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序

　三重県の北東部に位置している伊勢平野は、 西側に布引山地があり東側には

伊勢湾が広がる随所に豊かな自然が残された地域です。 この伊勢平野の中央部

を流れる雲出川の流域は、 肥沃な土壌に恵まれ古くから人々の生活が連綿と営ま

れてきました。

　今回報告する本宮遺跡は、 一般国道２３号中勢道路建設に伴い遺跡の現状

保存が困難な部分について、 緊急発掘調査が実施されました。

　昭和 48年に一般国道 165号線改良工事に伴って行われた試掘調査の際には、

土器の破片が少量出土しただけでしたが、 今回の調査では、 古墳時代の住居跡

が見つかりました。

　しかし残念ながら、 昔の人々の生活の跡はすでに消滅しました。 開発が進み私た

ちの生活が便利になることは喜ばしいことではありますが、 古くからこの地に生活して

いた人々が遺した ｢ 証し ｣ を保存していくことも大切なことであります。 消滅してしまう

遺跡を記録保存という形で少しでも皆様方に知っていただき、 埋蔵文化財保護へ

のより一層のご理解とご協力を願うばかりです。

　末筆となりましたが、 調査にあたりましては、 多大なるご協力をいただきました関係

諸機関ならびに地元の皆様に厚くお礼申し上げます。

平成 25 年３月

三重県埋蔵文化財センター　

所長　　河北　秀実　　　



例　言
１．本書は、三重県津市久居野村町に所在する本宮（もとみや）遺跡の発掘調査報告書である。

２．本遺跡の調査は、三重県教育委員会が国土交通省中部地方整備局長より委託を受けて、平成 21 〜 23 年度に一
　般国道 23 号中勢道路建設に伴って実施した。また、整理・報告書作成業務を平成 21 〜 24 年度に実施した。
　　調査にかかる費用は、国土交通省中部地方整備局の全額負担による。

３．調査および整理は、次の体制により実施した。
　　　調査主体　　三重県教育委員会
　　　調査担当　　三重県埋蔵文化財センター
　　　調査協力　　津市教育委員会
　　　土木作業　　株式会社アート（平成 21・23 年度）　有限会社足立水道（平成 22 年度）

４．現地調査については、平成 21 年度は西口剛司・水橋公恵、平成 22 年度は星野浩行・水橋公恵、平成 23 年度
　は竹内和昭・松葉和也・水橋公恵が担当した。

５．本書は水橋が執筆・編集した。遺構写真撮影は現地調査担当者が行い、遺物写真撮影は竹内が担当した。

６．本書で用いた座標値は、平面直角座標系第Ⅵ系（世界測地系）による。高さは、東京湾平均海面を基準とする
　海抜高である。

７．土層図の色調は小山正忠・竹原秀雄編著『新版標準土色帖』（日本色研事業株式会社 1967 年初版）を用いた。

８．遺構は、遺構の種別を示す以下の記号と、通番の数字の組合せにより表記する。　　
　　　ＳＢ（掘立柱建物）、ＳＨ（竪穴住居）、ＳＫ（土坑）　

９．発掘調査においては、周辺在住の方々や津市教育委員会にご協力いただいた。

10．本書に関連した調査成果については、『中勢道路調査ニュース』  № 53・55・56（三重県埋蔵文化財センター
　2010 〜 2011 年）、『一般国道 23 号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報』22 〜 24（三重県埋蔵文化財センター
　2010 〜 2012 年）等で随時報告してきたが、本報告書をもって正式報告とする。

11．本書で報告した記録および出土遺物は、三重県埋蔵文化財センターにて保管している。
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Ⅰ　前　言

１　調査の契機
　昭和 58 年４月、三重県中勢地域の道路網を充実さ

せるとともに、交通緩和と周辺の適切な土地利用を

図り、地域の経済発展に寄与するため、一般国道 23

号のバイパスとなる中勢道路（鈴鹿市玉垣町から松

阪市小津町）が都市計画道路として決定された。

　この計画地内の埋蔵文化財の取り扱いについては、

昭和 58 年に三重県教育委員会が行った分布調査の結

果をもとに、建設省中部地方建設局（当時、以下同）

と三重県教育委員会が協議を行い、現状保存が困難

な場合には事前に発掘調査を実施して、記録保存を

図ることとなった。

　事業の実施にあたっては、昭和 63 年度から平成

17 年度までは、建設省中部地方建設局（国土交通省

中部地方整備局）・三重県・社団法人中部建設協会の

三者で協定書を締結し、事業を進めてきたが、平成

18 年度以降は、現地作業を含めた委託契約書を国土

交通省中部地方整備局と三重県で締結し、事業を推

進している。

２　調査の体制
　中勢道路の発掘調査は、三重県教育委員会が主体

となり、三重県埋蔵文化財センター調査研究２課が

担当している。本書で報告する本宮遺跡の調査・整

理年度の体制は以下のとおりである。

〔平成 21年度〕調査研究Ⅱ課

課　　　長　　　田村陽一

中勢道路担当

主　　　査　　　松葉和也・薗部英幸

主　　　事　　　淺尾　太・西口剛司

技　　　師　　　水橋公恵・野嶌美沙子

業務補助員　　　黒川敬子・太田浩子・森川絹代

　　　　　　　　北岡佳代子・平井治代・山口香代

〔平成 22年度〕調査研究Ⅱ課

課　　　長　　　田村陽一

中勢道路担当

主　　　査　　　松葉和也・森田啓司・淺尾　太

　　　　　　　　西口剛司

主　　　事　　　星野浩行

技　　　師　　　水橋公恵

業務補助員　　　黒川敬子・太田浩子・森川絹代

　　　　　　　　北岡佳代子・平井治代・山口香代

〔平成 23年度〕調査研究Ⅱ課　

課　　　長　　　田村陽一

中勢道路担当

主　　　幹　　　竹内和昭

主　　　査　　　松葉和也・西口剛司・星野浩行

　　　　　　　　水橋公恵

業務補助員　　　黒川敬子・太田浩子・森川絹代

　　　　　　　　北岡佳代子・平井治代・山口香代

〔平成 24年度〕調査研究２課

課　　　長　　　田中久生

主　　　幹　　　竹内和昭

主　　　査　　　岩脇成人・山中由紀子

業務補助員　　　黒川敬子・太田浩子・森川絹代

　　　　　　　　北岡佳代子・山口香代

３　調査の経過
　平成 21・22 年度に条件の整った箇所から範囲確認

調査を順次行った。幅２ｍを基本とした試掘溝を平

成 21 年度に 13 箇所（Ａ〜Ｍトレンチ）、平成 22 年

度で５箇所（Ｎ〜Ｒトレンチ）設定した。その結果、

Ｏ〜Ｑトレンチでは遺構が確認され、Ｐトレンチで

は遺物が出土したため、平成 22 年度、この３トレン

チ周辺を対象に本調査を実施した（第２図）。

　本宮遺跡は過去に１度、試掘調査が行われていた

（本宮遺跡調査会 1973『本宮遺跡試掘調査報告』）が、

本調査には至っていなかった。そこで、平成 21・22

年度の一次調査を第１次、平成 23 年度の二次調査を

第２次とした。

　平成 23 年度は、4 月 19 日から 9 月 30 日に 2,850 

㎡を調査し、遺物整理箱に４箱分の遺物が出土した。

８月６日に現地説明会を行ったところ、35 名の参加

者を得た。
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 第１図　中勢道路（11 〜 14 工区）内遺跡位置図（1：50,000）
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４　調査の方法
　本調査は、以下の手順で進めた。

①表土及び旧耕作土を重機で除去した。

②遺構・遺物の位置情報の基準となる地区杭を設定

した。

　調査区の大半が台地縁辺部の傾斜地にあたり、平

成 21・22 年度の調査の結果、古墳時代前期の遺跡と

判明していたため、座標よりも調査区の傾斜にあわ

せてグリッドを設定した。グリッドは４ｍ四方の方

眼で、概ね南北方向にローマ字（Ａ〜Ｙ）、東西方向

に算用数字（１〜 25）を当て、その組み合わせにより、

個別のグリッド名称（例：Ｅ８など）とした。

③包含層掘削および遺構検出を人力で行ない、検出

された遺構の重複状況や色調などをグリッドごとの

カード（遺構カード：縮尺 1/40）に記録した。

④遺構を人力掘削し、遺物を取り上げた。

　建物・土坑などの遺構には、遺跡ごとの通し番号

を付与し、ピットについては地区（グリッド）ごと

に通し番号を付けた。

⑤調査区壁面・遺構断面の土層図、遺物出土状況図

などを作成し、写真撮影を行った。
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　図面の縮尺は 1/20 または 1/10、写真は６×９㎝判・

35㎜判で、モノクロネガとカラーリバーサルのフィ

ルムを使用した。

⑥空中写真測量を委託し、調査後の遺構平面図・等

高線図等の作成、全体写真の撮影を行った。

⑦遺構の断ち割りなどを人力で行い、記録した。

５　整理・保管の方法
　整理作業は、以下の手順で進めた。

遺物

①調査現場で取り上げ後、速やかに整理所で洗浄・

乾燥・接合を行った。

②報告書に掲載する遺物を選別し、実測図作成・写

真撮影（６×９㎝判）を行なった。

③報告書掲載遺物については報告書番号順に並べ、

遺物実測を行わなかったものは、出土遺構・グリッ

ド毎に、遺物整理箱に収納し、台帳を作成して保管

した。

図面・写真類

　現場で作成した図面（平面図・土層断面図・航測

図面など）、遺構カード（縮尺 1/40）、調査日誌、写

真類などと、整理段階で作成した遺物実測図、遺物

写真について、適切な順序に並べ、所定の番号を付け、

台帳を作成して保管した。

６　文化財保護法等にかかる諸通知
　文化財保護法（以下、「法」）などにかかる諸通知は、

以下のとおりである。

・文化財保護法第 99 条第１項にかかる発掘調査報告

　　　　（県教育長宛埋蔵文化財センター所長通知）

　　平成 23 年５月 23 日付教埋第 55 号

・遺失物法にかかる文化財発見・認定通知

　　　　　　　　　（津南警察署長宛県教育長通知）

　　平成 23 年 10 月 20 日付教委第 12 − 4404 号

 第 2 図　調査区位置図（1：2,500）
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Ⅱ　位置と環境

１　地理的環境
　本宮遺跡は、三重県中部に位置する津市久居野村

町に所在し、高茶屋台地上に立地している。現況は

畑地である。

　津市の地勢は、西に布引山地・高見山地・紀伊山

地が連なり、東は伊勢平野・伊勢湾が広がる。全体

に西高東低の様相であり、雲出川・岩田川・安濃川

などの河川が、東流して伊勢湾に注いでいる。

　津市の土地基盤は、布引山地にあたる榊原町西部

の第三紀層（6500 万年前から 170 万年前まで）がの

びている。その東部には第四紀古層（170 万年前か

ら 1 万年前まで）が伊勢湾方面へのびており、戸木町、

新家町、高茶屋小森町にかけて台地を形成している。

その南方の雲出川流域の低地部には、第四紀新層

（１万年前から現代まで）の沖積地が広がっている。

　雲出川は、三重県西部と奈良県東部の境をなす高

見山地の三峰山に源を発し、津市白山町・一志町を

通って、津市香良洲町付近から伊勢湾に注いでいる。

延長距離は約 55㎞であり、概して西から東へ流れて

いる①。

　遺跡は、高茶屋台地上の標高20〜24ｍ付近にあり、

東へは緩やかな、南へはやや急な斜面となっている。

雲出川が形成した沖積地から高茶屋台地へ上がる南

側縁辺部からは 1.2 ㎞ほどの距離である。

２　歴史的環境
　本宮遺跡（１）のある高茶屋台地の周辺や、雲出

川流域には注目すべき遺跡が密集している。以下、

時代ごとに簡単に述べる。

（１）旧石器・縄文時代

　旧石器時代の遺構は確認されていないが、四ツ野

Ｂ遺跡②（23）でナイフ形石器が出土している。

　縄文時代の遺構としては、木造赤坂遺跡（21）や

井手ノ上遺跡③（22）で検出された後期から晩期の

竪穴住居９棟や土坑、四ツ野Ｂ遺跡や雲出島貫遺跡

④（26）で検出された晩期の土器棺墓がある。また、

木造赤坂遺跡からは遺構に伴うものではないが、尖

頭器が２点出土している。

（２）弥生時代

　伊勢平野のなかでも弥生文化の伝播が早い地域と

して知られている。代表的な遺跡として中ノ庄遺跡

⑤（49）があり、亜流遠賀川式土器が出土した。また、

前期の畠と水田跡が検出された筋違遺跡⑥（39）は、

当時の雲出川流域の生業の様相を示すものとして注

目されている。

　中期以降は、質量ともに充実し、高茶屋台地上や

雲出川・中村川流域などで、方形周溝墓や集落の確

認例が多い。

　弥生時代後期から古墳時代中期の竪穴住居が 87 棟

も検出された四ツ野Ｂ遺跡（23）では、銅鐸も出土

した⑦。小谷赤坂遺跡⑧（32）では後期の環壕集落

が検出され、鹿と船が線刻された壺が出土した。

（３）古墳時代

　古墳時代前期の雲出川・中村川流域は、前方後方

墳が集中している。「壱師君塚」とも伝えられる筒野

１号墳（33）や、西山１号墳（40）・向山古墳（45）・

錆山古墳（44）は有力者の墓と想定されている。

　中期から後期には、台地上だけでなく、舞出北遺

跡⑨（34）や小野江甚目遺跡⑩（35）のような沖積

地でも古墳が築かれるようになる。

　高茶屋台地から垂水・半田の丘陵部では、土師器・

須恵器・埴輪などの生産遺跡が存在する。久居窯跡

群⑪（３）は、県内では最も古い須恵器窯の一つと

位置付けられており、埴輪を焼成した法ヶ広窯跡（６）

や藤谷窯跡群⑫（２）もある。

　高茶屋大垣内遺跡⑬（９）や四ツ野Ｂ遺跡（23）、

木造赤坂遺跡（21）、片野遺跡⑭（28）などで集落が

確認されている。特に、高茶屋大垣内遺跡では大型

の独立棟持柱掘立柱建物とそれを囲う区画や多数の

竪穴住居が検出された。木造赤坂遺跡では、朝鮮半

島の伽耶地域の影響が強い渡来系遺物が出土した。

（４）古代

　古代律令制下において、この地域は伊勢国一志郡

島抜郷に属していた。高茶屋大垣内遺跡では、竪穴

住居・掘立柱建物・土師器焼成坑が検出され、「美濃」
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 第 3 図　周辺の遺跡位置図（1：50,000）（国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図『津東部』『津西部』『松阪港』『大仰』より）
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の刻印をもつ須恵器や土馬が出土した。片野遺跡（28）

では、暗文土師器が大量に出土し、生産遺跡の可能

性が指摘されている。木造赤坂遺跡（21）では、平

安時代前期〜中期に区画溝を伴う屋敷地が形成され、

区画溝の位置や方向性はその後長く踏襲されている。

（５）古代末期から中世

　木造赤坂遺跡（21）では、平安時代後期に二重の

溝で囲まれた屋敷地が出現し、大量の土師器食膳具

のほか、越州窯系青磁や耳付石鍋といった当時とし

ては非常に希少な遺物が出土した。また、雲出島貫

遺跡（26）では、11 世紀後半から 13 世紀前半頃の「居

館」が確認され、大量の土器類や貿易陶磁器が出土

した。この２遺跡は、伊勢平氏との関連が考察され

ている。

　雲出川南岸の平生遺跡⑮（29）や舞出北遺跡（34）

でも、同じ頃の屋敷地や集落、区画が確認されている。

　中世後期の遺構としては、上野遺跡⑯（11）で室

町時代の方形区画溝をもつ屋敷群や、戦国時代の大

溝、土塁などが確認された。伊勢国司北畠氏の一族、

木造氏の居城と伝えられる「木造城址」の石碑が調

査地の約 500 ｍ東にある木造赤坂遺跡でも、室町時

代以降の屋敷地が確認されている。
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Ⅲ　地形と土層
　現況地表面は北から南東へ向かって低くなってお

り、調査区北端で標高 24.0 ｍ、南端で標高 20.0 ｍで

ある。調査地点における土層は、北半では耕作土直

下で地山となり、南半は旧表土が何層にも重なって

いるが、良好な遺物包含層は存在しない。

　検出面となる地山は場所によって異なり、概ね黄

褐色系の粘質土であるが、標高の高い北側ほど赤味

が強く、調査区中央よりもやや南は茶褐色系、南端

付近は白味が強くなる。部分的に礫を含む層もある。

検出面の深さは、北半では約 0.2 ｍ、南端では 0.8 〜 1.3

ｍである。

 第 4 図　調査区断面図（1：400）、東壁土層図（1：80）
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 第 5 図　調査区南壁土層図（1：80）※位置は第４図参照
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Ⅳ　遺構と遺物
　竪穴住居１棟・掘立柱建物４棟と土坑が多数検出

され、主に竪穴住居から土師器が、表土から尖頭器

が出土した。

（１）竪穴住居

ＳＨ１（第７・８図）　　調査区中央やや西寄りで

検出された、長辺約 6.5 ｍ×短辺約 5.9 ｍの隅丸方形

を呈する竪穴住居。検出面からの深さは 20 〜 30㎝。

壁際床面では、東壁を除く３辺で２条の壁周溝が断

続的に検出され、南壁を除く３辺で壁柱穴が検出さ

れた。壁周溝は幅 10 〜 25㎝、深さ５〜 10㎝程度。

壁柱穴は直径８㎝、深さ 10㎝以下のものが多い。

　住居内部から主柱穴４個のほか、南東隅で柱穴１

個（Ｉ９pit ３）と小穴１個（Ｉ９pit １）、やや北寄

りで埋土に炭・焼土が少量まじる小穴１個（Ｉ８pit

１）が検出された。炉は確認されなかった。

　主柱穴は、直径約 0.5 〜 0.7 ｍ、住居床面からの深

さは約 1.0 ｍである。南東隅の柱穴（Ｉ９pit ３）は、

南の主柱穴から約 0.8 ｍ（芯−芯）の位置にあり、主

柱穴と同規模である。その西側には、一辺 0.6 ｍの

略隅丸方形を呈する小穴（Ｉ９pit １）がある。床面

からの深さは約 0.4 ｍで、内部から小型の土師器壺

が出土した。住居北寄りで確認された炭・焼土混じ

りの小穴（Ｉ８pit １）は、長径 0.7 ｍ×短径 0.5 ｍ

ほどの楕円形を呈し、床面からの深さは 10 p ほどで

ある。北の主柱穴に近接しているため、地床炉とす

るには無理があろう。

　ＳＨ１は、部分的ではあるが、壁周溝や壁柱穴が

二重に検出され、土層の断面観察からも切り合いが

確認されたため、建て替えが行われたことが判る。

ただ、２条の壁周溝や壁柱穴の位置が 20 〜 30㎝離

れているだけで、平行しており、主柱穴には新旧の

切り合いがまったく認められない。ほぼ同じ場所で

の建て替えであるが、主柱穴の掘削を伴わない程度

の屋根や壁の改修とも考えられる。

　住居埋土・主柱穴埋土などから土師器が出土した。

大半は建て替え後の住居埋土に含まれていたが、建

て替え前の住居埋土（６）や主柱穴（９・10）、小穴

（11）から出土したものも少量ある。

　出土遺物はすべて土師器で、壺・高杯・甕がある。

　第 12 図１〜４は小型丸底壺、９は小壺である。９

内部の土には炭化物が混じっていた。

　５・10 は高杯。５は屈曲脚高杯で、10 は小片のた

め明確ではないが、高杯の脚端部と思われる。

　６〜８・11 は甕。６は布留式甕の影響を受けた丸

底の甕。外面には煤が薄く付着していた。７・８・

11 はＳ字状口縁台付甕で、７・11 は口縁部、８は台

部である。

（２）掘立柱建物（第９図）

　調査区北部で掘立柱建物が４棟検出された。互い

に重複関係には無く、竪穴住居とも重複しない。い

ずれの柱穴からも遺物は出土しなかった。

ＳＢ９　　４棟のうち最も西寄りで検出された側柱

の掘立柱建物である。桁行３間（約 4.0 ｍ）×梁行

２間（約 3.2 ｍ）で、主軸方位はＮ 59°Ｗ。柱掘形は

直径 0.2 〜 0.4 ｍの略円形を呈する。柱痕跡は直径 15 

p で、柱間は桁行方向が 1.5 〜 1.6 ｍ、梁行方向が 1.3

〜 1.4 ｍである。

ＳＢ 10　　調査区北部、ＳＢ９の北東側で検出さ

れた側柱の掘立柱建物である。長辺２間（約 4.4 ｍ）

×短辺２間（約 3.4 ｍ）で、主軸方位はＮ 49°Ｅ。柱

掘形は直径 0.3 〜 0.4 ｍの略円形を呈する。柱痕跡は

直径 12 〜 15㎝で、柱間は長辺方向が 2.1 〜 2.3 ｍ、

短辺方向が 1.7 〜 1.9 ｍである。

ＳＢ 11　　調査区北部、ＳＢ 10 の東側で検出され

た側柱の掘立柱建物である。桁行３間（約 4.2 ｍ）×

梁行２間（約 2.7 ｍ）で、主軸方位はＮ 41°Ｅ。柱掘

形は直径 0.3 ｍの略円形を呈する。柱間は桁行方向

が 1.4 ｍ、梁行方向が 1.3 〜 1.4 ｍである。

ＳＢ 12　　４棟のうち最も東寄りで検出された側

柱の掘立柱建物である。おそらく２間×２間（１間

約 1.8 〜 2.0 ｍ）で、軸方位はＮ 40°Ｅ。柱掘形は直

径 0.25 〜 0.3 ｍの略円形を呈する。

（３）土坑
　調査中に遺物が出土した穴については、土坑とし

て遺構番号を付与した。また、南壁際のＳＫ２〜４・

８は、南側が調査区外へ及んでしまい全容が不明で
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あり、溝や谷頭などの可能性も想定できるが、便宜

的に土坑とした。

ＳＫ２（第 10 図）　　調査区南壁際西寄りで検出さ

れた土坑。大きく２つの土坑が重複していることが

南壁土層で確認できた。西側の古い土坑は、南北 2.2

ｍ以上、南壁での東西幅 3.2 ｍ以上、深さ 0.5 ｍである。

東側の新しい土坑は、南北 2.4 ｍ以上、南壁での東

西幅 2.8 ｍ、深さ 0.75 ｍである。

　遺物としては、土師器の屈曲脚高杯（第 12 図 12）

と直口壺（13）などがあり、12 は東側、13 は西側か

ら出土した。

ＳＫ３（第 10 図）　　調査区南壁際中央で検出され

た土坑。南北 1.7 ｍ以上、南壁での東西幅 2.7 ｍ、深

さ 0.7 ｍである。

　遺物としては、土師器の壺か甕の口縁部（第 12 図

14）が出土した。

ＳＫ４（第 11 図）　　調査区南壁際、ＳＫ２とＳＫ

３の間で検出された土坑。複数の土坑が重複してい

№3

 第 6 図　調査区平面図（1：400）
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 第 7 図　S H １遺構図（1：50）※土色は第 8 図
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 第 8 図　S H １ピット遺物出土状況図（1：20）S H １内ピット土層図（1：50）※位置は第 7 図参照

【ＳＨ１】（第 7図参照）
  1　撹乱
  2　7.5YR3/2 黒褐色粘質土
　   ＋7.5YR4/4 褐色地山ﾌﾞﾛｯｸ
　   ＋7.5YR1.7/1 黒色土ﾌﾞﾛｯｸ
  3　7.5YR3/2 黒褐色粘質土
  4　7.5YR1.7/1 黒色粘質土（しまり悪）
  5　7.5YR2/2 黒褐色粘質土
  6　7.5YR3/2 黒褐色粘質土
  7　7.5YR3/4 暗褐色粘質土
  8　7.5YR2/3 極暗褐色粘質土
  9　7.5YR4/4 褐色粘質土（しまり悪）
10　7.5YR4/6 褐色粘質土（しまり悪）

【Ⅰ８pit１・２】     
1　7.5YR4/4 褐色粘質土（炭・焼土混じり）
2　7.5YR4/4 褐色粘質土
3　7.5YR2/2 黒褐色粘質土
4　5YR5/6 明赤褐色土

｝
｝
pit１

pit２

【Ⅰ９pit３】
1　7.5YR4/4 褐色粘質土
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【ＳＢ９・10】     
1　5YR1.7/1 黒色粘質土
2　5YR3/2 暗赤褐色粘質土
3　5YR3/6 暗赤褐色粘質土
4　5YR3/3 暗赤褐色粘質土
5　5YR4/6 赤褐色粘質土
6　5YR3/4 暗赤褐色粘質土 

 第 9 図　S B ９〜 12 遺構図（1：100）
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【ＳＫ２】
1　7.5YR2/1 黒色粘質土
2　7.5YR1.7/1 黒色粘質土
3　7.5YR2/2 黒褐色粘質土と 7.5YR5/6 明褐色地山ﾌﾞﾛｯｸの混成層
4　7.5YR2/1 黒色粘質土と 7.5YR7/1 明褐灰色粘土ﾌﾞﾛｯｸの混成層
5　7.5YR1.7/1 黒色粘質土と 7.5YR5/6 明褐色地山ﾌﾞﾛｯｸの混成層
6　7.5YR1.7/1 黒色粘質土

【ＳＫ３】
1　7.5YR1.7/1 黒色粘質土
2　7.5YR1.7/1 黒色粘質土（粘性やや弱）
3　7.5YR5/4 にぶい褐色粘質土
4　7.5YR2/1 黒色土＋層状に地山粒
5　7.5YR7/1 明褐灰色粘質土と地山ﾌﾞﾛｯｸの混成層
6　7.5YR7/1 明褐灰色粘質土と地山ﾌﾞﾛｯｸの混成層
7　10YR8/6 黄橙色粘質地山ﾌﾞﾛｯｸ
8　7.5YR2/1 黒色粘質土＋10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ 

【ＳＫ８】
1　7.5YR2/1 黒色粘質土（南壁 32層）
2　10YR4/6 褐色粘質土（黒色土含）

 第 10 図　S K ２・3・8 遺構図（1：50）
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【ＳＫ５】
1　7.5YR3/4 暗褐色粘質土
2　7.5YR4/4 褐色粘質土

【ＳＫ６】
1　7.5YR3/4 暗褐色粘質土
2　7.5YR4/4 褐色粘質土

【ＳＫ７】
1　7.5YR3/2 黒褐色粘質土
2　7.5YR4/4 褐色粘質土
3　7.5YR3/4 暗褐色粘質土

【ＳＫ４】
  1　7.5YR1.7/1 黒色粘質土
  2　7.5YR2/1 黒色粘質土＋層状に 10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ
  3　7.5YR2/1 黒色粘質土＋層状に 10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ
  4　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ(～８㎝ )
  5　10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸの隙間に 7.5YR1.7/1 黒色粘質土入る
  6　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR6/1 褐灰色地山ﾌﾞﾛｯｸ(～８㎝ )
  7　7.5YR1.7/1 黒色粘質土
  8　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR6/1 褐灰色地山ﾌﾞﾛｯｸ(～８㎝ )
  9　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR7/1 明褐灰色・10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ（～６㎝）
 10　7.5YR7/1 明褐灰色地山ﾌﾞﾛｯｸ
 11　7.5YR7/1 明褐灰色・10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ
 12　7.5YR1.7/1 黒色粘質土
 13　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ
 14　7.5YR7/1 明褐灰色地山ﾌﾞﾛｯｸ
 15　7.5YR2/1 黒色粘質土＋層状に 10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ
 16　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR7/1 明褐灰色・10YR8/6 黄橙色地山ﾌﾞﾛｯｸ（～６㎝）
 17　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR7/1 明褐灰色（～25㎝）・10YR8/6 黄橙色（～15㎝）地山ﾌﾞﾛｯｸ
 18　7.5YR1.7/1 黒色粘質土＋7.5YR7/1 明褐灰色（～10㎝）・10YR8/6 黄橙色（～５㎝）地山ﾌﾞﾛｯｸ

 第 11 図　S K ４〜 7 遺構図（1：50）
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ることが南壁土層で確認できた。南北 1.7 ｍ以上、南

壁での東西幅 2.7 ｍ、深さ 0.7 ｍである。

　遺物としては、土師器の甕（第 12 図 13）が出土した。

Ｓ字状口縁台付甕の口縁部である。器表面は著しく

風化している。

ＳＫ５（第 11 図）　　調査区北部中央、ＳＨ１と掘

立柱建物の間で検出された土坑。南北 1.4 ｍ×東西 0.8

〜 1.35 ｍの隅丸台形を呈し、深さは 0.25 ｍである。

　近世の土師器小皿の小片が出土した。口縁部に煤

の付着が認められる。

ＳＫ６（第 11 図）　　調査区北東部、ＳＢ 12 の内

部で検出された土坑。南北 1.2 ｍの不整形で、深さ

は 0.1 ｍに満たない。土師器のような小破片を取り

上げたが、洗浄中に溶けてなくなった。

ＳＫ７（第 11 図）　　調査区中央やや東より、ＳＢ

12 の南で検出された土坑。東西 1.1 ｍ×南北 0.95 ｍ

の不整形で、深さは 0.25 ｍである。

　遺物としては、土師器の小片が出土した。

ＳＫ８（第 10 図）　　調査区南壁際東寄りで検出さ

れた土坑。南北 1.0 ｍ以上、南壁での東西幅 2.1 ｍ、

深さは東側が 0.6 ｍ、西側が 0.8 ｍである。

　遺物としては、土師器甕などの小片が出土した。

（４）遺構外出土遺物
　表土からサヌカイト製尖頭器（第 12 図 16）が１

点出土した。また、図化していないが、Ｋ６グリッ

ド遺構検出中にチャート製剥片１点が出土した。そ

こで、尖頭器が出土したＱ 15 グリッドと合わせて、

付近にテストピットを４箇所設定し精査したところ、 

№３精査中にサヌカイト製剥片１点が出土した。

 第 12 図　出土遺物実測図（1：4）16 は 1：2
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Ⅴ　調査のまとめ
　本宮遺跡では、昭和 36 年に三重県遺跡分布調査が、

昭和 48 年には国道 165 号線改良工事に伴う試掘調査

が行われていたが、本格的な発掘調査は今回が初め

てとなった。

　平成 21・22 年度の一次調査を踏まえて二次調査必

要範囲を確定し、平成 23 年度に 2,850㎡の二次調査

を行ったところ、竪穴住居１棟・掘立柱建物４棟と

土坑が多数検出され、遺物整理箱に４箱の遺物が出

土した。

　竪穴住居ＳＨ１は、住居埋土や壁周溝などの状況

から、建て替えが行われたと考えられる。新しい住

居は、北東方向へ 20 〜 30㎝ほど移動しているが、

全体としては、ほぼ同じ位置で建て替えられている。

主柱穴に掘り直した痕跡が認められないことから、

古い主柱穴が新しい主柱穴により完全に破壊された

可能性はあるものの、主柱穴の掘削を伴わない程度

の屋根・壁の改修と考えることもできる。

　主柱穴は、住居床面からの深さが約１ｍもあり、

周辺遺跡で確認されている同時代の竪穴住居と比較

しても、非常に立派なものである。同じ台地上に位

置する四ツ野Ｂ遺跡や高茶屋大垣内遺跡には、本宮

遺跡ＳＨ１よりも大きな規模の住居も存在するが、

最も深い主柱穴でも 70㎝ほどで、平均値は 40 〜 45

㎝程度である①。

　掘立柱建物は、３間×２間の側柱建物２棟、２間

×２間の側柱建物２棟の合計４棟が検出された。い

ずれの柱穴からも遺物が出土していないため、時期

は不明である。ただ、竪穴住居を取り巻くように周

囲に建てられていること、埋土が竪穴住居と似てい

ることから、竪穴住居との同時存在を考えておきた

い。柱穴の規模が小さく、柱筋の通りが悪いことも

古墳時代前期頃の小規模な竪穴住居には一般的に認

められる特徴である。また、当該時期以外の遺物は

ほとんど見つかっていない。

　縄文時代草創期のものとみられる尖頭器は、周辺

の遺跡では、木造赤坂遺跡から木ノ葉形尖頭器と有

舌尖頭器が１点ずつ、四ツ野Ｂ遺跡から木ノ葉形尖

頭器１点、相川西方遺跡②から有舌尖頭器２点が出

土している。いずれも遺構に伴うものではなく、本

宮遺跡でも表土から出土した。同時期の遺構はまっ

たく見つかっていないため、狩猟で使用されたもの

が何らかの理由でこの場所に残ったのであろう。

　本宮遺跡は、日当たりの良い南向きの緩やかな斜

面という、住むには好立地であるため、調査前には

一定規模の集落の存在を予想していた。今回、本宮

遺跡としては初めて生活痕跡が確認されたが、遺構

数・遺物量ともに意外と少ない結果となった。現在

では遺跡のすぐ南に用水が設けられているが、北の

相川からも南の雲出川からも距離があるため、水の

確保が問題だったのだろうか。

　ただ、竪穴住居や掘立柱建物などの確実な遺構が

調査区北西隅に集中していることから、集落の東端

をかすめただけで、調査区西方には古墳時代前期の

集落がさらに広がっているとも考えられる。

【註】

①報告書に数値の記載が無いものについては、住居

床面からの深さを断面図から読み取った。

［木造赤坂遺跡］

三重県埋蔵文化財センター 2012『木造赤坂遺跡・池

新田遺跡・井手ノ上遺跡発掘調査報告』

［高茶屋大垣内遺跡］

三重県埋蔵文化財センター 1997『高茶屋大垣内遺跡

（第２次）発掘調査報告』、同 2000『高茶屋大垣内遺

跡（第３・４次）発掘調査報告』

［四ツ野Ｂ遺跡］

津市教育委員会 2001『四ツ野Ｂ遺跡（第２次）・四

ツ野古墳発掘調査報告』

②三重県埋蔵文化財センター 2010「相川西方遺跡（第

２次）」『一般国道 23 号中勢道路埋蔵文化財発掘調査

概報 22』、同 2012「相川西方遺跡（第４次）」『一般

国道 23 号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報 24』





写真図版１

 調査区主要部（北東から）

 ＳＨ１（北から）



写真図版２

 ＳＨ１土層（南から）

 ＳＨ１土層（東から）

 ＳＨ１主柱穴断ち割り（Ｉ８pit ４：北から）

 ＳＨ１柱穴断ち割り（Ｉ９pit ３：南から）

 ＳＨ１土層（北から）

 ＳＨ１土層（西から）

 ＳＨ１壁柱穴検出状況（北から）



写真図版３

 ＳＨ１壁柱穴断ち割り（東から）

 ＳＨ１遺物出土状況（６：西から）

 ＳＨ１遺物出土状況（６：北東から）  ＳＨ１貯蔵穴遺物出土状況（９：東から）

 ＳＢ 10 柱穴断ち割り（Ｄ 10pit １：北から）  ＳＢ 10 柱穴断ち割り（Ｅ９pit ２：南から）

 ＳＨ１遺物出土状況（３・５：西から）

 ＳＨ１遺物出土状況（２：北西から）



写真図版４

 ＳＢ９（西から）

 ＳＢ 10（南西から）



写真図版５

 ＳＢ 11（南西から）

 ＳＢ 12（上空から）



写真図版６

 ＳＫ２（北西から）

 ＳＫ４（北から）

 ＳＫ５（南から）

 ＳＫ７（南から）

 ＳＫ３（北から）

 ＳＫ４西半（北西から）

 ＳＫ６（西から）

 ＳＫ８（北西から）



写真図版７

1

3

5

7

2

4

6

8



写真図版８

9

11

13

15

10

12

14

16





三重県埋蔵文化財調査報告　　１１５－３１

編集・発行　　三重県埋蔵文化財センター
印　　刷　　㈲ミフジ印刷

一般国道２３号中勢道路（１２工区）建設事業に伴う

2013（平成 25）年　３月

本宮遺跡発掘調査報告


	巻頭図版
	序
	例言
	本文目次
	Ⅰ　前　言
	Ⅱ　位置と環境
	Ⅲ　地形と土層
	Ⅳ　遺構と遺物
	Ⅴ　調査のまとめ
	写真図版
	報告書抄録

