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建設省松江国道工事事務所においては、安来地区の一般国道 9号の交通混雑

を緩和 して、円滑な交通を確保 し地域社会の発展に資するため、一般国道 9号

のバイパスとして安来道路の建設を進めています。

道路整備に際しては、埋蔵文化財の保護にも十分留意 しつつ関係機関 と協議

しなが ら進めていますが、避けることのできない埋蔵文化財については、道路

事業者の負担によって必要な調査を実施 し、記録保存を行っています。

当安来道路においても、道路予定地内にある文化財について島根県教育委員

会 と協議 し、同委員会のご協力のもとに平成元年度から発掘調査を行っていま

す。

本報告書は、平成元年度から平成 4年度に実施 した遺跡調査の結果をとりま

とめたものであります。本書が郷上の埋蔵文化財に関する貴重な資料 として、

学術ならびに教育のため広 く活用されることを期待すると共に、道路事業が埋

蔵文化財の保護にも十分留意 しつつ進められることへのご理解を頂 きたいと思

うものであります。

最後に、今回の発掘調査及び本書の編集にあた り、ご指導ご協力いただいた

島根県教育委員会並びに関係各位に対 し深甚なる謝意を表すものであります。

平成 5年 3月

建設省中国地方建設局松江国道工事事務所

所 長  神  長  耕  二

島根県教育委員会では、平成元年度から建設省中国地方建設局の委託を受け

て、この調査を実施しています。本年度は岩屋口遺跡など3遺跡を調査しまし

たが、弥生時代～奈良時代の集落跡、古墳時代の前方後円墳、横穴墓、玉作工

房跡など貴重な遺構の存在が明らかになりました。

本書は、平成元年度から平成 4年度に実施した 8遺跡の調査概要をとりまと

めたもので、多少なりとも皆様の文化財に対する理解 と関心を高めることに役

立ちましたら幸いです。

最後になりましたが、調査に御協力頂きました関係各位に対し、厚く御礼を

申し上げます。

平成 5年 3月

島根県教育委員会

教育長  坂  本  和  男
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イま じ め  に

島根県教育委員会では、平成元年度 (1989)よ り、一般国道 9号 (安来道路 )

建設予定地内での埋蔵文化財発掘 調査を行なってきました。安来道路は安来市

街地の南側の丘 陵地を東西に貫 く形で建設が予定されています。今年度 (1992)

までの調査で、荒島町から島田町までの6.9血区間 (1-2工 区)、 8箇所の遺

跡 (昔の人々の生活の跡)の現地調査をほぼ終了しました。

安来市は、島根県の東端に位置し鳥取県米子市に隣 り合っています。北に中

海を望み、市の中央には飯梨川・吉田川・伯太川の三河川によって形成された

安来平野が広が り、その東部から西南部にかけては低い丘陵が続いています。

この低い丘陵の上に今回の調査地は広がっています。

安来平野周辺では、これまで縄 文時代 (約 12000年前～2300年前)以前の遺跡

はほとんど見つかっていません。今回の調査でも、宮内遺跡から縄文土器のか

けらが少 し見つかっただけです。

弥生時代 (約2300年前～1700年前)の遺跡になると、現在知 られているだけ

で も50箇所 ぐらいあります。大小の谷に面 した小高い丘から、竪穴 住 居跡や掘

立 柱 建物跡がた くさん見つかっています。大塚町の八脇谷遺跡や鳥木町の十

善遺跡などは、住まいや集落を物語る遺跡 (集 落遺跡)と して確認されていま

す。一方、当時のお墓の遺跡 (埋葬遺跡)と しては、四隅突出 型墳 丘墓 といわ

れる墳丘をともなう大きな墓が西赤江町の宮山 。安養寺・イ中仙寺などで見つか

っています。また土墳墓 といわれる地面を掘 り込むだけの小さな墓 も小高い山

の尾根上などで見つかっています。

古墳時代 (約 1700年前～約1400年前)の遺跡には、竪穴住居跡や掘立柱建物

跡などからなる集落遺跡のほか、古墳や横穴墓 (山の斜面に横から掘 りこんだ

墓)な どの埋葬遺跡が多 く見つかっています。古墳時代前期 (4世紀頃)に は、

荒島町の造 山古墳や大成古墳のように大形古墳が築かれます。後期の後半 (6

世紀中頃～ 7世紀頃)に は、矢田横穴群や椿 谷古墳群のように、横穴墓が集中

的に作 られます。そして嵩蟹遺跡では双 竜 環頭大刀が見つかるなど横穴墓から

の豪華な副葬品の出上が注目されています。また須恵器 と呼ばれる土器の窯跡

や玉作 りの工房跡など生産遺弥 も点々 と見つかっています。

それでは今回の調査で分かったことをもとに、安来平野の古代人の暮 らしぶ

りを考えてみたいと思います。
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住まいと暮らし

あなたは、どんな家にお住まいですか ?鉄筋コンクリー トの四角い家、三角

屋根のカラフルな家、純和風の瓦葺きの家、東葺き屋根の家… ?現代の住まい

は、色・形・材質・使い途等じつにバラエティに富んでいます。人類の進歩の

軌跡は住まいとそこでの生活道具の進歩に間違いなく反映していることでしょ

う。この度の発掘調査でも弥生時代中頃から奈良時代にかけての住居跡・倉庫

と思われる建物跡などが数多 く発見されました。ここではそのいくつかの例を

取 り上げ、当時の住まいと暮らしをイメージしてみたいと思います。

<竪穴 住 居とは?>
一般に竪穴住居とは、地面をタテに掘り込み床面とし

そこにいくつかの穴を掘って木の柱を立て横木を渡して

屋根を葺いた住居をいいます。比較的簡単な技術 と手軽

な材料で出来るうえ、保温性があり、縄文時代・弥生時

代・古墳時代・奈良時代を中心に長い間作られました。

発掘調査で分かるのは、ほとんどの場合、掘 りくばめ

られた床面と柱を立てた穴 (柱 穴)、 それに煮炊きや暖 復元想像図

をとった炉跡 。かまどなどです。建築の材料などは長い年月を経て腐ったり風

化してしまうのです。柱材にはクリ・ クヌギ・スギ・ ヒノキ等を用い植物のつ

るで縛 り、屋根はカヤ・枯草 。フラ等で覆ったと想像されています。

竪穴住居の移 り変 りは床面の形の変化にみて取れます。およそ円形→多角形

→隅丸方形 (角が丸みを帯びた四角形)→方形と変化するようです。これは、

屋根の形をはじめ建物全体の形や作 りの変化に伴うものと考えられます。大き

さは大小様々です。

床面の形の

移 り変 り

次ページ①は、宮内遺跡で見つかった弥生時代中期後葉 (1世紀頃)の円形

住居の跡です。柱間の長さ1.6m、 直径4.5m、 面積16m2ぐ らいで10畳ほどの広さ

です。中央の穴は炉跡と推測されます。

②は、越峠遺跡で見つかった五角形の住居の跡です。それぞれの頂点近くに
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柱穴があり5本柱で建っていたようです。

弥生時代後期終末～古墳時代初頭 (4世紀

頃)の ものと推測され床面からは甕形土器

や炭、中央の穴からは炉跡を思わせる炭等

が見つか りました。

③は、岩屋口遺跡の隅丸方形の住居の跡

です。一辺の長さが 5mを こえ,ヒ較的大き

なものです。中央の穴はやはり炉跡 と考え

られます。四隅に近い 4つの大きな穴が柱

穴 と思われますが、穴の形が歪だった り重

なるようにあいているのは、柱の立て替え

を表すものでしょう。小さな穴 も柱にとも

なうと考えています。 このように立て替え

などによって柱穴が多数見つかる場合が多

いのです。さて壁際に注目して ください。

幅約15cm・ 深さ約 5 cm程の濤が ぐるりと巡

っているのが分か ります。これは排水のた

めとか、壁を板等で築いたためとか言われ

ています。床面からわずかな土器片等が見

つかっただけですが、弥生時代後期終末～

古墳時代初頭のものと考えられます。

④は、岩屋口遺跡の方形の住居の跡です。

古墳時代中期 (5世紀頃)の もので床面の

大きさが約6.4m× 5.4mを はか り壁際に幅

10～20cm・ 深さ15～20cmの濤が巡っていま

す。中央の穴は径30cmで、周囲に焼上が見 様々な竪穴住居跡

られ炉跡 と思われます。 4つ の主な柱穴は径40～ 50cm、 深さ60～ 70cm、 柱の間

は2.5m× 3mで す。壷 。高杯・蓋杯等が見つかっています。

<掘立 柱 建物 とは ?>

次ページの図のように地面にい くつかの柱穴を掘 り、そこに木の柱を立て、

草木で壁 と屋根をつ くった建物です。縄文・弥生・古墳時代にもみられますが
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古墳時代の終末頃 (7世紀頃)か ら急に増え、それまで

の竪穴住居から建物の主役を譲 り受けます。発掘調査で

分かるのは、竪穴住居同様柱穴のみの場合が多いです。

床面の形は長方形で、床は土間のままかむしろなどをひ

いたものが多かったと考えられます。 また床を張 り高床

にしたものもありました。竪束住居に比べ室内が広 く使 復元想像図

え、簡単に建てられる利点があり現代の家屋建築につながるものといえましょ

う。柱穴の大小や多少、建物の大 きさは様々で、普通の住 まいや倉庫などとし

て使われていた と思われます。

⑤は、島田南 遺跡の一例です。周辺で見つかった

土器がほとんど日常的な食器 (皿・椀・杯・壷・甕

等)のため奈良時代の終末から平安時代の初頭 (8

世紀末～ 9世紀初頭)にかけて住 まいとして使われ

ていた と思われます。
いわ や ぐち

⑥は、岩屋口遺跡で見つかったた くさんの

柱京です。一見 しただけでは、一体 どんな建

物が建つのか分か りません。建物や柱を度々

建て変えた結果 と考えられます。まだ十分な

検討はしていませんが少なくとも3棟程度建

っていたようです。実はこれらは、この後で

述べる小さな集落の一部です。住 まいである

竪承住居 と敷地を分けるように並ぶので倉庫 とも考えることが出来 ます。

◎想像 してみると… ?～小さな集落 と人々の暮 らし～

今から約1700年前 (弥生時代終末か古墳時代初頭)の ことです。平野からは

ずいぶん奥 まった標高45mを こえる岩屋口遺跡の尾根上には、 4～ 5棟の竪穴

住居 と数棟の掘立柱建物 (倉庫か ?)、 3基以上の貯蔵宏 ?(食料を保存するた

めに地下に掘 り込んだ水)を持つ人々の集まり≒小さな集落がありました。

人々は堅穴住居に住まいし、おそらく数家族が共 同生活を営んでいたものと

思われます。手作 りの上器、石器、 ときに鉄器を生活の道具 とし、田畑、海川

山野のいろいろな幸を採ってきては調理して食べていたことでしょう。特に最

も重要な食物であったお米は、虫害や湿気を避け、高床の倉庫で大切に保存さ

ニ
ヨ:と:宮ヨ:干 :「

:
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れていたと想像されます。残念ながら当時

の食物や建物の屋根・柱に使われた草木は

腐ってしまい発見できませんでした。人々

の用いた道具の多 くも引っ越しの際持ち去

ったのでしょうか ?。 土器のかけらや小さ

な石のやじり、調理の際用いたのか扁平な
す  つぶ                                ~

石の台、木の実などを磨 り潰したと思われる磨 り石など少ししか見つかりませ

んでした。

当時食料を安定して得るためには、自然の恵みや恐さを熟知し人々が協力し

合って働 くことが大切だったことでしょう。人々は神々への祈 りや感謝の念か

らお祭 りもしたでしょうし、時には自分たちの利益を護 りさらに大きくしよう

と人間同志のいさかいもあったに違いありません。

古墳時代の始まりは、富の蓄積がいっそう盛んとなり、貧富の差が大きくな

って、いくつかのムラ,集落を治めるかしら (首 長)が勢力を伸ばしてきた時

代と考えられます。日本列島の各地に前方後円墳をはじめとする大きな墓 (古

墳)が造られはじめた時代です。安来一帯も例外ではなかったでしょう。

その頃この岩屋口遺跡の小さな集落には、どんな日々の暮らしがあったので

しょうか ?。 水田でお米を育て収穫し、生きていくための糧 とする暮らしなら

ば、もっと広い平野や水田に近 く低いところに住めばいいのに…。不思議な気

がしてなりません。当時を生きた人間になって考えてみてください。

あなたなら、どんな暮らしをしていますか ?

小さな集落の想像図

⌒
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生産の技術 と暮 らしの道具

4年間の発掘調査により、いろいろな遺物が出上しました。その中でも特に

生活と生産の技術に関連する遺物を取り上げてみましょう。

<土器>
たくさんの上器が見つかりました。弥生土器・土師器・須恵器などと呼ばれ

る土器です。なかでも、須恵器 と呼ばれる土器が最も多 く出土していますので

これを主に見ていきましょう。

須恵器 とは、 5世紀頃から作られるようになった土器です。これを作る技術

は朝鮮半島から伝わりました。それまでの焼き物 と違い、ろくろを使って形を

作 りのばり窯を使つて焼 くのが特徴です。土器の色は、青みがかった灰色で

1100℃～1300℃ という高温で回く焼かれたものです。

器の形と使い途は様々でした。写真を見て、何に使われたのか考えてみまし

ょう。

①甕 (カ メ)②壷 (ツ ボ)③長頸壷 (チ ョウケイツボ)④提瓶 (サゲベ)→い

ずれも水や酒の貯蔵に使われました。

⑤蓋杯 (フ タツキ)⑥高杯 (タ カツキ)→食物を盛るのに使われました。

⑦甦 (ハ ソウ)→祭りなどの場で水や酒等を注ぐのに使われたといわれていま

す。
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◇
｀
土器にもその時代の流行がある。

″

土器は、時代によって形や大きさ、作 り方や文様に違いがあります。長い間

の研究でこれらの特徴を、年代ごとにまとめて順に並べたものが作られていま

す。これを編年といいます。下の写真は、蓋杯 とよばれる土器ですが、時期に

よって形や大きさに違いがあることが分かるでしょう。

<木器>
木器は腐るので水分が多いところでないとあまり残 りません。岩屋口遺跡か

らは稲作に用いられたと思われる田ゲタ、田舟が出土 しています。 ところで稲

作の方法は現代 と昔 とでは大 きな違いがあるのでしょうか ?

稲作の技術は、弥生時代に中国 。朝鮮で技術的な改良を経て、ほぼ完成され

た形で日本に入ってきています。だから現在 と比較すると機械の利用を除き、

方法、道具等は基本的にあまり変わ りません。

そうすると、一見遠い音のことで私たちの現在の生活 とは直接関係ないと考

えがちなことが らも、過去の長い歴史の積み重ねのうえに成 り立っていること

が分か ります。

発掘調査で出土 した遺物から、当時の人々の暮 らし、社会の仕組み、環境、

文化の実態を明 らかにするのはもちろんですが、現在あるいは将来のことを考

える重要なヒントにもなるのです。

<石器>
石の道具 として石斧 (石の斧)や石鏃 (石の矢じり)、 磨 り石、石錘、紡錘車

などが見つか りました。弥生時代のものと思われます。

木の実を潰して粉にするために磨 り石を、漁の際おもりとして石錘を、糸を

紡 ぐために紡錘車を使ったと考えられます。 こうして道具から人々の生活を垣

間見ることが出来るのです。
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<玉>
大原遺跡では玉を製作した建物跡 (工房)が 2棟見つかりました。工房の中

からは、勾玉 。管玉などの未完成品、玉の材料である碧 玉 (青メノウ)・ メノ

ウとそのかけらが多数見つかりました。玉の製作は工作用の穴や炉などをもっ

た工房内で、いろいろな工具を用いて行なわれました。工具は木・石・鉄など

で作られていたと考えられます。

Q,工房のなかでは玉磨きの砥石は多 く見つかりましたが、錐などの鉄製 。木

製工具は見つかりませんでした。なぜでしょうか ?

A,腐ってしまったか、どこかへ持ち去ったからです。

Q,ま た、玉の完成品はあまり見つかりませんでした。なぜでしょうか ?

A,完成品は、外に運びだされて実際に使われるからです。

Q, どのようにして玉が作られたのでしょうか ?

A,玉の作 り方 (玉湯町立玉作資料館展示用パネルをもとに作成 )

1 原石採取

石を海浜 河原などで拾う場合

(採双)と 岩石を鉱脈から直接採る

場合 (採掘)があります。

5研 磨

llk石 で磨きあげます。砥石には

機能から荒祗 中砥 仕上げ砥の

区別があり、使用にあたっては適

切なlk石 が選ばれます。

6.穿 孔

研磨工程を経たものについて、

錐で孔をあけます。

7.仕上げ

残る組1稜等を研磨し、用味をつ

け、艶出しを行います。光沢を出

すには、木祗が用いられたようで

す。

8.完成品

リエ 管エ

2.荒 割

原石を速度の大きさに分割しま

す。工具には叩石などが用いられ

ました。

3形 割

各種の工の基本形 を作 ります。

勾工であれば偏平な半円形、管エ

であれば 4角 柱 を作 り出 します。

4.側 面 打裂

ほぼ所要の大 きさに作 られた形

割未製品の側稜 を修正のため打 ち

欠いたり、切 り琺 ったりします。
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Q,どんなものを身につけていたのでしょうか ?

A,装身具には、腕輪・首飾 り・髪飾 り。耳飾 り・垂れ飾 り等がありました。

当時の人々は今日以上に装身具を愛用しました。玉は玉質といわれる美しい

石から作られることが多 く、孔をあけ紐に通して身を飾 りました。男も女も

身につけていたと思われます。

Q, どうしてこんなに愛用したのでしょう?

A,玉はその美しさに加え、タマ→タマシイ→「 魂」に通じ、神秘的な力を持

つと信じられていたからです。だから身につけて美しく飾るとともに、そう

いう力を授かろうとしました。祈 りや祭 りの場においても盛んに用いられた

と思われます。

<鉄>
岩屋口遺跡では製鉄の跡が見つかりました。

力〉 じせいれんさい

鉄を作るときにでる精錬滓 というスラグと、鉄から製品を作るときに出る鍛治

滓 というスラグ (鉄 くそ)が出上 しました。

また床の上を水で洗 うと、中から非常に小さい鉄のかけらが出てきます。 こ

れは鉄をたたいて鍛える時に出る火花が冷えて出来たもので、鍛造剣片 といわ

れています。このことから、鍛冶を行なっていた と考えられます。

Q,どのようにして鉄を作るのでしょうか ?
ふじゆんぶつ

A,製鉄炉 に木炭 と鉄の原料 (砂鉄など)を入れて燃やします。最初、不純 物

(鉄 くそ)が流出し、後に鉄が出来 ます。

Q,鍛冶 (鉄器の製作)は、どのようにして行なわれるのでしょうか ?

A,十分に熱した鉄をたたいて鍛え、形を作 ります。

◎製鉄の跡が語ること…。

安来市佐久保町周辺では、少な くとも7世紀前半頃には鉄生産が行なわれて

いました。すでにこの時代は、各地で須恵器生産や玉作 りなど、ある限られた

仕事を専門的に行なう集団が存在 していたことがわかつています。岩屋口遺跡

の製鉄の跡は、鉄製品の生産を専門に行なう人々がいたことを思わせます。こ

うした人々は、地域の有力者のもとに支配されていた といわれますが、安来平

野ではどんな有力者が どのように支配管理 していたのかは明 らかになっていま

せん。スラグは、同じ岩屋口遺跡の横穴墓からも見つかつてお り、葬 られた人々

と製鉄の深い結びつきを物語っているのか も知れません。
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古代の墓地

死者の葬 りかたは時代 とともに変わ り、お墓から当時の社会や文化の一端を

うかがい知ることができます。それは、死者の生前の社会的地位やその社会の

死に対する考え方が、お墓をつ くるときに大いに反映するためです。

今回の調査では弥生時代～古墳時代につ くられたお墓がた くさん見つか りま

した。お墓の形で分類すると、土墳墓21基、土器棺墓 4基、円墳 1基、前方後

円墳 1基、横束墓32基 になります。これらのお墓について、形 ごとにまとめて

述べることにします。

<土境墓>
土墳墓 とは、地面を長方形や円形に掘 りこみ遺

体を埋めた墓です。旧 石器時代から現代にいたる

まで世界各地でみられ、近年でも日本の一部の地

域で行われている土葬のルーツと考えていいでし

ょう。上墳墓に埋葬される遺体は、多 くの場合庶

民であり、家族や親類縁者の死をみんなで悲しん

だことと思われます。

宮内遺跡では、弥生時代中期 (1世紀頃)の上

墳墓が一基見つか りました。長さ 2m、 幅80cm、

深さ30cmの大きさで、土器の破片 と20cm大 の石が

3個ありました。大きさからすると、遺体は足を

伸ばして葬 られたと考えられます。石は枕 として、使われたのでしょうか ?土

器は甕の破片で、死者に対する供え物 として一緒に埋められたと考えられます。

臼コクリ遺跡では 5ケ所19基の上墳墓が見つか り、現代の集団墓地だと考え

られます。ほとんど弥生時代後期につ くられたと思われますが、大きさは長さ

が3.4mの ものから1.2mの ものまで差があります。おそらく、大人から子供 ま

で葬 られたのでしょう。また19基のうち 6基は 2段に掘 られており、下の段に

は木棺 (現代の棺桶)が埋められていたものと考えられます。土墳墓の中から

はあまり上器などは出上しませんでしたが、す ぐ近 くから県内で 4例目となっ

た特殊器台の破片が見つか りました。これは葬送儀礼 (現代の葬式)の際、遺

体を埋めた穴の上に並べられたものと考えられます。特殊器台は岡山県南部 (吉

上境墓 (宮内遺跡)
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び

備地方)で しか作 られていないので、当時の交流の様子を知る大きな手がか り

にもなります。

<土器棺墓>
現代では火葬後に骨を集め、骨壷に入

れ墓に納めるや り方が広 く行われていま

す。 ところが弥生時代には、遺体をその

まま壷や甕に納め土中に埋める方法 もみ

られました。 もちろんだれもがそのよう

に葬 られたわけではなく、副葬品に鏡や

玉などを持つ土器棺 もあることから、あ

る程度の社会的な地位を想像することが 土器棺墓 (臼 コクリ遺跡)

できます。自コクリ遺跡では 4基の上器棺が見つか りましたが、長さは36cm、

55cm、 60cm、 75cmと 小形なものでした。副葬品は何 もありませんでした。おそ

らく子供が葬 られたのではないでしょうか ?棺に使われた土器は土師器の甕で

あり、その特徴から古墳時代前期に作 られたと考えられます。

<古墳>
古墳時代になると円墳、方墳、前方後

円墳など墳 丘 (野球場のピッチャーマウ

ンドのような高まり)を持つ立派な墓が

つ くられるようになります。その当時の

為政者 (現代の政治家・宗教家)の支配

力の差が、墓の大きさや副葬品の豪華さ

になってあらわれます。今回は小形の円

墳が臼コクリ遺跡から 1基、超小形の前

方後円墳が岩屋口遺跡から 1基見つか り

ました。

円墳は直径約10m、 高さ45cmの 大きさ

で、その周 りにめぐらされた濤 も一部見

つか りました。濤からは、円筒埴輪の破

片が見つか り、おそらく墓がつ くられた

頃には、墳丘の周 りにきれいに並べられ

■ 1急● |■予

ⅢⅢⅢ I● li… Ⅲ
Ⅲ   Ⅲ舅藍

円 墳 (臼 ヨクリ遺跡)

前方後円墳 (岩屋口遺跡)
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ていたことでしょう。

前方後円墳は、全長が12.5mほ どで国内でも最小級の大きさです。全国的に

は巨大なものが造 られている時期に、なぜ このような小さな前方後円墳が、こ

の地に造 られたのか とても興味がわきます。またこの前方後円墳の斜面下側に、

後で話す横穴墓が一緒に造 られていることも極めて珍 しい例です。本来前方後

円墳に葬 られるはずの遺体が、その下の横穴墓に葬 られるということはどんな

＞
つよしでのたつ

＞

あ
ぼ
墓

が
”
穴

味
溺
横

垂思

＜

一一・一一・一一一一一一

横 穴 墓 (岩屋口遺跡)

＼ 塚恵「

横穴墓は、丘陵や山の斜面に横から

穴を掘ってつ くった墓です。古墳時代

後期に、安来平野では特に多 くつ くら

れます。今回の調査では、宮内遺跡 2

基、大原遺跡 2基、臼コクリ遺跡15基、

岩屋口遺跡13基全部で32基 も見つか り

ました。

横水墓の構造は、死者や副葬品を納

め る「玄室」、玄室 へ の通 路 で あ る

「羨道」、通路でありまた葬送儀礼を行

う場所でもあったと考えられる「前庭

部」からなっています。玄室には一人

だけが葬 られたのではなく、何世代に

もわたって複数の人が追葬されたよう

です。また玄室内に、立派な石棺があ

るものが 4基見つかっています。

副葬品も非常に多 く発見されました。

宮内遺跡では、馬具、大刀、刀子、高

杯、蓋杯、短頸壷、提瓶など葬 られた

人の地位の高さを伝えて くれるものが

まとまって出上しています。臼コクリ

遺跡ではさらに豪華な金銅製単 竜 環頭

大刀の柄 頭、金環、耳環、玉類そして

．や弯

坪

ガ庁”
現

/隻
横穴墓の構造模式図

ど き ししよう

土器屍床 (臼 コクリ遺跡 )
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たくさんの須恵器などが出上し、葬られた人の生前の権力の一端を知ることが

できます。岩屋口遺跡からは副葬品だけでなく、埋葬された人の骨が 9～10体

分見つかりました。性別、年齢、健康状態などこれからの分析で明らかになっ

ていくことでしょう。

<謎に迫る>
今回の調査から古墳時代後期に、なぜ

多くの横穴墓が安来平野の東側 (飯梨川

より東)につくられたのか ?疑間が残 り

ました。それも極めて豪華な副葬品とと

もに見つかつていることが大きな特徴で

す。古墳時代後期には、現在の松江市に

山代二子塚古墳 (前方後方墳)、 出雲市

では大念寺古墳 (前方後円墳)な ど大形

古墳がまだつくられています。安来平野

では中期の毘売塚古墳を最後に、後期に

は前方後円墳などの大形古墳がつくられ

ていません。そのかわりに、多くの横穴

墓がつくられました。このことは何を物

語るのでしょうか ?今後の調査の新しい

発見によって、安来平野の古墳時代後期

の謎に迫ることができるでしょう。

勾玉・金環 (耳環)・ 玉 (臼 コクリ遺跡)

大 刀 (大原遺跡 。岩屋口遺跡)

=ゴ |ご ・ ■‐ぶ

lli ttT丁 発 |こ墓登とヽ

燈 明石を備えた石棺 (宮内遺跡)箪箸鋒韻央力の稿暫 (臼コクリ遺跡)
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安来道路予定地内の各遺跡

①宮内遺跡 ('89、 '90)～竪穴住居跡7棟、掘立柱建物跡3棟、横穴墓2基他

②大原遺跡 ('92)～竪穴住居跡 1棟、掘立柱建物跡3棟、横穴墓2基、玉作工

房跡2棟、勾玉・管玉などの未製品、碧玉・めのうの原石他

③臼コクリ遺跡 ('91)～竪穴住居跡6棟、掘立柱建物跡8棟、横穴墓15基、土

墳墓19基、土器棺墓4基、環頭大刀の柄頭、金環、耳環他

④岩屋口遺跡 (り 1、 '92)～竪穴住居跡16棟、掘立柱建物跡37棟、横穴墓15基

⑤越峠遺跡 ('91)～竪穴住居跡6棟、掘立柱建物跡12棟他

⑥才の神遺跡 ('92)～竪穴住居跡 1棟、掘立柱建物跡6棟、陶棺、緑釉陶器、

子持ち器台などの破片他

⑦谷遺跡 ('90)～須恵器

③島田南遺跡 (り0)～掘立柱建物跡6棟、土墳5基、濤状遺構 1他

おわりに

今回の調査で発見された遺構や遺物から、弥生時代～奈良時代に安来平野に

暮らしていた人々の生活を考えてきました。現代の私たちの生活を考えるう_え

でも、とても参考になりました。私たちの祖先が何千年もかけ努力と工夫を重

ね、今の豊かな社会を築いてくれました。今後も調査からわかる古代人の生活

の知恵を、現代の生活に照らしあわせ、多 くの事を学んでいきたいものです。
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穀

1、 宮内遺跡  2、 大原遺跡  3、 自コクリ遺跡 4、 岩屋口遺跡

5、 越峠遺跡  6モ 才ノ神遺跡 7、 谷遺跡    8、 島田南遺跡

付図 調査した遺跡の位置


