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埋蔵文化財は私たちの祖先が営んだ生活の痕跡であり、大地に残

された歴史資料であります。

この中には、数千年もさかのぼる縄文時代から数百年前の江戸時

代のものなど、いろいろな時代に、さまざまに生きた人たちの足跡

が残されています。獣を追い求めた縄文人、新しく農耕をとりいれ

た弥生人、古墳を築いた豪族など、埋蔵文化財はあらゆる時代の歴

史をさぐる不可欠の資料といえます。

現代は、私たちの祖先の歩んだ歴史の上に立脚しており、この歴

史を認識することは、私たちの日常生活をより豊かにするものと思

います。しかし、埋蔵文化財調査の成果を直ちに咀疇して現在の生

活に役立てることはそう容易な事ではありません。こうした調査や

研究を地道に積み重ねることによってはじめて面的にも立体的にも

その地域の歴史を再構成することができるのです。

ここに新守山川改修工事に伴う事前発掘調査の成果を取 りまとめ

ましたのでご高覧に供したいと思います。この一書が私たちの生活

に少しでも役だつ礎 となれば幸甚です。

最後に、発掘調査の円滑な実施にご理解とご協力をいただきまし

た地元の方々ならびに関係機関に対して厚 く感謝の意を表します。

昭和62年 3月

滋賀県教育委員会

教育長 飯 田 志農夫
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第 1章 調査の経過 と方法

守山市大門町から杉江町・ 山賀町を抜けて琵琶湖に至る新守山川改修工事の計画流

路内には既知の遺跡が含まれており、昭和58年度に試掘調査を行ない、昭和59年度よ

り発掘調査に入った。今回報告する調査は、湖岸から約300mの 3号橋梁 (h3)か ら

上流の配 8ま での河川内掘削に先立ち、昭和61年度に実施したものである。

調査対象地である血 3～醜 8の幅21m× 長さ500mの 区間は、試掘調査ならびに昭和

60年度の調査結果より、ほぼ全面に遺構が存在することが判明しているため、順次面

的に精査を進めた。各遺構面直上まではバックホーによって掘削を行ない、遺構検出

ならびに掘 り込みは人力によって行なった。下流のh3～配 5+50mでは、湧水が著

しく常時水中ポンプを可動させて調査を行なった。また、部分的に計画深度である 4

mを限度として深掘 り・ 断割 りを行ない、下層遺構の有無の確認・土層堆積の確認・

土層堆積状況の観察を行なった。現地調査は、昭和61年 5月 7日～昭和62年 3月 25日

の約 1年間を要した。

尚、全長500mの 区間を、遺構の時代・分布状況から、血 8～配 7+50m(4号橋梁)

を I区、 4号橋梁～醜 6+80mを H区、血 6+80m～配 6+20mを Ⅲ区、配 6+20m

～配 5+50mを Ⅳ区、配 5+50m～配 3を V区 と呼称し、本文はこれに従う。1/Jヽ竹森)

第 1図 調査区位置図



第 2章 地理的環境・歴史的環境

山賀遺跡 。小津浜遺跡の所在する守山市山賀町は、湖東平野の南西端にあり、市域

の西方に広がる琵琶湖と密接に関連する位置にある。両遺跡は、従来より中世集落 。

弥生土器包蔵地 として知られている。この章では、両遺跡を含む守山市の地理的歴史

的環境を概観する。

御在所山を水源とする野洲川は、栗東町伊勢落付近から平野部に出て、大量の流出

土砂によって三角洲を形成しながら湖岸に達する。現在野洲川は南北 2流 となってい

るが、かつては他に 2条の主流旧河道が存在し、そのうちの 1本が草津市との境界を

なす境川の前身である。境川は現在幅 3m程度の小河川であるが、かつては100m程度

の川幅を持ち、杉江町・ 山賀町付近を流れる守山川・ 山賀川はその支流として形成さ

れたと想定される。これらの中小河川の両岸には自然堤防がきわめて発達し、山賀町

もその上に立地している。

守山市域では、赤野井湾遺跡の縄文時代早期の遺物包含層が最古であり、縄文時代

としては他に吉身北・播磨田東 。古高・服部遺跡があるが、遺物量は少ない。

弥生時代になると、生産経済の基盤となる水稲農耕に適した沖積地に遺跡が分布する。

写真 1 新守山川周辺航空写真 (東 より)



境川沿には小津浜・赤野井・赤野井浜・寺中遺跡、野洲川沿には前期末の水田が検

出された服部遺跡が所在する。これらは野洲川の主流旧河道・中小河川によって形成

された微高地上に立地し、その後背湿地や低湿地を利用していたと考えられる。

古墳時代の集落としては、竪穴住居群からなる吉身北・吉身南遺跡等があり、掘立

柱建物で構成されると想定されるものには森川原遺跡がある。市内に所在する古墳に

は前期のものはなく、概して後期に属する。

白鳳期の瓦を出土する遺跡がいくつかあり、この時期にかなりの数の寺能が建立さ

れていたと想定される。山賀町の北東約 l kmに は、南北 。東西地割りを持ち、犬養郡

の旧地として大和朝廷の直轄地と推定される赤野井遺跡がある。

中世の遺跡は現集落と重複するものが多く全容が不明であるが、杉江 。横江遺跡に

おいて区画濤を持つ集落の姿が明かになりつつある。また、各地に蓮如にまつる遺跡

が存在し、中世集落の存亡とも関連を持つと想定される。

全国的にみると、近江自体が交通の要所に位置し、その中の守山も東山道や北陸道

への分岐点として、また近世においては東海道草津宿から中仙道の最初の宿場として

栄えた。 (小竹森)

ぐ
＼ヽ

ド

名
帝ザ

4_ノ

‐
蝸
Ｐ
，
ぅ
／
Ｊ

．
Ｐ
，
ｒ
′

／

1.山賀遺跡   14.杉 江北道跡

2.小津浜遺跡  15.小津神社遺跡

3.杉汀湾跡   16.杉 江東遺跡

4.赤野井湾遺跡 17.昌 寿院遺跡

5.弘前遺跡   18.仁 願寺遺跡

6.赤野井浜遺跡 19 正楽寺遺跡

7 観音寺遺跡  20.山 賀西遺跡

8.寺中遺跡   21.森 河原遺跡

9.布施野城遺跡 22 欲賀遺跡

10.赤野井遺跡  23 三宅北追跡

n 孤塚遺跡   24 金ヶ森西遺跡

12.石田遺跡   25.中 島遺跡

13.石田三宅遺跡 26.欲 賀城遺跡

27.欲賀寺遺跡

28 冬塚古墳

29 欲賀南遺跡

30.薬師堂遺跡

31.三宅城遺跡

32 横江遺跡

33,大門遺跡

34.金 ヶ森遺跡

35.金 ヶ森城遺跡

36.古高遺跡

37.鳥丸崎遺跡

第 2図 遺跡位置図
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第 3章 調査結果の概要

第 1節 山賀遺跡

1.I区 (h8～ 4号橋梁)

当区は、耕土・床土直下に2面の遺構面が存在する。遺構面のベースとなる土質は、

黄褐色系の砂質上である。

上層である第 1面では、ピット・濤・土壊が検出された。配 7+80m付近を南流す

るSD-1101を 境 として、下流側の約2/3は 旧河道にあたり、遺構は上流側の%の部分に

限られる。土媛は平面形が隅丸方形または楕円形を呈し、皿状の浅いものと、数十cm

の深さを持つものがあるが、いずれも遺物は極めて少量である。SD-1102からは、信

楽・常滑のこね鉢・甕・瓦質土器の火舎が数個体分まとまって出上している。

下層の第 2面では、第 1面のSD-1101と ほぼ同位置にあるSD-1201を 境 として、上

流側にピットが散在する。

これらは、血 8よ り上流に中心を持つ鎌倉時代後半～室町時代前半の杉江遺跡 と一

連のものであり、SD-1101・ SD-1201を その集落の西端としている。また、旧河道を

自然境界として、より下流側に拡がる山賀遺跡 と隣接している。 1/Jヽ竹森 )

Ⅱ～Ⅳ区第 1面遺構配置図

←下流

H区第 3面遺構配置図
H区第 2面遺構配置図

第 3図 ■～Ⅳ区遺構配置図
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写真 2 1区第 1面完掘状況 (東より)

写真 3 1区第 2面完掘状況 (西 より)



2.H区 (4号橋梁～血 6+80m)

耕土・床土直下より3面の遺構面が存在している。下層の 2面は、淡黄褐色系の砂

質上をベースとし、上層の第 1面 は、包含層上面をベースとしている。

第 1面 は、掘立核建物・土墳・濤で構成される。最も上流にあるSD-2101か ら約40

mの部分に集中する。SB-2101は 、径約50cmの平面円形のピットからなる2間 ×2間

の総柱の倉庫である。SB-2102は 、 2間 ×4間の掘立柱建物である。ピットは、径約

35cmの 円形のもので、15cm程度の礎盤を残存させるものがある。SB-2103も 2間以

上×4間の掘立柱建物であるが、ピットの平面形は、一辺約30cmの隅丸方形である。

やはり、礎盤を残存させるものがある。

SB-2103の 西側には、約20cmほ ど高 くなった方形の土壇状の部分があり、ここには

遺構は認められない。この高まりの造成上には多量の上器片が含まれ、東側斜面から

和鏡の破片が出上している。

写真 4 H～Ⅳ区完掘状況航空写真



写真 5

写真 5 Ⅱ区第 1面完掘状況

(南東より)

写真 6 H区第 1面SB-2102

写真 7 H区第 1面 SB-2103



写真 8

写真 8 H区第 2面完掘状況
航空写真 (左上北 )

写真 9 1区第 2面土蠣群

写真10 H区 第 2面SK-2208



第 2面は、上流側の約40mの部分にピ

ット・土壊が極めて集中している。ピッ

トは、北半により集中しており、北側に

集落が拡がると想定される。ピットは、

径25～50cmの 円形と一辺30～40cmの隅丸

方形のものが混在している。礎盤が残存

するものは稀少である。

十数基の上壌は、平面形によって楕円

形・隅丸長方形・ しっかりした角を持つ

長方形 に大別 される。楕 円形 のSK一

2205・ 2215は、深さ10cm程度の浅い皿状

のもので、上面・埋土から招鉢と甕が出

上 している。隅丸長方形のSK-2202・

2209・ 2212は棺材あるいはその痕跡が認

められ木棺を伴 う土壊墓である。SK―

2202で は掘形一杯に木棺が収められてい

る。深さ10cmほ どしか残っていないため

遺物は皆無であったが、 SK-2712か ら

は青磁碗が検出された。SK-2208・ 2216

は深さ20cm程度の長方形の竪穴状を呈し、

埋土は単一である。

第 3面は、上層の 2面で無遺構であっ

た西側半分に検出される。SD-2301は 、

L字状のもので、この雨落ち濤内に掘立

柱建物が存在する。SB-2302は 、3間 ×

3間の総柱の建物である。ピットは、径

約30cmの 円形である。SB-2301は 2間以

上×3間で、径約10cmの柱根が残存して

いる。 (小竹森)

写真1l H区第 2面SK-2202・ 木棺検出状況

_9_写 真12 H区第 3面完掘状況航空写真 (左下北 )



写真13 Ⅳ区完掘状況航空写真 (左上北 )

3.Ⅲ区 (比 6+80mん配 6+20m)

当区はH区よりも約50cm低 く、灰色の粘質砂上をベースとする。不整形の落ち込み

状遺構のみが検出された。遺構内からは、土師器・黒色土器・国産陶磁器・ 白磁が出

上しており、Ⅱ区と同時期のものである。

4.Ⅳ区 (比 6+20m～h5+50m)

Ⅲ区と類似した灰色の粘質砂上をベースとする。上層は削平されており、同一遺構

面に古墳時代と中世の遺構が検出された。

上流よりのSD-4101・ 4102は、灰色粘上を埋土とする中世の濤である。

中世の濤の下流側には、竪穴住居が 5棟存在する。SH-4101・ 4102・ 4103と 昭和60

年度調査の 1棟の一群と、SH-4105・ 4106が それぞれ方向を同じくする。SH-4104

が円形になる以外は、いずれも方形のものであり、 4本柱になる。埋土からは、受口

状口縁甕・高杯 。器台が出上している。 (小竹森)
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鯵

写真14 Ⅳ区SH-41039ヒ 東より)

写真15 Ⅳ区SH-4102(南 西より)



5。 出土遺物

I・ H区を中心とする中世遺構面からは、当時の日常雑器である土師器皿類・黒色

土器椀を主体として、信楽 。常滑の招鉢・甕・胞烙等の調理具が出上している。また

少量ではあるが、古瀬戸の小皿、盤、瓦質の小型三足羽釜、青磁碗、白磁の合子蓋も

見られる。各遺構から出土する土錘には、褐色系で径約 6 11ull、 長さ約 3 cmの小型のも

のと白色系で径約 3 cm、 長さ 5 cmの大型のものがある。土器以外では、砥石、鉄鎌、

和鏡が出土している。これらは、4FEね鎌倉時代後半～室町時代前半の遺物である。

古墳時代の遺物 としては、Ⅳ区の竪穴住居周辺から出土する受口状口縁甕 。高杯・

器台の他に、各区の包含層から須恵器の杯・イ蓋・甕等が出上しており、当概期の遺

構の存在が予想される。 (小竹森)

6.小 結

旧河道を挟んで杉江遺跡と隣接する山賀遺跡は、杉江遺跡とほぼ同時期である鎌倉

時代後半～室町時代前半の集落であるとともに、下流より古墳時代前半の竪穴住居が

検出され、歴史の空白の一部が埋められた。 (小竹森)

―- 12 -―

写真16 Ⅳ区出土土器



写真17 H区 出土土器(1)

第 2面出土土師器小皿

写真18 H区 出土上器(2)

高台造成上出土土師質羽釜

写真19 H区 出土土器儒)

第 2面出土瓦質三足羽釜

写真20 H区 出土和鏡
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写真21 1区 出上国産陶磁器
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写真22 H区 出土古瀬戸



警 iヽlⅢ……
_

一一・卜ヽ

〓
．一一オ

主  |

Ⅲ   ・    .
 ゝ |  |  ―

ti・   ||
t  毎 |,

I逸 |

ｉ懃轟
醸
醸
要

饉
顧

錢

閣

〓握

・

―- 15 -― 写真24 H区 出土砥石・ 土錘



第 2節 小津浜遺跡 (V区 血 5+50m～配 3)

1.上層遺構

当区は、これまでの試掘調査および関連発掘調査により、縄文時代晩期～弥生時代

の旧河道が存在することが判明していたが、その上層にこの旧河道とほぼ重複する様

に、古墳時代～中世の旧河道が検出された。

川幅は約30m、 深さ2m以上になると想定される。河道はかなり蛇行しており、彎

由部にあたる部分には砂が溜 り、中洲状の高まりが形成されている。埋土は、上層が

灰色系粘土層、下層が灰色系砂層であり、主に下層から遺物が出土する。

調査区のほぼ全域が旧河道にあたり、若干存在する川岸の平坦部には旧河道と同時

期の遺構は認められなかった。ただし、旧河道に付随するものとして、川岸の肩部と

中洲の縁辺部の各 1か所に、長さ20mの杭列が検出された。この杭列は、径約15cmの

丸太杭 と径約10cmの竹杭 とで構成され、その上ヒ率は2:1である。これらの杭列は、

護岸施設の一部になると想定される。 1/Jヽ竹森)

第 4図  V区下層遺構配置図 (ア ミ部分は弥生時代の旧河道 )
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写真25 V区上層遺構全景 (北西より)

写真26 V区 上層遺構杭列検出状況 (東 より)
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2.下層遺構

中世の旧河道直下において、多量の遺物を含む縄文時代晩期～弥生時代中期の旧河

道・濤・ ピット等の遺構を検出した。

調査区のほぼ全域にわたって検出された旧河道は、淡青灰色粘土・灰色砂礫のベー

スを切 り込んで流れている。流路は中世の旧河道とほぼ一致するが、配 3+40m付近

で北へ分岐する等複雑である。旧河道内埋土は、暗茶褐色粘質土層 (以下スクモ層と

呼ぶ)と 細砂が混じる暗灰褐色粘土層で形成され、その間に灰色砂層・礫層が混入す

る。遺物はスクモ層から主に出上し、弥生時代前期～中期の上器・石器 。木製品等多

種多様である。部分的にスクモ層下に暗黒褐色粘質上が堆積する地点があり、縄文時

代晩期の上器が含まれている。

調査区南側の配 4付近と配 4+60m付近では、上層の旧河道によって削り出された

高まりが残存しており、濤・ ピット等が検出された。また、弥生時代中期の方形周濤

墓も検出されており、調査区外の南側へ遺構が拡がると予想される。 (吉日)

- 18 -
写真27 V区 下層遺構全景 (西 より)



写真28 V区 下層遺構川岸高台部遺構検出状況 (南 より)
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写真29 V区 土層堆積状況



写真30 V区溝内土器出土状況

写真31 V区溝内土器出土状況



写真32 V区 木製品出土状況

写真33 V区 木製品出土状況



写真34

写真34 V区上層遺構出土土器

黒色土器・灰釉・土師器

写真35 V区上層遺構出土堪

写真36 V区 上層遺構出土堪

写真37 V区上層遺構出土灰釉
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写真38 V区 上層遺構出土刀子

写真39 V区 上層遺構出土刀子

写真40 V区 上層遺構出土錐

3.上層遺構出土遺物

河道内埋上の内、川底に近い灰色砂層 。黄灰色砂層・灰色粗砂層から古墳時代～中

世の遺物が出上 している。出土遺物の大半である土器類 としては、須恵器・土師器・

黒色土器が主体である。

須恵器では、邪・邪蓋・ 魃 。甕が出土 しており、これまでの調査では検出されてい

ないが、当区から上流にかけての周辺に当該期の遺跡が存在すると想定される。中世

の日常雑器である土師器皿類には、10世紀代のての字状口縁のものから、13世紀代の

小皿 。大皿が出土している。黒色土器椀は、大型で深 く内鸞するものが多い。黒色土

器の底部外面に「二」の墨書を持つものが存在する。

この他の上器類 としては、土錘が多量に出上している。上流にある山賀遺跡の集落

内で出土するものと同類で、須恵質のものもある。

木製品は少ないが、高台裏に「一」の墨書を持つ椀や曲物の底板が出上している。

鉄製品としては、木製の柄が残存 し装着状態のわかる幅約 3 cm、 長さ約30cmの刀子、

刀身部分のみであるが幅2.5cmと やや細身の刀子、柄の部分 も完全に残存 している錐が

出上している。 1/Jヽ竹森 )
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4.下層遺構出土遺物

出土遺物としては、弥生時代前期～中期の上器を主体として、縄文時代晩期土器・

石製品・木製品である。

縄文時代の上器としては、口縁部および胴部に刻目突帯を貼 り付ける深鉢が出上し

ている。刻目文は横長の楕円形を呈し、口縁端部からやや間隔を開けて巡る。これら

は概ね糸嘔文時代晩期に比定される。

弥生時代の上器 としては、下層遺構の中心時期を示すと想定される前期の上器の出

土量が最も多い。壷形土器は、口頸部に段を有するもの・ 削出し突帯を巡らすもの 。

X字形の基軸に弧線を添えた形状の木の葉状文等、前期の中でも古相を呈するものと、

貼付け突帯を持つもの 。数条のヘラ描沈線文を持つもの等、新相を呈するものがある。

甕形土器は、如意形の口縁端部に刻目文を加え、胴部にヘラ描沈線文を持つものの他

に、内外面を粗いハケロで調整するものもある。この他に、鉢形土器・蓋形土器や彩

文土器がある。

石製品としては、磨製石斧・石庖丁 。石鏃・剣片等が出上している。

―- 24 -―
写真41 V区 下層遺構出土縄文時代晩期土器



写真42 V区 下層遺構出土弥生時代前期土器 (壷形土器 )

写真43 V区 下層遺構出土弥生時代前期・ 中期土器 (養形土器 )
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旧河道内が適度な水分を含んで密閉状態にあったため、多量の木製品が良好な状態

で出上している。棒状・板状の用途不明のものが多いが、鍬・鋤・田下駄の枠等の農

耕具、斧柄・弓等の工具・狩猟具、高杯等がある。

鍬は、舟形突起を有する挟鍬の類で、残存約50cmの柄が装着されたまま出土した。

鋤は、身の形状がスコップ状を呈し、鈍角的に柄の付 くものや、身の形状が楕円形を

呈し、中心部に方形の穴を穿ち柄 と結縛する組合せ式のものがある。スコップ状のも

のは極めて薄手であり、相当な湿田で使用されたものと想定される。

斧柄は、長さ約40cmで一方が笠状に開き石斧の装着部を形成している。刃先が柄の

主軸と平行になる縦斧であるが、装着部が穿たれておらず、未製品である。弓は直径

2 cm程度のもので、当間隔に桜皮を巻き付け、全体に黒漆を塗布している。残存長は

約20cmで、両端は焼成を受け炭化している。県内では、長浜市鴨田遺跡出上のものが

ある。

高杯は、八の字状に開く脚部のみの出上であるが、外面に黒漆を塗布する。 (吉田)

5。 小 結

当地区では、従前の調査で判明していた弥生時代前期～中期の旧河道と共に、その

川岸に生活面を検出した。また、縄文時代の上器も出上しており、当該期の生活面も

検出される可能性がある。 (小竹森)

写真44 V区 下層遺構出土

木製品・舟
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写真45 V区 下層遺構出土木製品 。鋤

写真47 同上・ 斧柄

写真48 同上 。斧柄

写真46 同左・鍬

写真■9 同上・ 弓 ―- 27 -―



第 4章 結

今回の調査では、21m× 500mの調査区内に古墳時代 と中世の集落跡である山賀遺跡

と縄文時代～弥生時代 と中世の旧河道からなる小津浜遺跡の 2つ の遺跡が存在 し、

各々について多 くの遺構・遺物が検出された。ここでは、今後各々の遺跡の性格を考

える上であるいは当地域の歴史を考える上で検討課題となる点をまとめ、結語にかえ

たい。

山賀遺囲の中世集落部分は、旧河道を挟んで隣接する杉江遺跡とほぼ同時期にあた

る鎌倉時代後半～室町時代前半を存続時期とする。

上層の第 1面では、室町時代前半の掘立柱建物 2棟 と倉庫 1棟が検出された。杉江

遺跡では区画濤内の 1単位において大型の礎石建物が存在するが、当調査区内では検

出されていない。また、下流側にある無遺構の上壇状の高まりについては、その用途・

性格は不明である。

鎌倉時代後半～室町時代前半の第 2面は、極めて密集したピット群と土墳群で構成

される。ピット群は切 り合いが著しく、この面が長 く生活面として利用されていただ

けでなく、建て替えが頻繁に行なわれていたと想定される。土墳群の内、平面形が楕

円形・隅丸長方形のものはほとんどが木棺を伴う土壊墓あるいは蔵骨器を伴うもので

あり、一部は屋敷墓になる可含Z性 もあるが、あるいは墓域として意識されていたとも

想定される。杉江遺跡でも、各区画内に屋敷墓を伴うと共に、ややはずれた場所に土

墳群が存在しており、集落内における墓制・墓域の在り方が問題 となろう。

鎌倉時代後半の第 3面でも掘立柱建物を検出しているが、区画濤的機能を持つ濤・

堀や、それらに囲まれた高台部は検出されていない。調査区が幅21mと 限られている

ためでもあるが、これらを具える杉江遺跡との構造的差異が存在する可能性もあり、

隣接する同時期の集落間の比較検討から、各々の集落の持つ機能がより鮮明に浮かび

上がると想定さオ化る。

小津浜遺跡の下層遺構面では、縄文時代～弥生時代中期の旧河道およびその川岸の

生活面が検出され、多量の遺物が出上した。中でもその主体 となる縄文時代晩期から

弥生時代前期の上器は、層位的あるいは出土地点・ 出土状況の検討、土器自体を分析

することにより、過渡期における両文化の移行のあり方の一端が明らかになろう。ま
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た、多量の木器は当期の生活様式をより豊かに蘇らせるものであると共に、水田農耕

の技術的復元にも一助を与えよう。

遺構に関しては調査途中であり、断言することはできないが、縄文時代晩期～弥生

時代前期の上器が多量に出土することから、より下層に当該期の遺構が存在すると予

想される。近年の湖岸・湖底遺跡の調査により、縄文時代後期・晩期～弥生時代前期・

中期の遺跡の検出例が増加し、当遺跡もその 1つ と言える。琵琶湖東岸を見ると長浜

平野、入江内湖周辺、大中の湖周辺、月及部遺跡以南の湖岸沿いには、従来の認識より

もより密に当該期の遺跡が存在している。これらは、個々が単独で機能しているので

はなく生活の場である集落、生産の場である水田、墓域等が一体 となって、更には集

落間が互いに関係しながら存在していたことは言うまでもない。山賀遺跡の存在する

湖東平野南半の湖岸沿いも当期の大集落である周睫部遺跡や方形周濤墓群・玉造 りの遺

構を検出した鳥丸崎遺跡等赤野井湾沿岸を中心として遺跡が密集している地域であり、

点を線に、線を面に拡げ、各遺跡間の関係や集団の在り方を解明していく上で、多く

の示唆を与えてくれよう。 (小竹森)

1管■rl穏攀琴警磐 燕

写真50 発掘調査作業風景
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