


例 口

1．本書は出雲市上塩冶町から天神町にかけて所在する天神遺跡（島根県遺跡番号2862）のうち、島

根医科大学教職員宿舎建設にかかる部分の発掘調査の概報である。

2．調査は出雲市が主体となり、下記調査員によって昭和50年5月19日から7月11日まで延2か月

にわたり実施した。

調査担当者　島根県教育庁　文化課主事　横　山」純　夫

同　　　　　　　嘱託　卜　部　吉　博

同　　　　　　　　　　　松　本　岩　雄

3．本書の編集、執筆は上記調査員が協議の上合同でこれを行なった。

4．調査にあたって、島根大学名誉教授山本清先生には全般的など指導を、出雲市開発部今岡清氏、出

雲市教育委員会原田哲夫氏には終始暖かいご援助をいただいた。また出土遺物の整理に関しては八雲

立つ風土記の丘資料館近藤加代子、吉野百合子両氏、浄書には本庄考古学研究室原田海竜氏の手を煩

わした。厚くお礼申し上げる次第である。

5．本書の遺構標示は下記の略記号による。

SB一建物遺構　　SD一港状遺構　　SK一土壌

6．遺物の実測図は断面白抜きのものが弥生式土器、土師器、黒く塗りつぶしたものを須恵器、斜線を

入れたものが曲磁器というように表示した。また器面に丹塗りを施すものについてはドットでこれを

表示した。

天神遺跡遠影（北西から）



調査に至　る　経過

遺跡のある出雲市天神町から上塩冶町にかけての一帯は昭和46年以降出雲市が、「出雲市海上地区土

地区画整理事業」と称して開発を行なっているところである。遺跡発見の軸緒は、昭和46年12月、当

時島根大学畢生であった西尾克己君が、工事現場で土師器片を採集したことにはじまる。県教育委員会

は、西尾克己君の報告に基づき、昭和47年1月に工事と並行して緊急調査を実施した。その結果、天

神遺跡は、東西450m、南北350m以上の広範囲にわたる弥生時代から中世にかけての複合遺跡であ
t

ることが判明した。

その後出雲市において、島根医科大学の設立が決定し、これに伴う学長等の官舎を当該地区に建設す

ることが具体化するにいたった。出雲市では県教育委員会と数回にわたる協議の結果、工事の進歩は止

むを得ないとし、学長e副学長◎事務長の各官舎予定地のうち建物部分とその周囲1．5mの範囲で事前

発掘調査を実施することになった。

調査は昭和50年5月19日から7月11日までの約2か月間を費し、発掘担当者である横山純夫、並

びにト部吉博、松本岩雄の三人が終始携った。

位置と歴史的環境

天神遺跡は出雲市の天神町、上塩冶町を中心とする地区に所在する。出雲平野の中央南部に位置し、

国鉄山陰線出雲市駅から西方1kmばかりのところにある。遺跡の規模は必ずしも明確ではないが、かな

り広い地域にわたることが島根大学考古学研究会、，出雲高校社会部の分布調査で明らかにされてい

る。

出雲平野をとりまく地形は北に北山山麓、南に中国山地から派生した山並、東に宍道湖、西に日本海

遺跡の位置　　　　　1：25000
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がある。この宍道湖と日本海には、

それぞれ斐伊川、神戸川が注いで

いる。出雲平野はこの2大河川が

おりなす沖積平野で、もともと西

に流路をとっていた斐伊川と神戸

川が「出雲国風土記」に記す「神

戸水海」を序々に埋めてこの平野の

西部を形成していったものと考えら

れる。

現在までのところ出雲平野に面す

る地域で最も古い遺跡は縄文時代早

期後半の菱根遺跡である。また時期

は下るが縄文時代後期末には大社境
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1　天神遺跡

2　菱根遺跡

3　大社境内遺跡

4　原山遺跡

5　知井宮貝塚

6　古志本郷貝塚

7　矢野貝塚

8　南原貝塚

9　高西遺跡

10　飼犬出土遺跡

11西谷古墳群

12　大寺古墳

13　軍原古墳

14　神庭岩船古墳

15　入念寺古墳

16　半分古墳

17　妙蓮寺山古墳

18　大井谷横穴群

19　神門寺境内寺

20　長音原廃寺

21西西郷廃寺

出雲平野周辺の遺跡

×縄文時代遺跡　◎弥生時代貝塚　㊥弥生時代遺跡　○古墳時代以降の遺跡　嘉前方後円墳　●円墳　〃方墳∫ゝ横穴群

内遺跡が営まれた。これらの縄文時代の遺跡は共に北山」山療南側の山際に立地しており、平野部に縄文

時代の遺跡が存在しないこととあわせて、この平野の形成とその時期を考える上で興味深い事実である。

弥生時代になると前期の原山遺跡をはじめ中期から後期にかけて知井宮貝塚、古志本郷貝塚、矢野貝塚

など多数の遺跡が、平野部に営まれるようになる。これら弥生時代の遺跡はあたかも「神戸水海」を取

り巻くように存在する。また知井宮貝塚、矢野貝塚は若干の鹸水性貝類をみるもののヤマトシジミ等を

主体をする主淡貝塚である点など「神戸水海」の形成、淡水化とさほど離りのない時期であったことが

うかがえる。こうした「神戸水海」の淡水化は、縁辺の各所にラグーン（潟湖）を生み、やがてこれが

沼となり、初期水田経営に最も適した条件を作り出したものと思われ、弥生時代の遺跡の増加もこの辺

りにその理由があると考えられる。

古墳時代以後の集落はまだ十分に把握されていないが、出雲平野をとり巻く周囲の丘陵には数多くの

古墳が分布している。前期のものとしてはこれまで中部の大津町の西谷丘陵で在地的色彩の濃厚な四隅

突出型方墳1が発見されているが中期になると大寺古墳、軍原古墳、神慮岩船古墳など50mを超す大

形前方後円墳が相次いで築かれ、これら中期の古墳はいずれも出雲平野の東部に位置し、東部出雲（安

来平野、意字平野を中心とする地域）でこの時期に前方後円墳が出現していることと関連して興味深い○

この事実をどのキうに解すべきかは今後に期するところが大きいが、弥生時代の集落跡の希薄な新興地

域である、出雲平野東部に大形前方後円墳が突如として出現していることは外域の大きな政治的な力関

係を具現したものと考えられる。

これに対して後期になると、出雲平野西部、中央部の南の丘陵には妙蓮寺山」、上塩冶築山、大念寺、
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地層山上・半分、宝塚古墳と次々すぐれた大形の横穴式石室墳が築かれる。なかでも上塩冶築山古墳では金銅冠、

大念寺古墳では金銅履などきわめて優秀な副葬品の出土が知られている。しかも、これらは墳形が前方

後円墳ないし円墳であることなど方形プランの古墳が主流を占める東部出雲と明確な相異をもって出現

している。大井谷などにみられる横穴群も東部出雲とは異なり、四注式妻入りのものが多く、注目される。

これらは簡単に説明できる問題ではないが、これまで大氾濫に悩まされ、困難をきわめた斐伊川、神戸

川の治水にある程度成功して、生産力が増大したことがあげられる。これらは東部（中期）に大形前方

後円墳を築いた勢力と無関係でないことがその円形プランの古墳という一致点より相起される。
．

やがて仏教の波及と共に神門寺境内廃寺、長者原廃寺、西西郷廃寺などの私寺が建立され、小坂古墳や

菅沢古墓では石億が発見されている。このうち天神遺跡の東南6～700mに位置する神門寺境内廃寺

は「出雲国風土記」記載の朝山郷新造院と古志郷新造院に比定する2つの見解があり、これは、単にそ

の比定の問題だけでなく、神戸郡郡家の所在地をも左右する問題となっている。

調　査　の　概　要

調査はまず今回の3調査区を含む地域全面に30m方眼の大調査区を組むことから開始した。これは

本遺跡がかなり広範囲にわたることから今後の調査を予期した上でのことであり、たとえ小範囲の調査

でもその成果を十分に活用できるようにとの配慮からである。大調査区は南北線と東西線を座標軸にし、

南および西からおのおの30mごとにA、B、C………のアルファベットを冠し、その北東の交点を調

査区の名称とした。それによると帯1調査区はLL区、第2調査区はDE◎EE区、第3調査区はLN

区となる。実際の調査にあたっては、遺構⑳遺物検出時に利用できるようさらにこの大調査区を3mの

小区に分け、南および西か

ら01、02、03……の記

号をつけ、大調査区と同様

北東の交点をその名称とした。

発掘は低地のため特に第

1◎　3調査区では湧水が激

しかったばかりか、地山が

砂質土であったため遺構の

検出には困難をきわめたが、

第1調査区から弥生時代の

土墳墓◎溝状遺構、古墳時

代の構状遺構、第2調査区

では奈良時代および近世の

建物遺構を検出するなど、

多くの成果を納めた。

線

調査区配置図
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検出遺構と出土遺物

第1調査区

高西公園の北西約100mに位置し、グリッド名でいうとLL区に含まれる。この地区は標高約7mの

微高地上にあたり、地目は水田である。昭和47年の緊急調査の際、隣接する市道予定地内から多数の

弥生式土器が発見されたことから、本区では弥生時代の集落跡あるいは埋葬遺構が予想されてい

た。

土層の堆積状態は場所によって多少の変化はあるものの比較的単純で、上層から耕作土（約20Cの、

赤褐色土（約5玩）、暗褐色砂質土（約60cm）とつづき、以下暗灰色砂層となっている。このうち遺

構が検出されたのは暗褐色砂質土上面であるが上層の赤褐色土中にも若干の土器片が含まれていたこと

などからすると、遺構の掘り込み面は本来さらに上層にあったとみてよかろう。

調査によって検出された遺構は、弥生時代の土壌14、溝4、古墳時代の土壌3、溝1をはじめ境内に

人頭大の石を伴う奈良。平安時代以後の大形土壌3、生弥時代から古墳時代前期にかけて掘り込まれた

構、時期不明の土壌10など各種時代にわたるものがあり、それらは複雑な切り合い関係を示していた。

以下、主なものについてその概要を記すことにする。

（1）弥生時代の遺構と遺物

土壌14基の土壌が発見され、いずれも多寡の差はあるが弥生式土器の出土をみている。調査範囲

の制約で土壌の全体的なひろがりやその在り方等については不明な点が多いが、土壌は大きく2群に分

かれ、1つば発掘区の中央北寄りに8基が複雑に重複し、他は東半部に6基の土塀が分散的に穿たれて

第1調査区遺構配置図
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いた。密集して検出された8基の土壌は、切り合い

が複雑でそれぞれの前後関係を把捉することは困難

な状態であった。

土壌は素掘りのものが主体をしめるが、なかには

2段に掘り込まれたものもあり、平面形は楕円形7

例、隅丸長方形7例の二種に大別される。規模は長

径1m、短径0．6mあまりのものから3×1．8m程

度のものまで大小さまざまで、深さは浅いもので10

瓦、深いもので34C皿を計る。土壌に伴う土器はす

べて破片の状態で旗底より浮いた位置に集積し、そ

の様相はあたかも人為的に破砕し、投供したものの

ように観察された。土器以外の遺物はほとんど発見

されなかったが、一部には標石とみられる円礫を伴

うものもあった。

これらの土塊はその形態、規模、遺物の出土状態

その他から土塊形式の埋葬施設と判断され、かつ出

土土器が大半弥生中期中葉の特徴をそなえているこ

とから、比較的短期間のうちに相次いで営まれたも

のと考えられる。

溝状遺構　溝状遺構のうち弥生時代のものは4例

ある。いずれも先の土壌と同様弥生中期中葉の特徴

をそなえた土器が出土している。

SKOl遺物出土状況

SKOl　実測図

堅憲二竺㌢讐

第1調査区全景（東から）
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構状遺構（南より）

sD03としたものは「形に屈折する溝で、上縁幅1・5m、基底部幅0・9m、深さ0・42mを計る0断

面はU字形をなし、土器は構底よりやや浮いた状態で出土しているoSDO12はSD03の東端に接し

て直角方向に掘り込まれている0全長4・5m、上縁幅1m、基底部幅0・6m、深さ0・35mを計り、断面U

字形を呈するが構底の高さは一様でない0一応ここでは溝状遺構としてあつかったが、あるいは隅丸長

方形の土境が主軸を同じくして一部重複したものともみられる0ただし、これらから出土した土器は同

時期に属するものである。時期差が認められないことから仮りにSD02とSD03を一連の遺構と考

ぇれば一辺約11mのコの字形を呈する溝となり、いわゆる方形周溝墓としての可能性も出てくる。とは

いえ、調査区に限定があり、それが方形にめぐるかどうか不明で・埋葬施設といったものも検出されな

かった。

この他、発掘区中央に南北に走るSDO4（上縁幅1m、基底部幅0・6m、深さ0・25m、断面U字形）、

発掘区西端に北西から南東方向に走るSDO5（上縁幅3・3m、基底部幅0・6m、深さ0血、断面逆梯

形）を検知しているが、部分的な発掘調査のため全体の形状等については確認していない0

出土遺物　弥生時代の土壌墓、溝状遺構から発見された遺物は壷・鳶形土器を主体とし・ほかに高塀

形土器などがあるが、これらはいずれも中期中葉の特徴をそなえるものである。壷形土器には・ロ縁部

が朝顔形に大きく開いて口唇をやや幅広くつくるもの、口縁部がゆるく外反して開くもの・無頚のもの

の三種がある。ロ縁部が朝顔形に開く壷は、幅広くつくられた口唇の外面及び内面に櫛描きの斜格子文・

波状文、刺突文等を入れたきわめて装飾性に富むものである。口縁部がゆるく外反して開く壷及び無頚

壷は口唇を肥厚させて上面を平坦につくり、その内外面に刻み日、頚部に指頭圧痕文静をめぐらしてい

る。これらの壷形土器は刷毛目痕をわずかに残すものもみられるが・大半はへラ磨きあるいはナデによ

って仕上げられる。いずれも焼成は良好で暗褐色～黄褐色を呈す0

賓形土器は、ロ象部がくの字状に屈折するものと逆L字状に屈折するものがあり、肩部以下はいずれ

も胴部が口径と同じくらいまでふくらみ、次第に細くすぼまって平底におわる形態をもつ。器面調整は

一　6　一



：l l l　．i　　　．　　　　　：

＼、　　　；　　　′′．′／豆テ
《：、29e

弥生式土器実測図　（1－SKO1、2。3－SKO2、4．5－SKO6、6～10－SKO3、11～18－SDO2、
19～24－SDO3、25～30－SDO5）
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SDOl遺物出土状況

SDOl実測図

口綾部内外面共にヨコナデ、外面肩部から胴部にか

けて縦方向の刷毛目、胴下部から底部はへラ磨きを

行なうものが多い。内面は斜めあるいは横方向の刷

毛目を施す。文様はほとんど施されないが、胴部最

大径付近に櫛状工具による列点文を入れたものがあ

る。色調は暗褐色～茶褐色を呈し、焼成は良好。

高塔形土器は、口唇を平坦につくった内湾する杯

部をもち、脚部は欠失しているが、短くひろがるも

のがつくものと思われる。内外面ともにていねいに

へラ磨きを行ない、胎土中には石英粒などを含むが

焼成はきわめて良い。

（2）古墳時代の遺構と遺物

溝状遺構　調査区内中央やや西寄りで南北方向に

走る溝1（SD Ol）が検出されている。北側をS

K29によって切られているほか、南側は調査区域

外にまで及んでいるため全体の形状、性格等は不明

である。確認し得た規模は、長さ5．2m、上縁幅1．1

～1．6m、基底部幅1．0－1．4m、遺構検出面からの

深さ約15cmを計る。遺構の検出面は現地表面下約

25cmの暗褐色土中で、港内の堆積土は暗褐色土（上

層）と黒褐色土（下層）に区分された。遺物は下層

の構底に近い位置から数個体分の須恵器・土師器片、

上層の暗褐色土中から須恵器、土師器片多数が発見

され、構内には層位的にみて少なくとも2時期にわ

たる遺物が含まれていることを確認できた。

出土遺物　下層から出土した遺物は須恵器蓋塔、

土師器賓などがある。蓋坪身は、蓋受部が短く、立

ち上りがかなり高いなど山陰の須恵器帯Ⅲ期の範疇

に含めても矛盾のない特徴をもっているが、立ち上

りがやや内懐し、口唇が丸く単純におわること、蓋

杯蓋の休部と天井部の界線が簡略化されていること

など帯皿期にみられる新しい要素も兼ねそなえてい

る0土師器賓は、くの字状の口縁部にやや下ぶくれ

した球形の胴部がつくもので、外面刷毛目、内面
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∈竃豆王君

SD椚出土土器実測図　（1～6－下層、7～25－上層）
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へラ削りが行なわれる。

上層からは須恵器壷・高坪・施・蓋杯、土師器坪等多数が出土している。須恵器は蓋渾身の立ち上りが

かなり内偵して短いこと、高塀の脚部が細長くつくられ、2段の透し孔を有することなど、帯Ⅲ期の特

徴をそなえたものである。ただし、Ⅲ期でも新しい一群に属するものとみられる。土師器はいずれも浅

い塔形を呈するもので、外面刷毛目調整のものと、へラ削りを行なうものがある。これらの土師器杯は

椀形のものから皿形のものへ、刷毛目調整からへラ削りへと変遷する傾向がありそうである。

第2調査区

第2調査区は、出雲市天神町松下446番地はかに所在する。ここは天神天満宮の西方約100mの所

で、帯1調査区の南西約300mに位置する。周囲を水田で囲まれた一段高い畑地の一角にあたり、標高

7．5mをはかる。昭和47年1月、北側の道路敷部分を調査した際、奈艮時代の須恵器・土師器を伴う建

物跡・清等が検出され、以前付近から出土した墨書土器と相侯って、地方官衛跡の可能性が考えられて

いた場所である。

調査は学長官舎建設予定地のうち南北15m、東西18mの範囲で行なった。調査区の層序は上から耕

土・暗褐色土（遺物包含層）・黄褐色土・黄灰色砂質土となっており、黄褐色土以下を地山とした。しか

し東半部は暗褐色土が認められず、また西壁にそった幅約3．5mの部分は黄褐色土および黄灰色砂質土

が認められない。遺構のほとんどは黄褐色土から掘り込んであり、それは表土下約70i遍にあたる。今

回検出した遺構は、建物6棟（SB O1－06）港状遺構6本（SD Ol～06）のはか不規則な多数の柱

穴群である。個々の遺構について概略を記すと次のとおりである。

第2調査区全影（北から）

ー10－



掘立柱建物跡

SB Ol

調査区の南東部で検出した。調査区の関係で全貌を明らかに出来なかったが、検出部分についていえ

ば、2間×4間の総柱、柱間距離は2mをはかる東西に長い建物である。掘り方は径巨軸1．2mの円形

で深さは砂質土層にまで達しているため崩壊が著るしく正確には把み得ないが、60cm前後であろうと

思われる。柱穴内部には暗褐色土、黒褐色土が黄褐色土塊と共に入っており、若干の遺物も包含してい

SBOl北辺断面図

努2調査区遺構全体図

－11－
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たが柱の抜き取り跡等は確認できなかった。遺物は弥生式土器、土師器および須恵器で、いずれも奈良

時代を下るものではなく、この建物の上限をここら辺に求めることができる。

SB O2

SBOlの西側に位置し、検出部分は1間×2問の南北に長い建物である。柱間距離は2mで掘り方

の様相等はSBOlのそれと同様である。建物の方向もSBOlと直交する形になっている。また北西隅

の柱穴は、一部SD04と接しており、その切り合いの状況からS白銅より古い時期に建設されたもの

と判断できる。柱穴内から出土した遺物は須恵器、土師器でいずれも古墳時代後期のものである。

SB O3

SBOlの北、調査区の北半部で検出したが、南辺以外は発掘区域外のため、規模は確認できなかっ

た。南辺は4個の柱穴が確認されたが、中2穴は互いにつながっており、南辺を2間と見た方が妥当と

思われる。柱間距離は2．5mをはかり、南北方向に長い建物である。掘り方の規模はいずれもSBO上
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第2調査区出土遺物実測図

SB O芝と同様で、建物の方向も同一のため、

それぞれ同時期のものと考えることができる。

なお昭和47年調査時に同規模の柱穴群を北側

道路敷内で検出しており、それらと連続するも

のと思われる。出土した遺物は土師器のみで、

その時期を古墳時代後期に求めることができる。

SB O4

調査区のほぼ中央、一部をSB03と重複し

て検出したもので、北辺は確認していない。検

出部についていえば、2問×4間の総柱で、東

西3．6m、南北9．6m、柱間は東西1．8m南北2．

4mで南北に長い建物と推定される。掘り方は

径50cm前後の円形で深さは30～40cmをはかる。

柱穴のうち西辺の1穴はSB03のそれと切り合

っており、断面観察ではSB03より新しいと

いえる。またSD O3内に存する2穴はいずれも

SD03より新しいことが掘り方の状態で判断で膚

き、当調査区の中では時期的に一番新しい遺構で

あるといえる。なお調査区南半部で検出した柱

穴群のうち2穴は、規模、間隔共にこの建物跡

と無関係とは思われず、仮に連続するものであるとすれば、南北方向に走る回廊的な建物も想定できる。

出土遺物は古墳時代の須恵器、土師器のほか、近世のものと思われるカワラケ類が多数伴出しており、

建物の時期をこのころに考えることができる。
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S B O5

調査区南端、SB鋸と重複して検出したもので、北辺の一部のみ確認した。北辺5個の柱穴はいず

れも2mの間隔で並び、掘り方は径70cm、深さ40～50cm程度の比較的そろったものである。出土し

た遺物はカワラケ類を中心に、土師乳須恵器がある。カワラケはその形状から中世あるいは近世の

ものと思われる。

SB O6

調査区の北端で南辺の一部を検出したのみである。3個の柱穴から成っており、柱間距離は1．6m、

掘り方は径40cm前後、深さ約30cmをはかる。SB05と建物方向をほぼ同じくしている。

溝状遺構

SD Ol

調査区の北端を東西に走るもので、幅50～80cm1、深さ10cmの浅い溝である。溝底が非常に荒れて

おり流水の痕跡はない。建物との相関関係、時期は不明である。

SD O2

調査区のほぼ中央を東西に走り、その西端はピット状に開き、消滅する。幅50～80cm、深さ20cm

程度の断面逆梯形を呈し、溝底の起伏は激しい。また部分的には砂質土層まで達しており、流水の痕跡

は認め難い。

SD O3

SD02の南側を平行して走るもので、東端は性格不明の落込みにより切られている。西端は平行し

て南を走るSβ鋼が南へ折れるコーナーの部分で合流している。幅30～40cm、深さ10～20。皿をは

かり断面は逆梯形である。

SD O4

S802、5P93と平行して走っており、西端はゆるいカーブを描きながら南へ直角に折れ曲がって

いる。東端は調査区東端で消滅している。幅40～80cm、深さは深いところで30cmをはかる。やはり

流水の痕跡は認められず、建物を区画する溝と考えるべきであろう○この溝は方向からみて、＄BO5、

SB06に関係した遺構と思われる。南折した部分から遺物が検出されており、古墳時代の土師器1片

のほかは、江戸時代に比定できる唐津、カワラケがほとんどを占める。

SD O5

西端の落込みに向かって走る短いもので、時期的な判断材料はない。

SD O6

SBO領の北辺の柱穴を東西に横切る深さ2～5cmの浅い溝で、時期は不明である。

他に調査区南東隅の暗褐色土中から、近世と思われるカワラケ約100個体が一括出土したが、遺

構は伴っていないようである。

遺構の概要は以上のようだが、次にこれらの造営時期、性格等について考えてみたい。

SBO頂、＄BO望、＄B⑳3は柱穴規模、方向からみてほぼ同年代の建物と推定される。また＄B⑳5
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とSB06も柱穴の様相、方向から同時代と思われ、さらにSDO2、SDO3、SD銅もそれらの建

物に伴って造られたと考えることができる○また切り合い関係をみると、SB03はS担04より古く、S召02

はSBO格より古い。そしてSD03はSB04より古く造られたと考えられる。これを図で表わすと、以下になる。

I期　　　　　u期　　　　　　Ⅲ期

SBOI SBO5　　　　SBO4

SB O2　　　　　SB O6

SBO3　　　（SP02～掴）

これらの造営された時期について考えると、I期に伴う遺物は、奈良時代以前の須恵器、土師器

のみで、それ以後の遺物は柱穴内に全く含まれていないことが指摘できる。Ⅱ期、Ⅱ期の遺構から中世

近世のカワラケ類が出土していることを考えると、I期の遺構は明らかにそれらよりは古く、奈良時代

を下限とした時期に比定できそうである。

建物の性格についてであるるが、特にI期の建物はSBOlに示されるように総柱であり、各柱穴の

規模が大きい。このことは一般の住居と考えるより、むしろ倉庫等の建物を想定した方が無難であろ

う。またSB04は南北に細長い建物に復原でき、やはり特殊な建物であったと思われる。

したがっていずれの場合もかなり大規模な建物の一部と考えた方が妥当であり、郡衛等いわば公的機

関に属する建物とみることができる○このことは官衛跡的遺構の存在を予想した前回の調査結果をさら

に補強するものであるといえよう。

第3調査区

この地区は道路を離てて第1調査区の東側約30mの所に位置し、海抜7・2mを測るほぼ水平な

地形をなしている。このことから、当初第1調査区および47年調査時の道路敷下の遺構と密接不可分

な関係にあるものと考えられていた。

調査は実際に官舎の建設される場所という制約があった為、その地点に12mX7・5mの調査区を設

定し、これを平面的に発掘した。第1調査区では灰白色の耕土とその下にある帯状の赤褐色土を取り除

くとすぐに遺構面が検出されたので耕土下の発掘には慎重を期した。しかし厚さ3～10cmにおよぶ赤褐

色土の直下の茶褐色粘砂層上面では弥生式土器、土師器、須恵器等を散見するにとどまり、遺構は確認

できなかった。さらに、この土層を30cm掘り下げたがやはり遺構は検出されなかった。

かかる点から、遺構面の検出が急務と考えられたので、調査方法をトレンチに切り変えることとし、
ヽ

幅1mの調査溝を東西。南北に一本づつ入れた。この結果、茶褐色粘砂層の下は順次、黄灰色粘砂層

（第4層、弥生式土器、土師器、須恵器）、黄色粘質土層（第5層）、黒色粘質土層（第6層、土師器）、

で耕土上面から約1．8mで荒砂層（第7層上面）にいたり結局、遺構面と考えられるものは確認すること

ができなかった。また黒色粘質土層の下部は東西両端で上昇する傾向があり注目された。

結果として、本調査区はここまでで放乗せざるを得なかったが、黒色粘質土層の下部が東西両端で上

昇するという徴地形の変化を把え得たことは、徴高地上に分布すると考えられる天神遺跡の遺構群の分

布を考える上で示唆に富むものといえよう○
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ま　　　　と　　　　め

天神遺跡は県下最大の沖積平野、出雲平野の中央南部にひろがる徴高地上にあり、遺物の散布状態か

らすると相当広範囲にわたる複合遺跡と考えられるものである。今回調査の対象となったのはそのごく

一部にすぎないが、それにもかかわらず検出された遺構は弥生時代の土墳墓・溝状遺構、古墳時代の溝
′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

状遺構、古代～中世・近世の掘立柱建物遺構等、各時代にわたる各種のものを含んでいた。以下、今回

の調査で得られた成果のうち特に注目すべき2、3の事柄について述べ、結びにかえたい。

まず第一に、第1調査区で検出された弥生時代中期の埋葬遺跡は、県下における弥生時代墓制の変遷

・展開を解明するうえできわめて重要な問題を提起したものといえる。県下ではこれまで弥生時代の埋

葬遺跡として八束郡吉浦遺跡、浜田市鰐石遺跡、安来市九重遺跡、江津市波来浜遺跡等が知られている

のみで、しかもそれらは前期ないし後期に属するもので両者をうめる中期については空目の状態であっ

た。すなわち、前期の埋葬遺跡である古浦遺跡は置石を伴う多数の人骨が密集して出土したことから土

壌墓あるいは箱形石棺で構成される共同墓地であったと考えられるもので、鰐石遺跡でも集落にほど近

い沖積平地からやはり共同墓地としての在り方を示す多数の土壌墓が検出されている。一方、九重遺跡

は集落から隔絶した丘陵上に営まれた土墳墓群、渡来浜遺跡は列石あるいは貼右列石によって墓域を方

形に画し、内部には土墳墓等を埋置した方形石囲墓とでも称すべきもので、ともに後期に属し古墳発生との関

連において注目視されているものである。そうしたなかで、今回天神遺跡で発見された土墳墓群は、これまで

良好な資料にめぐまれなかった中期に属するものだけに貴重な新知見をもたらしたものといえよう。

すなわち、今度発見された14基の土壌墓は長さ1～3mの楕円形あるいは隅丸長方形を呈するもので、

形態としては前期の鰐石遺跡のそれと変らぬものであったが、その分布をみると切合関係をもちながら

密集するものと、散在するものとの二つのグループの存在が指摘できる。さらに、コの字状の溝状遺構

を仮りに方形周溝墓とすれば、そのなかには墓域を溝で画したもの、その周辺に分散して営まれるもの、

密集して営まれるものといった差異がみとめられ、その在り方はそれぞれの被葬者問における一定の格

差を示すものとして弥生時代墓制の発展段階を考えるうえできわめて重要な示唆に富むものといえる。

また、これらの土塀墓及び溝状遺構から出土した多数の弥生式土器は中期中葉の特徴をそなえた良好

な資料として注目に価する。これまで県下における弥生式土器編年では中期を2区分するのが一般的で、

最近一部には中期を3区分しようとする動きがみられるものの良好な資料にはめぐまれていなかった。

その点、今回得られた資料は、壱・賓・鉢・高杯形土器など各器種のものを含み、それらはきわめて装

飾性に富むものであった。すなわち壷形土器には口綾部が朝顔形に大きく開いて口唇をやや幅広くつく

り、その内外面を斜格子文、波状文、刺突文など各種多様な櫛描き文で飾るもの、口縁部がゆるく外反

して開き口唇に刻み目、頚部に指頭圧痕文帯をめぐらすもの、刻み目突帯を施す無項のものなどがみら

れる。葉形土器は口頚部がくの字状に屈接するものと逆L字形に屈接するものがあり、肩部以下はいず

れも胴部が口径と同じくらいまでふくらみ、次第に細くすぼまって平底におわる形態をもつものである。

これら一群の土器は櫛状工具による施文の盛行期として把握でき、中期後葉に発達する凹線文がみられ
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ないこと、葉形土器の口縁部にくり上げ口縁がみられないことなどから中期中葉に位置付けることが可

能である。したがって、これまで曖昧であった中期中葉の存在が明確になるとともに、本遺跡出土の弥

生式土器は県下における弥生式土器編年上きわめて重要な位置を占めるものと思われる。

いま一つ注目すべきは、第2調査区で数多くの掘立柱建物跡が発見されたことである。なかでもSB

鋸上　SB O2、SB03のI期の建物跡はとびぬけた規模の柱穴をもち、しかも総柱であるという点に

おいて一般の住居とは考えられず、倉庫等官衛的色彩の極めて濃いものであった。ところで天神遺跡の

所在する付近一帯は、これまで「出雲国風土記」（天平5年）記載にみる「高岸郷、郡家の東北二里なり

‥…1云々」にあたる地域とされていたが、最近一部で「出雲国風土記」記載事項の再検討からこの地を

紳門郡の郡家に想定する見解も提示されている。仮りに後者の説を肯定するとすれば、昭和47年の調

査結果とも関連して1期の建物跡群は郡家を構成する建物の一部である可能性も出てくる。しかし今回

の調査では発掘区の制約などから、その全貌を明らかにすることができなかったばかりか、建物の構築

年代等についても明確な判断をくだすことができず、ただちにこの地を神門郡郡家に比定するにはいささ

か鋳躇せざるを得ない。また近世の建物跡については、検地帳にある天神村蔵元との関連が考えられる

が、いずれにしても、今後　周辺の関連調査が進むなかで文献史学の成果ともあわせて解明されなけれ

ばならない重要な課題であるといえよう。

諸般の事情で十分な発掘面積が得られなかったが調査の結果は多くの貴重な新知見とともに弥生時代

牽制の解明、神門郡家の所在をめぐる問題など、山積する重要な課題に多くの示唆を与えたというべき

しあろう。

あ　　と　　が　　き

今回の調査において、従来の空自を埋める弥生時代中期の土歯茎群、古

代官衛跡の一部と思われる建物跡等を検出したことは非常に大きな成果であ

り、県内においてとかく見過ごされがちであった低地性遺跡の調査に新境

地を硝いたものとして注目できる。

しかし一方では、多くの考古学研究者、愛好者の間から、開発に伴う調

査面積の問題、遺跡範囲の問題等、埋蔵文化財行政への批判があったこと

も肝に銘じなければならない。特に遺跡の範囲に関しては天神遺跡をはじ

めとする低地性遺跡の場合、その根拠が土器等の散布状態に限られがちな

ため不明確なことが多い。客観的な遺跡範囲を明確にすることが急務であ

ると考える。

いずれにしても今回の調査をきっかけにして、先人の生活の場ともいう

べき低地性遺跡に対する認識がさらに高まり、今後同種遺跡の調査が進む

につれて、郷土の歴史がより明確に把握されるであろうことを期待したい。

－1－16－－－・
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