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序

このたび宮崎Pll.教育委11会では､地方道路交付金印燕に伴い,=[=g卑E丈【迫跡の発掘調査を行いましたO

香車田避跡が存省け る西害者坑と郡市股町大字書中柾目よ､宮崎リ.ミ南西部のLLrIEU部にあたる蒜FB山系の淀に

あり､近辺には､大小様々な逝跡が存在していることが知られています｡本道跡は､大淀川支流の炭床

川沿いの舌状台地に立地しており､退偶 ･逝物が良好な状態で残っていました｡そして､縄文時代後期

から近lLrにかけて､長い間､先人の生活が営まれていたことが判明しました｡特に､純文時代後期一晩

)g】にかけては､土器の文様や石許の石制などから広域にわたる人 ･もの ･悩報の交流の跡を栽い知るこ

とができ､大変興味深いものがあります｡

本I三㌢が学術資料としてだけでなく､学棟数苛や生産7:-学習の場などで活用され､JEiR談文化財の保護に対

する認識と理解の一助となれば幸いです｡

なお､朋恋にあたって御協力いただいたrg係雷7i横側をはじめ､'dJ才旨耕 御助言をいただいた珊先生方､

並びに地元住民の-JJ一々 に心から感謝の恋を表します｡

平成19咋 3月

宮崎LF.と塩蔵文化財センター

所 長 清 野 勉



例 口

1 本報告aL:は､県道都城野尻線 (氏益工区)地方道路交付金事業に伴い､宮崎県教育委月会が実施した

書牟田追跡の発掘調査報告皆である0

2 発掘調査は､宮崎県土木部都城土木事務所の依頼を受けた宮崎県教育委員会が主体となり､宮崎県埋

蔵文化財センターが実施 した｡

3 発掘調査は､平成 17年6月1日～平成 17年8月12Eほ で行った｡

4 現地での実測 ･写真糠影等の記録は甲斐貴充 ･柳田裕三 ･押川陽香 (筑波大学)が行い､空中写真糠

影は㈱藤田に､また､自然化学分析は㈱古環境研究所に委託 した｡

5 空≡理作業は､宮崎県埋蔵文化財センターで行ったo 図面の作成 ･実測 ･トレース ･写真撮影等は柳田

が整理作業員 ･阿部敬 (東京大学)の協力を得て行った｡また､石器石材及び器種については藤木聡 (宮

崎県埋蔵文化財センター)に教示を得た｡また､土器圧痕の選別及び同定については､山崎純男 (福岡

市教育委員会)の指導を得て､比佐陽一郎 .片多雅樹 (福岡市埋蔵文化財センター) ･本山宏 ･溝辺真

(宮崎県総合農業試験場)の協力のもと柳田が同定 した｡

6 本書で使用 した第 1図 ｢追跡位置図及び主な周辺追跡分布図｣は､国土地理院発行の 1/50000図 ｢野

尻｣,第 2図 ･第 3図 ｢周辺地形図｣は､高原町発行の1/5000図 ｢高原8｣を基に作成 した｡

7 土層断面図及び造物の色調は､農林水産省農林水産技術会諌事務局監修の r新版標準土色帖｣に拠っ

ているが､数字等記概がないものはその限りでない｡

8 本音で使用 した方位は､座標北 (座標第[系)及び磁北である｡座標北を用いた場合には､G.N.

磁北はM.N.と表示 している｡レベルは海抜絶対高である｡

9 本皆で使用 した追構略号は次のとおりであるo

SC-土坑 SE-離状造構 SH-ピット

10 本書で使用 した石材略号は次のとおりである｡

Ch:チャー トChert Cc;玉髄Chalcedony Gr:花尚岩Granite Hr;ホルンフェルスHornferls

Mu二泥岩Mudstone Ob:黒曜石Obsidian Os;尾鈴山酸性岩類 Pu;軽石Pumice

Sa:砂岩Sandstone Sam:サヌカイトSanukitesh Sh;頁 岩Shale Tu:凝灰岩Tuff

Ob(n);日東産黒曜石 Ob(kw):桑ノ木津留産黒曜石 Ob(ks);腰岳産黒曜石

11 本啓の執筆及び編集は､柳田が担当した｡

12 出土遺物 ･その他諸記錦は､宮崎県塩蔵文化財センターに保管しているO
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第 Ⅰ章 はじめに

第 1節 調査に至る経緯

宮崎県都城土木事務所道路課道路建設係では､平成13年度か ら地方道路交付金事業を進めていた｡宮

崎県教育庁文化財課では､同事業の都城野尻線 (氏益工区)において対象地内に周知の追跡が存在する

ことを確認 したため､平成17年 4月に都城土木事務所道路課 と文化財課で､その取扱いについて協識 し､

4月18ETか ら19Elで試掘調査を行い追跡の状況を確認 した｡その結果､純文時代後期～晩期の過物包含

層 と桂穴 と考えられる痕跡を検出 したことから､平成17年 4月27日に文化財課 と都城土木事務所 と宮崎

県埋蔵文化財センターの三者で再度追跡の取扱いについて協議を行った.協議の結果､やむを得ず遺跡

が影響を受ける事業対象地内の600m2について発掘調査を行い､記録保存の措置をとることとなった｡

発掘調査は､平成17年 6月 1日か ら平成17年 8月12日にかけて､宮崎県埋蔵文化財セ ンターが実施 し

た｡ また､平成18年 6月から11月にかけて遺物整理 と報告聾作成を埋蔵文化財センターにて行った｡

第 2節 調査組織

調査組織は次のとお りである｡

発掘調査 ･整理作業 (平成17年度)

調査主体 宮崎県教育委員会

宮崎県塩蔵文化財セ ンター

所 長 宮園淳一

副所長兼調査第二課長 岩永哲夫

総務課長 宮越 尊

総務課主幹非総務係長 石川悪史

調査第三係長 谷口武範

同係主任主事 (調査担当)甲斐丑充

同係主事 (調査担当) 柳田裕三

整理作業 (平成18年度)

調査主体 宮崎県教育委員会

宮崎県埋蔵文化財センター

所 長

副 所 長

副所長誰調査第二課長

総務課長

主幹光総務担当リーダー

主幹米調査第三担当リーダ一

同担当主事 (報告書担当)

清野 勉

加藤悟郎

岩永哲夫

宮越 尊

高山正信

谷lコ武縦

柳田裕三

調査指導

福 岡市教育委見会 文化財部長 山崎純男

- 1 -



第3節 逝跡の立地及び環境

西琵別,u耶柘原町と都城Tff高崎町は､宮崎LF.ミ摘西部の轟LbLLr系の源に位iEEL､都城から宮崎市に向かっ

て1-1流しEl向帯へと注ぐ大淀川の中流域にあたるOこの地域には符7.硝′)200m前後の台地が展J対し,

その周辺を大淀川の支流にあたる岩瀬川 .炭床川 ･7.'dr崎川等大小の河川が流れている0

本遺跡は､高原町と高崎町の町境にあたる酉珊iL詰排高原町大卒後川内字書牟田4656-1番地に所

在 し､大淀川と岩瀬川の分岐地点にあたる岩瀬川右岸の台地上に存在するOこの台地は､T',5尾LJJ(標7,,5

約340m)から西側に向かって派生 してお り､火】L目元により形成されたシラス台地である｡また､この

台地は､市原町内を東西に流れる炭床川によって浸食されてお り､枚雑に入 りくんだ地形が形成されて

いるOこの炭床川に向かっていくつもの舌状台地が南北にせり山しているが､本迎跡も同様に台地から

両側に延びた標㍍162m～ユ58mの舌状台地状に位紀しているO

また､巨視的に逝跡JEl辺の現在の環境をみると､向西に遠望できる韓国岳 新燃岳 炎守岳 T,Jj千槻

峰をはじめとする多 くの山々に囲まれており､そのLLr合には水資源の出石1さを物語るように岩淋ダムや

耗ダムが構築されているO逝跡の周辺も水EBが多く'[;芸まれてお り､炭床川まで約 500m程度に位紀す

る避跡の状況からは､IBくから水の確保も等易で人FZi】の生活に過 した立地状況であったと考えられる｡

さらに､避跡周辺に存在する浮出火山群から多感の火山灰がIrn山しており､′ト地域的な火山灰屑が_7rf

屑的に雌桃 しているC特に御地軽石 (井出御地)や万古LRスコリア (諸仏大谷 4-6テフラ)と銘々され

た火山灰は､周辺迎跡と比省け る際の鍵屑として注Elされる0

第4節 歴史的環境

地理的な逝跡の立地状況を粁まえ､本)丑跡とT)ンクする時代について迅跡周辺地域にあたる西富削.し郡

市原町 ･都城了fff"')崎町 ･市城町を中心に主な歴史的偶ff:.の足跡をたどることとするo

吉卑Lg避跡糊辺で確認されている遡跡は､市城町細井地区避跡群や芯原町柵粉山退跡に代表されるよ

うにその殆どが縄文時代後JgJに屈している｡細井地区逝跡群では､後脚欄 栄一中柴を中心とする竪穴住

居72軒､晩期を中心とする土坑が多数確認されている｡住居内からは土器と共に磨梨石斧 打製石斧な

どの生産性を示す追只や垂飾などの和神性を示す近典が出土している.本道跡の周辺にはT.'ら崎町粕ノ木

避跡の住).i?跡 (指宿式JgJか)を除けば衣採Yt科や包含屑出土の逝跡が多く､この時糊の宮崎il.T.南西部の

械粕を考える上で韮安な逝跡である｡その他､同時期の追跡としてrm;ミ町大谷避跡 佐土i故跡や7:.3崎町

権現ケ宇部避跡 ･北迫逝跡が存在する｡これらの逝跡うち大谷逝跡 佐土迎跡 権現ケ宇土追跡では､

丸尾式土器を中心とした貝殻文系士許に､北久収LLr式土指や西平式土器といった磨消純文系土器が付随

する状況が確認されている｡また､北迫退跡では後期後半の照也磨研系土器や火山岩系の打製石斧が中

越 している｡これらの逝跡とは対照的に柵扮山道跡では後期中灘の貝殻文系土器や磨消弧文系土器が少

なく､横式土器や稽毛式土器なt'後期前非の土許が多く確認されている｡後期以1111の避跡としては､関

崎町砂子EEl逝跡 (早Xll)､高城町川除逝跡 ･佐土逝跡 ･高城町城ケ尾道跡 (前期)､荒退避跡 (中期)

が散見される.晩期以降､特に弥生時代に入ると追跡数は激減してしまう｡

古代から中世にかけては､Ljは!EE式亭院あるいは三保院に尻する#E副が広がっていたと考えられ､生
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産追跡として等新木避跡や川除避跡等で凶跡が確認されている｡また､柘城に代来されるように避跡周

辺は伊東氏と出汁氏の政戦の地であり､文献ff料や各地に戟穀(の跡が確認されている｡本道跡から摘西

方rtiHこLlkmほどのところに伊東耗林が族将伊東加Tl'守を配したとされる木場城があ り､畝状空堀群の

沌駅にあたることから中世においても正賓な地域であったことが憩える｡

【参考文献】

高崎町教育委n会 ユ990｢株屋敷第1I2追跡 水場,L城跡｣ r満崎町文化財羽衣報告‡!り 第 2典

箱崎町教育委n会 1993｢朴木追跡｣r高崎町文化財閑韮報告iLtj約4狐
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1勅戸口迫跡 (拙文･満崎) 2すかし城跡伸 せ･絹崎) 3朴ノ木追跡(拙文･捌 奇) 4秒子田近跡 (純文･捌 奇)

2川除逝跡(古代･拭原) 6立切地下式横穴基秤(古墳･稲原) 7磁神社(試原) 8細井地区逝跡群(机文･高城)

9木場城跡 (中世･拭城) 10粕の木追跡(拙文.捌 脊) 11北迫追跡(純文･捌 軒) 12吉牢田遺跡 (縄文･高原)

第1図 遺跡位置図及び主な周辺遺跡分布図(1/50.000)
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第2図 周辺地形図①(1/10,000)

第3図 周辺地形図(む(l/2,500)
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第Ⅱ章 調査概要

第 1節 調査の経過

発掘調査は､平成 17年4月に文化財課が行った試掘の結果を受けて､平成 17年6月より埋蔵文化

財センターが実施した｡

調査はまず重機による表土の除去作業から着手した｡調査区の北側から中央にかけてはⅡ屑 (耕作土

層)を除去するとVb層が検出されたが､南側については､ Ⅲ層(高原スコリア屑)の堆轍が部分的かつ不

安定な状況で確認された｡そこで､調査区南側はⅣ層上面まで重機による掘削を行い､その後､人力に

よるVb屑上面までの掘削と精査によるiEi･構検出作業を層位的に行った｡その後､調査区全面がVb屑に

揃った段階で､再度Ⅶ層 (鬼界アカホヤ火山灰層)までの掘削と精査による遺構検出作業を行った｡

調査の結果､造物包含層の状況については､最近まで畑地として利用されていたためⅢ屈までは避物

がなく､第Ⅳ層において主に申近世の造物が検出された｡また､調査区の中央から南側にかけて南西に

伸びる近世の溝状遊柄を検出した｡その後､Vb屑からⅥ層にかけて掘 り進めたところ調査区のほぼ全

面に縄文後期～晩期の土器 (月殻文系や磨消縄文系)や石器 (石蝕や砂岩性の剥片類)等約3000点を超

える遺物を確認した｡また､遺構についてはVa屑で満状避構 1条､Ⅶ層で土坑 3基､竪穴状過構 1基

を検出した｡その他､Ⅶ屑でピット群を多数検出した.狭院な調査範囲ながらも二屑に跨る縄文時代の

遺構 ･遣物を多数確認したことは大きな成果であった｡

第 2節 日誌抄

発掘調査日誌

平成 17年 6月 1日 表土剥ぎ

～8日

6月 8日 現場事務所設置

6月 9日 器材搬入

6月10日 作第月雇用開始

6月13日 包含屑精査

6月15日 Ⅳ屑包含屑掘削

6月16日 近世の満状避構掘削

6月17日 グリッド杭設慣

6月21日 V屑包含屑掘削

7月 4日 Ⅵ層包含層掘削

7月15日 体験発掘･地跡見学会

(後川内小学校6年生 7名)

7月21日 航空撮影

8月 2日 現地説明会(参加者 22名)

8月 3日 Ⅶ層 ･Ⅷ屑掘削 (トレンチ調査)

8月12日 現場終了･現場事務所撤収

【発掘調査作業風景】
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整理作業日誌

平成 17年 10月 水洗 .佐記

平成 18年 7月 接合 ･圧痕の探査

7月20日 山崎純男氏 (福岡市教育委月会)

-22El による調査措辞

7月25日 フローテーション作業

26日 水洗選別作業

31日 実測 ･拓本

9月 8日 トレース

10月 20日 レイアウ ト

報告会(報道等の記録)

平成 17年 7月15日 ′｣､学生体験学習 (高原町広報･NHKニュース)

8月 2日 現地説明会

平成 18年 7月30El 報告会｢ji3:跡が語るひむかの歴史2006｣

(宮崎El日新聞)

第 3節 基本層序

吉牟田追跡の基本屑序を第 4図に示した｡本道跡の土層堆桁は､

必ずしも一定ではなく大きく南北で異なる状況が看取された｡一

つに調査対象地区は､旧地形が北東から南西に向かって傾斜 し､

【現地説明会】

宮 崎 ∈] E】 新 r蝿

白ロコ5年(平成18g:)7月ヨコE[ 日qJ日
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特に調査区中央から南西に向けてはその傾斜の度合いが強まって L'呂崎 tjtj新聞岡野記判

いるため､南西側は北東側に比べ土層が厚 く堆積 していた｡また､二つ日に本遺跡は轟近まで里芋畑と

して営まれており､大部分が区画整備に伴い従来の土層が別平を受けていたため､特に北東側において

は包含層 (Vb層)の消失がみられ､排作土層を除去すると第Ⅵ層が検出された｡こうした地形等の諸

条件により部分的に土層堆積に若干の相違が看取されるものの､基本土層としては次頁の土層堆積を呈

していると捉えておきたい｡

なお､本調査では､基本土層Ⅷ層から下位の堆積については､周辺工事の法面にて確認したものであ

り､発掘調査によって確認 したものではない｡これは､発掘調査が道路拡張に伴うもので第Ⅶ層下位は

法面施工の都合により調査面積を確保できなかったためである｡

以下､基本屑序について説明を行う｡
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第 Ⅰ 層 :表土屑C稚拙が約 5cm～10cJnである.軟質でしまりがない.

第 Ⅱ 層 :褐灰色土層 (排作土屑)｡ (HuelOYR4/1)堆税約70cm～80cm｡やや硬質で､しまりが強い｡

3皿m-5mm前後の白ポラを多く含む｡

第 Ⅱ 層 ‥器 警 手苧 ((KHIYi26宇tYRq6i6と左黒 白講 読 芸濃 も誠 現 題詣 ;=C.mの塊状の豆石で

第 Ⅳ 層 :監禁 鵠 LH;謂 Ta2)co純文時代後期から中世の造物包楓 部分的な椎駅 ､娘大10cm程度｡

第 Va層 :豊実誓 警競 lBTR3/4倍褐色土屑)｡純文後糊～晩糊の逝物包含屑o蛸 伽 ～30cmQ

第 Vb層 :守男監禁 3iH～u5e慧 7712&'3.戯 認諾 m(諾 諾孟夏監 讐 _13憲 競 蒜 驚 ま

第 Ⅵ 層 :霊宝慧 3LH=e51mOmiVR12&'8.品志 望濫 賢明品讐 讐 装 :空EggOocm～40cmoやや軟質でしまり

第 Ⅶ 層 :黄燈色土屑 (HuelOYR7/8)｡堆積20cm～40cmc硬質でしまりが払い｡鬼界アカホヤ火LLl灰屑(K-
Ah)'ごある.

第 Ⅷ 層 :芸富温 叢_uc(lKO_YARh三･7鎧 義豊 ioocm～30cm｡やや鵬 でしまりがあるC3mm～5m揃 後の糊

第 Ⅸ 層 ‥霊宝5品 ･E(;_ue(i(oiRh‡17鎧 壷苦AID30cm～60cnoやや硬質でしまりがある83M～5揃 後の明費

第 Ⅹ 層 ‥監濫造喜Fy(Kt琵uh710*;Y&3i-T=言農 qf40cm～60cmo硬'ET'しまりがある03m～5m聯 麦の明鯛 色

第ⅩⅠ層 :月差褐色土層 (HuelOYR2/3).堆税40cJn～50cJn.硬質でしまりがある｡

第ⅩⅡ層 ‥警若君ci鮎 芙up-C2i5uY,RR8i4)(;豊 4豊 o粘質でしまりがあるo上層部には多孔帥 豆石

第4図 基本土層図 ※火IL収 にrWする阿出については.科学的分qrではなく現地にか てr-1捕 捉､L働 こよる経験的なr服 によるものである｡

※現私､芯IKLスコリア(Kr-Lh;01-5･Ot-6 採血大谷那5傭 6テフラ(Ot-Group日の年代については,荒迫迎跡､大谷退臥 榊粉

Lll逝跡の開度･分析の成火から現在11-131日ニ妃の咋代が考えられている｡
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ゝ止人~~ノT J 6"00m

0 1:40 2m

【土層注記】
①果色土-赴木屑挿Ⅰ屑｡楽土屑｡②褐灰色土-基本屑序節H屑.耕作土崩｡近世以降の

造成土.Eげラが脱じる｡やや硬質でしまりがある.③黒褐色土･.･韮本屑序Ⅳ屑.含有粒子

がなく､軟質でしまりがない｡④暗褐色土･･･非本舶序VaLyTJ｡席山御地火山灰(Kr-M)が税

じる｡秋野でしまりがある｡⑤黒褐色土-基本土屑VbLIJl｡(Kr-M)が混じる.やや救群でし

まりがある｡⑥黒色土 -拡本桐序11屑｡(Kr-M)が多.iT(に混じる｡やや軟質でしまりがある｡

⑦黒褐色士-姓本帆事Ⅵ柳こ近い｡(Kr-M)が多Ltに池じる｡やや軟兜でしまりがある｡⑥

と比べてやや明るみある｡御井区南qIuのみ唯税｡⑧黒色士-基本掛F･Ⅵ同とITl岡の漸串間｡

(Kr-M)が小茄と弛じる｡秋田でしまりがない｡湘杢庄甫側のみ北都｡⑨明黄褐色土,I.基本

月別1,Ⅶkd｡鬼界アカホヤ火LIJPZ拙くK-Ah)である｡

第5図 土層断面図
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第Ⅲ章 調査の記録

第 1節 縄文時代の遺構と遺物

本道跡で発見された縄文時代後期から晩期の遺

構及び造物は主にVa屑からⅥ屑中で検出されてい

る｡しかし､先に述べたように本遺跡の層位的状

況は必ずしも良好とはいえない｡この点を考慮 し

つつ､確認された迫構 ･遺物について説明を行う｡

Ⅳ層では散発的に調査区南側で中世と近世の造

物に混じって純文土器の細片等が確認された｡対

照的にVb屑からⅥ屑にかけては､多 くの避柄 ･

造物が確認された｡迫楠は調査区中央から北側に

かけて緩斜面に広が り､造物は調査区中央から南

側にかけて急傾斜の範囲に重層的に集中する分布

的傾向が看取された｡この現象は､造物の時期帽

が後期中葉から晩期前半にかけて存在することや

先述の土層堆積の状況から横斜面の範朗に営まれ

た追跡からの継続的な流れ込みにより形成された

可能性が高いと想定される(第11･12･28区日｡

迫横は､Vb屑で満状迫構 1条､Ⅵ屑で典石状

遺構 1基､Ⅶ屑で土坑 3基､竪穴状遺構 1基を検

出したほか調査区の中央付近を中心に主にⅦ屑で

柱穴群を検出した｡さらに下層になるにつれて遺

物集中区も調査区中央から南側に絞られてきた｡

これらの造物のうち､晩期については土器細片

が散見されているのみで､主に月殻文系土器を中

心とする後期中葉の土器群とそれに付随する石器

群がⅥ屑で集中的に出土している(第 5･6表)O逝

柄の帰属時期についてはVa屑で検出された湛状逝

柄を除外するとⅦ層で碓記された避僻が多く､｢検

出面-堀込面｣ではないとしても概ね後期中葉から

晩期前半の時期幅として捉えたい｡

以上の結果を踏まえ､各遺構 ･遺物について詳

細に説明をおこなう｡
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1 縄文時代の遺構

縄文時代の遺構は､土坑 3基､帯状避桝 1条､集石状遺構 1基､竪穴状過構 1基を検出している｡遺

構は少数であるが､造物の出土墓と同一台地上に平坦面が広がる立地状況を勘案すると､周辺に集落が

存在していた可能性は高いと推察し得る貸重な追捕である｡

士坑 (SCl-3)

Ⅶ層で3基の土坑を確認した｡SClは､平面プランが楕円形で長軸82cm､短軸64cm､深さ71.5cmの

形態を里している｡断面形は､逆台形状で､遺構の中位に石皿の破片が直立からやや傾いた状況で

検出されたほか､土坑上部で縄文土器片が出土した｡

~~ ∴ -

A 1̀61.800m

SCl 半裁状況

･q T-,-二 二l･{
-エ■ LL_- ト＼

)Ⅳ X

J 色加 温在している払子 土i そのfb
I lOYFは′17山 Kr,M.K,Ahが放JtI:鋭じふ.捷ftでしまJ)が憩い｡
旺 lOYR2/ltn Kr.M,ド.̂hが汲じる.ヤヤk問でしまりかある.
Z] lDYFEy2,I山biKr･.W.K-̂71が瀧じるJttTでしまr)がある｡
Ⅳ lDYKy2ll_I仙 K∫-MJ(･Ahが相 にiRL:ら.かなJJkftでしまりがない｡
V IDYFZylZXl】くトMが溌しろ｡やや牡frでLirlがある.
Vl lDYFZm 暗.I.tlKr･ト佃l少食､K･Ah7)E況じる 牧口でし‡帖tある｡
Il lDYFZ2/1tLtKr.M.K.̂h.ぶ=ヒ功が小Jt批じ為｡俄竹.rしまりがない.
ll 1DYFZ3/3AIAtKT,M.K,Ah.拭化軸が小胞 じる｡か6･り♯す'rLnがない.
ド lDYFZ3′2鞘.PA KT-Mが小牧,ド,Ahが此じる｡q:Rllしまりがある｡
X 】DYFモお2軒.'llI(T-M.K-̂11が弘じる.*打でしまりがあるd
Xi lDYR3/l輔Zl.IKJ･.Wが小史鈍じも｡かなり牡町でしまりがない｡
Il)lDYR4/31こぷい井N Kr･htが小払K.Ahが多Jtl:恥じる.牧打でLir)が小 ､.
Xm lDYFZy3.rktN Kr-.ll.脱化租が小Lt耽じる｡かなrJ牡ftでLまJ)がrJ:い.
XⅣ lDYR3nlktKiKr-.Whf小姓札L:る｡かなり牧frCL∃印が7-Lい｡
.YV IDYFuJTlこぷい溝批 Kr･Mが小mK･Ahが況L:Ja.牡ftでしヨ帥かない｡

n 1:40 2m

0 1:3

工 琶

第7図 縄文時代の遺構図
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A'159.400m

｢ここ二二二_二二二 ｣ 二二 二 二

L

盾 色的 混在している粒子 .土男 ･その他
I 10YR2/ほ岨 Kr-Mが恥じる｡やや硬門でしまりが幼い｡

≡･も･州( ≡ ∋:,TrI 5g.BD.m

h 色桐 混在している粒子.土肖･その他
I IOYR2/I.% Kr･M.炭化物が弛じる｡康照であるが.しまりがない｡
B IOYR2/2.%糊 Kr･M.脱化物が況Llる｡かなり硬究ICあるが.しまりがない｡

0 1-20 1m

SC2 半裁状況

SC3 完掘状況

第8図 縄文時代の遺構図

SC2は､平面プランが楕円形で長軸115cm､短軸64,2cm､深さ11,5cmの形態を里しているo土坑は､

非常に浅く､床面は安定していなかった｡土坑内から造物は出土していない｡

SC3は､平面プランが楕円形で長軸78.2cm､短軸40.5cm､深さ64.2crDの形態を量している｡床面に向

けて上端から斜め方向に掘 り込まれていた｡土坑内から退物は出土していない｡

これらの土坑のうち､SClについて形状及び出土造物から機能的側面に関する陥し穴､土城､貯蔵

穴や廃棄土坑の可能性を推察して調査を行ったものの､結果としてその実態把握には及ばなかった｡し

かし､その調査過程を記述し､今後の評価に資するものとしたい｡

先ず形態的特徴から陥し穴としての機能を推案した｡形態的に類似する陥し穴が県内にも存在するが､

深さ71cmと陥し穴にしては浅く､横方向からスライスしつつ床面を削ったが小穴は確認されなかった｡

次に､細長い石山が斜方向に傾いた状況で出土していることから石皿を墓標的意味合いとして意織的埋

設した土塀としての機能 ･用途を推察した｡しかし､埋土の堆構状況が自然堆積で人為的に埋設による

ものではなかった｡次に､出土した石皿が著しく研磨されており､その重量が3.5kgと重いことから周辺

で食程を加工したことは想像に難くなく貯蔵穴や廃棄土坑としての機能を推察した｡そこで､床面直上

の捜土のフローテーションを実施したが､炭化した木の芽と炭化材のみの検出しか得られなかった｡以

上､調査過程とその結果である0
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満状避構 (SEl)

SElは､調査区内で避構全体を検出していない

ので避横の全体像は明確ではないが､Vb屑で検出し

た状況からは長さ390cm､ 帽90cm､深さ31cmの形状を

里 していた｡調査区外にあたる未確認部分の遺構の

幅や深さについても概ねこの形状と大差のないもの

と想定される｡断面形態は､台形状である｡塩土の

状況から掘 り込み面は検出面より上層であることが

わかる｡さらに､捜土の殆どがVa層に由来する捜土

であった(第9図第Ⅱ屑)Oまた､避構内から縄文後期

の土器砕片や磯が出土したことやVa屑が純文後期～

晩期の包含屑にあたることから､それらの時期に形

成された遺構 と想定される｡また､軸方向がほぼ南

北方向に形成されており､台地から沢筋の方向に向

かって伸びていたと考えられる｡土器片については､

固化できないはどの道存状況であった｡胎土等の特

徴から縄文後期に相当すると捉えられよう｡

集石状逝構 (SIl)

集石状避柄は､Ⅵ層で検出した｡砂岩の磯 4点の

みであるが､半径20cmの円内に密集しており旧石器

時代の襟群の認定と同一的観点からすると人為的意

図のある石の集積の可能性もあるため､ここでは集

石状避楠として取 り扱う｡また､4点の襟のうち､

3点は完形で赤色を呈 しており､被熟を受けたと捉

えられる｡ただし､被熟と考えられる理由として､

石器で使用された砂岩の色調と比膜 した場合に極度

に赤い点や石の表面が被熱を受けた石のようにパラ

パラと剥げる点という観察結果からである｡

満状遺構により消失された部分もあり､周辺に遺

構が広がっていたと想定される｡
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屑 色調 混在している粒子 ･土只 .その他
Ⅰ 75YR2/2lll袖 自ボラが少沈泥じる｡やや捷質でしまりがある｡
V 75YR3/3暗袖 T(r-Mが少Lt況じる｡軌野でしまりがある｡
山 75YRZ/2D.lt袖 Kr-Mが少比況じる.やや秋田でしまりがない｡
Ⅳ 75YR2/lLkJE Kr.Mが少流恥じる｡やや欣野でしまりがない｡
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第9図 縄文時代の遺構図

SH 検出状況



0 120 1m

第10図 縄文時代の遺構図

竪穴状道構

竪穴状遺構は､長軸150cm以上､深さ約15cm～10cm前後であるO残存する2辺の掘り込みラインから

方形の平面プランの可能性が考えられる｡しかし､以下の理由から住居跡とする横極的な根拠を兄いだ

し得なかったO-つは避構内からの遣物が出土しなかった点である｡もう一つは､迫橋に伴う柱穴が不

明確であった点である｡これは､遺構周辺が調査区北側にあたり後世の排作による包含屑の大部分の消

失と追借の避残状況の悪さにより竪穴状遺構とピット群の塩土との織別ができなかったためである｡こ

の他､周辺にトレンチヤーが存在する点や工事による掘削範囲の制限も理由としてあげられる.

ピット群

Vb～Ⅵ層で数基を確認し､Ⅶ層で最も多く確認した｡円形や方形の配列は兄い出し得なかった｡こ

れは､調査両椋等の制約が第-の要因として考えられる.ただし､多くの小穴を検出したことから何ら

かの建築物が存在した可能性はある｡埋土は殆どが重層することはなく一つの塩土により形成されてい

たo色調により3種類程度に分類 したo参考までに記 しておく｡(1:10YR3/3暗褐 2:10YR2/1 黒

3:10YR5/4にぷい費褐)
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2 縄文時代の遺物

本道跡では縄文時代後期から晩期にかけての造物総数3.752点 (土器3,502点 ･石器250点)が出土した｡

その他､レキも174点出土した｡

調査では必ずしも層位的安定性は得られていなかった｡そこで､重層的に出土 した追物について層位

的上下関係を把握するため接合及び整理を行ったoその結果､例えば時期認定に有用な土器型式を含む

土器ではVa層～Ⅵ層にかけての場合事例 (第17図51)が､剥片石器においてもVb屑とⅥ層での接合

事例 (第33図271)が確認されるなど､退物の上下移動は顕著にみられた(第5･6表)｡

この状況では､遣物の層位的検討による帰属時期認定について不確定な要素を払拭 し粗いと考えたo

そこで､各種造物の解説にあたっては､一定の分類基準に準じて行い項目毎に記述することとする｡

1)縄文土器について

本遺跡で出土した縄文土器についてこれまで研究された土器編年を基軸に分類作業を行った｡形態的

特徴により鉢形 ･沫鉢形土器(第Ⅰ群)と台付皿形土器(第Ⅱ群)に大別し､文様 ･器形といった個々の属性

の分類作業から鉢形 ･探鉢形土器を1類～12類に台付皿形土器を8類に細別した｡分類された土器群に

ついて､以下説明を行う｡

第 Ⅰ群 鉢形 ･深鉢形の土器

深鉢形土器を文様を中心に分類すると､月殻文施文土器と縄文施文土器とその他に大別できる｡貝殻

文施文土器は市来式系土器を中心とした南九州の所謂貝殻文系土器群であり､縄文施文土器は北久根山

式土器を中心とした北部九州系の所謂磨消縄文系土器群である｡

月殻文系土器群は､2類～5滴がそれに相当し､磨消縄文系土器群は､7類～10類までがそれに相当

する｡ただ6類については両群の有文土器とは異なる無文土器群として分類する｡

1類 (第13図 3)

口緑部がやや外反し､外面に凹経文がみられる土器である｡また､口唇頂部に凹圧がみられる｡凹線

をもつ土器片はこの 1点のみの出土である｡

2頬 (第13図 4-17)

月殻文を主体とする土器で､EL緑部が肥厚 し断面形が丸みのある三角形で､胴部はやや膨らみをもつ

形態を量する土器群である｡施文部位は､口緑部の肥厚帯のみであり､文様構成は､貝殻腹緑刺突文を

含む刺突文 (4-10)､沈線文 (ll-17)である｡整形の為の調整方法は､粂痕か粂病後ナデである｡

8は､他の土器と違い肥厚の度合いが強く列点状の刺突文も異質な感がある.また､17は､沈線文の形

状が 9-14に類似するが､肥厚帯がない｡これらの土器については､個々の文様及び器形に相違がある

ものの大まかにみて類似性が認められるため敢えてこのカテゴリーに分赦した｡
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3類 (第13図 18･19)

月殻文を主体とする土器で､口緑部はやや外反し､縦方向の癌状突起が口緑部に装飾される土器であ

る｡文様構成は､刺突文､沈線文である｡整形の為の調整方法は､条痕か条痕後ナデである｡ノJ､片であ

るため全体像は想定Lがたいが､貝殻文系土器の中でも2類 ･4類の土器群とは異なる土器として捉え

たい｡

4難 (第14図 20-31)

月殻文を主体とする土器で､口緑部が肥厚 し断面形が三角形の形態を里する土器群である｡施文部位

は､口緑部から肥厚帯にかけてあり､文様構成は､貝殻複版刺突文､横または斜方向の洗練文である｡

また､整形の為の調整方法は､粂痕か粂痕後ナデである.沈線文には起点､終点の見られるものもある.

口緑部形態については､肥厚の形態また屈曲の度合いにより20と21-30と31の3種に分類でき､文様

構成も刺突文や沈線文を単体で施文するものと貝殻腹線刺突文の間に沈線文を施す複合的な施文をする

ものがあり､肥厚部位が下がるにつれて文様意匠が複雑化している｡

5瓶 (第14-17図 32-64)

月殻文を主体とする土器で､ロ緑部から頚部の断面形が ｢く｣の字状に屈曲するか外反する形態を里

する土器秤である｡また､口緑部形態は山形の波状口繰あるいは平口緑のものに分かれる｡施文部位は､

ロ緑上部から屈曲周辺にかけであり､文様構成は､月殻腹糸紺IJ英文､竹管状刺突文､沈線文である｡ま

た､整形の為の調整方法は､粂痕か粂痕後ナデである｡また､文様意匠及び形態によりA～C類の3種

に細分する｡

A類 (32-43)･･＼貝殻腹緑刺突文の間に沈線文を施す一群である｡4類に比べ肥厚部位がロ緑部より大

きく下がり､口緑部から頚部の断面形は ｢く｣の字状に屈曲する｡波状口縁が多 く､

平口緑は34･35･38のみである｡

B燥 (44-57)･･･連続する貝殻腹緑刺突文を施す一群であるO口縁部から頚部の断面形は ｢く｣の字状

に屈曲するもの (44-47･49-52)と外反するもの (48･53-57)とがある｡また､

波状口緑 (44-49)と平口掃 く52-57)の二つがある｡また､月数腹緑刺突文も刺突

列により2段 (42-50)と1段 (51-57)に紺介される｡

C類 (58-64)-A類 ･B類以外の文様意匠による月殻腹緑刺爽文や月殻以外による刺爽文を施す一群

である｡口緑部から頚部の断面形は ｢く｣の字状に屈曲するもの (64)以外は全て外

反する｡文様は羽状に貝殻刺突文を施すもの (58-60)､間隔のある月殻腹緑刺突文

を施すもの (62)､貝殻以外による刺突文を施すもの (61･63164)に細分される｡

6類 (第18-21図 65-106･126-129)

有文土器と異なり文様の無い土器群である｡65-88はロ緑部または胴部である｡ロ緑部形態は､

波状口緑か平口緑を里すし､ロ緑部から頚部の断面形は､直立するもの (66-72･84)､外反するもの

(65･73･74･88)､肥厚帯をもつもの (75-80)とがある｡胴部形態は､膨らみをもつもの (65182･
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84･87)と窄まるもの (83･85)があるOまた､整形の為の調整方法は､精製 ･租製の粂痕と粂痕後ナ

デがある.63は他の土器群とは法丑が異なり鉢形と捉えたい｡

89-106は底部である｡底部形態は底端が突出するもので網代底のもの (89-93)､底端が丸く網代

底のもの (94-96)､木葉痕のもの (97)､ナデ調整のもの (98-103)､やや上げ底気味の形態でミ

ガキ調整のもの (104-106)がある｡

126-129は､口唇部の浅い沈線や癖状突起等装飾的意識の乏しい文様であるため敢えてこのカテゴリ

ーに分類した0

7類 (第22図 107-109)

縄文を主体とする土器で､口縁部に文様帯をもち､口繰部の縄文下位に8類と比べ帽の狭い無文帯を

もつ土器群である｡平坦な口唇部形態に沈線文と経文を施すもの (107)と丸みを帯びた口線部形態に

幅広の縄文と沈線文を施すもの (108･109)がある｡後者は､8類に近い様相がみられる｡また､整形

の為の調整方法は､ミガキである｡

8類 (筋22図 110-115･118)

縄文を主体とする土器で､口縁郡が大きく外反し､頚部がくびれて胴部の張りが強い形態を量する土

器群である｡ロ緑部に文様帯をもち､胴部にも直線的な沈線文と縄文による文様帯をもつ｡また､整形

の為の調整方法は､ミガキである｡110-115は､鉢形の形態が想定され､118は､浅鉢の形態の可能性

がある｡111は､口緑部内面に縄文を施す｡114は､施文部分に赤色顔料が塗彩されている｡

9類 (第22図 116･117･119･120)

縄文を主体とする土器で､ロ緑部がやや内湾し､頚部がくびれて胴部がやや膨らむ形態を呈する土器

群である｡区画内に貝殻腹縁刺突文を施すものもある｡120は､ロ緑部で横方向の細い沈線文を施し､

波状頂部の文様集約部に縦方向の比線文を施す｡116･117は､胴部文様帯に先ず幾何学的に沈線文を施

した後､その幾何学的沈線の区画内に貝殻腹緑刺突文が施されるo

lO類 (第22図 121･122)

縄文を主体とする土器で､口縁部が ｢く｣の字状に屈曲し､頭部がくびれて胴部が張りのある膨らみ

をもつ形態を里する土器である｡121は､口緑部に沈線文とその間に貝殻文を施す｡122は､胴部に縄文

を施した後､数条の洗練文とその上郡に刺爽列点文を施す｡また､内面には胴部と碩部の境に稜線が存

在する｡ 9類と比べて口緑部と胴部の屈曲度合いがシャープである｡口緑部には口繰部と胴部に明瞭な

境を持つ｡

未分類 (第22図 123-125･130)

これまで分類した範噂に当てはまらない土器について一括して説明を行う｡123は､直立の形態を里

する口繰部で横方向の細い沈線文を3粂施し､土器片左端にも斜方向の沈経文が3粂施される｡120に

近い様相をもつ｡124は､ロ嫁都で肥厚部分とその下位に凹線状の太い沈線文を横方向に施し､口唇郎
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には竹管状の刺突文が連続して施されるoまた､界壁が背く丁寧なナデが施されるol類に近い様相を

もつ ｡125は､胴部で横方向の細い洗練文を数粂施した後､上から下へ向けて縦方向に刺突文施す｡10類 ･

11滴に近い様相をもつ｡130は､胴部で屈曲部下位にあたると想定される｡内外面に丁寧なミガキを施し､

外面に2条の沈線文を施す｡沈線内には赤色顔料が塗られている｡

第Ⅱ群 台付ILtL形土器 (第23-27図 131-202)

深鉢形の土器とは異なり皿部 (浅鉢状にやや深いものも含む)と脚部 (脚台部)による形態を呈する

土器群である｡土器群を文様構成と口緑部形態により細分する｡文様については､有文土器と撫文土器

とに大別できる｡有文土器の文様構成は､貝殻腹緑刺突文を含む刺突文､洗液文､縄文､突帯文である｡

これらを先ず皿部～胴部と脚部に分け､それぞれを文様意匠により4種に細分する｡なお､小片の土器

も含まれているが､第[群に分類した根拠として､類似する土器片が明らかに台付皿形の形態を里して

いること､傾きや文様の施文箇所が第 Ⅰ群と明らかに異なること､顔料が塗彩されていること､内外面

の調整に明瞭な差が看取されること､脚部は透かしの痕跡が看取されることがあげられる｡

皿部～脚部

A類 (131-146)-･文様の施文部位が狭 く､文様が単体で構成される一群であるo竹管状の刺突文を

施すもの く131-135)､それ以外の刺突文を施すもの (136･137)､ロ縁部に沈

線文を施すもの (138-141)､内面に沈線文を施すもの (142･143)､豚の鼻状

に刺突文を施すもの (144)口唇部に刻み日を施すもの (145･146)に細分される｡

B類 く147-159･163)･･･文様の施文部位が広 く､文様を硬合させて施す一群である｡口唇部に刻み

目と沈線を施すもの (147)､月殻混線剃突文を2段に施すもの (148)､沈線の

間に刺案文を施すもの (149-151)､沈線文による区画内に縄文や刺突文を施す

もの (152-157)､口緑部に突帯文とその他の文様を複合するもの (158･159･

163)に細分される｡

C類 (164-175)目口緑部に突起をもつもので､平面形四角形の波状になる一群である｡形状が親指

大の大きな突起をもつもの (164-167)､披頂部が肥厚するもの (168)､形状

が小さな突起をもつもの (169-175)に細分される｡

D類 (176-184)･･･文様のない一群である｡文様による装飾はみられないが､176･177･181･183･

184は顔料による装飾がある｡

脚部

a類 (185-190)-文様の施文部位が狭 く､文様が単体で構成される一群である｡直線的な脚部で沈

線を施すもの (185)､文様帯上部に緩い屈曲をもち沈線文を施すもの (186-188)､

蓮線的な脚部で器壁が厚く貝殻腹繰刺爽文を施すもの (189･190)に紺分される.

b類 (191･192)-文様の地文部位が狭 く､文様を複合させて施す土器である｡191･192は文様帯上

部に硬い屈曲をもち沈線文の区画内に短沈線を施す｡

C類 (160-162･193-194･196)･･･文様の施文部位が広 く､文様を複合させて施す一群である｡直

線的な脚部に突帯文と刻み日を施すもの (160-162)､底端が張り出し短い沈経

文と痛状の突起を複合させるもの (193･194)､底端が張り出し沈線文を周辺に

- 20-



巡らすもの (196)に細分される｡

d類 (197-202)･･･文様の4.1g;い脚部である｡形態には文様帯の名残か稜線をもつものや直線的なもの

裾部が広がるものなどヴァリエ-ションが豊富であるO

その他 (195ト -把手状の土器小片であるため深鉢形の形態に装着するものか皿形土器に装着する

ものか不明であったが､顔料を塗彩することから装飾性の高い土器片であるため､

このカコテゴリーに分類 した｡

2)円盤形土割加工品について (第27図 203-216)

器としての機能をもつ粘土製品である土器とは異なり､土器の破片を二次的に利用して加工を行った

円盤形の土製品について説明を行う｡

203-216は､破損した土器片中で円形の形態を里し､周辺に研磨や打ち欠きによる加工の痕跡を看取

できる土器である｡これらの加工品は円形を形成する整形方法により2つに大別できる｡研磨により加

工するもの (203)と周辺を打ち欠きで加工するもの (204-216)である｡土器型式は､貝殻文系の土

器と粂痕調整の雑文土器であることから､丸尾式あるいはその前後の土器型式に相当する可能性が高い｡

計測による各項Llの平均値は最大長3.8cm､最大幅3.9cm､最大厚0.9cm､平均重量22.2gであったことから､

半径 2cmで厚みが1cm前後の円盤形に加工されているようであるo

小結～純文土器について-

細別した第 Ⅰ群の土器を型式学的な隔年序列に集約して小結としたい｡1燐は指宿式､2･3類は市

来式系､4類は市来式､5類は丸尾式､7類は鐘崎式系､8類は北久根山式､9類は納曽式､10類は西

平式､未分類130は黒色磨研土器(晩期前半)に相当すると考えられる.4-5類の月殻文系土器の変速は

スムーズである｡また､土器墓の多寡から月殻文系土器群が主体を成し丸尾式期にピークを迎えること

がわかる｡対照的に､磨消純文系土器(7-lo鱒)は客体的で土器型式に断絶が見られる｡

また､市来式系 ･鐘崎式系とした土界群は従来の型式概念と相違がみられ､同町大谷追跡でもみられ

ることこから山間部に位置する在地系土器とも捉えられる｡無文土器(6類)の口緑部形態については､

市来式と同様の形態がみられる点は注意したい｡また､第Ⅰ群と第Ⅱ群の関係や塗彩については､第Ⅴ

車で述べることとする｡
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第14図 縄文土器 実測図(l/3)
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第15国 縄文土器 実測図(1/3)
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第20図 縄文土器 実測図(l/3)
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第27固 持文土器.円盤形土製晶 実測図
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第5表 縄文土器計測表
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3)石器について

本道跡で出土した石器は総数250点で､その他､レキが174点出土していた(第28図 ･第6表)｡前項の

土器と同様石器についても型式学的器種を基軸に分類作業を行った｡出土した石器は､機能的側面にお

いて実用的な石器 (第 Ⅰ群)と非実用な石器 (特殊な石器 :第Ⅱ群)に大別し､さらに実用的な石器を

石器製作から剥片石器と磯塊石器に細別する｡剥片石器は､石鉄 ･スクレイパー ･石錐 ･石核 ･剥片等

が出土しており,磯塊石器は､磨製石斧 ･石錘 ･敵石 ･磨石 ･石皿 ･台石が出土している｡非実用的な

石器としては､異形石器 ･ペットス トーンが出土している｡

以下､項目毎に鋭明を行う｡

第Ⅰ群 実用的な石器 :剥片石器

石鍬 (第29図 217-225)

打製石鉄が多く､局部磨製石鉄が1点含まれるO石材は､桑ノ木津留産 ･腰高産黒曜石や砂岩 ･頁岩 ･

チャー ト･玉髄があり､特定石材に偏ることはない｡石鉱は､基部形態から深い凹基 ･浅い凹基の2種

に分けられる｡深い凹基には､平面正三角形 (217-221)と二等辺三角形 (223)のものがある｡浅い

凹は､素材剥片の周縁部のみを簡単に整形した平面二等辺三角形 (222)のもの､厚みを残す略正三角

形のもの (225)がある｡局部磨製石鍍 (224)もこれに含まれる｡この他､来園化であるが桑ノ木津留

産黒曜石製の打製石鉄が 1点ある｡

スクレイパー (第29･30図 226-236)

縦長或いは横長の剥片の縁辺に連続する剥離を施し刃部を形成する一群である｡石材は､1点のみ頁

岩 (226)で他は砂岩である｡頁岩製の226はやや厚みがあり､刃部形成は石質により階段状剥離となっ

ている｡残存する自然画の状態から右横を転用したものとみてよかろう｡砂岩製スクレイパーの素材剥

片は球面を残すものが多く､打面調整なく剥離された大ぶりかつ一定の厚みを有する剥片である｡中に

は､227･233のように背面全面が球面のものも見られる｡加工は剥片縁辺に鈍角な剥離調整が見られる｡

また､227･229･230は自然面に研磨痕や剥離面にツプレの痕跡もみられ､使用にも伴うものであろう｡

いずれにせよ､後述の粗製剥片石器とのつながりが強く看取される｡

粗製剥片石器 (第30-33図 237-278)

粗雑な剥片剥離作業が看取され定型的な器種としては認定し難いが､砂岩を主体とした剥片の一群で

あるo砂岩以外には､火山岩系の石材が少盈見られるO剥片の多くは､球面から打面調整を行わず剥離

されたものである｡また､打面を中心に剥離の価撃等により剥離軸に沿って割れてしまったものも多く

見られる｡これらを剥片剥離の工程 ･打面性状 ･剥片形態の差異からⅠ～Ⅳ類に細分する｡

I類 (237-298)-正面全体に自然面を残すことから､母岩から最初に剥離された剥片と想定されるo

剥離は打而調盤なしで磯面から実施される｡剥片は蛤状の幅広の横長剥片で､断面

形が半月或いは隅丸角錐形となる｡鋭利な剥片端部に使用痕がみられる｡

Ⅱ類 (299-258)-正面に1枚以上の剥離面を持つことから2枚日以降に剥離された剥片と想定される｡

剥離は打面調整なしで横面から実施される｡剥片剥離作業時の垂直割れも見られる｡

剥片は幅広の横長剥片で､断面形が台形状となるものが多く見られる｡側辺または
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剥片端部の鋭利なfg所に使用il享がみられるo

IIl頼 (259-274) ･正面の剥離も多くみられることから､ある程度剥片剥離が並行した工程での剥片と

想定される｡剥離は打而調紫なしで横面から実施される0271(接合資料)のように､

剥片剥離作菜時の重態割れも見られる｡剥片は縦長で､断面形が隅丸角錐形もしく

は台形状となる｡272-274は､側辺部に使用状あるいは′ト剥離痕が観照される｡

Ⅳ頼 (275-278) ･ある程度剥片剥離が進行した工程での剥片とAl定されるO打両は剥離両である｡剥

片は幅広の横長剥片で､大半は自然両を托す｡厚さは様々であるが､断何形は台形

状となるo剥片端部に使用蝦がみられるO

これら砂岩製石群の特徴として､fT両形成の為の調整を行わず､打面を固定して一定方向からの剥離

を行っていることが窺える｡また､横長 ･縦長を問わず垂直倒れが接合資料中に多く看取されるo剥片

剥離は埠純租経であり､明確なEl的剥片があったようにも見えない｡必紫粂什を満たした剥片であれば

刃許として利用したのであろうOなお､271(接合焚料)は､打面ほか襟両が赤化しており､剥片剥離

以前に火熟を受けたものと見られ,注恋を姿する｡

石錐 (荊3LI図 280)

石材はチャート製で､縦長剥片の末端部に袈両側から細かく加工し錐部を形成している.石錐は､相

戦した1点のみの山土である｡

剥片 (那34図 281-290)

ここでは237-278とは与やなり､打面形成を行った後､縦長或いは横長の剥片を剥離している剥片を一

括 して扱う｡石材には､El東産 桑ノ木津研耗撰暇石 チャ- ト･頁岩 砂岩製のものがみられる｡

28ユー285は縦長剥片､286-290は横位剥片である｡日東産架曜石を除いて､これらの多くは石鉄等のト

ウール動作にr対逃したものと想定される0290は､剥片好捕;から即)辺瓢にかけて糾かい剥離がみられ､

石鉄の未Z臥7°である可能性もある｡285288も二次加工がみられる｡

石橡 (第34図 291-293)

石材がil王岬石で､叔終形憶が小型の形fBiを塁する右横である｡一部に自然面を旅し､打面形成を行っ

た後､剥片剥離作#Jを行っている｡また､剥片剥離の方向も打面転移を行いながら複数方向から剥片を

作山している0

第打耶 非実用的な石耶 (特殊な石耶)

円盤状石群 (第35図 294)

隅丸正方形の縦方向に剥離されたGj平な剥片で､周辺に鈍角な剥離調整を行っている.一部不明瞭な

剥離艇があるが､何らかの使用の地米と想定されるO石材は凝灰岩であるOさらに､表面の端部には自

色物の付労が茄取されるo白色塗彩を施した土器群とのr対係を含め注目したいO勅品の山土は､相戦し

た1点のみである｡



Til形石粉 (W,A35回295)

石材はチャー ト製で半月状の形態を里す｡その形態的特徴か ら判形石器としたO石HJ刃緑部に細かい

朋軽がみられるO

有礼イ)A判 [-.II)(約35I封296･297)

加工 無加工に関係なくすLを前する石器 を-托 して扱 う｡296は石材がホルンフェルスで無加工の自

然石である.この石材はノジュールとも呼ばれ､札や凹みが自然に生 じているもので河原等でも拾 うこ

とができるo自然石ではあるものの､純文後期に迎跡に搬入される例は多い0297は軽石製の布孔石椎で､

表面から郵面に向けて尖孔が穿たれている｡尖礼の形状は､13cmと全体の約1/10の大 きさにあたる.戟

両の方がより平桁に研磨される｡

ペ ットス トーン (第35図 298)

つややかな手触 りのチャー ト製で､所謂ペ ットス トーンの可能性がある｡

約 1肝 炎)11的な石粉 傑塊石-al

石斧 (節34図279)

斬何形や姫形方法などから磨製石斧として捉えたい｡磨穀石斧は､相戦 した ユ点のみ出土 したO石材

はホ)レンフェルスで､窄まった韮部に近い部分と想定される｡側辺部を中心に乱打瀦当室を行った後､研

磨を施す｡欠損が老 しい.

石錘 (節35lgr299-303)

自然襟の一部にb日工を施 し､かつ錘Jlに相当すると考えられるものを加工の方法により2つに分蛾す

る｡299-301は､滋軸方向に切 り目を入れる切 El石錘である｡300は､一見自然石のようであったが､

わずかに切 りElを確認できT.:｡302･303は､長軸方向に打ち欠 きを施す打欠石錘であるO_7那花は､平均

して切日石錘が247g､打欠石錘が473gと蜘日石錘が軽い｡形態からもその大′トの差は明瞭である｡

畝石 (第361回304-316)

サイズや形態により大中小の 3種に分類するが､研磨の有無や散打鵬の残存部位など使用航跡により

ヴ71)エーションがあるO大型は弦サイズ､中型は親指から中指の3本で固定可能なサイズ､小型は親

指と人差 し指で固定可能なサイズである｡304-307は､小型サイズであるが､305は､DPl辺部をラウン

ドして蔽打されている｡306I307は､%L部に微細な敵打が確認 される.308-313は､中型サイズである

が､309は､砂岩製で放打水の残る周辺部に風化が観寮される0310-312は､平面に光沢の強い研磨が

施されている0313は､ ドーム形の断両形で∬l部のみ敵打が施されるO石材はノジュールと考えられる｡

314-316は､大型サイズであるが､形旗は破lfl晶も含まれることもあ り石材を含め様 々である｡特に

316は､部厚 く短冊状に剥離されてお り,側辺部と平面に敵打蚊がみられる｡



磨石 (郡36図 317･318)

317は､破批しているが碇サイズのP:J喋と想定でき､未払に研磨が施され光沢がみられる｡石材は尾

鈴山酸性岩類であるO地理的環境から搬入品の可能性が7:jい｡318は門標が分割され､その分割両に研

磨を施している｡雄サイズで同定できる.石材は砂岩である｡

白石 (第37図 319--322)

319の砂岩を除き凝灰岩で構成される.319は､188kgと重く出土地′山も蔵斜両に位位することからそ

れほど原位位からの遊離はないものと想定される0321･322は欠mYf料であるが､一部研磨と思しき箇

所もみられる｡320は衷姫の色閑及び手の感触から明瞭な凹みはみられないものの中火部及び側辺部に

散flとLRLきものがみられる｡輩より大きいサイズであることから依石としての用途より受け皿的用途

として捉えたい｡

石JllL(那37図 323)

3Z3は韮iii5aIkgと重く､側辺から中火にかけて研掛 こよる明舵な凹みを有しているo石材は凝灰岩であるO

小結～石船について一

石格について組成と石材についてまとめ小結としたい｡石絡組成は､磨石 故石に比べ剥片石mlが組

成の3/4にあたり出土益が爽山していることがわかる(?,6穀 ･グラフ 1)Cこれは､砂岩製の私動剥

片がその出土茄の大半であることを示しているO前述の形態分野tから石絡製作工程の一部が垣Jru見える

点からも､新鹿の高い製作作菜と使用が捉えるO形態的特徴や山土呈;主から ｢使い捨て｣的性格が強くみ

られるOこの剥片石器の輔.品を縄文後晩Jglに絞り少,と内で狐成してみると清武町自ヶ野逝跡 宮崎市石巻

ケ退避跡 えびの市上EEa代逝跡で砂岩割の好1例がみられる｡さらに､頁岩など堆屯で岩系の石材にも勅晶

がみられる ｡1) その生酷や機能 ･用途については､純文17lJglの鎌形剥片石器 ･背部二次加工素刃石掛層.

EE]1991小畑2004い 蛤刃石料宮崎LF.と塩文センタ-2002)との関連を含め､今後の練損としたい｡

また､粗製剥片石器を除く器機 ･石材組成を見ると､先ずEl米産frP一曜石の山土鼠が目立つ｡同石材に

は剥片 ･砕片 .石核の存在から周辺で剥片剥離のあったことは疑いないものの､対応するトウ-ル類が

見あたらない｡--JJで､腰痛産土Ei雌石 ･玉髄製石鉄については1点のみと少なく､また製作に関わる剥片 ･

石核等が骨練である｡チャート･桑ノ木津餌産!別礎石はトウール類から剥)[1 砕片まで見られ､石器製

作から一部においでは使用までの工礎が塊える｡いずれにしても､比較的広域の石材産地のものが宕耽

されることは､粗製剥片石許や石錘や抜石等に周辺で獲得可能な石材が使用されている点と対照的であ

るoただし､少数ながらも､Lr,ミ火に存在する尾鈴山酸性岩新が磨石として使用されている点もあり､そ

のlA)逆性は一棟ではないo

己LL)血相Jll止Itによれば.近年東九州Li勤王FliniB紐に伴う発推iII兼によりJ6鈴臆tlJt,t朝の胤胡刺J'171滋が兜l姑TB地l夏を■ト亡,に多汝みられる

という｡

【引用文献】
′トtEu弘己2004｢折半石狩と捕物利IFl～南九州地ソバこおける純文時代等刑期～叫鞘1河半の石谷iLl鹿捕速の相模肘～｣ rf事氷および狩J1本淋 こB

dErl栄二199)｢qt形NJl石器一鞘九州PL文月■期の特殊な石器｣ r柿九州稚文通tJJ恥4
Ef崎Ll.1瀕扶文化財七 /タ120こ12｢巣吐け並捗｣rtlkM.ゝigl謙文化肝鬼軸EI兼報で.鞍J祁53娘
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石器 ･レキ分布状況
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第28固 石器分鯛 (1/400)
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第29図 石器 実測図(2/3･1/3)
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第30図 石器 実測図(1/3)
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第31図 石器 実測図(1/3)
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第33図 石器 実測図(1/3)

6払 石器組成表

粗稚な剥片の形態分析
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グラフ2 粗製剥片石器の形態分析･重量表
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第34図 石器 実測図(2/3)
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第35図 石器 実測図(2/3)
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第36図 石器 実測図(1/3)
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第37図 石器 実測図(1/3)
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219 石牡ik Ob(ks)Vl ).52 I.48 015 0.6
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SIT

他
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OsMLJ 1 1
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Sh ー 1 1 2 6

也 1 1

368 3 21～010 6 1 1 5 415165

27ト2 Sa Ⅵ 8,7 1135 2.3 50
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榊イ了村 cDl?拒 回 RFAhlslAxlD,巨vlHslGslAnEQSl他 Total

Ch 5521 16I 111 6521712

ob(n7ob(kw)ob(ks)

Sa

Tu

Gr

Os

Mu

llr

Sh I I 20也

Co石橋 Ch.砕片 F:剥片 Re:二次カロ=剥片 UF:使用項軌片 RF:粗製刊片

Ah.石持 S.スクレイパー Ax.石斧 Dr.石鍵 SW:石韓 Gs:軒石 Hs,屑石

QS.台石 An:石皿

第6表 石器観察蓑･石器計測表
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＼
A′ 161.700m

B'160.40cm

こ一一一一

･●づ

JI 色明 菜在している粒子･土男･その他

I 2.5YR2/l熊 L:lボラが多蕊に況じる.軟地Fでややしまりがある｡

u 2.5YR2/lMI
Kl2_5YR2Jl爪
Ⅳ 2.5YR2/lR
V 2.5YR2/l絹

Ⅵ 2.5YR3/l取持

Ⅶ 2.5YR2/lAt
VJ 2.5YR2ノ21R褐
D(2_5YR2/2熊謁

x 2.5YR2/2黒掲

砂が多舟に恥じる｡砂mでややしまりがある｡

rtIボラと炭化物が多食Eこ鮎じる｡牡打でややしまりがある｡

伊が多舟に恥じる｡砂男でややしまりがある｡

自ポJF･/と以化物が少且恥じる｡秒官でややしまりがある.

白ボラが多故に混じる｡やや故地旬であるが､井借にLま()がある｡

白ボラと脱化物が少見恥じる｡妙所でややしまりがある.

的池ボラが多比に恥じる｡粍Ptであるがしまりが強い｡

rtIボラが多食に混じる｡梗照でしまIJが娩い｡

白ポチが少ft恥じる｡牧照ICやヤしまりがある｡

0 120 1m

琵 4

0 1:3 5cn｢

ヒコ コ :コ d

第38図 Ⅳ層検出溝状遺構及び出土遺物(1/400)
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0 1:3 10cm

蜜 t jIl4

--: -ど ･-i-;≡-1

第39図 弥生時代以降の遺物実測図(1/3)

第 2節 弥生時代以降の遺構と遺物

本遺跡では､Ⅳ屑上面において少数ではあるが弥生時代以降の遺構と造物が確認されている｡

1 近世の遺構と遺物

沸状避構 (SEl)

SElは､調査区内で遺構全体を検出していないので遺構の全体像は明確ではないが､検出した状況か

らは長さ61m以上､最大幅2m､最大深度75cmの形態を呈している｡全掘できていないが埋土は基本土

層第Ⅱ層に由来するもので構成されていた｡

迫構内の出土避物の324は､肥前系の染付皿である｡底部高台内中央に針支えの跡が残る｡内面には

牡丹と考えられる花文をあしらう｡呉須の発色も良好であり､上手である｡江戸時代後半として概ね捉

えておきたい｡また､造機の廃棄時期もこれに準ずる年代が想定される｡

2 弥生時代以降の遺物 (第40図 325-331)

325は､聾でロ緑部下位に突帯を貼り付け刻みを施している｡弥生から古墳時代に相当すると考えら

れる｡326-328は､土師器の杯である｡3点とも内外面に丁寧なナデを施す｡327･328は､ヘラ切りの

底部である｡329･330は､土師器の盤である｡329は､内面調整が頚部下位の削りと上位のハケ目で明

瞭に分かれる｡330は､底部付近にあたり外面にハケ目と土器片上位にタタキが見られる｡これら土師

器は形態から概ね9世紀後半～10世紀に相当すると考えられる｡331は､近世のキセルである｡
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第Ⅳ章 自然科学分析

第 1節 フローテーションについて

本追跡の土坑 (SCl)の埋土について避稀の性格的位置づけを行うためにフローテーション作業を

行った｡以下､その結果について説明を行い､作業記録については別表を参照されたい｡

作業項目 作業の記録

RJ!土サ ンプリング 平成17年8月9日ア)L,ミホイルで包んだ移縦プチを用
いてSCJXhf雌土の床而起上の土を土のう掛 こiIV.=めた○

サンプルは土のう或 1位分であった.

保存状況 土のう袋内に入れた状態で約1年開放忙しでいた.平
成18年7Jlに池丸性のよい網状のコンテナにいれ杜松

させた.

水洗作芥･対叙也土盛t',堤 12.2g (土のう袋 1壬削

･作紫 日時 平成.18咋7月25ET 午前rrl

･作業lJl数 2名 (並理作粟fI)+ユ名 (鞘悲月)

･作紫船具 簡易フローテーション(2m.1LD].OA.5mメ7シユを倣JTl)

-也土のfl･作罪状の懲悪瓜 火山灰脱じりのtJil.色土旧でサラサラしている○水に溶

けやすい

浮いてくる炭化物をすくい耽る.各メッシュを段階的

に使用しそれぞれ個別に選別する.

選別仲井と拓北･選別作准･検出内容 ]名 (舶査11)半日 .大まかに簿で選別 した枚､央態

Wi撤鏡をmいて2次選別

第7表 フローテーション作業内容

【作業の結果】

目的としていた炭化種子等の検出には至らず､土坑

を貯蔵穴や廃棄土坑とする仮説については､可能性は

低いとする結論を得た｡土坑の位置づけについて有益

な情報はないが､調査方法のプロセスは結論と同様に

重要な情報と考え記載することとした｡また､条件(網

目の単位等)を揃えることで低コス トの簡易フローテー

ションでも糖度に問題はなかったと考えられる｡

第40図 埋土サンプリング箇所

【簡易フローテーション作業風景】

【第 1節 ･第2節 参考文献】

松井車2000｢環境考古学(逝跡土壌の適別法)｣r埋蔵文化財ニュース]95奈良国立文化財研究所埋蔵文化朋センター

安藤広道2006｢先史時代の粒子遊休 ,土器圧痕の分析をめぐる覚審｣r西相模考古1第15号

黒尾和久 .高漸克範 ｢拙文 ･弥生時代の雑穀栽培｣r雑穀-畑作農耕論の地平-∫I77･木古店

宮崎県埋蔵文化財センター2006｢向原筋1逝跡｣r宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告廿]約119兆

宮崎県蛙職文化財センター2006｢フローテーション作業と成果｣r宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告altJ第131銀

丑野毅 ･ⅠⅠ川l裕実1991｢レプリカ法による土器圧痕の観察｣r考古学と自然科学11324Er本文化村保存学会

小畑弘己2006｢古民族梢物学研究法と東北アジアの穀物栽培｣r宮崎県埋蔵文化財担当専門磯貝研修会発表資料J

比佐陽一郎 .片多雅樹2005｢土器庄蝦のレプリカ法による転写作柴｣福岡市性戒文化財センター

福岡市埋蔵文化財センター2006｢付)土寄算圧蝦 レプリカ法作紫の手引き｣r福岡市埋蔵文化財センター年報]第25号

柳旺l裕≡2006｢宮崎県内出土の種子圧痕土器｣r弟3Ⅰ司苗代種子研究会]

山崎純男 ･片多雅樹2006｢肘筋:長崎県肥賀太郎逝跡における土器庄艇の検討｣r長崎県文化財調査報告替｣第189袋

山崎純男2005｢土器圧痕からみた食と生業｣r土祥研究の新視点｣土器の技術 .調理研先会
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第 2節 吉牟田遺跡の圧痕土器について

本道跡で出土した縄文土器総数3,502点中何らかの圧痕がある土器を77点を掲載した (第9表)｡以下､

観察の結果について説明を行い､作業記録については別表を参照されたい｡

作業項目 作業の記録

第一次選別と観察 整理作業における水枕-注記.接合.土器計iWL.指職逝物の選別時(約2ケ月)に絵点数3.502点か

ら圧痕の可能性のあるものを肉tui観察で選別した○はじめ凹みのあるものについて整理作半白

に性忠を払うよう指示し､可能性のある土.Hg片を抽出した.その後､それらを英体顕微鏡

(Nicon.ネイナヤースコ-7'.77づ■A,)により20倍の倍率で観察し識別した.岩石や火山灰等の含有物が抜

けた諮ちたものではないと想定Lた約800点礎LiEを抽出LたO

第二次選別と観察 1_tJ崎純男氏(欄同市教育蜜月会いこ一次選別で棚rtIした土器の選別を再度お願いした0第-次選別

でnll出した庄般土器を実体顕微錠(同Nicon)により20倍の倍率で観察し識別した(平成17年7月20El

～22El)○結果､2点について砿子圧痕として指摘を受けた.その後､織別不明な資料や木片の

圧痕を含む特徴的な資料を77点抽出したo

造物の観察と記録 抽出した77点の圧痕について観察と記録を行った.放棄は､主に10-63倍まで行える英体細微

戟(Niconpxf)を用い､紀掛ま先ず実体材i徴鏡で観察を行い､捉ま捌まデジタルカメラを装荊させ

隅易記録を行ったoその後､特定の資料のみレプリカ法により花子細微鎗(HITACm S-3000N)

での観察を行った.レプリカ法については､片多雅樹.比位階一郎両氏(福岡市税蔵文化財セン

タ-)に事前指導を受け､畔者がレプリカ作成を宮崎県粗放文化財センターにて行い走査fu:子顔

徴統(SEM)の触寮を宮崎児総合般潔就親切にて行ったOなお､レプT)カに使用した溶剤や手蝦に

ついては山崎.片多.比佐三氏の論考を参順されたい○また､詳耕な観察状況は観察衣を参照

第8表 圧痕土器探査の作業記録

【観察の結果】(第9表参照)

観察の結果､種子以外の圧痕の土器を含めて抽出した総数77点中､検出部位は胴部59点､口緑部12点､

底部 5点､円盤形土製品 1点で確認された｡種子圧痕とした種子は､雑草系の種子と考えられる｡その

他､稚貝の巻月､植物の子葉や木片､植物繊維状の圧痕も多数確認された｡今回検出した種々の圧痕は､

同定作業において困難な点が多いためこれ以上の考察は差 し控えたいO

【成果と課題】

台地上の追跡における動植物遺体の復元を行えたことが､最大の成果であったと考える｡これらの復

元された種子圧痕や稚貝の巻貝により､周辺の環境や土器製作用の粘土独得に関する新たな情報を蓄積

することが可能となった｡これらは､通常の土器型式の認定による追跡の年代決定作業や計測等による

土器使用に関する整理からは導き出せない情報であり､今後とも横極的に作業を進める必要があろう｡

また､圧痕を探し出す作業についても､水洗から接合までの整理作業間に行うのが最も有効であるこ

とも分かり､今後効率的な作業方法を導き出すことが期待できる｡さらに､調査指導においてこれまで

報告された資料や未報告資料の中にも多 くの圧痕資料を検出することができた｡これは書牟田遺跡にお

いて本来ならば未掲載となる小片の土器の中から貴重な資料が拾い上げられたことともリンクするが､

再度未報告資料を含めた資料の見直しと1点 1点の土器に対する入念な探査､新視点からの整理 ･研究

が必要であることを示している｡今後とも同定作業と同様に地道な資料の苗穂に努めていきたい｡
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吉牢田遺跡出土の圧痕土器
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言草田遺跡No,95 吉牟EE]遺跡NO,122 竹ノ内遺跡(後期)l･l貝殻

竹ノ内汲跡2-1塁異類か 2-2 竹ノ内遺跡311堅異相か

竹ノ内遺跡4-1聖果頬 4-2 竹ノ内遺跡5-1格子 5-2

竹ノ内遺跡6･l聖黒瀬か 6･2

右葛ケ迫遺跡 (晩期)アワか

古書ケ迫遺跡 (晩期)ウニか (現 代の資料 アワ)

平畑遺跡 (後期)昆虫符 下那珂遺跡弥生後期 稲

※竹ノ内出跡は福岡市埋蔵文化センタ一片多雅樹氏のSEM粒彩による.その他の出跡は､宮崎県埋蔵文化センターにて韓者が窮態舶徴錠投影

を行った｡なお､右胡ケ追出跡のアワは山崎氏の調杢指ig:時の発見によるもので､他は節者の資料調査による｡

圧痕土器関連資料 (宮崎県内の圧痕土器)
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第 3節 炭化種実の同定及び放射性炭素年代測定･土器付着物の蛍光Ⅹ線分析について

書牟田追跡における自然化学分析について

株式会社 古環境研究所

Ⅰ.放射性炭末神代測定

1 はじめに

放射性炭末年代測定は､生物体内に含まれる放射性炭窯 (■4C)の濃度が放射性肋頓により時州とと

もに減少することを利用 した年代測定法であるO過去における大気中の14C濃度には変動が認められ､

年代測定結氷に影轡 していることから､年給年代学などの成果を利用 した較正En終により14C年代から

暦年代に較正する必安があるc

Z 討こ料とTJi法

炭化種爽 (コナラ屈子柴) 酸17ルカリー蔽洗秒

AMS 加速器貿韮分析法 (AcceleratorMassSpect∫ometry)

3.測定結城

試科名 6■ac

(Beta-) (年BP) (礼) (年BP)

(i)14C年代測定値

試料の■4C/■2C比から､嘩純に現在 (AD1950年)か ら何年TlTJ-かを計音‡した他｡■̀Cの半減期は匝l際的

何例によりL)bbyの5,568年を使用した (実際の半減JgJは5730年 ).BPはBeforePhysICSの略.

(2) ∂13C測定値

試料の測定■4C/■2C比を補正するための炭素安定同位体比 (】3C/12C)｡この他は摂呼物野 (PDB)の

同位体比からの千分偏差 (‰)で表すO

(3)補正Hc年代値

∂13C測定値から試料の炭=Rの剛立体分別を知り,■4C/12Cの測定値に補正値を加えた上でg)_Etlした年

代｡試料のI513C肺を125(‰川二倍准化することによって縛られる咋代である｡



(4)暦年代

過去の宇宙線強度の変動による大気中14C濃度の変動を較正することにより算出した年代 (西暦)｡

calはcalibrationした年代値であることを示すO較正には､年代既知の樹木年輪のldcの詳細な測定値お

よびサンゴのUITh年代と14C年代の比較により作成された較正曲線を使用した.

暦年代の交点とは､補正Hc年代億と較正曲線との交点の暦年代値を意味する｡ 1-'言マ (68%確率)と

20 (95%確率)は､補正ldc年代値の偏差の幅を校正曲線に投影した暦年代の幅を示す｡したがって､

複数の交点が表記される場合や､複数の1cr･20値が表記される場合もある.

4.所見

加速器資長分析法 (AMS)による放射性炭素年代測定の結果､Ⅵ -631から出土した炭化種実 (コナラ

属子葉)では､3440±40年BP(1gの暦年代でBC1760-1690年)の年代値が得られた｡

文献

Stuiveretal.(1998),INTCAL98RadiocarbonAgeCalibration.Radiocarbon.40,p.104111083.

中村俊夫 (1999)放射性炭素法.考古学のための年代測定学入門.古今暫院,p.1-36.

書牟田追跡の炭化櫨実

lコナラ属子葉 2同左
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II 炭化牲尖同定

1.はじめに

植物の梯子や果実は比較的強敬なものが多く､堆郁物や逝構内に残存している場合がある｡堆椛物な

どから種実を検山し､その種類や偶成を閉べることで､過去の他生や栽培植物を明らかにすることがで

きる｡

2.討:料

試料は､Ⅵ眉包含屑 (SCl､Ⅵ-631)から選別採取された炭化種子である｡

3.方法

肉uFi及び双眼実体yi徽紋で観察し､形臆的特徴および現生標本との対比によって同定を行った｡結JR

は同定レベルによって科､属､種の肝親で示した｡

4.結氷

(1)分新鮮

分析の結果､倒木 1分新鮮が同定された｡以下に同定枇拠となる形態的特徴を記載するo

コナラ属 Quercus 子柴 (半形) ブナ科

熊褐色で杓円形を里 し､薮両は平治で発泡している部分もある｡殻斗が欠諮し､教典の内部の子紫が

炭化したものである｡著しく発泡して薮雨模様が観察できないことから､屈レベルの同定にとどめた｡

(2)磯突肝炎の特徴

6屑SClの試料では､芽 1､材月1が同定された｡Ⅵ-631の試料では､コナラ成子柴の半形 ユが同定

されたo

5.考繋

VI-631の試料はコナラ偶と同定きれた｡堅JRの中の子柴のみが災化 して粗布したものであり､発泡 し

ていることから火を受けたと考えられるOコナラ屈の堅氷を食用にするには､イチイガシ以外はあく抜

きが必嬰である0本試料は,発泡が著しく衣両横棟が観察できないが､形状がやや凹杓いことから､イ

チイガシの可能性が考えられる｡

文献

南本睦彦 (1992)低湿地避跡の株尖.月刊考古学ジャーナルNo355,ニューサイエンス社,p18-22.

両水陸彦 (1993)染 米英 種子.日本爺凹紀学会編,?,凹紀試料分析軌 東京大学出版会,p2761283

波辺詫 (1975)縄文時代の植物食.雄山肌 187p
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Ⅶ.蛍光X線分析

1.はじめに

物質にX線を托朋寸すると､その物質を構成している元菜に固有のエネル,ギー (蛍光X線)が放出され､

この蛍光X線を分光して波長と強度を測定することで､物質に含まれる元紫の種類と丑を閑べることが

できる｡

2 試料

分qr試料は､Ⅵ屑から出土した2!!lの純文士綜 (Ⅵ-1387､Ⅵ-788)である｡このうち､Ⅵ-1387には赤

色顔料､Vl1788には白色物質が付彩しているOⅥ-1387については赤色部と非赤色部､VII788については

白色部と非白色部の2筒所を測定して比較検討を行った｡なお.正確を期すために､赤色部と白色部に

ついては枇桁テープで徴丑を採収して追加測定を行ったoこの粘耕テープの偶成元紫は998%が炭架で

あり､鉄､水釦､釣などは含まれていない｡

3 分析方法

エネルギー分散却蛍光X線分析裳i辻 (日本花子(樵)凱 JSX3201)をJflいて､元素の同定およびファ

ンダメンタルパラメータ法 (FP法)による定先分qrを行った｡測定の灸件は､測定時Jru600秒､Il朋寸径

70mm ､'Lu庄30kV､試料室内共空である.

4 分析耗北

東1に各元素の走去と分析結果(lvt%)を示し､図1に主な元来の検出状況を示した｡なお､測定結架は旧例により

代表的な酸化物名で袈記している｡

5.考祭

(1)土絡Ⅵ-1387(赤色顔料)

赤色新科としては､一般的に水銀朱 (硫化水銀 HgS)､ベンガラ (酸化珊二鉄 Fe20')､鈴丹 (酸

化鉛 Pb30一)が知られている (市毛,1998,本田,1995)｡生けたⅩ線分析では､水銀 (Hg) イオウ

(S)､鉄 (Fe)､鉛 (Pb)の元架の検出状況から赤色顔求トの種籾を推定することが可能である｡

分析の結兆､赤色顔料付新部L/Tでは鉄 (Fe)の明際など-クが認められ､水銀 (ng)や鉛 (Pb)は

検山されなかった｡鉄 (Fe20,)の合Liは93% (徴益採収試料は127%)を示しており､非赤色部分の

62%と比較して15倍 (21倍)と明らかに7.占い他である｡

以上の耗JRから､土器Ⅵ-1387に付潜した赤色軌料はベンガラと考えられるOなお､地下水111などの鉄

分が沈斧Fした褐鉄鉱も同様の成分で構成されていることから,ベンガラのより確実な同定のためにはX

線回折による#,F.I.構造の解析が必安である｡

(2)土器Ⅵ1788(白色物質)

白色部分では､アルミニウム (A1203)の合弘が426% (徽i迂採取試料は364%)､珪酸 (S】02)が419
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% (47.6%)､鉄 (Fe203)が7.5% (6.7%)､マグネシウム (MgO)が2.6% (3.0%)を示しており､

アルミニウムおよび珪酸が主成分となっている｡非白色部分では､アルミニウム (Al20,)が30.2%､

珪酸 (SiO2)が51.1%､鉄 (Fe203)が11.3%､マグネシウム (MgO)が0.6%であり､白色部分では非

白色部分と比較してマグネシウムの含畳が4.3倍 (5.0倍)と明らかに高い僧となっている.

アルミニウムや珪酸を主成分としてマグネシウムが特徴的に含まれる白色系の物質としては､粘土鉱

物のサポナイト (ケイ酸アルミニウム ･マグネシウム)などが知られているが､土壌中に含まれるマグ

ネシウム成分が結晶化して付着した可能性も考えられる｡

文献

市毛 勲 (1998)新版朱の考古学.考古学選軌 雄山閣出版

本田光子 (1995)古墳時代の赤色顔料.考古学と自然科学.31･32,p.63-79.

No.139(Ⅵ-1387)

Ⅵ-1387(赤色顔料)

No.97(Ⅵ一788)

Ⅵ-788(白色顔料)

図l 吉牟田遺跡出土縄文土器の蛍光X線分析結果(wt%)
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図2 吉牢田遺跡出土縄文土器の蛍光X線スペクトル図

表1 吉牢田遺跡出土縄文土器の蛍光X線分析結果

地点･試料 Ⅵ-1387(赤色顔料) Ⅵ-788(白色顔料)

原子No. 化学式 赤色部 赤色部※ 非赤色部 白色部 白色部※ 非白色部

11 Na20

12 MgO

13 A1203

14 SiO2

15 P205

16 SO3

19 K20

20 CaO

22 TiO2

23 V205

25 MnO

26 Fe203

30 ZnO

37 Rb20

38 SrO

40 ZrO2

0.519 0.774 0.145

0.633 0.404 0.000

31.369 27.416 38.862

51.577 51.546 47.788

0.783 0.615 0.784

0.944 0.535 2.837

2.318 2.328 1.002

0.954 1.787 0.434

1.302 1.382 1.642

0.039 0.136 0.021

0.141 0.163 0,164

9.285 12.735 6.213

0.030 0.124 0.025

0.024 0.000 0.016

0.021 0.000 0.019

0.063 0.055 0.047

0.103 0.026 0.841

2.577 3.021 0.578

42.629 36.426 30.248

41.941 47.616 51.123

1.278 1.191 0.985

0.284 0.315 0.459

1.232 1.939 1.042

0.813 1.233 1.864

0.734 0.879 1.249

0.027 0.020 0.040

0.709 0.520 0.120

7.487 6.724 11.291

0.097 0.077 0.043

0.020 0.007 0.018

0.024 0.002 0.036

0.046 0.003 0.063

※ :粘着テープで微量採取
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第Ⅴ章 まとめ
昔車EII逝跡は､純文時代 ･弥生時代 ･古代 ･近世の迫構､迎物が確認されているが､割合的に多くの

iTF-1報が柑られる純文時代の伸雄すべき羽目にのみ1.1.点を絞り､まとめにかえたい.

1土杵iiliF

書牟田避跡縄文時代の開始時卿は､1類土器とした才旨宿式期であり､その終票3は130の#!色磨研土器

の晩)gJti打半)別であるor凋始と終巧の前後する時XIJは土措型式に断絶がみられるが貝殻文系土給の変遷は

比較的スム-ズであるOまた､ ｢貝｣と ｢純｣というシンボル的な文様をもつ二系統の併行rW係は､明

確な層位的状況は得られなかったものの.迎物iiiの計測から節Ⅵ屑における市来式 ･丸尾式と北久牧山

式 ･納(.YJ式のrXl係借は強く茄耽され､これまで構築されてきた編年扱(本Ef119921前過2004)を地理的lAl

係性の中で補充する形となった｡また､山関都の土器としてまとめた市来式系の2類 ･3熱は､rj緑部

の肥厚形態から717来式のTITl後に粕当すると考えられ､刺炎や沈線といった単一の文様であることを考慮

すれば市来式よりもTITf段冊に位位づけられよう｡

節I群と第Il群については､個々に文様の類似性がみられ (市来式-149-151､丸尾武一189･190､

丸尾式(6LI卜 131-135､北久梶山式1143-147､納Fだ.■式1153-157191192)､それぞれがセットrR)係

を示すと考えられる｡つまり､台付Lnl形士箸別ま､深鉢形土終に付随する形で文様を取 り込み変化してい

くと考えられる｡これらのrAl係を含めた若布Ln逝跡での土器編平泉例 を第42図にて概略を准示しておくo

■土給動作と誠鈎にluわる ｢自｣について

今回､土器製作と土語岸用途を考えるにあたり探外形土給の底部と台付llLL形土讃削こ付邪する自色物に邪

Elをしたo

自然科学分析の結果､土器底部に付新していた白色物はサポナイトという土壌中に含まれるMgO成分

が私E"ll化した可憶性を指摘されているoつまり,白色粘土と捉えて差し支えないであろう｡

結果とは_yeなったが今IEIlの分析にあたり､ある一つの仮説を設定していた｡それは､土器製作時の粘

土と地面との離隔材としてこれらの白色物を地所に撒き土器を動作したのではないか､というものであ

る.その成分については貝や軟骨等を粉砕したカルシウム分を仮定していた｡これは､土給整理の際､

土語岸底部圧痕の網代底には白色物の付#子がなく,それ以外のナデ調整の底部にのみ付苅していた点と円

飽形石搭(295)に白色物が付新していたことに新ElLたためである併 2袈)｡しかし､故光Ⅹ線分qrの頼光

は先述のとおりであった｡仮説とは舛なるものの､今回は基礎的なデータを提示したことで一定の成果

としたいoただ､本追跡では網代l如こ付新しないが､本野Il.ミ逝跡や竹ノ内逝跡等では1網代収にも付新が

みられており､避跡問での相遠も存在する｡現在､純文士推製作の敷物には底部の庄癖から網代や網布

などの編み物のほか､植物の姓や鯨の脊椎).'3などが利用されていることが分かっており､今後IZf料の都

税とともに如何にしてこの白色物が底部にのみ付新するのか､その実態の把握に努めていきたい｡稚拙

な仮説も今後の分析材料の一つとして恥を忍び記述した次節である｡

自色物は､台付Illl形土器でも多く確認された｡139の資料では自色物の上に増光X線分析で結束の鞘ら

れたベンガラが漁彩されていた｡この白色物の虫光Ⅹ線分析は行っていないが､鹿児uLI.1一千追出跡や中

収避跡の例からも白色粘土が有力候補であろう(虎児仙l,ミ塩文センター1997)｡台付皿形土掛 こ白色塗彩

を行う行為は古くから詑書取されていた(瀬戸口1984)ものの､干退出跡での分析により白色顔料の途彩が

古墳後期から縄文時代後JgJまで遡ることが確認されたOこれまで縄文士掛 こ塗彩される顔料は､赤･Ll,3
日が確認されている｡赤は ｢ベンガラ｣と ｢朱｣が知られていおり､ ｢朱｣の分布域及び佃川J方法は地

域的偏差が茄収されているが(成削 998)､全EJ的にみても白色厳科の土掛ま非常に珍しくその分布域や
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時問軸も南九州の縄文後期土器に限定されようoLE.I,内の状況をみても､西下本庄避跡 大谷避跡 ･竹ノ

内追跡に類似焚料がみられ､iE.lĴLからLF.i-滴部にかけて存在している｡今後.南九州の縄文塗彩の象徴的

な色として椛棲的に分析していく必安がある｡

また､土器観察から装飾のない撫文士音詩にも顔料の塗彩が行われており､有文 ･難文に関係なく台付

ml形土給の製作=程で行われているようである｡また､白色は赤色をより際だたせる効果が観察される

が､ ｢自｣のみの塗彩もあり ｢自｣El体にWl神的意味合いを強く感じる｡北部九州の台付Iul形土器の実

態を加味した上で､今後南九州の台付mt形土語諒にrWする失態を解明する必要があろうo

T生黙

出土過物から推襟される生薬について触れてみたい｡食料の准青書i月としては､狩猟犬の石銀､7Lfl猟犬

の石錘があげられるO石錘は､立地状況から周辺の河川にてtlllgli活動が行われていたことが推察されるo

LF,と内の土鋲 .石沖を触成した藤木論考によれば､上中流域の山IHJ部には打欠石錘に対 L小型の切EI石錘

あるいは土給片錘がi;i越する傾向にある (藤木2003)というが､本避跡も同機の仰向が茄取されたO

さらに､伐採加工具として磨製石斧が､食料加工児として磨石 ･散石 ･台石 .石皿 ･スクレイバーがみ

られる｡磨石 .石lLuからは植物の粉砕作菜が､スクレイパーからは食料解体作#Jが考えられる｡また､

使用航ヤツプレのみられる裾l製剥片石鰐についても,これらに郊する使用方法が推察されるo故石 ･台

石については､山土しているトウール頬や剥片の石器製作作発が考えられる｡

加工の対象となる食桜については､ドングリ(一位樫か)が刷 立約 ･年代的に適合している点から堅氷

籾を相貌の一つとしてあげられよう｡さらに､庄却主土器の中にも堅米朝の可能性の7.5いものが多く存在

しているO土器に付51YEする点から身近な存在であったことがわかってくる｡ ドングリは従来の純文時代

の食椀の対毅としてBlL弛み深いものだが､尖資料としてあげられる,r-汀は強い.また､出土した炭化柾尖

のドングリが被熱を受けていた点は､植物加工の結JRか自然規範によるものか断定できないが､いずれ

にしても舛味探い現象である｡

L絶摘

書隼田逝跡では､土坑3基 竪穴状迫牌 1基 l井状迫牌1灸 ビyト群が確認された｡いずれの逝偶

も同時性を示す碓評はないが､先述のとおり後期中栄一晩期初97Lの時期に比定されるoさらに型式帽の

ある多くの土器が/i..傾斜の南側に地中する椎寺井状況から､本追跡は周辺に広がる礁斜面の同一台地上に

これらの退物を使用したであろう人々の1.riみが想定され､そこで廃棄あるいは遊楽された造物が地形的

な安田により継続的に流れこんだ耗紫､形成された避跡と考えられる.また､縄文十IR詩の多証から丸尾

式の時期が椴も大きい堆蒲が周辺に展閲していた可能性が7.もい｡

これまで高原町では､爆発的な逝物先があるものの純文時代の迎柵が検出されていないoつまり､本

追跡は市原町における初めての縄文時代の避梯桧山となり､これまで確認された避跡における狐落と土

許兆中区のr対係を探る上で盃契な意味をもつ.

近年､南九州の純文後期の時期は本野r粋.避跡に代襲されるような大規模な弧絡の存在もみられ､平柵

追跡や竹ノ内迎跡等これまで確認された追跡もあわせ､その様粕が解明されつつあるoまた､細井地区

退跡群においても内陸部におけるJJS渚の様相を示すj故跡として再三Elされる.こうした月収文系土船を用

いる滴九州縄文文化の潮流を背iかこ､今回､霜応連山の淀に位位するTrorJE1,の地に営みを築いた鈍文人の

生活の一端を垣Flu見ることができたOまとめにあたり特雛される耳相 に対し謂見限超を表明し､今後の周

辺逝跡の調査 ･研究に溌することができれば辛いである0
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型式 貝殻文系土器 台付皿形土器 磨消縄文系土器 型式

脂宿式 3撃 軒 ∵ j

上小層池式原

野点0,8紳 D20 聴 喝櫛ー9野O-盟.96品 .65 蛋 5-407欝 野

市莱式 草野式丸局式柄屋向タイプ 鍾崎式 御崇 ≡i cプ演ノ州9".I.I.イブ

-..lSB ぐ竺警)軌 ク

_上_i口付 轡 轡 だ 轡 等 軍.' 147 ･qg q 等艶 欝 官 北久

皿形土器 憩 iもー:可- 闇 嘗 言 夢 等 二欝 -F iJ...亀...._;,=4頭主.Gi哲畢∵ 110静 観 DH,盛&.e 菅 野 7轡 野 望 棉山式 A⊂コ付皿納 形曽 土式 器

滅 .BfJ .6 亀留莞毎

57 辛川式西 台; ;

D lB tEh=rnヒ■==± ===========∃ iP.,2

第41国 吉牢田遺跡出土縄文土器の編年組列
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図版1

吉隼田遺跡 遠景

調査区 全景
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図版 2

第Vb層遺物出土状況

第Vb層遣物出土状況

第Ⅵ層完掘状況

近世溝状遺構完掘状況

縄文時代溝状遺構完掘状況

縄文時代竪穴状遺構完掘状況
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図版 3

縄文土器1頂 12類

縄文土器4類

I ■ ■

縄文土器5頬

l

'

■

千二 30

縄文土器3頬

24

縄文土器5翼頁

縄文土器6類
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図版4

縄文土器未分類

縄文土器6類

I .:I

縄文土器7類～9頬

T 4 i s ,

縄文土器 台付皿形土器(皿郎)(131-147)
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図版5

縄文土器 台付皿形土器(皿部)(145-159･163)

194
■ ■ ■

隼 i 5

- 92 - ,

縄文土器 台付皿形土器(脚部)

縄文土器 台付皿形土器(脚部)

縄文土器 台付皿形土器(皿部)

縄文土器 台付皿形土器(脚部)
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図版6

円盤形土製品

近世SEl出土遺物･縄文時代以降の遺物

縄文土器 圧痕土器(No.30-57)

SCl 出土遺物

■-

LTI I. + - L l 1

縄文土器 圧痕土器(No.1-29)

_

劃巳
iJj'

.

lL
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縄文土器 圧痕土器(No.58-73)


