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杖突峠 よ り遺跡の所在す る八ケ岳山麓 を望 む



茅野和田遺跡は,長野県茅野市玉川栗沢の和田部落の北側台地に位置す

る。遺跡は小泉山の西麓から舌状にのびる台地の山裾に近いところで,台

地を斜めに走る浅い谷により東西の両台地に分断され,面積約 1.2ヘ クタ

ールの範囲に遺物が散布 している。

今回, この地が地元の要望 もあり長野県企業局が住宅団地造成事業を行

なって開発されることになり,局 は遺跡を記録保存するため緊急発掘調査

の業務を茅野市に委託 し,茅野市教育委員会がこれを実施した。

そこで,茅野市教育委員会では茅野和田遺跡緊急発掘調査委員会を設け

尖石考古館長宮坂英式氏を団長に,長野県考古学会長藤森栄―・ 日本考古

学協会員児玉司農武の両氏を副団長 とする20名 の調査員を委嘱結成し,昭

和44年■月 7日 より12月 1日 までの25日 開発掘調査を実施 した。

この発掘面積は東地区約 3,000m2,西地区 2,200m2で ,東地区からは竪

穴住居址54, ピット等の遺構24が,西地区からは竪穴住居址33,特殊遺構

40が発見され,当初の目的である縄文中期の集落構成究明の上に種々の貴

重な資料が得 られた。

また,出土品も極めて豊富で,完形に復原された土器 100余点をはじめ,

土偶・磨石斧等の優品が検出され, この種の発掘 としては類例少ない高い

成果をあげ得たといえる。

この茅野和田遺跡の緊急発掘調査が,極めて短期間に終了し,所期の目

的を十分達 し得たことは,茅野市はじめ茅野市教育委員会・調査員諸氏の

ご協力とご苦労によるものと,こ こに深甚なる敬意 と謝意を表わすもので

ある。

昭和45年 3月

長野県公営企業管理者

相 沢 武 雄



序

東は蓼科・八ケ岳から,西 は守屋・入笠山に亘る山麓・平地等 265.67km2

に及ぶ茅野市は,現在産業に観光に発展の一途を辿っている。この茅野市

の地域は数千年の太古より古代人による文化の繁栄をみた地であり,そ の

証左である尖石をはじめ数多くの広大な遺跡が存在 している。

わが茅野市においては,近年産業経済の急激な進展に即応 して,ひ ばり

ケ丘団地をはじめ各地に分譲住宅地の造成を計画実施 してきているが,今

回,玉川地区の和田地域が長野県企業局によって,住宅団地宅地造成事業

を行なって開発されることになった。

しかるに, この地は大正年間より先史時代遺物発見地 として認められて

お り, この宅地造成に先だって,緊急発掘調査をし記録保存する必要に迫

られたのである。

そこで, この事業主体である県企業局から茅野市が委託をうけ,茅野市

教育委員会が発掘調査を実施することになった。市教育委員会は直ちに,

茅野和田遺跡緊急発掘調査委員会を設け,尖石考古館長宮坂英式先生を団

長 とする20名 からなる調査団を委嘱結成 し,昭和44年 ■,12の両月に亘っ

て発掘調査をなし,所期の目的である紀文中期における集落構成の究明上

重要なる種々の資料を得るとともに,数多くの優れた出土品を採集するこ

とができた。

この緊急発掘調査が予想以上の成果をもって終了し, ここに調査員各位

の手によって「茅野和田遺跡緊急発掘調査報告書」 としてまとめられ,記

録保存されることは,誠 にご同慶の至 りである。

最後に,こ の発掘調査にご理解 とご援助 とを賜った県企業局をはじめ,県

教育委員会並びに関係者の方々のご尽力に対 して深甚なる感謝を申し上げ

る次第である。

日召不日45年 3月

茅野市長 丸 茂 作 太 郎



は し が き

茅野和田遺跡は,長野県茅野市玉川の小泉山西山麓から栗沢観音までのびる舌状台地に

あって,和田部落から下古田部落に通ずる道の両側に位置 しています。ここの地は, 日受

けもよく南裾からは演々と清水が湧 き出てい,東は入ケ岳,北は蓼科から霧ケ峰にめ ぐり

西は守屋山から入笠山,南 は遠 く東駒ケ岳をはじめ甲斐の山々が望 まれる景勝の地であり

ます。

この度,こ の和 田の台地が地元の希望 もあって,長野県企業局の住宅団地造成事業

として開発 されるに当って, この遺跡を緊急発掘調査 して,記録保存することになりまし

た。企業局はこの発掘調査を茅野市に委託 して,茅野市教育委員会が実施することになり

ました。

そこで,市教育委員会ではこの遺跡を茅野和田遺跡と命名して,尖石考古館長宮坂英式

先生を団長に,長野県考古学会長藤森栄―・ 日本考古学協会員児玉司農武の両先生を副団

長 とした20名 からなる調査団を委嘱結成 して,地元有志・郡市内高校生・市内中学生等の

参加を得 まして,昭和45年 11月 から12月 にかけて発掘 しましたところ,幸に好天に恵まれ

て,予想以上 に進渉 して発掘調査を完了しました。

この遺跡は,浅い谷によって東西二つの台地に分断され,両台地の頂上から南斜面にか

けてほぼ 5,200m2の全面が発掘されました。この発掘によって,数千年前の縄文から弥生

時代 さらに平安時代 と,原始時代から古代にかけて幾度 も集落が構成発達 したことを,数

多くの竪穴住居址・特殊遺構や土器・石器などの出土品から確認することができます。

東地区からは,竪穴住居址54(縄文前期 5,縄文中期44,弥生式 5)ピ ット・独立土器

等の特殊遺構24が,西地区からは竪穴住居l■33(紀文中期27,純文後期 3,縄文晩期 1,

平安時代 2)酉己石遺構・ ピット・独立上器等の特殊遺構40が発見されて,当初の目的であ

る縄文中期の集落構成を究明する上に,種々の貴重な資料が得 られました。また出土遺物

も極めて豊富で,紀文・弥生式土器等の復元完形のもの 105点 に及び,土師器・須恵器・土

製品の完形13点 を数えています。その他長さ30cmの大型磨製石斧をはじめ多 くの石器 。

装飾品等の遺物が検出されました。

本発掘調査の事業が, この短時日に極めて順調に進渉出来得 ましたことは,県企業局 と

茅野市の絶大 なるご理解 とご援助 とに依るものでありますとともに,県教育委員会のご指



導の賜と深 ぐ感謝しております。また。終始ご熱心にご教導下さった顧間の八幡一郎先生

調査指導!員 の林茂樹指導主事先生をはじめ,積極的に熟意をもって発掘副査研究されまし

た宮坂英式1団長先生外調査員各位並びに関係された方々のご苦オに,敬意と感謝を捧げる

次第であります。

ここに,発掘調査研究が完全に終了して,「茅野和日遺跡緊急発掘調査報告書」の発刊

に当り,最後までご尽力下さった調査員の佐藤攻 `土―屋長久両氏,並びに土器復元に携っ

てⅢただいた地元の宮坂篤夫 ,柳平嘉彦の両人に感謝申し上げて,ま えがきといたしまi

昭和45年 3月

茅野市教育長 木  川 千  年



夕J凡

この調査は,県営住宅団地造成工事に伴う記録保存のための緊急発掘調査で,事業は県企業

局の委託により,茅野市教育委員会が実施 した。

この調査は昭和44会計年度中に報告書提出の義務を有するため,図版を主体 とする調査報告

書 とし,文章記述もできるだけ簡略にし,考察については後日の機会にゆずることとした。

遺跡名は調査員会議において検討した結果,他の同名遺跡との混同を避けるため,市名を冠

して茅野和田遺跡とした。

この報告書の執筆および図版作製,写真撮影の分担は次のとおりである。環境 (宮坂虎次),

調査 (児玉司農武,宮坂虎次),遺構,東地区 (林賢),西地区 (中村竜雄,宮坂光昭,土屋

長久),遺物 (佐藤攻,土屋長久,宮坂光昭,会田進,桐原健,河西清光),集落の復原 (宮

坂英式),結言 (藤森栄―),図版作製 (佐藤攻,土屋長久),写真撮影 (木下平八郎, 申村

竜雄)で, とくに写真については全般に亘って木下氏の手をわずらわした。
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第 106図  西11。 18・ 23・ 33号住居l■・ 26。 27・ 31号特殊遺構出土土器 (3分の 1)

第 107図  東22・ 28・ 5・ 6号住居址出土石器 (3分の 1)

第 108図  東 9号住居l■ 出土石器 (3分の 1)

第 109図  東 9号住居址出土石器 (3分の 1)

第 110図  東 9号住居址出土石器 (3分の 1)

第 1■ 図  東17号住居l■出土石器 (3分の 1)

第 112図  東 3'13・ 38。 41・ 48号住居址出土石器 (3分の 1)

第 113図  東 7・ 18。 23・ 32・ 45号住居址出土石器 (3分の 1)

第 114図  西17・ 1・ 3号住居址出土看器 (3分の 1)

第 115図  西 4・ 8号住居址出土石器 (3分の 1)

第 116図  西15。 21・ 26,30。 31号住居址出土石器 (3分の 1)

第 117図  西 5・ 6・ 12・ 13・ 16・ 19・ 22。 31号住居址出土石器 (3分の 1)

第 118図  西13・ 14・ 19。 22号特殊遺構出土石器 (3分の 1)

第 ■9図  土偶・装飾把手 (3分の 1)

第 120図  小形土器 (3分の 1)

第 121図  弥生式土器 (6分の 1)

第 122図  弥生時代土製品他 (2分の 1)

第 123図  土師器 (6分の 1)
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遺跡全景 上 月ヽ泉山から遺跡のある台地を望む

遺跡全景 上 遺跡全景 下 東地区全景

東 1・ 2号, 3号,12・ 16号住居址

東 9。 13号住居址と土器出土状態

東19・ 15号,22・ 25号住居址

東21号,23号,26号,28号,33号,38号住居址

東41号,44号,45号,46号,48号,49号住居址

東10号住居址 と特殊遺構

西 1号住居址 と土器出土状態

西 2号, 3号, 4号, 8号住居址

西10,14号,12号,■・38号住居址

西特殊遺構

西特殊遺構

西特殊遺構

炉 址

埋 甕

縄文式上器

縄文式土器

縄文式上器

縄文式上器

縄文式上器

小型土器 と土製品

弥生式上器,須恵器

土偶,紡錘車,飾玉

石 器

石 器

下 南から遺跡を望む



-1-

第 I章 茅野和田遺跡の環境

第 1節 位 置

茅野和田遺跡は,長野県茅野市玉川大字栗沢の和田部落の北側の台地に位置する。遺跡一帯は

字名を小泉原と称し,八ケ岳西部山麓地帯中に,島状に71K立 して山麓の地形に著しい変化を与え

ている大泉山 (標高 1114m),小 泉山 (標高 1069,8m)の 二丘陵のうち,小泉山西麓から舌状に

のびる台地の山裾に近い一帯で,台地のほぼ中央において茅野市豊平大字下古田と境を接する。

和田部落から下古田部落に通ずる径が遺跡のほぼ中央を横切 り, この径の両側の桑畑・野菜畑の

台地頂部から南斜面にかけての一帯面積約 1.2 haの 範囲に遺物が散布する。

中央線茅野駅から八ケ岳西山麓,通称山浦に至る道路は東 1,7kmに して二つにわかれ, その

ままのぼると北山浦 (茅野市米沢,豊平,北山,湖東)に ,南に折れて上川に架かる粟沢橋を渡

ると南山浦 (茅野市玉川・泉野,原村)に至る。橋を渡 り東 300mに して遺跡の所在する小泉山

裾からのびる台地の突端に達 し,急な石段を登るとここに粟沢観音が祀られている。台地突端の

標高は840m,遺跡の標高は880mで ある。

第 2節 地形・地質

八ケ岳西山麓は,赤岳・天狗岳の爆裂によって放流された大規模な泥流により構成された広大

な裾野で,裾野には幾条かのコンセクエントの谷が西方に展開する。 これらの谷は, この山麓特

第 1図 茅野和田遺跡附近図
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有の余 り深 くない,やや平底のいわゆる小濤 (ガ リー)で, この小濤により山麓は東西に長い広

い台地に区分 される。 そして谷の未端は次第にその広さや深さを増 し,河成段丘 さえ形成 して台

地の西端は何れも複雑に分岐 して台地面 も狭められる。 また谷は何れも東西に走っている関係上

各谷の南北斜面が,光熱に対する風化の程度に相違をきたし,北側が急で南側がゆるやかな非対

称の側面をもっている。そして水田は主 として谷底に,畑はもっばら台地上に配置され,遺跡も

またこれら台地上の頂部から南斜面にかけて立地する。 この茅野和田遺跡の所在する台地の地貌

もその例に洩れず,台地南側は緩傾斜で浅い谷は水田に台地は畑に利用されている。台地の北側

は八ケ岳美濃戸山中の火口瀬 を水源 とする上川の支流柳川の浸蝕による深い谷で,柳川により形

成された河成段丘に下古田字宮原の部落がある。台地 と柳川の比高は約 20mである。

また台地は小泉山裾からのびる特殊性から南側の谷は浸蝕の度合が少なく極めて浅 く,遺跡附

近は比高 8mで,山裾には何個所 も湧水がみられる。台地の長 さは約 1400m qそ の突端は上川

の沖積地にのぞみ, また幅は遺跡附近で約 280mで ある。 遺跡の位置する地域は, さらに台地南

縁で比高約 5m,幅 約 30mの ,台地中央にむかって斜めに走る浅い凹地により東西の両台地に分

断され, この両台地の頂部から南斜面が遺物包含地で,東台地 を茅野和田遺跡東地区,西台地 を

茅野和田遺跡西地区 とする。

さて大泉山 。小泉山は共に入ケ岳噴出以前からの基盤地塊で閃緑岩系チ端 系の岩石からなる。

また遺跡一帯 を構成する地層は,八ケ岳円頂丘形成期の旺盛な火山活動によってもたらされた火

山角礫岩,火砕流堆積物のほか, ローム層,泥流堆積物および扇状性礫層,泥炭層等が厚 く堆積

し,そ の上部に厚さ 1～ 1.2mの 御嶽火山を起原 とする風成の新期 ロームが覆い, この上に厚さ

40～ 60cmの 黒土層が堆積する。遺物包含層は黒土層下層で,遺構は主 としてこの上部 ローム層

に切 り込んで構築 される。

＼サ /「

=1/:/

-3//´

第 3節 歴史的環境

八ケ岳西山麓では標高 1200mか ら800mの台地未端 まで,極めて濃厚に縄文時代の遺跡が分布

第 2図 茅野和田遺跡地形図
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するが,早期の高地性遺跡を除けば,標高差による遺跡の時期的な分布には,余 り特色は認めら

れない。本遺跡の南西 1200mに は長峯遺跡 (中期)が, また柳川澳谷をへだてた北の台地には梨

之木遺跡 (中期)が位置し,尖石遺跡からは直線距離にして4.6km南 西西の位置にある。

本遺跡はすでに大正13年鳥居龍蔵博士の調査による諏訪史第一巻の先史時代遺物発見地 として

小泉原,和田日向の字名で記載され「栗沢ハ和国裏ヨリ小泉山麓二亘 リテー帯二散列ス」 と記さ

れている。 また信濃史料第一巻では「餅田遺跡」 として集録されているが,こ れは昭和10年頃に

耕作の際蛇体文様の施された大甕 (諏訪美術館保管)が出土した場所を餅田と呼んでいたことに

よる。

遺跡の東,小泉山裾には古墳に似た小丘があり糠塚 と呼ばれ, また南の水田中にある小丘は米

塚 と呼んで,同 じく諏訪史第一巻では古墳 として集録されているが,古墳としては余 りに大 きく

かつ地形的地質的にみて小泉山の残丘 と推定される。附近から須恵器破片等が採集されたところ

から古墳としたものであろう。

遺跡の西約 1200mに ,和田城跡 (粟沢城跡)が位置する。史実は明らかでないが, 口碑による

と諏訪頼豊 (諏訪氏支族)の居址 といわれ,「天文年中諏訪越中守之れに拠 り武田氏に属す」。と

伝えられる。僅かに土塁の一部を残しているが,山城 というより居館址であろう。粟沢は上川河

畔に早 くから開けた古村で,お そらく鎌倉時代には相当の村があったと思われる。和国は寛永 4

年に開発された新田で,は じめ村は遺跡の西続きの和田日向にあったが,火災により現在の場所

に移 った と伝 えられる。 (宮 坂 虎 次 )

三 沢 勝 衛

河内晋平,北沢和男

小林武彦

鳥 居 龍 蔵

諏 訪 史 談 会

参 考 文 献  諏訪の地理

八ケ岳北西山麓の火砕

流堆積物

諏訪史第一巻

諏訪史跡要項
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第 1節 調査の経過

茅野和田遺跡の所在する台地が県営住宅地 として開発されるということは,昭和43年末頃から

話題 となっていたが,場所については種々の条件から確定が遅れ,昭和44年 4月 はじめて茅野市

企画課 より遺跡一帯が該当地域 として開発地に含まれる旨の連絡があった。よって昭和44年 5月

12日 に茅野市文化財審議委員会では現地踏査 を行 ない,そ の対策 を協議 した。 しかし事態はすで

に土地買収の段階に進み,地元土地所有者の意向,及び県企業局の計画からも,開発地より除外

して保護処置を加えることは,い たずらに事態の紛糾 を招 く結果 となるところから,事前に学術

調査 を行 なって記録保存する以外に方途のないことが確認された。 そしてその後再三再四に亘 る

現地調査 の上,県教育委員会に報告 し,そ の対策について指示 を仰 いだ。次いで遺跡の規模や性

格を更に明確 にするためにピットによる発掘 を計画 し,そ の届を 8月 12日 県教育委員会に提出 し

併せて埋蔵文化財担当の林茂樹↓旨導主事の派遣方 を申請 した。

昭和 44年 8月 25日 (月 )

県教育委員会林茂樹指導主事 を迎え,遺跡の範囲を決定するためにピットを設定 して調査 を行

なう。調査後緊急発掘実施の基本的な問題について打ち合わせる。

(1)調査の業務は県企業局より茅野市が委託を受け,茅野市教育委員会が実施する。

(2)発掘 を必要 とする面積は5,200～ 7,000m2全 これに要する経費は 5000,000円 前後である。

(3)調査の主眼は縄文中期の集落構成究明にお く。

(4)調査員は常勤調査員 5名 ,補助員を加えて計20名 を必要 とする。

(5)発掘作業は昭和44年度内に終了する。

9月 9日 (火 )

茅野市文化財審議委員会の現地調査 と,発掘調査についての審議会 を開催する。

10月 6日 (月 )

茅野和 田遺跡緊急発掘調査について県企業局 と現地協議 を行なう予定にて林‡旨導主事が来市 し

たが,連絡上の手落ちから企業局イ民1か ら見えず。発掘計画について打ち合わせの後,再度林‡旨導

主事の現地調査が行なわれる。

10月 13日 (月 )

木川教育長外事務局 3名 にて出県し,林指導主事 と共に企業局開発部宅地課 と委托契約につい

て打ち合 わせ る。

10月 21日 (火 )

県企業局開発部住宅課長補佐児玉二郎氏,茅野和田遺跡発掘調査委托契約のため来市,茅野市

調垂早
Ｔ
上

Ｔ
上第 査



-5-

長 との間で契約書に調印する。

10月 24日 (金 )

茅野和田遺跡調査委員会委員,調査員に委嘱状及び調査要項の発送をする。

10月 25日  (:上 )

茅野和 田遺跡緊急発掘届を文化庁に提出する。

10月 27日 (月 )晴

遺跡の約半分が桑畑のため,抜根 をかねてブル トーザーにより表土排除作業を行なう。東地区

において遺構の存在が数力所確認された。

10月 28日 (火 )晴

表土排除作業 2日 目。ブル トーザー 8時始動。表上 を排除 した区域よリグリットを設定する。

午後 3時ブル トーザーを西区域に移動する。西台地の道路脇から耕作者が土取 り作業 をしたとこ

ろ石囲炉址が発見される。

10月 29日 (水 )晴

本 国ブル トーザーによる表土排除作業, グリット設定作業 を終了する。発掘調査本部 として使

用するため, スケー ト連盟の氷上ハウスを借 りて東西両地区の中間に組立てる。

11月 4日 (火 )晴

調査員土屋,佐藤の 2名 および事務局伊藤の 3名 により地形測量を行なう。発掘器材の購入運

搬を行 なう。

11月 5日 (水 )曇

尖石考古館 より発掘器材を運搬 し,午後鍬入式の準備 をする。

11月 6日 (木 )

午前 9時 より茅野市役所にて第一回の茅野和田遺跡調査委員会,引 き続 き調査団の結団式,調

査委員会 と調査団の合同会議 を開催する。調査委員会及び調査団の組織は下記の通 りである。

茅 野 和 田 遺 跡 調 査 委 員 会 役 員 構 成

顧   問  丸 茂 作 太 郎  茅 野 市 長

浜   史 郎  茅野市議会議長

八 幡 一 郎  上智大学教授 日本考古学協会委員長

委 員 長  木 川 千 年  茅野市教育長

副 委 員 長  小 平 実 人  茅野市文化財審議委員会委員長

委   員  石 井 源 治 RБ  長野県企業局開発部宅地課長

(百 瀬 嘉 寿 治  前長野県企業局開発部宅地課長 )

五 味 保 二  茅野市助役

北 沢 磯 吉  茅野市収入役

矢 島 茂 弘  茅野市議会社会文教委員長
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委

事 務 局 長

事務局次長

事 務 局 員

団   長

副 団 長

調 査 員

調査指導員

柳 沢

河ヽ 平

宮 坂

両 角

宮 坂

宮 坂

長 田

岩 波

伊 藤

辰 治

延 門

英 式

甲

和 茂

虎 次

篤

吉 春

4多 平

茅 野 和 田

宮 坂 英 式

藤 森 栄 一

児 玉 司 農 武

桐 原   健

中 村 竜 雄

武 藤 雄 六

宮 坂 光 昭

河 西 清 光

樋 口 昇 一

会 田   進

林     賢

佐 藤 甦 信

友 野 良 一

木 下 平 八 郎

岩 佐 今 朝 人

戸 前 博 之

佐 藤   攻

土 屋 長 久

宮 坂 虎 次

林   茂 樹

茅野市教育委員長

尖石保存委員会委員長

茅野市尖石考古館長

茅野市教育次長

茅野市教育委員会社会教育係長

茅野市教育委員会社会教育係主事

茅野市教育委員会社会教育主事

茅野市教育委員会社会教育係

遺 跡 緊 急 発 掘 調 査 団

茅野市尖石考古館長 (日 本考古学協会長 )

諏訪考古学研究所長
(唇梁暑喜事儲套曇員)

(日 本考古学協会員 )

諏訪二葉高校教諭 (日 本考古学協会員 )

(日 本考古学協会員 )

富士見町教育委員会 (日 本考古学協会員 )

国鉄職員 (日 本考古学協会員 )

岡谷東高校教諭 (日 本考古学協会員 )

松本県ケ丘高校教諭 (日 本考古学協会員 )

岡谷蚕糸博物館 (長 野県考古学会員 )

岡谷市文化財審議委員 (長野県考古学会員 )

(日 本考古学協会員 )

伊那建設事務所嘱託 (長野県考古学会員 )

(長野県考古学会員 )

富士見町富士見小学校教諭 (長野県考古学会員 )

富士見町本郷小学校教諭 (長野県考古学会員 )

長野県埋蔵文化財緊急調査員 (長 野県考古学会員 )

茅野市教育委員会 (日 本考古学協会員 )

長野県教育委員会埋蔵文化財指導主事 (日 本考古学

協会員 )

午後 1時 30分 より遺跡西地区に集合 し鍬入式を拳行,続 いて現地において調査員会議を開 く。



東西両地区を同時に発掘することと

西地区主任中村,宮坂光昭調査員 ,

決める。
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し,東地区主任に桐原,林賢調査員,現場長佐藤攻調査員 ,

現場長土屋調査員を選び,両地区におけるそれぞれの分担 を

第 3図 鍬

11月 7日 (金)～ 12月 1日 (月 )

この間雨のため 2日 間休んだが,23日 間

に亘って発掘作業が行 なわれた。幸い天候

にも恵まれ,農閑期に入ったので作業員 も

地元の人々が集まり,短期間のうちに種 々

の成果 をあげることができた。発IFB調査 さ

れた遺構は東地区で住居址 54,特殊遺構 3,

ピット24,西地区で住居l■ 33,ピ ット等の

特殊遺構40に 及び,発掘面積は5200m2(東

地区 3000m2西地区 2200m2)で ぁる。

12月 2日 (火 )～ 12月 5日 (金 )

各遺構の清掃,出土状況の実測,遺跡全

体の実測,遺構カー ドの記入,発掘器材の

整理撤去等の作業が遺跡現場 において行な

われた。 11月 7日 から発掘作業に参加 した

延人数は,調査員 214人,補助員 52名 ,作業員

12月 6日 (土)～ 12月 18日 (木 )

第4図 発掘現場視察の伊沢県教育長

889人 ,高校生 172人 である。

発掘により出土 した遺物は,大小 ダンボール箱 250余個におよび,毎 日尖石考古館に運搬 し保
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管され,発掘作業終了後直ちに整理洗膝が行なわれた。 この間12月 17日 に伊沢集治県教育長が林

指導主事の案内にて,尖石考古館 と茅野和田遺跡の発掘現場 を祝察された。

12月 19日 (金)～昭和 45年 3月 24日 (火 )

遺物の整理,復原,検討,実測,図版 トレ

ち完形に復原された土器は 102フ点におよぶ。

に来て,遺跡の偉大さに驚ろかれた。

ス等の作業が尖石考古館で行なわれた。出上品のう

また長野県公営企業管理者の相沢武雄氏が現地視察

(宮 坂 虎 次 )

第 2節 発掘の経過

11月 7日 (金)晴後曇

発掘作業第 1日 。 8時 30分本部前に集合,8時 45分作業開始,16時 30分作業終了。
′

調査参加人員合計 22名

内訳 調 査 員 11名 (以下調 11と 記す)

補 助 員 1名 (以下補 1と 記す。特に補助員制度はつ くらなかったが,参加 した大

学生等で補助員的な作業をした者を補助員として他 と区別する)

作 業 員 7名 (以下作 7と 記す)

高 校 生 0名 (以下高 0と 記す)

事務局員 3名 (以下事 3と 記す)

農家の収獲作業が終らないので予定していた作業員が集まらない。両地区共にグリットを設定

してあったが,ブル トーザーによる表土排除の結果,遺構の確認が容易となり,作業能率を高め

第 5図 現地祝察の県相沢公営企業管理者の一行
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るため確認された住居址から順次発掘すると共に, トレンチにより発掘 を進める。

東地区 グリットの西南隅に直ちに重複する二基の住居l■ を発見 し第 1号址第 2号址 として,

そのプランが略々確認された。第 2号址に 3個 の埋甕 を発見する。 グリットの中央に東西の トレ

ンチを設定 し8ケ 所の住居址 を確認する。

西地区 グリットの南部分に東西の トレンチを設定 し,直ちに第 1号址 を発見する。長方形石

囲炉内には底部 を欠 く筒形土器が遺存 し埋甕 1個 を発見する。作業終了後市役所第 1会議室にて

ミーティングを行なう。 (こ れ以後は遺跡本部前にて行なうことになった。)

11月 8日 (土)曇時々晴

参加者20名 (調 5,補 1,作 8,高 3,事 3)調査員作業員共に出席が少ない。

東地区 第 1号址は大体のプランを確認 し,第 2号 l■ を精査する。第 3号址を拡大発掘 し床上

に多 くの土器が遺存する。

西地区 第 1号址の完掘につ とめると共に,住居址東端にかかる トレンチを南北に延長する。

木川教育長が発掘状況を祝察 し,NHK記 者 2名 が取材に来る。

11月 9日 (日 )曇後晴

日曜 日にて各高校 クラブの参加多し。参加者81名 (調 6,補 1,作 14,高 58,内 訳岡谷南高 15,

岡谷東高 18,諏訪二葉高 16,茅 野高 9,事 2)

東地区 第 3号 l■ を清掃 しこれに 8個 の土器が遺存する。 3号址の東に重複する第 8号 l■ を拡

張 し,更に東に重複 して住居l■が続 く。南斜面のグリット外に第 6号址を発見 し,炉址 を確認す

る。弥生式土器 を伴 う礫群 を発見し,こ の附近から除去 した焼上の中から紡錘車 1点 を検出する。

西地区 グリットの西北に偏 よってローム面上に直立する国縁部 を欠 く独立土器 を発見する。

これを特殊遺構 とし第 1号 より第 5号まで検出する。あらたに第 2号址 を発見 し,炉l■ 内に上器

が 1点遺存する。

11月 10日 (月 )日青午後風強 し

本 日よりようや く作業員の出席が多 くなる。参加者31名 (調 5,補 1,作 21,事 4)

東地区 第 3号址の完掘につとめ柱穴 6ケ 所を確認する。東柱穴の側から壷形完形土器が出土

する。第 7・ 第 8号址 を精査 し, 7号l■ は 8号址の上に張 り床をする。

西地区 第 2号址のプランを追求する。 この西に配石址 を発見 し,石棒が二つに折れて発見さ

れた。第 3号址 を発見 し,炉内に土器が遺存 し,土器破片の出土 も夕い。

H tt II日 (火 )晴

発掘作業第 5日 目, ようや く軌道にのる。参加者42名 (調 8,作 28,補 2,高 2,事 2)

東地区 第 9号 l■ を掘 り拡げて壁際から見事な大型磨製石斧を発見する。第10号址 を精査 し弥

生式末期の長方形住居址であることが判明した。第 3号 。第 8号址の完掘につ とめ, 3号の炉内

から完形に近い大甕が直立 して出土する。

西地区 第 3号址 を略々完掘 し, この西に長方形の石囲炉を発見し第 6号l■ とする。 また第 5



-10-―

号址 を発見追求する。

II月 12日 (水)晴

参加者49名 (調 9,補 2,作 34,事 4)

午前木川教育長の視察があり。 また藤森副団長の案内にて朝 日新聞学芸部記者が取材する。本

日までに東地区で発掘及び確認された住居址 は20ケ所,西地区では 6ケ 所 となる。

東地区 第 9号址 を掘 り進める。 この住居l■ は遺物が非常に夕い。第10号址 を完掘 し,南に埋

甕炉を検出すると共に紡錘車 2´ミが出土する。

西地区 前 日に引き続 き第 5・ 第 6号址 のプランを追求する。

11月 13日 (木 )日青

参加者52名 (調 8,補 2,作 40,事 2)

九茂市長,五味助役,北沢収入役,木川教育長が発掘状況を視察する。 また名古屋市教育委員

会社会教育課婦人係長一行が見学に来る。

東地区 第10号址の実測及び写真撮影 を完了する。 さきに発見された礫群 を除去 したところ,

下から石囲炉址が発見され, これを中心 とする組文中期の住居址を第14号址 とする。10号址の南

に第12号址を発見し,炉 とおよそのプランを追求 し完形土器 1点が出上 した。12号址の東に第15

号址を発見 したが炉石がな く遺物 も少ない。第16号址 を発見し,完形土器 3′ミを検出する。

西地区 第 1号址 を実測 し,第 4号址を完掘する。

11月 14日 (金 )日青

参加者96名 (調 13,補 4,作 37,高 38,内訳岡谷南 9,茅野高 6,諏訪実高23,事 4)

千葉県茂原市文化財審議委員一行の外見学者多し。

東地区 第15号址,第 16号址 を掘 り進め,両住居址から埋甕を発見する。あらたに第17号,18

号址 を発見し,17号址は極めて遺物が多く完形に近い土器が 8´ 遺ヽ存する。第 3・ 第10号址の測

第 6図  茅野市長の祝察
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量を完了する。

西地区 第 7号 l■ を追求する。 この住唇址は黒土層下層に床面 と認められる叩き面 と焼灰上が

ニケ所あり,プランは余 り明確 につかめなかった。あらたに第 8・ 第 9・ 第10号址 を発見する。

第10号址は土師式住居址である。完掘 された住居址の実測を進める。

11月 15日 (土)晴時々曇風強 し

参加者67名 (調 12,補 4,作 26,高 2名 茅野高 7,岡谷南高 7,松本蟻ケ崎高 7,諏訪実高 1,

事 3)

八幡一郎先生が午前 11時 30分に現場 に到着され午後 3時 まで発掘状況を祝察される。

東地区 第15号址の東半分は堆上のため完掘が不可能なので西半分 を清掃 し後 日にゆずる。第

17号 。13号 l■ を掘 り進め,17号 に東接する弥生式住居址を発見する。 また第 5号 l■ に北接 して張

り床が発見された。

西地区 第10号址 を精査 し,石組みのかまど,頸部 を欠損 した灰袖の鮒,刀子等 を発見する。

第 8号址 を発見し,柱穴 6ケ 所が確認された。

11月 16日  (日 )日青

参加者79名 (調 13,補 4,作 35,高 24,事 3)

東地区 第 5号 l■の北に第21号址を発見する。グリット南西部に トレンチを設定 し,組文前期

住居址 を発見 し第22号址 とする。尖底土器の底部 を検出する。第23号址 を発見する。

西地区 第 5号址 を精査 し,第 11号址の炉l■ を検出する。共に縄文後期の住居址である。第10

号址からまた刀子 1´ミを検出する。中央より北寄 りの床面に大 きな炭がかたまって遺存する。

11月 17日 (月 )終 日雨にて発掘は休み

11月 18日 (火)晴

参加者55名 (調 9,補 4,作 37,高 2,事 3)

藤森副団長の条内にて朝 日新聞社 ジスイズジャパン記者が取材する。 また茨城県出島小学校教

諭一行が見学 した。

東地区 第23号址の完掘につとめ,埋甕 と顔面把手を検出する。第22号址の上に張 り床 した弥

生の住唇l■ があり第24号l■ とする。22号址の南部分は紀文中期の竪穴で切 られ, これを第25号址

とし石匙が 1点 出土 した。

西地区 グリットの東北部分 を主 として探索する。 また中央から西よりの北部分から 6ケ 所の

ピットが発見された。

作業終了後中間報告会が行なわれた。出席者調査員13名,補助員 4名 ,事務局 7名。

11月 19日 (水)晴

参加者63名 (調 8,補 4,作 48,事 3)

東地区 第23号上の西に第26号l■ を発見し炉を検出する。この東南壁に切 り合って発見された

住居址 を第30号址 とする。第25号址 を完掘 しこれに南接する第27号址 と,東側に並ぶ28号址を精
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査する。共に縄文前期の住居址である。 また 1,2号 l■ に北接する第29号上の完掘につとめる。

遺物 を残 して置いた住居址の写真撮影,実測を行 ない遺物 を取 り上げる。

西地区 ピット群の完掘を行なう。いずれも径 lm余,深 さ lmの大 きなもので周囲を小 ピッ

トが取 り巻 く。 グリット東部分の中央を掘 り進め紀文晩期の条痕文土器 を検出する。

浦和市の三成善次郎氏 16 mm映画の撮影 をする。

11月 20日 (木 )晴後曇

参加者62名 (調 8,補 3,作 49,事 2)

三成氏昨 日に引続 き撮影。近代映画新藤兼人監督が見学に訪れる。

東地区 第26号址に西接する第30号址 を掘 り拡げ埋甕を発見する。10号址の炉に使用 した埋甕

を取 り上げる。第31号 l■ を略々完掘 し炉内底部に敷石があって, これに略々完形の土器が 1′ミ遺

存する。第32号址 を掘 り進めこれに北接する第33号l■ を発見する。第31号址の北にピットを発見

し,中 に石皿 と石棒が遺存する。

西地区 前 日条痕文土器の出土 した地′ミは晩期の住居l■ となり第12号址 とする。この東の配石

を特殊遺構22号 とする。

11月 21日  (金 )日青

参加者63名 (調 8,補 2,作 48,事 5)

東地区 第33号 l■ の完掘につとめると共に,第 34号・第35号を発見する。33号 l■の柱穴に完形

土器 1点 が倒置 し遺存する。

西地区 本 日はあたらしい遺構は発見されず,配石l■の精査につ とめる。

午後林↓旨導主事が視察される。

II月 22日 (土 )晴後曇,小雨

参加者57名 (調11,補 2,作 41,事 3)

第 7図  八幡一郎先生の視察
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八幡一郎先生,米山一政県史編纂委員一行,京都大学上山春平教授が視察される。

東地区 昨日発見された大型石囲炉址の住居址 を第36号址 とする。あらたに第37・ 第38号址を

発見し,調査員は実測に主力を注 ぐ。

西地区 今 日より再びブル トーザーによる表土排除を行なう。配石址群 を中ッとヽに完掘清掃,写

真撮影,実測を行なう。

午後 4時 より市役所大広間にて調査員会議 を開 き,経過報告,今後の見通 し,報告書の件等討

議する。出席者は八幡一郎先生,林茂樹指導主事,調査員12名,事務局 4名。

11月 23日  (日 )日青

参加者 110名 (調 13,補 3,作 46,高 22,中学生23,事 3)

八幡先生,上山教授午後 1時 まで視察される。

東地区 第 32・ 33号址の床面を清掃 し,第 37・ 38号址 を続掘する。夕号より磨石斧,38号 より

埋甕を検出する。第38号址の北東壁上に石囲炉を,第 18号 l■ の南東に重複する第41号址 を発見す

る。西地区よリブル トーザーを移動 し未発掘区域の表土を排除する。

西地区 グリットの北側,ブル トーザーによる盛上のかげに トレンチを設定 し,第 15。 16号址

を発見する。15号 l■ には完形土器 1´点が遺存 し,炉址 を確認する。

II月 24日 (月 )晴

参加者58名 (調 5,補 2,作 47,高 2,事 2)

地元粟沢老人クラブ20余名が見学する。

東地区 グリットの東部分 をローム面まで千」上 し遺構の存在 を調査 し,独立土器 2′ミとピット

数ケ所 を発見する。42号址 を完掘 しこれに西接する第43号 JLを 発見する。

西地区 第15号 。16号址 を続掘 し,北接する住居址17号 。20号 を発見する。

11月 25日 (火 )曇時々晴,小雪舞い終 日寒 し

参加者60名 (調 8,補 2,作 46,事 4)

茅野市社会文教委員,諏訪郡市小中学校教頭会の見学あり。

東地区 グリット東部分の探索に主力を注 ぎ, この区域はピットが多い。

西地区 盛土 うらの トレンチを延長 し,相重複する第19'21号 址を発見する。21号址の炉は方

形大形の石囲炉である。第18号址を略々完掘 し埋甕を検出する。第15号址の清掃,実測,写真撮

影 を行 なう。

11月 26日  (刻く)日青

参加者 52名 (調 8,作 40,事 4)

東地区 第44号址 を完掘し,西南壁に小型土器 2点 を発見する。第45号址 も略々完掘 し,石槍

1″ミと埋甕が出土する。 ピット群の完掘に力を注 ぎ,独立土器及び23号址の埋甕 を取 り上げる。

西地区 第21号 を精査する。遺物は少ない。 これに南接 して23号址を発見したが盛上のため完

掘 は不可能である。 また第13号址 を掘 り込み石囲炉址を発見する。
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II月 27日  (木 )日青

参加者64名 (調 11,作 48,事 5)

県企業局用地係長,茅野市教育委員,老壮大学,豊平小学校生徒が見学する。

東地区 第45号址 を完掘する。 これに西約 50cm離 れて第46号址 を発見 し,東壁側から土偶が

出上 した。 この二つの住居址の間が別の住居址の床面 となり第47号址 とする。41号 。45号 を清掃

実測 し,第 15・ 16号 l■ の埋甕を取 り上げる。

西地区 グリット設定の東は発掘予定区域外であったが, 2本の トレンチを設定 し, 3ケ 所の

石囲炉址 を発見 し,第 24号,25号,26号 l■ とする。

午後市役所において調査団と事務局 との打ち合わせを行 ない,発掘作業の打ち切 りを11月 30日

とする。

11月 28日  (金 )日青

参加者58名 (調 7,作48,事 3)

本 日より各住居址の清掃・実測・写真撮影に主力を注 ぐ。

東地区 第49号 を発見し,完掘につとめると共に,第 1号 。2号 。44号址の埋甕を取 り上げる。

西地区 グリットの北の桑畑に トレンチを設定 したが遺構全 くなし。 また昨 日に続 き東の畑に

トレンチを設定 し,第 29号・30号・31号址の存在 を確認する。

11月 29日 (土 )晴

参加者64名 (調 8,補 4,作 49,事 3)

各住居址の清掃,実測,写真撮影 を行なう。

東地区では第49号址の完掘につとめ,西地区ではあらたに第32号址 を発見する。

11月 30日 (日 )雨

参加者11名 (調 3,補 4,作 1,高 2,事 1)

第 8図  発掘作業状況



発掘作業は中止したが,雨 をおかして住居l■ の実測を行なう。突風で氷上ハウスの屋根が飛ぶ。

林指導主事が発掘状況を視察する。

12月 1日 (月 )晴 朝霧濃し

参加者 52名 (調 6,作 44,事 2)

発掘作業最終 日。

の作業の労をねぎら

せる。

住居址の清掃 と実測,写真撮影。

う。夕刻より調査員会議 を開 き,

12時 に作業を打ち切 り全員集合 して23日 間

出土品整理,報告書の件等につ き打ち合わ

(児玉司農武,宮坂虎次 )

第 9図 発掘終了の日
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III 構

第 1節 東地区の遺構

住 居 址

東 1号住居l■ (縄文中期)(第 11図 )

本址は東地区の調査地域の西南隅にブル トーザーで表土の削土の際見つけられたものである。

住居l■ の大 きさは約 4mで円形プランである。床面は北から南にかけてかなり傾斜 し,あ まりか

たくない。周壁は北部で20cm,西部で17cmロ ーム層に堀込まれている。東部は 2号l■ に依って

取除かれ南部はローム層の傾斜の為検出出来なかった。炉址はほ 中ゞ央に位置 し長軸 72cm, 短

軸 55cm,深 さ9cmで 7ケ の配石をもった長方形の石囲炉址 である。東南部の縁石は取除かれて

いた。柱穴は4ケ 所検出した。即ちPl P2 P3 P4の 4主柱で P4は 口径が 92cmあ るが形態から

して第 2号址の柱穴 と重複するのではなかろうか。出土遺物は打石斧 3点 ,凹石 1′ミ,磨石 1′点

土器片は13点 である。

第 迫退垂早

第 10図 東地区遺構全体図 (600分の 1)
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東 2号住居址 (縄文中期)(第 11図 )

弊QO ③
ヽ

第 11図  東 1・ 2号住居址 (80分 の 1)

本址 は 1号址 に東接 して発見されたものである。現地表下 65cmの深 さにあって,径 5mの ほぼ

円形の竪穴址である。周壁は北部で20cm西部で25cmで あるが西部は 1号址 に接 して不明,南部

はローム層の傾斜で検出出来なかった。床面はい くなんかたく,炉址 に向って傾斜 している。 1

号址 との重複部分は張床 されていた。床の中′とヽよりやや北寄 りに竪穴炉址がある。 長径 105cm

短径 95cm深 さ27cm方形に近い円形の石囲炉址であるが,主だった配石は抜 きとられていた。底

は焼上が 5cmの 厚さに堆積 している。柱穴l■ は 5ケ 所検出され,何れも口径 40cm‐ 55cm, 深

さは50cm～ 70cmで ある。 Pl P2 P3 P4は 主柱穴で P5は棟木の支柱穴であろう。

南壁際に 3ケ の小形の深鉢形土器が三角形に位置し,何れも直立 して埋められていた。 この埋

甕の中西側のものに他の上器の底部が内蔵され,底の部分だけ二重に重ねられていた。

石蓋はない。埋甕以外の出土遺物は非常に少なかった。

東 3号住居址 (縄文中期)(第 12図 )

本址は調査区のほ 中ゞ央に設定された中央 トレンチの西端に見つけられたもので第 4号上の西

部の床 を掘込んで作 られたものである。ブル トーザー削土下 50cmの深さに床は位置 していた。

南北 5.2m東西 5.6mでほぼ円形である。壁高は北部で32cm西部で25cm南部で25cmの ロームの

掘込みがある。東部は第 4号址の床面下 13cm掘 込まれている。床の中心 よりやや北寄 りに直径

58cm深 さ40cmの円形の石囲炉があったが石組は破壊され,炉内に乱雑に落込んでいた。中心よ

りやや西寄 りの床面に焼上の部分が検出された。柱穴址は Pl～ P9ま での 9ケ 所が見つかる。

Pl～ P6の 6ケ 所を主柱穴 として使 ったものであろう。 P7～ P9の上面は張床 毒れていたこ
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第 12図 東 3号住居址 (80分 の 1)

第 13図 東 4,6号 住居址 (80分 の 1)

とからたぶん西接する第 4号 l■ の柱穴で

あろう。Plか らP2の間に巾15cm～ 20

cmの 周構が見られ,壁裾 に部分的に周

構がある。床上には自然石 16ケ が散在 し

ている。出土遺物 は完形土器 4点 を含む

15ケ 体分の外,打石斧 1点 ,磨石斧 1点 ,

石匙 1′ミ,石錫弔 点,凹石 1ィ ,ヽ磨石 8

点である。

東 4号住居址 (縄文前期)(第 13図 )

本址は第 6号址の床の調査の際 6号址

内に見つけられたもので一辺 3.3m内 外

の方形プランの縄文前期の竪穴住居址で

ある。床はほぼ水平であるがあまりかた

くない。 6号址の床からの掘込みは 3cm～ 5cmである。柱穴址は Pl'P2′ P3ア と3ケ所見つけ

られた。何れも径 20cm内外の円形で深さは45cm～ 55cmで ある。炉址 は見つからない。出土品

は床面から土器片が 3点出土 したのみである。
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東 5号住居址 (縄文中期)(第 14図 )

第 14図 東 5・ 14・ 40号住居址 (80分の 1)

本址は 7号址に北接 して発見されたもので直径 5。 4mの 円形の竪穴址である。

床の南の部分は 7号 l■ で切 られ,東半分は14号 l■ で破壊 されている。床面は水平で非常に固い。

西壁に近い床面上 10cmに 非常にかたい張床面が見つかったが本址 に西接する21号址 の床面 であ

る。

壁高は東部 で15cm北部で10cm西部で15cmロ ーム層に掘 り込まれている。

床のほぼ中央に長軸 50cm短軸40cm深 さ15cmの 長方形の石囲炉址がある。棒状 の石 1ケ を東

縁に据え,扁平な石 4ケ を他の 3つ の縁に深 く掘 り込みたてて据えられていた。焼土は炉内及び

それに続 く床面にまで及んでいた。炉址 と東壁の中間に直径 50cm内外の円形焼土化 した床面が

見つかる。

柱穴址 は 6ケ所ありPl P5 P6が主柱穴 と思われる。

遺物 は打石斧 11´ミ,石匙 3点,石鏃 2,t,凹石 1点,磨石 2点,石皿 1´く,土器は完型土器 2

点を含む 9点 が出土する。

東 6号住居址 (縄文中期)(第 13図 )

本址 は台地の南斜面の縁に第 1号l■ と同一 レベルに現地表下 50cmの 浅い地層に見つけられた

ものである。
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直径 4.4mの ほぼ円形の竪穴住居址である。

壁高は北部で15cm西部で17cmロ ーム層に掘 り込 まれているが,ロ ーム層が北から南に傾斜 し

ているために東壁,南壁は不明。

床は水平でかたいが,床内に一辺 3.3mの 方形の竪穴址 4号址 がある。即ち4号址上に張床 さ

れて本址 の床が作 られている。

床の中央に深鉢 を使 って埋甕炉が見つかる。

柱穴は 7ケ 所で Pl～ P4が本址の主柱穴址である。

出土遺物 は打石斧 7′ ,ヽ磨石斧 4′ミ,石匙 1点,凹石 3点,磨石 1点 ,土器は埋甕炉の土器 1

点を含む 6点が出土する。有孔鍔付口縁部が出土する。

東 7号住居l■ (縄文中期)(第 15図 )

|

第 15図 東 7・ 8号住居址 (80分 の 1)

本址 は 3号址の東隣 りに見つけられた直径 5。 6mの ほぼ円形の竪穴址である。

⑨
ｏ
σ

勢
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壁高は北部で20cm東部で10cm南部で18cmロ ーム層を掘 り込んでいて西部は8号址 と重複 し

ているので不明。

床はほぼ水平でかたい。西半分は 8号址の床面上 5cm程に張床 されて作 られている。 西壁 と

思われる部分に焼土をともなう掘 り込みがあるが多分 8号址の炉址であろう。

東壁に沿って巾15cm深 さ15cmの 周滞がある。

床の中央やや北寄 りに 8つ の自然石でほぼ円形に配石 された炉址が見つかる。 直径 60cm深 さ

10cmで底は平で焼土は少ない。

柱穴は11ケ所検出され Pl～ P6の 6つ が主柱穴 として使われたものであろう。 P4の南,床 の

中央やや北寄 りの 3つ の柱穴は 8号址 に属するものである。

出土遺物は打石斧 5点 ,磨石斧 1点 ,石匙 3点 ,磨石 1点 ,石皿 1点で石皿はP2の 柱穴に接

し掘 り込まれて出土する。床上 10cm程から完型土器 3点 を含む 8点 が出土する。

東 8号住居址 (縄文中期)(第 15図 )

本址は西の部分 を 3号址で切 られ,東半分は 7号 l■ に依って破壊 されてはいるが,直径 6m内

外の大型の竪穴址 と想定される。壁高は北部で20cm南部で13cmである。

床面は 7号址の床面より3cm～ 7cm下がっている。水平でかたい。

炉l■ は 7号址の張床の下に見つかる。長径 80cm短径 60cm深 さ23cmの 南北 に長 い楕 円形 で

底の焼上の堆積が多い。配石があったであろうが取 り除かれている。

柱穴址は本址内で 3ケ 所見つかる。Pl P2 P3及 び 7号址内の P7P8, 3号l■ 内の P7P8P9

は本址 に属するものであろう。北壁に沿って巾10cm～20cm深 さ10cmの 周濤がある。

出土遺物は打石斧14点 ,石匙 2点 ,石皿 1点 ,石鏃 1点,磨石斧 1点 ,完型土器 1点が出土す

る。

東 9号住居址 (紀文中期)(第 16図 )

本址 は調査区域のほぼ中央に見つけられ,遺物 を最 も豊富に出土 した住居址である。

長径 6.58m短径 6.34mの ほぼ円形である。

壁高は東部で28cm西部で34cm北部で45cm,南部では床上 30cmで張床があり,13号址が本

上の南床の上層に張床 して作 られたことが判明する。周壁は垂直でかたい。

床の中央よりやや北寄 りに 7ケ の石で囲った竪穴炉址がある。炉l■ の平面は長径 90cm短径 84

cm深 さ18cmの ほぼ円形で南縁に扁平石 を据え,他の二方を6ケ の石で囲みところどころ小石を

はさみこんで整形されている。底には 5cmの 焼上が堆積 している。

床は水平で非常に固い。周滞は東西両壁に沿って部分的に見られ, また Plか らP2に かけて 1

条の滞がある。中12cm,深 さ1lcmで ある。

柱穴は主柱穴址 と思われる 7ケ所の柱穴 と,そ の内側床面に4ケ 所の柱穴が見られた。即ちPl
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第16図 東9号住居址 (80分の 1)

～P7が主柱穴 とするもので東壁際の柱穴は13号 l■ に属するものである。

出土遺物は種類も量も非常に多い。特に南壁上に長さ30cmと 20cmの 2ケ の手し棒状石斧がセッ

トで出土する。定角型石斧 4′ミを含む磨石斧11点,打石斧37′ミ,石匙 5′ ,ヽチ ャー ト石鏃 1′ミ,

黒曜石製 2点,凹石 3ィミ,磨石 7点,石皿 1点,黒曜石製 ドリル 1点が出土する。

完型土器 9点が床の全面に散在する。何れも床上 10cm～ 20cmの 高さに出土する。土器片も多

量に見つかる。特筆すべきは顔面把手付深鉢,底部をセン孔 した深鉢,マ ムシの頭部を模様 とし

た口縁部,有孔鍔付口縁部等がある。此の多量の遺物は本址の終末の一面を物語るものではない

だろうか。

東 10号住居址 (弥生後期)(第 17図 )

本址は第 9号址の東地区に見つけられた弥生後期の竪穴住居址で長軸6,73m短軸5,35mの 隅

九長方形である。

壁は垂直に掘 り込まれ,北部で17cm南部で30cm西部 と東部で34cmロ ーム層に掘 り下げて水

平の床を作っている。

床は全面に亘 り非常にかたくかためられている。西壁の中程から北壁をへて東壁の一部まで壁



-23-

際に焼上が堆積 していた。

炉址 は南壁に近 くPlと P4の ほぼ中間に埋甕炉が見つかる。その周辺 68cmに 亘 り円形 に焼

土が見られる。

周濤は中12cm深 さ13cmで壁裾 を全周する。 ところどころに小 ピットが見られる。

南隅で12号址 を切っている。

柱穴は4ケ 所検出された。Pl～ P4が主柱穴で竪穴の対角線上に位置 している。何れも口径 30

cm内外の円形,深 さ40cm～ 50cmで ある。他のピットの P5は ピット内から多量の上器が出土

したことから貯蔵穴であろう。 P6～ P9は何れも他の時期のピットと思われる。

出土遺物は先端部 を欠 く磨製石鏃 1点,管玉 1´ ,ヽ紡錘車 2点 ,埋甕土器 1′くを含む 2点 が出

土する。

東11号住居址 (弥生後期)(第 18図 )

本址 は 7号址 と9号址の間に見つけられた弥生後期の住居l■ である。床全面が張床 されておる

ため,そ の範囲は明確 に出来なかったが長軸 6.30mの隅丸長方形である。

床は部分的にかたいが大部分は軟弱で不整である。床の中央に埋甕炉が見つか り約 60om四 方

に亘 り厚い焼上の堆積がある。床のところどころに焼上の堆積があり,そ の中より円錐型の完型

紡錘車が 1点出土する。周濤,柱穴は不明。北壁際の張床下 4cmの ところから縄文中期の石囲

炉址が見つかる。東壁に沿い 2ケ の扁平石の配石があり,北壁際にはこぶ し大の石 120ケ 余 りめ

第 17図 東10号住居址 (80分の 1)
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第18図 東11号住居址 (80分の 1)

積石遺構がある。 この積石の壁際に沿ったところからも焼土が発見された。

東壁の北に寄って刻ヽ さなピット1ケ が検出されたほか,柱穴は検出されなかったが,床が張床

のため とも考えられる。

出土遺物は埋甕のほか,破片が少 し検出されたのみである。

東12号住居址 (組文中期)(第 19図 )

本址は弥生式後期の住居址第10号址の床面 を検出中に,更に同一平面のかたい床面が南に続 く

ことにより発見されたものである。 したがって北壁は10号址によって切 り取 られ不明である。 ま

た,南壁 も約 15 cm下 がった床面をもつ16号址によって切 り取 られてお り, 残 る他の壁高はおよ

そ20 cmである。

規模は南北の径 4.35m,東西の径 4.95mの 隅丸でやや長方形に近い形態の竪穴住居址である。

床は水平で,か たくたたきかためられている。

中央 より少 し北に寄 った位置に,維 89cm,横 94cm,深 さ24cmの方形の石囲炉がある。北縁

に使われた石は抜取 られているが,東 と西の炉石 は立てて掘 りこまれ据 えられている。南側の石

は平坦の面を上面にして据えられ, ここを焚口としたものであろう。南東隅には小さな石が詰め

られてしっか り構築されている。

焼土は約 10cm堆積 し,炭暦 も多 く混入 している。

柱穴は本址内の床面からは,東 と西の隅から2ケ所が検出された。 いずれも深さは約 40cmで

ある。 この他,10号址東隅の床面に検出された P2と ,16号 l■の炉の西側 の床面 に検出されたP4

とが本住居l■の主柱l■ をなすものであろう。

憔

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｉ‐

刊

Ｈ

ド

ー



―-25-―

第 19図 東12・ 16号住居址 (80分の 1)

周濤は認められない。西壁に近い位置に酉乙石 1ケ が検出された。

出土遺物は比較的少なく,石器が打石斧 3点,凹石 1点,土器は完形の土器が 1タミと,破片は

炉上の覆土中に多 く検出された。

東13号住居址 (組文中期)(第 20図 )

本址は 9号 l■ の南部分 に重複 して作 られたもので,長径 6.lm,短径 5.3mの 幾分角ばった円

形に近いプランの竪穴住居址である。

壁高は東側が14cm,西側36cm,南側24cmで,北側は 9号址の床上 30cmの 高 さに張床 され

ているために不明である。

床面はほぼ水平でかたい。

竪穴の中央からやや北に寄って,炉址が発見された。炉石は全部抜取 られて残っていない。

規模は縦 1.2m,横 1.36m,深 さ34 cmと 大 きく,そ の痕跡から方形の大型石囲炉が想定される。

焼上が約 15cmと 厚 く堆積 している。

周濤は,南東壁際に2.3mの長 さに掘 られ,少 し途切れて,東北壁にまた続 くが, 9号址上に

張床 されたところで切れている。巾は 10cm～ 15cmで ,深さは15cmである。

周濤の位置から推定 して,P3と P4の間が出入口と考えられる。

柱穴は 9ケ 所検出されたが,そ の配列状態からP2P3P5P6と 4主柱址 と,Pl P2 P3 P4P5

P6の 6主柱址 とが考 えられる。
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このほか,東北壁の周濤の北端に,径約 60cm,深 さ50cmの ピットが,南端には径 42cm,深

さ35cmの ピットが発見された。

また,こ の周滞の内側には配石が検出され,南西壁にも2ケ の配石が遺存する。

出土遺物 は石器が打石斧 4′ミ,磨石斧 2′く,凹石 1点,石皿 1´ミで,土器は完形土器 3´ミを含

む 8点 が,何れも床上 10cm～ 20cmの 覆土層から出上 した。

東14号住居址 (縄文中期)(第 14図 )

本址 は第11号 の北側の張床下 に見つけられた石囲炉址 を中′と、に想定された住居址 である。

床面は 5号址 とH号址に依って破壊 されてその様子を知 る事は出来ない。

此の炉址 は維 88cm横 92cm深 さ40cmで底部には焼上が30cm程堆積 していた。 5ケ の扁平な

石を使い方形に石組みされ,南の縁は上面の平 らな石 をつかい,他の三方は石 を竪に掘 り込まれ

ていた。柱穴 1ケ所が炉址のそばに見つけられたが他の時期のものであろう。

出土遺物は少なく打石斧 3′ミ,磨石斧 1点である。

東15号住居l■ (縄文中期)(第 21図 )

第10号址の東に隣接する地区に見つかったもので,長径 5.12m短径 4.71mの 不整円形のプラ

ンである。竪穴の東北の部分 は未発掘におわる。

第 20図 東13号住居址 (80分の 1)
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壁高は周囲 とも1lcm内 外のロームの掘 り込みで,床は北がやや高 く南に向って少し傾斜 してい

る。 菩Ь分白旬にかたいが全体的にあまりかた くない。

周濤は西壁内床に少 し見られるだけである。

床の中央やや北寄 りに方形に近い円形の炉址がある。底部だけが焼けていることから,石田炉

址であったがある時期に組石は取除かれたものである。維 87cm,横 110cm,深 さ52cmである。

柱穴址は全部で16ケ所検出されたが Pl～ P3ま で主柱穴で,他の 1ケ 所は未発掘の部分 にあ

ると思われる。中央部南壁 よりに短径 32cm長径 40cm厚 さ 7cmの楕円形の板状石で蓋 をした埋

甕が倒立 して出土する。此の埋甕は胴部中央で打欠き,把手は故意に打欠いている。他に磨石斧

1点,石匙 1´t,石鏃 2′ミ,凹石 1′ミ,土器 2点 が出土する。

東16号住居址 (縄文中期)(第 19図 )

第12号址に南接 し12号址の床 を掘下げて作 られたもので,縦 4.56m,横 4.44mの 円形の竪穴

址である。

壁高は東部で 26cm南部で 25cm西部で 34cm北部は12号址の床 を5cm掘下げている。

中央やや北寄 りに方形の石囲炉がある。縦 85cm,横 84cm,深さ27cmで東,北,西の 3方 に

扁平な石 を竪に掘 り込んで据 えられているが,南縁の配石は取除かれている。周濤はない。床は

水平で非常にかたい。 8つ の扁平な石 を 1ケ を中央に他は周壁に近 く配石 されていた。

柱穴址は主柱 と思われる4ケ 所が検出された。埋甕 2ケ が見つかる。即 ち西壁近 くに口径15cm

の埋甕が直立 して出土する。 また南壁に近 く扁平な石 (こ れは 2つ に割れている)の下か ら倒立

①為

@⑬ ③殺

第 21図 東15号住居址_(80分の 1)
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して埋甕が出土する。底部 を意識的に欠いている。此の埋甕 と壁 との間に扁平な石が立てられて

いた。

出土遺物は打石斧15点,磨石斧 3′点,埋甕土器 2´ミを含む土器 4点である。

東17号住居址 (紀文中期)(第 22図 )

第22図 東17号住居址 (80分の 1)

本l■ は 8号址 と6号址の間に見つけられたもので,径 6.5mの円形の竪穴 l■ であるが東北部で

19号 l■ (縄文前期住居址 )を掘 り込んでいる。

壁高は東部で15cm西部で23cm南部で16cm北部で39cmロ ームを掘 り込んでいる。

床は水平で固い。西半分の柱穴 と壁の間は内側より6cm程高 くなっている。

中央よりやや北西寄 りに石囲炉がある。縦 63cm,深 さ10cmの 浅い方形プランである。 細長

い扁平状の石 14ケ を立てて据え,二重に配石 したものである。

周濤は巾10cm～ 20cm,深 さ10cm～ 15cm,北壁裾から西壁裾 まで断続的 に見られる。南 と東

側には見られない。
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柱穴址は13ケ 所検出されたが,Pl～ P6ま でが主柱穴であろう。東南の 2つ並んだ柱穴,周濤

のないことから此の辺が本址の出入口であろう。

出土遺物は打石斧12´く,孝ヒ棒状石斧 2′ミ,磨石斧 3点,石匙 1,点,完型土器 10ケ体分が床上10

cm～ 15cmの 層より出土する。小型深鉢が多い。有孔鍔付 口縁部が出土する。

第23図 東18・ 41号住居址 (80分の1)

本址は第16号址の東にあた り,台地の縁にそって見つけられたもので,径 5。 lmの 円形の竪穴

l■ である。東南部は第41号址 に掘 り込まれている。

床は水平である。中央部では非常にかたいが壁際は軟かい。

炉址は床の中央よりやや東寄 りに位置 し,縦 60cm,横 60cm,深さ15cmの方形の石囲炉であ

る。北縁の石は取除かれている。

周濤はない。

柱穴は主柱穴 と思われる 3ケ所が見つかるが他の 1ケ所は41号址 に依ってつぶされたであろう。

出土遺物は打石斧15点,磨石斧 1点,石鏃 1´ミ,磨石 1点,上器片は多いが完型品はない。台

付土器の台部が出土する。

東19号住居址 (縄文前期)(第 24図 )

東18号住居址 (組文中期)(第 23図 )

＼″/ダ
更
論
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第 24図 東19号住居址 (80分の 1)

本址 は17号l■ に東接 して発見され

たもので, 長軸はほぼ南北で 5,2m

短軸は4.5mの隅丸長方形の竪穴址

である。

壁高は北部で30cm東部で30cm南

部で 8cm西部は17号址 と重複 し て

いるので不明。

床は水平で中央部分はかたいが壁

際はあまりかたくない。

床の中央やや北西寄 りに長さ30cm

の棒状の石 2ケ を20cmの 中をもた

せて並 4子 にならべ炉l■ としている。

炉底の掘 り込みは 3cm程度 で その

下 に焼上が 5cm程堆積 していた。

柱穴址 は 4ケ 所検出されたが対角

線上 にあるPl P2 P3が主柱穴であ

ろう。他の 1ケ 所は遂に見つからな

かった。 また口径 5cm～ 10cm深 さ

10cm～ 20cmの 小 ピットが北西隅に

多数見つけられた。

北壁中央部の床上及び東南隅に扁

平な石が置かれていた。

中10cm深 さ 8～ 10cmの 周濤力羽ヒ

壁裾から東壁裾 まで見られた。

出土遺物 は少な く土器片数片 と尖

底音Ь分 1ケ が出土 しただけである。

東 20号住居l■ (縄文中期 )

(第 25図 )

19号址の東,台地の南縁に位置す

るもので,維 4,45m横 3.27mの楕

円形の竪穴址である。

壁高は東部で 7cm西部で24cm北

部で25cm南部は壁が認められない。第 25図 東20号住居址 (80分 の 1)
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床は北か ら南に傾斜 して全体にやわらかい。

炉址周濤 もない。 ピットが 1ケ所検出しただけで遺物 も打石斧 1点,凹石 1点,磨石 1点 で
,

中期の土器片が数片出上 しただけである。未完成の竪穴l■ か住居以外に使用された竪穴址 ではな

いだろうか。

東21号住居址 (縄文中期)(第 26図 )

第26図 東21号住居址 (80分 の 1)

本址 は 5号l■ の北東でわずかに重複 し, 5号址の床上 10cmに 張床 されて作 られたものである。

長径 6.3m短径 5.6mの 楕円形の竪穴址である。

壁高は東部 で27cm北部で20cm西部は掘 り込みが少な く不明瞭,南は張床の為掘 り込みはない。

床は水平 で全面が非常にかたい。たたいて成形 されたものであろう。

周濤は周壁裾 に巾15cm～ 25cm深 さ15cmで 5号址 との重複部分 を除き竪穴全体 を回る。 また

P2～ P llに かけて半円形に一条の濤がある。

床の中央やや北寄 りに長軸 1.3m短軸 90cm深 さ35cmの楕円形のす り鉢状 に掘 られた炉址が

ある。南縁 に 3ケ の配石があるが,他の 3方の石組は取除かれたものか見あたらない。

ピットは12ケ 所検出された。Pl～ P4の 4つが主柱穴であろう。 P9P10 Pllの 配石から南側

が出入口であろうか。 P12は 張床の下から検出され,他の時期のものである。
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完型土器 3ケ体が他の土器片と共に炉址の南床面に15cm～ 18cmの 層から出土する。他に打石

斧 8′t,磨石斧 1′点,磨石 5点 が出土する。

東22号住居址 (組文前期)(第 27図 )

|

第27図 東22・ 25号住居址 (80分 の 1)

本址 は調査地区の最西端に見つかったもので長軸 4.9m短軸4.lmの 隅九方形の竪穴l■ である。

壁高は東部で30cm北部で30cm西部で25cm,南部は25号址 (縄文中期)が本址の床 を掘 り下

げている為不明である。

床面は水平であるがあまりかた くな く凹凸が多い。

炉址 は中央やや東寄 りに長軸 95cm短軸 54cm深 さ 8cmの浅い楕円形の素掘 りで炉底に厚い焼

上の堆積が見られる。

壁裾 に巾12cm内 外,深さ9cmの 周濤が全体 を回る。東壁際,北壁際中央に扁平状の石が置か

れていた。
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ピットは 5ケ 所検出された。対角線上にあるPl～ P4が主柱穴であろう。

出土遺物は羽状組文土器片及び尖底部が床上 10cmか ら出上 した。 また炉址のそばか ら床面に

接 して無文の小形深鉢の胴部 1ケ体が出土する。他に打石斧 1点,石匙 1′ミ,石鏃 1点 が出土す

る。

東23号住居l■ (紀文中期)(第 28図 )

第28図 東23・ 52号住居址 (80分の 1)

本址 は21号l■ の北西部に位置し,台地の頂で平坦部に作 られたものである。長軸 6,7m短軸 5.8

mで西から北にかけて壁が弧状 に張出した不整の隅丸方形の竪穴址である。

床は水平でかたい。竪穴址の中心部の床が一段 と低 く新 しい時期の52号址が見つかる。

壁高は東部で36cm北部で35cm西部で15cm南部で10cmの 掘 り込みが見られた。

炉址 は52号l■ にこわされていて不明。

周濤は巾10cm～ 15cm,深 さ10cm～ 15cmで壁裾 を全周 している。 また Plと P2を むすんで

一条の濤がある。

ピットは 6ケ所検出される。 これらが主柱穴であろう。

南部中央部 P6の そばから埋甕が見つかる。 口径 38cm,高 さ58cm底部 を欠 く大型のもので直

立 してお り石蓋が置かれていた。



-34-

遺物は埋甕を含め完型土器 3ケ体が出土 した他,打石斧 9点,磨石斧 2点,石匙 2点,凹石 1

点,磨石 1点,石皿 1点 である。出上 した石器は52号址のものも含まれている。

東24号住居址 (弥生後期 )

第25号址の西壁で床上 25cmで張床があり,弥生後期の遺物が出土する。一応生活面を想定す

るもプラン,規模共に不明である。

東25号住居址 (組文中期)(第 27図 )

本址 は22号址 (紀文前期)に 南接 しているもので径 5.8mの 円形の竪穴址である。北イ員Jで 22号

址の床 を掘 り下げ,東側で27号址 (組文前期)の床 を掘 り下げている。

壁高は東部で27号の床 を15cm掘 り下げてお り,北部で35cm西部で10cm南部はローム層の傾

斜で掘 り込みが少なく不明瞭である。

床は大部分は水平でかたいが,南側の床は軟弱である。

炉は中央やや北寄 りに位置 し直径 50cmの 円形に 8ケ の自然石が配石されていた。深さは10cm

である。炉底は南側が

'甍

く,北寄 りに深 く掘 られている。

周滞は北壁裾から東壁裾に亘 リー部分見られる。

柱穴址は 8ケ所検出され Pl～ P6が主柱穴 と考えられる。床の南の部分に口径 40cm～ 60cm,

深さ50cm～ 70cmの 袋状のピットが 5ケ 所検出された。

出土遺物は打石斧 5点 ,石匙 1点 ,小形甕胴部 1ケ体が出土 したのみである。

東26号住居址 (縄文中期)(第 29図 )

本址は23号址の南隣 りに位置し,長軸 5.95m短軸 5,4mの 円形に近い楕円の竪穴址である。

壁高は東部で29cm西部で 14cm北 部で35cmの 掘 り込みがある。南壁は30号址 に依って切 ら

れている。壁の掘 り込みは割合不明瞭である。

床は水平でやゃかたい程度で,周壁に近 く軟弱である。

周濤は中10～ 15cm深 さ10～ 15cmで壁裾を切 目なく全周している。

炉址は床の中央やや北寄 りに縦 121cm横 124cm深 さ28cmで配石 1ケ を残す素掘 りで検出され

た。恐 らく方形の石囲炉であろうが,組石の大部分は抜取られていた。

主柱穴 4ケ 所が見つかる。

南壁内側に埋甕が見つかるが浅鉢の底部 を欠いて使われていた事は注意すべ きであろう。

床面上 20～ 30cmに 自然石が雑然 と故在 していた。

出土遺物は打石斧 2´t,磨石斧 2′は,磨石 1′点で,土器は全部破片である。
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第29図 東26号住居址 (80分の1)

東27号住居址 (縄文前期)(第 30図 )
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第30図 東27・ 28号住居址 (80分の1)
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本址は25号址の東南部に続いて見つかったもので,一辺 3m内外の隅丸方形の竪穴址である。

壁高は北部で15cm東部で10cm南部は掘 り込みが浅 く不明確である。西部は25号址 で切 られ

ている。壁の掘 り込みは不明瞭である。

床は水平ではあるが軟弱で凸凹が多い。焼土の周囲を除 き軟弱である。

床の中央に径 40cmの 円形の焼土が見られる。地床炉 として使われたものであろう。

柱穴は検出出来なかった。

出土遺物は尖底 1´点, 口縁部の一部が出上 したのみである。

東28号住居上 (縄文前期)(第 30図 )

本址は27号址 と3号址の間に位置するもので,長軸 4.25m短軸 3.6mで東北壁が弧状に張 り出

した不整の隅丸長方形の竪穴址である。

壁高は東部で10cm西部で13cm南 で 5cm北 で25cmの掘 り込みである。

床は北から南にかけて少 し傾斜 している。ややかたい程度で南下するにしたがぃ軟弱である。

所々に口径 10cm深 さ10cm～ 20cmの 小 ピットが散見された。 東壁中央部及び西隅に扁平状 の

石がおかれていた。

炉址 は床の中央部に30cm四方に焼土化 した床があり地床炉 として使われたものである。

柱穴l■ は 6ケ 所検出されたが Pl～ P4が

本址の主柱 と考えられる。

出土遺物は石匙 1点,上器は無文の上器

片のみで,尖底部 1点 が出土する。

東 29号住居址 (弥生後期)(第 31図 )

本l■ は 1号址の北壁上に見つけられた張

床 を追求 して調査 したものである。調査区

の西端に位置されるため住居l■ の北東部分

を調査するにとどまった。プランは方形で

あるが規模は不明,床の中心よりやや北寄

りに埋甕炉があった。床は水平であるが張

床の為不明確 な面が多い。

周濤,柱穴は不明。

遺物 は土器片が数片出土 したのみである。

尚,本址の床下 6cmに 縄文中期 の住居址

が存在する。

第31図 東 29・ 53号住居l■ (80分の 1)
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東30号住居址 (縄文中期)(第 32図 )

本址は26号址 と22号 l■の間に位置し26号址

の南の部分 を掘 り下げて作 られたものである。

西側三分の一は調査区域外のため未調査に終

る。南北が短径で 5.4m東西が長径で推定 6.4

m楕円形の竪穴址 である。

壁高は東部で28cm西部は不明。南部で14

cm北部では26号 l■ の床 を15cm程 掘 り下 げ

ていた。

床は水平で非常にかたい。

周濤は巾15cm深 さ10cm内外で北壁裾より

東壁裾に回 り南するにしたがいなくなる。また

北から東の部分 に柱穴間に達ねる一条の濤が

見られる。

炉l■ は中央やや北寄 りに位置する。径 1.1

4の円形で深 さ30cmに掘 り込められている。
第 32図 東30号住居址 (80分の 1)

南縁に 3ケ の石 を上面 を平らに配石 されてお り他の三方の組石は抜取 られていた。

柱穴址は 6ケ所検出されたが主柱穴 として使われたのは Pl P2で ある。 P6の上面は張床され

ていた。本址 に属するものではない。

南壁の内床に埋甕 1ケ が出土する。

直立しており底部を欠 く。

直立 してお り底部 を欠 く。遺物 は土器片のみで量も少ない。

東31号住居址 (縄文中期 )

(第 33図 )

本l■ は 9号址の北隣 りに位置し東

西 5,3m南北 4.6m不整 の円形竪穴

址である。

壁高は東部で 20cm北部で 25cm

西部で12cm南部で25cmロ ーム層に

掘 り込んでいる。

床は水平で非常に固い。

床の中央やや北寄 りに炉址がある。

直径 lm内外の円形で深 さは30cm 第 33図 東31号住居址 (80分の 1)
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である。底部に棒状の石 3ケ を敷きならべている。その配石の上に底部 を欠 く深鉢形土器の完型

品が横たわって出土する。恐らく炉中に落込んだものであろう。

周濤は8cm～ 15cm深 さ10cmで竪穴内の周壁裾を全周する。

柱穴は10ケ所検出する。Pl～ P4が深さ50～ 60cmで主柱穴であろう。他 は深さ30cm内外で

他の時期のものであろう。

出土遺物は炉中の上器の外,胴部破片 1ケ体で少量であった。打石斧 8点,磨石斧 2点,磨石

3点が出土する。

東32号住居址 (組文中期 ) (第 34図 )

///頷「
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第34図 東32号住居址 (80分の 1)

本址は31号址の北西隣 り33号址 との間に位置し,台地の頂の平坦地に作 られたものである。径

6.5mの円形の竪穴址である。

床の西の部分は35号址で掘 り込まれている。

周壁の掘 り込みは 3～ 5cmで明瞭でない。

床は水平であるが,中央部を除き壁際は軟弱である。

中央やや西寄 りに炉址がある。南北60cm東西 50cmの 方形の石囲炉で 6ケの石で東,北,西の

三方を囲む。深さは6cm,底 は平らで焼土が堆積 している。炉址 と西壁の中間に焼土化した部分

があつた。

周濤はない。

／

／
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柱穴址は主柱穴 と思われる4ケ所 Pl～ P4が見つかる。東床に袋状のピット3ケ所が検出され

た。 また竪穴内に口径 80cm～ 100cm深 さ20cm～ 30cmの 浅い小竪穴が 3ケ 所見つかる。それぞ

れに小 ビット (口 径 10cm深 さ50～ 60cm)1ケ をともなっている。 此の遺滞は他 の時期のもの

である。

出土遺物は小型深鉢 1′ミ,深鉢口縁部 1点 で土器の出土は少ない。他に打石斧 11´ ,ヽ磨石斧 2

点,石匙 1´く,凹石 1点 である。特に注意する事は本址から出土 した磨石斧 2.ミ は何れも側面の

中程に打欠いた切込みが加えられていた。此の様に加工された石斧は本址でしか見られなかつた。

東33号住居址 (縄文中期)(第 35図 )

第35図 東33号住居址 (80分の 1)

本址は32号址の西北部に続いて見つけられ,台地あ頂の平坦部に作 られたものである。北西部

の一部分は未発掘であるが,直径 6.8mの ほぼ円形の竪穴址である。

壁高は北部で32cm西部で10cm南部で 8ch東部で25cmロ ーム層への掘 り込みがある。

床面は水平で全面が非常にかたい。

周濤は中10cm～ 15cm深 さ10cm～ 15cmで周壁裾を全周する。所々に小ピットが周濤内に見ら

れた。

炉址は中央よりやや北西寄 りにあ り,縦 1.2m横 1.3mの 方形の巨きな石囲炉 である。即ち南

の縁は上面を平らに据えられていた。他の二方には大 きな板状の石 を斜めに掘 り込まれ,組石の
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間隙には小石 を差 し込まれて補強されている。炉址の深 さは34cmで船底形に掘 られ 5cm程の焼

土が堆積 している。

柱穴l■ は10ケ所検出された。未調査地区に 1ケ の主柱穴を想定 しPl～ P5と 共に 6主柱であろ

う。P9P10の 2つ の組合せは出入口を想定される。

出土遺物は打石斧10点,磨石斧 1´く,石匙 2′ミ,凹石 3′収,磨石 4′点,土器は14点 が出土し底

部の一つには木葉痕が見られた。

東34号住居址 (縄文中期)(第 36図 )

第 36図 東34号住居址 (80分の 1)

本址は32号址の東隣にあったもので,長軸 6.3m短軸 5,4mの 不整の楕円形の竪穴址 である。

壁高はわずかに 5cm～ 6cmで明瞭でない。

床は水平である。部分的 |こ かたいが全体的に軟 らかい。

炉l■ は中央やや北西寄 りにあり,長軸 1.lm短軸 80cmの楕円形の素掘 りである。深 さは 10cm

で底部に 3cm～ 5cmの厚さに焼上の堆積がある。 また炉址の東南床上に長軸 2m短軸 1,4mの

楕円形に床面が焼けている。

周濤は中10cm～ 20cm深 さ10cm～ 15cmで不整ではあるが周壁裾を全周している。

柱穴址は全部で18ケ 所検出される。特に 6ケ 所の柱穴址が周濤内に見つけられる。 また床内の

小柱穴12ケ 所等から住居址の建替か建増が行 なわれたのではなかったか,然 しそれを明確 にする
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資料は見つからなかった。

遺物は打石斧 4点,完型土器 1点が東壁際の柱穴内から出土する。

東35号住居l■ (縄文中期)(第 37図 )

第37図 東35。 36号住居址 (80分の1)

本址は32号址 と36号址にはさまれた狭い地域にみつけられたもので,36号址の床上 20cmに 張

床 し,32号の西の部分をわずかに掘 り込んで作 られている。調査は東の部分が明確 に出来ただけ

である。ほぼ円形の竪穴址 と想定されるが全体は明確に出来なかった。

東壁は掘 り込みが不明確である。

床は部分的にかたいが全体に軟弱である。

周濤が東壁裾に浅 〈回つている。

炉址は36号址の東壁上に見つかる。径 68cmの円形で深さは36cmのす り鉢状に掘 り込まれて

いる。底部のみが焼けているところから配石が有ったものと思われる。

床が軟弱の為,柱穴を検出する事が出来なかった。

遺物は打石斧 2点,磨石斧 1点,磨石 2点,石皿 1点,有孔鍔付口縁部 1点 を含む 3点が出土

する。
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東36号住居址 (縄文中期)(第 37図 )

本址 は35号址の張床下 20cmに あったもので,台地の頂で平坦部にある。東西 5.5m南北 6.5m

南部が張出した不整の円形の竪穴址 である。

周濤は浅 く5cm～ 10cmで東壁裾に見られる。

床は水平で非常にかたい。

炉址 は中央やや北寄 りにあり,縦 70cm横 70cmの方形で10ケ の自然石 を綺麗に掘 り込 んだ形

で作 られていた。深さは10cmと 浅 く焼上が 5cm程堆積 している。炉l■ の北続きに70cmの 円形

に焼けた床が見つかる。

柱穴址は 9ケ 所検出された。 Pl～ P6の 6ケ所が主柱穴であろう。P9は袋状 の ピットである。

遺物 は打石斧14点,石匙 2点,磨石 3タミ,石皿 1.点,土器 5´点が出土する。

東37号住居l■ (縄文中期)(第 36図 )

第38図 東37号住居址 (80分 の1)

本l■ は10号址の北隣 りにあり,長軸 5,6m短軸 5mの円形に近い方形の竪穴上 である。

壁高は北部で13cm西 部で23cm南部で13cm東部で10cmロ ーム層を掘 り込 んでいる。壁面は

軟かい。

床はややかたいが凹凸がある。

炉址は床の中央よりやや西寄 りにあ り,南北 110cm東西 90cm深 さ33cmに 掘 られた楕 円形の
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石囲炉である。即ち東縁に 5ケ の酉己石があ り,西縁に 1ケ の配石がある。北,南,及び西縁の一

苫るに酉己石を欠 く。

柱穴l■ は 6ケ 所検出。 Pl～ P4の 4つ を主柱 としたものであろう。 また南壁に径 80cm深さ20

～30cmの浅い竪穴が 3ケ所見つかる。

周濤は中10cm～ 15cm深 さ20cm内外で周壁裾 を全周するが東南部には見つからない。

東南壁やや内側に埋甕がある。倒立 している。

遺物 は打石斧 2点 ,柱穴址内から滑石製の定角石斧 1点,東側 ピットよりほぼ完型深鉢土器が

出土する。

東38号住居l■ (縄文中期)(第 39図 )

第39図 東38。 51号住居址 (80分の1)

本址 は東地区の集落の北隅に見つかったもので台地の頂の平担地にある。南北 4.9m東西 4.7m

で北東隅はやや角ばった円形の竪穴址である。

壁高は東部で18cm西部で10cm南部で 20cm北部で20cmの ロームの掘 り込みがある。

床は水平で全面が非常にかたい。

床の中央やや北寄 りに東西 1.5m南北 76cm深 さ28cmです り鉢状 の素掘 りである。底部のみ焼

けていることから石囲炉であったと思われる。東縁に深鉢形土器が出土する。炉址 の南の床上に

柱状の石 3ケ を含む自然石 6ケ が雑然 と置かれてあったが,炉址の石組の一部であろうか。
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柱穴は全部で 9ケ 所検出されたが,竪穴の対角線上 にそれぞれ 2ケ所の柱穴l■ がみつかる。

即ち Pl～ P4を 主柱穴 とする或る時期 と,そ の外側の P5～ P8を 主柱穴 として使用する他の時

期である。或は建替えも考えられよう。特に P8が張床下から見つかった事 は注意すべ きであろ

う。北東隅に国径 50cm底部の径 63cm深 さ32cmの袋状のピットがあり, 底 は敲 かれて非常に

かた くなっていた。

周濤は中 5cm～ 10cm深さ12cm～ 15cmで周壁裾 を全周する。 また P7かち袋状 ピットにかけ

て一条の濤が回る。

南壁際の扁平な石の下から埋甕が直立 して出上 し,そ の内側床 にいま一つ直立する埋甕が見つ

かる。 これには土器片がかぶせ られていた。

遺物 は打石斧 9´ミ,凹石 1′点,埋甕土器 2′点を含む完型品 3点である。

東39号住居址 (縄文中期)(第 40図 )
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第 40図  東 39号住居址 (80分 の 1)

本l■ は34号l■ と37号址の間の地域の黒土層を排除 した際炉址が見つかり想定 した住居址 である。

ロームヘの掘 り込みが殆んど見られず,床面 も軟弱な為住居址の全体 を明確に出来なかった。柱

穴址 10ケ 所が見つかるも褐色上の介入等があり不明瞭である。

炉址 は西南壁が広 く北するにしたがい狭 くなる不整形で北東壁際炉底が一段上っている。炉底

の西壁 に石皿の半体が立てて据えられ,他の 3ケ の自然石は埋没土の黒土中から見つけられた。
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出土遺物は打石斧 1フミ,石皿 1′ミである。

東40号住居址 (紀文中期)(第 14図 )

本址は 5号址の西壁上に見つけられた石囲炉を中ッいとして想定された住居l■ である。

周囲は 5号址 7号址 21号址に切 られているため,そ の全体 を明かにする事は出来なかった。

炉址は南北 80cm東西 70cm深 さ16cmの 方形の石囲炉である。 7ケの自然石を配石され底には

5cm～ 8cmの 焼土が堆積 していた。

遺物 は土器片のみであった。

東41号住居l■ (縄文中期)(第 23図 )

本l■ は台地の南縁のつきだしに応 じて南 している。18号址の東南部 と42号址の北西床 を本址の

周濤が切 り込んでいる。長軸 5.6m短軸 5.4mの 隅丸方形の竪穴址である。

床は水平でかたい。

壁高は東部で30cm西部で18cm南 部で10cm北部で32cmロ ーム層を掘 り込んでいる。

周濤は巾15cm～ 20cm深 さ10cm～ 15cmで壁裾 を全周する。滞中に所々に小 ピットがある。

炉址 は床の中央よりやや東北寄 りにあり,南北 1.2m東西 lm深 さ40cmの大形の石囲炉であ

る。西縁に扁平な石 をたいらに据え,東縁には 3ケ の扁平な石 を炉壁に立てて据え,そ の上縁に

6ケ の石 を縁に敷 くように酉己石されていた。北縁 |こ 1ケ の酉己石があるが南縁に酉己石はない。

柱穴l■ は 8ケ 所検出され対角線にあるPl～ P4を 主柱穴 として使われたと思われる。南西部の

床に口径 lm深さ24cmの 浅い竪穴l■ がある。注意すべきは,炉l■ と東北壁 との間に石壇があっ

たが,炉址 との間に20cmの 床 をおいて構築されている。即 ち16ケ の自然石 を壁際にひらいたコ

の字状に配石 されていた。石壇の前面は1.4m奥行 は70cm,南半分は 7ケ の石を縦に並べ,北半

分の 9ケ の石は横にならべられていた。配石は一段だけで壁際は床が一段上っている。石垣には

特別の遺物はない。

出土遺物は打石斧 2′ミ,磨石斧 1′ヽである。有孔鍔付 口縁部 を含む 4′点が出土する。

東42号住居址 (紀文中期)(第 41図 )

本l■ は41号l■ に北西部 を切 り込まれ南西部で43号址に掘 り込んでいる。南北 4.3m東西 5mの

隅丸方形に近い円形の竪穴址である。

壁高は東部で16cm西部で4cm南壁不明瞭,北部で 6cmの 掘 り込みがある。

周濤は中15cm～ 20cm深 さ10cm～ 15cmで壁裾 を全周する。

炉址は中央やや北寄 りに東西 1.4m南 北 98cm深 さ24cmの 格円形に掘 られたものである。北縁

に扁平な石 を据え,西南縁に 2ケ の配石がある。他の配石は取除かれている。

柱穴址は 7ケ 所検出をされたが対角線上にあるPl P3 P4 P5の 4つ を主柱穴 として使 われた

|
|
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第41図 東42号住居址 (80分の1)

ものであろう。

遺物は打石斧 5点,石匙 1′ミ,凹石 1点,深鉢 1点が出上した。

東43号住居址 (縄文中期)(第 42図 )
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第42図 東43号住居址 (80分の 1)
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本l■ は42号址の西南に接 して見つけられたもので,台地の南縁に位置する。東北壁は42号址に

掘 り込まれているが長軸 5.3m短軸 4.6mの南北に長 い楕円形の竪穴址である。

周壁の掘 り込みは少なく北部で10cm東部で16cm西南部はロームの傾斜 もあり,壁高は不明で

ある。

床は水平でかたいが周滞外の床はやや軟かい。

床の中央に炉l■ がある。長軸 64cm短軸 52cm深 さ12cmの 浅い素掘 りで,北西縁に 2ケ の小 さ

い自然石が配石されていた。焼土は炉中及び床面にまで堆積 していた。

周濤は各主柱穴間を結んで作 られた巾15cm～ 20cm深 さ12cm～ 15cmである。

柱穴は全部で10ケ所検出され,42号址内に発見された 1ケ 所 を含め Pl P3 P5 P7 P9の 6ケ所

が主柱穴であろう。

遺物は打石斧 4点,凹石 1′ミ,石皿 2点 ,土器は 5点が出土する。

尚,西北壁外に南北95cm東西80cm深 さ60cmの 月ヽ竪穴がある。その中 より浅鉢 1点,甕 1点

が出土する。此の遺構は43号址 と直接関係する資料は見られない。

東44号住居址 (縄文中期)(第 43図 )

第43図 東44号住居址 (80分 の 1)

本址は15号址 と48号址の中間にある。直径 4.5m内 外の円形に近い隅丸方形の竪穴址である。

台地の平坦部にあるので周壁の掘 り込みは30cm内外で非常に明瞭である。

床 は水平で全域が非常にかたい。
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周濤は巾10cm～ 15cm深 さ15cm～ 20cmで周壁裾 を全周するが,南壁から西壁にかけて周濤 を

欠 く。出入口のせいであろう。

中央やや北寄 りに炉l■ がある。縦 1.lm横 1.5m深 さ35cmの素掘 りである。炉中には 7ケ の自

然石が落込んでいた。

柱穴址は対角線上にそれぞれ 1ケづつ 4ケ の主柱穴が見つかる。

南壁内側に 2ケ の埋甕が見つかる。 1点は倒立 し, 1′ミは直立 して石蓋が置かれている。かた

わらに扁平な石が立てて据えられている。 また石蓋の有 る埋甕の中に別の土器底部が入れられて

いた。

遺物 は石匙 2′ミ,凹石が炉の縁より 1.ヽ が出土する。南壁周濤上及び南壁周濤上の相対する位

置から小形の深鉢 (グ ラス)状の完型土器が出土する。外に埋甕 3′点を含む 5′点が出土する。

東45号住居址 (縄文中期)(第 44図 )

第44図 東45号住居址 (80分 の1)

本址 は42号址の東隣 りで台地の傾斜面に見つけられたもので,南西部で47号 l■ を切っている。南

北 6m東西 5.8mの ほぼ円形の竪穴址である。

壁高は北部で15cm西部で25cm東部南部は掘 り込みが見 られないので周濤で範囲を決定する。

西南部で本上の床は47号址 より5cm低い。

床は水平で非常にかた く敲 かれている。



-49-

周濤は巾15cm～ 20cm深 さ15cmで周壁裾を全周する。周濤内に所々ピットが散見される。

炉址は床の中央やや北寄 りにあり,南北 1.2m東西 lm深さ36cm,北側が最も深く南側から次

第に北するに深 くなっている。北縁は扁平な石が竪に据えられていた。西,南,東の三方の組石

は取除かれていた。底部は焼上が堆積 し完型土器 1点が出土する。

柱穴は17ケ所検出された。 Pl～ P6が主柱穴であろう。外に周濤内に4ヶ所,床内に 7ケ所発

見された。

遺物は打石斧■点,磨石斧 3点,石匙 2点,石鏃 1点,凹石 1点,磨石 2点,特にP2よ り有

舌の石槍が出土する。土器は炉中め完型品を含め 3点 が出土する。南床面から石棒が出土する。

東46号住居址 (縄文中期)(第 45図 )

第45図 東46・ 47号住居址 (80分の1)

本址は42号址の南隣 りに発見されたもので,北壁で47号址の床 を掘 り込み47号址の南半分をこ

わして作 られたものである。直径 4.6m内外の円形の竪穴址であるが,東壁が張出して隅丸を形

作っている。

床は水平であるが余 りかたくない。

壁高は北西部で10cmの掘 り込みが見られるが,他は掘 り込みが見られず周濤に依ちてその範

囲をきめる。

周濤は中15cm～ 20cm深 さ8cm～ 15Cmで竪穴全体を回る。
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中央やや北西寄 りに炉址がある。長軸 lm短軸 80cm深 さ38cmの長方形で扁平 な石が周囲に

据えられている。

柱穴址は 8ケ所検出され,Pl P3 P4 P6ま で主柱でP2P5は 支柱穴であろう。P7に は底に扁

平な石が置かれていた。

出土遺物には打石斧 3´ミ,石匙 1点,凹石 1点,北壁周濤上に小型の深鉢 1´ミが出上する。

東47号住居址 (縄文中期)(第 45図 )

本址は45号址 と46号址の間に見つかったもので,調査は非常に狭い範囲で規模は不明。

周壁は西部で若千あるだけでその掘 り込みは20cm壁裾を中15cm深 さ8cmの周濤が回る。

炉址は径 60cmの円形の素掘 りで深さは8cmで ある。縁に 1ケ の配石がある。床は水平で回い。

柱穴址は2ケ所,出土遺物は打石斧 2点,小型深鉢 1点,土偶胴部 1点 が床上より出土する。

東48号住居址 (縄文中期)(第 46図 )

第46図 東48号住居址・Pit 5,7(80分 の 1)

本址は44号址 と45号 l■ の中間に位置する。地表は南にやや傾斜している。

の隅丸方形の竪穴址である。

壁高は東部で14cm西部で18cm南部で18cm北 部は26cmである。

剖 ①

d

南北 6m東西 6.2m
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床は水平であり周濤内はかたいが,周濤外は軟かい。

床の中央 と北東壁の中間に径 lm深さ20cmの 素掘 りの炉址がある。東北壁から炉内にかけて

20余ケの石がなだれ込む様に乱雑に出土する。炉の組石 とすれば多すぎると思われ, これ等の石

を使って東北壁に石壇が設けられ,何かの原因でくずれ込んだものであろう。炉中に深鉢完型土

器が南縁に倒れか っゝて立っていた。

周濤は中15cm～ 20cm深 さ15cm～ 20cmで竪穴内を全周する。

柱穴址は11ケ所検出された。 2ケ所は周濤外に 5ケ所は周濤上に他は床内にある。Pl P2 P4

P10が主柱穴である。

出土遺物は打石斧 5点,炉中の土器を含め 3′ミが出土する。

東49号住居址 (縄文中期)(第 47図 )

第47図 東49号住居II(80分 の1)

本址 は今度の調査地域の最北隅に発見され, しかも台地の頂を越えて西の斜面に位置 し,南斜

面の集落 との立地条件が異なる。本址は38号址の北約 30mの 距離にあり,そ の間には住居址は存

在 しない。

南北 5.lm東西 4.8mの 円形にちかい

'品

丸方形の竪穴址である。

壁高は東部で30cm西部で26cm南部で36cm北部で23cmで ある。西壁の一部 は西接 す る別

の住居の床 を切 り込んでいる。

床は水平で非常にかたい。
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炉址は床の中央やや東寄 りにあり,東西 1.5m南北 1.2m深 さ45cmで ある。東側が若干張出し

た不整円形である。張出した部分は一段 と階段上に上っている。南から東,及び北の縁には配石

があるが,反対側の配石は抜かれている。底には焼上が厚 く堆積 している。

柱穴l■Lは 7ケ所検出され Pl～ P4が主柱穴であろう。炉址の南側に径 80cmの 円形で深さ21cm

の小竪穴がある。

出土遺物は打石斧 1点,磨石斧 1点,南床上に石棒片が出土する。上器は 3′ 。ヽ

本址に西接する竪穴は調査区域外の為,未調査である。

東50号住居址 (弥生後期 )

本址 は15号l■ 18号址のはさまれた部分の表上の排除の際,張床が見つか り出土する遺物に依っ

て想定 したものであるが,全体 を明かにする事は出来なかった。

東51号住居l■ (組文中期)(第 39図 )

本址は38号址の北壁上に発見された炉址 を中心にして想定されたものである。此の炉址は褐色

土層上に作 られていたため壁,周濤等 を明かに出来なかった。此の炉址は径 58cmの ほぼ円形の

石囲炉で 6ケ の石 を使 っているが,南縁の 1ケ を欠いている。

東52号住居l■ (縄文中期)(第 28図 )

本址 は23号址内に見つけられたもので,縄文中期末のものであろう。23号址 のほぼ中央に南北

3.lm東西 3mの不整の隅九方形の竪穴址である。

壁高は23号l■ の床 を 5cm～ 7c� 掘 り下げている。

炉址は床の中央やや西北寄 りに位置 し,長軸 86cm短軸 72cm深 さ13cmの 楕円形の素掘 りであ

る。底は焼上が厚 く堆積 している。

柱穴は対角線上にそれぞれ 1ケ所ずつ見つかる。

出土品は23号址のものと同様にあった。本址 に属すると思われる土器片が床面から数片出土す

る。

東53号住居址 (縄文中期)(第 31図 )            .

本址は29号l■ の張床の下から発見された炉址 を中心 として想定されたものである。 その規模プ

ランは不明である。炉址 は石囲の方形で扁平の石 をたてて据えられ,組石の間に小石をつめてあ

る。遺物 は土器片数片である。

東 54号住居址 (縄文中期 )

本址 は43号址の西壁外に見つけられた炉l■ を中心に想定 したもので, ブル トーザー削土直下に
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炉の組石がある。掘 り込みが浅いため本址の規模,プラン,遺構は不明確である。

炉址は東西 52cm南北 48cm深 さ13cmの 不整の楕円形である。周囲は7ケの扁平な石 を敷いて

いる。炉上中央に口縁部 を欠 く深鉢土器が据えられていた。 (林  賢 )

特 殊 遺 構

東地区の南斜面の集落は38号址,44号址,45号址の線まででそれ以東には見つからず,上器 3

ケを出土するピット1ケ所,遺物なしの円形小竪穴19ケ所,長方形の竪穴 3ケ所,大型土器の単

独出± 3ケ所である。

東 1号特殊遺構

38号址の北東 4mの所に単独出土した大型の甕である口径 40cm底径 18cm高 さ45cmで底 部

は穿孔されていた。此の上器の内部に他の土器の底部が共存していた。此の上器は底から20cm

程のローム層中に埋め込まれていた。          i

東 2号特殊遺構

特 (1)か ら北東4m程に口径 37cm底径 12.5cm高 さ48cmの大型土器が独立出土する。底か

ら20cm程 ローム層に埋め込まれていた。

東 3号特殊遺構

37号址の東20m程に単独出土した大型埋甕である。口径 37cm底径 10cm高 さ43cmで器体半

分がローム層に掘 り込まれている。                1

第48図 東 Pit l～ 4(80分の 1)

ピット 1,2(第 48図 )48号 l■ の北側にあり口径 1.2mの 円形で深さ50cm,内 部に3ケ体の完

型土器が出土する。 ピット1よ リー段浅 くピウト2があるが出土遺物はない6  i

ピット3(第 48図 )口 径 1.lmの 円形で深さ46cm底部に口径 55cm深 さ36chの ピットがあ

Ｏ
Ｏ

ひ 一
〇

O
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る。出土遺物は浅鉢 1点。

ピット4(第 48図 )ピ ット3に続 くもので口径 1.2mの 円形深さ50cmで底 に 5ケ の石 があ

り縁に4ケ の石がある。

ピット 5,7 44号址の東壁上にある。ピット5は 口径 1.lmの 円形深さ60cm, ピット7は ピッ

ト5に接するもので口径 38cm深 さ1,3mである。遺物なし。

ピット6 口径 80cm深 さ52cmで内部から深鉢口縁部 1,点,甕 1′点が出土する。

ピット 8,10 ピット8は ピット6の北側にあり,口径 80cm深 さ40cmで 出土物 なし。 ピッ

ト10は す ぐ隣 りにあリピット8よ り浅 く遺物はない。

ピット9 ビット9は 長軸 1.8m短軸 80cm深 さ45cmのハンモック状 に作 られた長方形の竪大

である。遺物はない。

第49図 東 Pit ll～ 19(80分の1)

ピット13(第 49図 )37号 J」Lの北 5.5m辺 にあり,縦 2.5m横 1.2m深 さ70cmの船底形の竪穴

址である。遺物 なし。本l■ に接 しピット11,12,14,15が あるが,本址 に関係 のあるものかど

っかはわからない。

ビット16(第 49図 )ピ ット13と 並んで横 84cm維 1.6m深 さ30cmの浅 い船底形の竪穴址 で

ある。遺物なし。

ピット17(第 49図 )ピ ット16に 続 くもので回径 85cmの円形深さ80cmで ある。遺物なし。

ピット18(第 49図 )ピ ット17に北隣の位置にあり,横 1.4m深 さ52cmの 船底形の竪穴址で

ある。遺物はない。
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ピット19(第 49図 )ピ ット18に接 し積 60cm縦 1.35m深さ45cmの 1合 底形の竪穴である。遺

物 はない。

ピット20 此のピットは口径 80cm底の径 は1.2mで,深さは 1.6mの 大 きな袋状の竪穴である

遺物はない。

ピット21～ 24ま では口径 50～ 60cmの円形で,深 さは30～ 50cmで ある。 遺物 は殆 んど出上 し

(林  賢 )ていない。

第 50図 東地区地形スナップ
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第 2節 西地区の遺構

住 居 址

|          |

第 51図 西地区遺構全体図 (600分の1)

西 1号住居址 (第 52図 )

北側でロームを約 50cm掘 りこむ竪穴住居であるが,南側はローム層の傾斜 のため掘 りこみが

できず,す なわち壁は黒土のものであろう。住居l■ プランは径が大体 7.5mの円形である。

床面は北側にロームが出て硬 く,南半分は床が傾斜 しているため,貼床で比較的軟 らかい。壁

も東北側にしっか り出来て,そ の下に周濤 もみられるが,南側はいずれも不明である。炉l■ は中

央北側に長方形のしっか りした石囲炉があり,長軸は南北である。 しかし炉址の南約 lm辺に
,

床面に大体円形になる浅いピットが,焼土,炭婿 を含んで存在する。 これも石の抜かれた炉址で

あると思われる。柱穴は床面の清掃中,二枚ないし三枚の貼床が認められ,そ れを手Jぐ と,柱穴

が現われるので,最終的には17個 の柱穴を考えた。そのほか住居址内の施設はみられないが石囲

炉中に埋甕がなされていた。縄文中期後半の上器 16点 が出土 した。 (宮 坂 光 昭)

西 2号住居址 (第 53図 )

西地区の最南部になり,丘陵端の地形のため, ローム層はかなり強い傾斜をもち,南面は斜面

―
＝
――
――
――

，
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第52図 西 1号住居址 (80分の1)

／
″

第53図 西 2号住居址 (80分の 1)
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になっている。住居址 はロームを北西で約 25cm掘 りこんだ,竪穴住居l■ である。 黒土層は丘陵

南斜面にあるため深いので,住居址の攪乱は少 ない。

住居址プランはおよそ 5mの 円形であるが,南東側は壁,周濤 とも不明である。

床面は炉址の北東イ貝1では硬 く平滑であるが,南東側の床はローム層の傾斜が強 く,水平になる

まで貼床にしてあったものである。そのような床面であるから,壁 と周濤は南ではまった く把握

できなかった。炉址は中央北寄 りに,20個近い石 を用いて長方形に作っている。長軸は南北方向

で,北側は炉口様に石がはずれている。炉底は深 く,焼土,灰層がかな り厚かった。柱穴は北西

側の壁のあるイ民1に ,90cm程度の深さのものが 4本 と,壁に垂木様柱穴が, また中央東側に浅いが

数個みられる。時期は縄文中期後半の初めである。

本住居址は南半分に不明な部分が多いが,西側は大小塊礫による集石があり,そ の下には三個

一体の上拡があった。 また住居址内の南には lm前後の円形で,深 さ90cmの袋状 ピットがあ り

その底には平石が敷いてあり, その下に小 さいピットが作 られていた。 このピットが本址 に関係

あるピットか, また別の遺構であるかは判明しなかった。東側には住居址 と見られる遺構が認め

られるが,地形上調査不能であった。

遺物では住居壁外の北西に石棒頭部が,同一体胴部は西側の集石址中に混入 していたが,本址

との関係は不明である。                        (宮 坂 光 昭 )

西 3号住居址 (第 54図 )

南に第 6号址,東に第 4号址が隣接する。竪穴住居址の深さは北で約 25cm,南で低 くなって

消滅 している部分 もある。 これはローム層が,台地中央から南西に傾斜 しているもので,い わゆ

る片竪穴である。住居址のプランは6.3mの円形で,東隅に南からの濤状遺構が切 りこまれてい

る。

住居址内には,中央やや北側に南北に長軸をとる長方形石囲炉 (100× 50cm)が あるが,南側

炉石はい くつか抜 き取 られている。炉中の北側の炉石の残っている部分の中央に,縄文中期後半

の初めに属す壺形土器が,二次火熱を受け存在 した。壺形土器周辺には特に焼土,灰層が厚 く残

っている。

周壁の南イ員Jは な く,周濤は全然認められなかった。床面は硬い敲 き床は認められるが,貼 り床

状に象1離する所があり,特に南側の床は三枚の貼 り床が確認された。

柱穴l■ も当初 10ケ所の発見があり,床面清掃中にそのほかのピットが発見された。柱穴址内か

ら土器上半部の横転せるもの,他に凹石 3個 と土器片 と打石斧が発見された。

住居址の入口方向は,南側の壁のない部分 と推定される。

主な出土遺物は,土器,打石斧,凹石,黒曜石製スクレパー,崇J片石器などである。

―‐――――――」

西 4号住居址 (第 55図 )

(宮 坂 光 昭 )
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この住屋址 は,正円形に近い竪穴住居址 で,北東の壁上には33号特殊遺構がある。 また,東の

壁の内にも,浅い土転がある。側壁上部は,予め,除去 してあるため壁は低 くなっている。周濤

が北方部にある。

この地は緩傾斜のローム面になっているので,住居址の床面も,北 より南にゆるやかに傾斜 し

ている。南部は貼,末 になっていた場合 も考えられる。

石囲炉が住居l■の中央部よりやや北のなかほどにある。炉石が半数ほど持ち去 られているので

その形は不詳であるが,北方に焼上が残存 しているため,長方形であることが推定 できる。

柱穴は 6個 をもって構成されているが, その他,補助的柱穴か, または,改築 を考 えられる他

の柱穴がある。

遺物については, この住居址の左右 にある第 3・ 9号址 より新 しい期に属すと考 えられる。 ま

た,東北の隅に縄文中期最終末の第33号特殊遺構 (上拡 )があるためか,そ れらの上器片が混在

している。殊に北方の周構付近では,攪乱のあとがみられる。完型土器 1個 と,大甕の他 に,縄
文中期後半の上器片 500片 ,打製石斧 5個,凹石 3個 などが出土 した。 (中 村 竜 雄 )

西 5号住居址

この住居址は亜黒土層中にあって,炉 と思われる焼上を中′と、に,生活面の床が認め られ, また

所々に配石 と思われる石塊がある。 しか し,周壁が半」然 としていないので,規模は不詳である。

ここは,下底部に,他の住居l■ の複合 を考 えられているが,深掘 していないので確認 されていな

い。

遺物は,土器片が100片 ほどあって,縄文後期初頭が主体である。石器は小泉山産 の原石による

片岩打製石斧 2個,黒曜石片4個 が出上 した。 (中  村 )

西 6号住居址 (第 56図 )

北に第 3号 l■ と切 り合い,南に 1号址があり,表土から20cmほ どで床面 となり, ローム層を

5cm程度に掘 りこんだ竪穴住居址である。北壁は第 3号址 と切 りあい不明。南壁 もローム層 の

傾斜のため,貼床 となり,壁は判然 としない。西壁も同様不明であるが,東壁にのみ壁が 5cmの
高さにみられる。住居址プランは詳細に判 らないが,6× 4.5mの楕円形 ともみられる。

床面は炉周辺は堅国で,東側 も比較的よいが,西 と南はやや傾斜 し軟弱で凹凸がある。

炉址は北寄 りに偏 し,長方形石囲炉であ り,長軸方向は北西になる。柱穴は 9な いし10イ固にな

るが,全菩Ьが 6号址 1回 のものかどうか不明である。そのほか何 らの施設 もみられないが,遺物

は紀文中期後半の初め頃, 2類 されるとみられる土器が,打石斧と共にみられた。

西 7号住居址 (第 57図 )

この住居址は黒土中間層面にたたき面が認められ,焼灰土が2個所にある。

(宮 坂 光 昭 )



床面は,北方に復合 している第 5

号特殊遺構 よりも低 いレベルにある。

周壁,柱穴などは不鮮明で,住居

址の規模が判然 としない。大略,隅

丸方形のようである。住居址外郭を

柱穴が とりまいている感 じがあるも

他の遺構の複合 も考えられている。

床面に石塊数個あ り,そ のうちに

焼石が混在 している。焼灰土中より

上師器片数片が出土 した。 また,北

方より組文中期の上器片が出土する

ので,下底部に, この複合住居l■ が

考えられる。 10cmほ どの石核状黒

曜石塊 2個が,西側壁 と思われる付

近から出上 した。 これは,削器 と考

えられる使用痕がある。 (中 村 )

西 8号住居l■ (第 58図 )

第 8号址 は西台地の最西端の住居

l■ である。

表面下 15cmで亜黒土層 となり,

この層から縄文中期後半初めの土器

一括が出土するが,床面 よ り15cm

上になる。 この住居址プランは5.5

×5.2mの円形で,周 構の切れてい

る所が南側であり, ここが入口部 と

なろう。

床面は全面敲 き状に硬 く,壁は全

周にみられるが,東 20cm,北 15cm

と高 く,西南側は10cm前 後 と低 く

なるが,地山 (ロ ーム層)の傾斜 と

-61-

第 56図 西 6号住居址 (80分の 1)

―
○ ○ 一

R」「
電~~~~~~―_
第 57図 西 7号住居址 (80分の 1)

一致している。周濤は壁下に南側を除いて全部にめ ぐらされ,周濤内には垂木柱様の跡が認めら

れるが,北側に集中する。

炉l■ は中′と、より北側にi大半炉石が抜き取られているが,100× 70cmの 方形石囲炉と推察 され

⑫ 齢 な
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第58図 西 8号住居址 (80分 の 1)

る。焼土や灰層 もかなりみられ,炉底は25cmで ある。 柱穴址は 8穴が認められるがそのうち 2

ケ所は,何 らかの施設であると考えられる。 また北西隅には張出した浅いピットがあるが, これ

も住居に付属する施設である。

遺物は,本住居址に所属する土器以外に,南壁に接 して,時期のわずかに降る土器が出土 した

が,後からの混入 と考えられる。 また,中期終末土器の混入 もある。住居入口と考えられる南側

に,石皿にかなさる様に伏せられた鉢形土器があった。石棒様の自然石が東側床面上に横たわっ

てお り,打石斧,磨石斧,凹石,黒曜石手J片 と原石, それに石錘が発見された。土器では中期初

頭の上器片が混入 していたが, この地区の西側の試掘によると,同期の遺構が発見されているが

これとの関係であろう。 (宮 坂 光 昭 )

西 9号住居址

直径 4.5mほ どの円形住居址 と考えられる。 柱穴 6本, また,支柱穴 もあるが,恨〕壁は判然 と

躍 ep9
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していないので,規模は不詳である。北方に僅か周濤 らしきものあ り。南西方の柱穴外に礫塊の

配石がある。

床面は北 より南方に次第に緩傾斜 している。南方に黒上のたたき面が付着 していたと考えられ

凸凹がある。

中央部に,径 60cmほ どの僅かの凹みがあって, ここが炉 と考えられるが焼土は無かった。

出土遺物 は少 ないが,懸垂条痕文土器片があり。また,住居址内のピット内に,横位に半欠土器

があり,何れも,住居址第 1・ 2'3号 と同様に,縄文中期後半初めを標式 とされるものである。

(中  村 )

西 10号住居址 (第 59図 )

本住居址 はローム層を46～ 55cm掘 りこんだ竪

穴住居址で, 4,2× 3.Omの 隅九方形 プランをと

り,そ の主軸は N-15° Wである。 床面は堅 く,

炭化物,槽材の炭化 したものが散乱 し,東南隅に

近い所に石組電が存在 し,煙道は住居址外へ抜け

ている。柱穴は重複 した縄文期住居14号址 と混在

するが,確実に10号址のものとみられる柱穴は
,

住居址の壁に穿たれた,内傾する細い柱穴 4本で

これは東北壁には精査 したが見当らなかった。床

面にある1莞 い穴は南隅に三個あるが,浅すぎて,

本址のものか決定できない。周滞は北から西の壁

下にあり,壁は硬 く深い。竃はその左に厨房用の

広い袋状の場所がついている。

炭化材は床面の北方に多く,垂木材 とみられる

ものもあり, 火災に道遇した住居であろう。入口    第59図 西10号住居址 (80分の 1)

部 と考えられるのは,南側で,周濤のない部分,柱穴の間であろう。

遺物は灰釉や須恵,上師が竃辺から多くみられ,小刀子 2本の出土もあった。 (宮坂光昭 )

西11号住居址 (第 60図 )

本址 は,33号遺構のプランを追求 して発見されたもので, この遺構上 に特殊遺構14号 ,15号 (配

石)が重複 して構築 されてお り,遺構内は,か なりの攪乱状態にある。

遺構の北側は明確で,57cm× 1.6mの 小礫が隅丸方形に配石 され,そ の外周に36× 45cmの ピッ

トが 9個認められる。 これらの範囲から遺構プランは東西 4.2× 南北 3.6mの 隅丸方形 と思わ れ

る。

炉は中央に位置 し,50X50cmの石囲いで正方形,深 さ15cmを 計 り,焼上が認め られ, この
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第60図 西11号住居址 (8o分の 1)

中からは堀之内期の鉢底部が検出された。

床面には,河原石の他,鉄平石が散在 し,こ とに北側には33号址 と同様 に,配石の袋状列址が

認められた。遺物 は,堀之内Ⅱ式が出上 している。            (土 屋 長 久 )

西 12号住居址 (第 61図 )

第61図 西12号住■l■ (80分の1)
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奇形の隅丸方形と思われるも,周壁の高さはわずか10Cmほ どにて判然 としない個所が多い。

床面は亜黒上の中間層に,た たき面を見出すことができる。中央に焼灰上が厚 く存在し,そ のや

や北寄 りの床には径 lmの 凹みがあるので,炉 と考えられている。

柱穴と認められるものはある力ヽ 下底部に,他の遺構と複合しているとも考えられる。未発掘

にて詳かでない。

出上の上器は,晩期の条痕文土器で,そ の他,後晩期と思われる土器片が主体 となっている。

量は多くない。他に,磨製石斧 1個,石鏃 2個,黒曜石片 8点の出土があった。  (中  村 )

西13号住号址 (第 62図 )

◎ Q
｀ヽ

、 /

8

⑥ ③
◎

＼＼
③ ◎
∂D tt σ
■将⑬

第62図 西13号住居址 (80分の1)

この住居址は22号特殊遺構 (配石)南の部分が上層にかかり,そ の配石 を除いたことによって

出現 してきた。柱穴の配ア1状態から,南北に長円形を考えられるが,西方が未完掘であるのであ

きらかでない。

中央より北方寄 りに,長方形でかどのある石を3個残 した炉がある。つまり,炉石の半数が失

なわれている。 また別に, この炉の南方に接 して,直径 lm余の焼上の所がある。

周壁の高さは30cmほ どである。床面は凹凸が多く荒れている。 柱穴の数が多いので,建て替

えがあったと考えられる。

出上の上器は,床面より組文中期後半中ほどのものがあった。打製石斧 2個 ,凹石 2個。なお



―-66-―

上層配石群には,紀文後期の遺物が散在した。そ

西14号住居址 (第 63図 )

|

して,滑石製磨石 1個 が出土 している。

(中 村 )

10号址の東南に重複 して発見されたもので

ほぼ半分は第10号址 に切 り取 られている。 ロ

ーム層を約 20cm掘 りこんだ竪穴で, 4mの

円形住居址であ り,住居の入口部ははっきり

判らない。床面は表土から浅いためか,軟質

で凹凸がみられ,壁は浅 く軟かいし,周濤は

みられない。炉l■ は大体東西方向に長軸の く

る,長方形石囲炉であるが,東側の炉石は数

個ぬかれている。炉址の南側床面上にかなり

広い焼土があるが,い かなるものか不明であ

る。柱穴は南側から5本を本址のものと考え

ているが,東側の柱穴の間が広 く,そ の部分

の壁 も低 目であ り,炉址の長軸方向からみて

第 63図 西14号住居址 (80分 の 1)

入口部の可能性が強い。住居内施設として,北側の柱穴の内側に埋甕が存在するが,第 10号l■ の

甕や壁に切 り取られず,幸運にも遺存 して,唯―の土器となった。

遺物は紀文中期末の埋甕の他に,土器片少しと,打石斧 1本である。 (宮 坂 光 昭 )

西15号住居址 (第 64図 )

西台地北西隅で,表層は比較的薄いが, ローム層を20cm平均に掘 りこんだ竪穴住居址で,七
角形になると考えられる住居址プランであり,北側では第15号住居址の南半部 を切 り取っている。

住居址内の床面は硬いが,東 と西側には貼床の部分が確認され,そ の下 に柱穴址が発見されて

いる。壁は低いが全体にしっか りしてお り,南側は特別低 くもない。周濤については特に注意さ

れるのは北壁下で,二重に囲続 されているが,他の部分は一重であり,南側は幅が広い。炉址は

外周 1.2XO.65mの 長方形石囲炉で,住居内の北寄 りに長軸を南北 に持 ち,焼土は中央部に4cm
程堆積 されていた。南側には平板石 を置き,炉焚 き口部で座 しやすい状態に配慮 されている。柱

穴は主柱穴と観察されるものが 6ケ 所 としたが, そのほかに 8本の柱穴址 とみられるものがある

が,貼床の下層発見の柱穴 もある所から,住居の建替えのあった事が推考 される。住居址内施設

としては,東側のピットは,垂直で袋状 をなし,貯蔵穴 と考えられる。 また,南側の壁に接 して

長方形の雷己石 2個 があるが, この配石間の壁は一辺が短か く,配石が入口道状 にあることから,

住居址入田部 と観察される。

遺物は;主体の上器は縄文中期後半の初めで,炉址上に浮いている完型土器 をはじめとして,



完型土器も多い。

も多い力、 ピッ
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第65図 西15号住居址土器出土層模式図 (8o分の 1)

しかし,本住居l■所属土器以外とみられる土器力ヽ かなり混左 している。凹石

卜上縁部から発見される例が多かった。黒曜石塊が 5個, それに北側から花商岩

第 64図 西15・ 17号住居址 (80分の 1)
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の腐蝕 した塊など,石器や土器の原料 もみられた。

西16号住居址 (第 66図 )

◎ 鰯
‐
υ

p 
。    ⊂

°
家ノ

○◎

(宮 坂 光 昭 )

ジ
」

◎

@

キ

第66図 西 16。 20号住居址 (80分の1)

本l■ は第 15。 17住居址の北東約 7m離れて発見されたものである。

竪穴のプランは 5.0× 5.9m,隅九方形の規模 をなし,床はローム層中にあ り水平で,緻密であ

るが,壁は黒色土層中にあ り,検出されなかった。

柱穴は 9個 あり径は55～ 60cm,深 さは約 25～ 50cmを 計る。

炉はやや北寄 りに位置 し,50× 100cmの 炉は方形石囲いである。これに沿って焼上が75× 105

cmの範囲で検出されている。

この住居l■ の北側は21号住で切 られている。 (土 屋 )

西17号住居址 (第 64図 )

住居址の位置は西台地西北隅である。

表層下 15cmでローム層になり,ロ ーム層を20cm掘 りこんだ竪穴住居址 であるが, プランは

円形小形であるとみられるが,南方大半は第15号址 に切 り取 られている。住居址の方向について

は北半分のみであって,何 とも結論がでない。

住居床面は堅緻で,敲様になってお り,壁は20c m程度で しっか りしている。 周滞はな く,垂

木穴 もない。柱穴はいずれも20～ 35cmの深さで,径 も25～ 35cmと 刻、さいのが 3個 ある。

炉址は住居址のおよそ北寄 りに位置 して,埋甕炉が埋設されているが,第 15号址 の周濤内になり

夢峡されて,直径は15cmと 小形で,焼土,灰も少なく,深さ20cmで あった。遺物は中期初頭に
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属す土器片が認められ,石鏃 ,中期後半土器片少量,黒曜石片がある。なお17号址 と15号址の接

する位置,東北壁上に,中期初頭上器が,三個体分ほど一括 して重なって発見されたが,本住居

址 に直接関係 あるものと考えてよいと思 う。

時期は中期初頭ないし,中 期前半初期であろう。埋甕炉 という炉形からしても,同期の炉形である。

(宮 坂 光 昭 )

西 18号住居l■ (第 67図 )

本址 は16号住居址のプランを追求 して,清掃

中,東部 より発見されたものである。

竪穴は3.4× 3.2mの 隅丸方形で,他 の竪穴

とはやや規模が小形 となっている。

竪穴外に柱穴が認められたが,全面調査には

至 らず 3個のみ判明し,46～ 50cm,深 さ30cm

程度のものである。

床 は良質で,中央に埋 よう炉があり,焼土は

少量検出されている。

遺物 は,西壁に近 く,異形の滑石製品が出土

している。         (上 屋 )

第67図 西18号住居址 (80分の 1)

西 19号住居址 (第 68図 )

西台地北側に並ぶ住居址で,21号址 と大部分切 り合い,床面は21号 とほとんど同 じである。硬

い床面であるが,柱穴址が北西隅に 1個認められるのみで,他に遺構はまったく不明である。

遺物の上器片は,中期後半初めの物が多いが,中期後半末まで存在する。中期後半の初めに属

すと考えられるが,そ れ以上は詳細不明である。 また中期初頭上器片の混入が,か なり多いが
,

北側斜面地帯にも同期の遺跡の存在が考えられる。

また同址から,顔面不明の小型土偶の発見があつた。          (宮 坂 光 日召)

／

佑

ぬ

西 20号住居址 (第 66図 )

本址 は16号住のプラン追求 をして清掃中に16号住居址 を切 って発見された。

ほぼ円形状の径約 5mの ものと推定されるが,住居址の確認にとどまった。

西 21号住居址 (第 68図 )

西台地北側に並ぶ住居址中,最大の住居址である。南側に第23号址が重複 し,

な部分 もある。西側には第19号址が切 り合っている。

ローム層をおよそ55cmの深さに掘 りこんだ, 壁の硬い,深い住居址である。

(上 屋 )

また発掘不可能

住居址 プランは

◎
鼈
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6× 5。 8mの 円形で,南側一部分に発掘不可能な部分がある。

住居址の床面は硬い敲 き床で,壁 も硬 くしっか りしていた。周滞は東壁から少 しはなれて2m

程確認されたのみである。炉址は中央からやや北に偏 して,ほ ぼ円形になる石囲炉で1.lmあ り,

深さは30cmと 深いし,南側に土器がたてかけるように入っていた。

柱穴はこのプラン内に12個 ほど数えられるが,本址は 6個 と思われるが,南に数多くみられる

のは,23号址,あ るいは19号址のものであると考えられる。

遺物は組文中期後半の初めの上器が炉中に入ってお り, この時期の上器片が多い。 しかし,縄

文中期後半全般の上器がみられるが,23号址,19号址の切 り合っている住居址のものの混入もあ

るであろう。 そのほか打石斧,磨石斧,凹石,黒曜石片多数の発見がある。 また,中期初頭上器

片,そ して円筒形無文土器などがみられた。全般的に遺物の量は多かった。

住居址の入口は南西 と考えられるが,発掘不可能で確認できなかった。

この住居l■ の時期は,一応炉址内土器の時期 と考えられる。       (宮 坂 光 日召)

西22号住居址 (第 69図 )

奇形の角丸方形 と認められるが,今回,発掘の遺跡地では,縄文後晩期の住居址は,は っきり

したプランを出すことができなかった。 この住居址は,お よそ縦 5.5m横 5.lmと 考えられる。

床は大方,黒土中の貼床で,東方一部分に, ローム直上のところがあった。

ヽ

ゝ

代

ｈ

下

第 68図 西19・ 21・ 23号住居址 (80分の 1)
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柱穴は不詳で,側壁 も僅かに東方にそ

れらしきものがある。

北方に,厚い焼灰上の堆積箇所 と,

それに近接 して酉己石あ り。 また, とこ

ろどころに石塊 と列石状配石などがあ

る。

出土遺物は,縄文後期初頭上器片が

主体で,注口土器の注目部がある。分

銅型打製石斧,磨製の棒状石器などが

出土 した。下底部に,縄文中期の複合

があると思われ,中期の上器片も混在

していた。 (中  村 )

第69図 西22号住居址 (80分の 1)

西 23号住居址 (第 68図 )

21号住居址発掘にあたり,そ の南方にこの23号住居址が表われてきた。複合部は貼床 となって

いる。貼床の厚さは15cmほ どであった。未完掘で詳細は不明であつた。

出上の上器片は純文中期最終末である。                   (中  村 )

西 24号住居址 (第 70図 )

‐

＝

――

劃

―

和 田遺跡西地区で,東方部 は ト

掘内で東南部 にある。石囲炉 と,

た。

レンチ方法の発掘地点がある。

東部に表われた周濤 と柱穴によ

この住居址は,そ の トレンチ発

って,こ の住居址の確認 となっ

第70図 西24号住居址 (80分 の 1)
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側壁が不詳で,殆 んど認められない。炉は長方形で,炉石は長形の角張った自然石 を用いてい

る。北辺に焼灰土の堆積があ り,炉外の東部にまで焼灰上が続いていた。

住居l■外の西方に径 80cmの 袋状 ピットがあるが, この住居l■Lに付属 しているものか否か不明

である。

出上の僅かの土器片 と,炉の形態などによって,縄文中期後半の初め と考えられる。

西25号住居址 (第 71図 )

(中 村 )

ここは耕作土浅 く,発掘開始まえに,土地所有者に

より知 らされた住居址 で, まず,長方形の石囲炉が発

見された。周囲を拡張 して,柱穴 2個 を確認,北方に

周壁の一部が検出された。 その壁の高さは10cmほ ど

であった。 その他,荒廃甚だしく,なお,東方は道路

によって切 り開かれているので,規模などは不明であ

る。

出上の上器片により,縄文中期後半の初頭であった。

(中 村 )

西26号住居址

東方部の トレンチ内のほぼ中央にあ り,長方形の石

囲炉内には,北寄 りに埋甕があった。縄文中期後半初

第71図 西 25号住居址 (80分の 1)

頭である。その他,出土遺物は縄文中期後半の上器片が混在 し,打製石斧 2個が出土した。

(中 村 )

西27号住居l■

東方部の トレンチ発掘の内,最南部に発見された住居l■。石囲炉の石 2個 を残 して,他は持ち

出されている。炉内に焼灰が堆積する。

出上の土器片は200片 ほどで, 上層部には縄文中期最終末, または,縄文後期の破片があるが

床面には,中期後半の初頭を認められる。

炉の西方の 1ケ所に,径 4cmほ どの黒曜石塊33個 が出土 した。 その他 ,

7個が出上 している。

この付近より黒曜石

(中 村)

西28号,29号住居址

発掘 トレンチ内,中央部に 2ケ所の炉らしき遺構を認めた。 この発掘 を進めると,東方の遺構

は,直径 70cm深 さ80cmの ピットであることが判った。 その内には,東南部 に平石囲いをして

炉状になっている所があるも,焼土な く,炉 と認められない。西方の遺構 を調査するに, ここは

直径 60cm深 さ30cmの ピットで,やはり,石囲い状になっているが, 焼土 は皆無 にて炉 と考え



られない。 この北方には,直径 30cmの平石 (鉄平石 )

遺物は,縄文後期破片 と,期不明の上器片少数がみえ
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が三枚重ねた形に置かれていた。

た。石錘 1個出土。    (中  村 )

西 30号住居址 (第 72図 )

発掘 トレンチ内の中央部で, ここは

トレンチの幅 を拡張 して,住居址の半

分 を表わした。中ほどに,20cmの 厚

みに堆積 した焼灰上があって,こ れを

中心に,柱穴 4個が発掘されているの

で,残部の完掘によっては,柱穴数は

倍力Hさ れるものと考えられる。東北部

には側壁があって,周濤 も認められて

いる。

住呂址内の西北部に, 直径 95cm深

さ65cmの袋状 ピットがある。

遺物は,縄文中期後半の初頭の上器

が主体であった。打製石斧 1個,凹石
第 72図 西30号住居址 (80分の 1)

4個出土。 (中 村 )

西31号住居址

発掘 トレンチ内にあり,住居址の北部寄 りに,長方形の石囲炉l■ があって,焼灰土の堆積が認

められるも,炉石は小石を僅か残すのみで,殆んど持ち去 られて無い。西南方に柱穴 3個 , また

住居l■ の東方に側壁が認められるが,完掘 してない。床面は,北 より南に緩傾斜 している。

出土遺物は,縄文中期後半の破片が多く250片 出土 している。 粘土紐付装飾の大甕口縁部,そ

の他が出土 している。 (中 村 )

西 32号住居l■

この住居址は,東方発掘 トレンチ内の北部,住居址群の最北端にある。炉石の半数は失われた

石囲炉 と,そ の西部に柱穴 1本の他に,南東部の側壁の一部分 と周濤が少 し現われたので住居l■

を確認することができた。床面は, ローム面に堅 くつけられている。

出土土器片 120片 , そのうち主体 となるものは,縄文中期後半の初頭であるが,期の不明の上

慕片も半数混入 している。                           (中  村 )

第 33号住居址 (第 73図 )
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本l■ は15・ 16号特殊遺構 (配石 )の上部遺

構 レベルを追求 して,清掃中円形プランの黒

色土の追込みが発見され, この遺構が存在す

ることを知った。

本遺構のプランは東西 3.5× 南北 3.4mの

ほぼ卵倒形をなし,床面をローム層に構築 さ

れ,張床的である。壁高は傾斜 して高さ20～

40cm,遺構の西,南側には隅丸方形 に平べ

ったい河原石が敷かれ,壁 との間にわずか周

濤がみられた。 またこの酉己石址 は南部におい

て袋状列址 を示 している。 さらに北部に6.5

×6,7cm.深 さ85cmの ピットが存在するが

これは11号住居址のものである。

遺物は,堀之内Π式浅鉢片が多い。

本遺構の性格については住居址か墳墓的遺構か判然としない。

特 殊 遺 構

〔西部分の特殊遺構〕

設定したグリットの西部分,即ち7号住居址から8号住居址の間の
,

構が 5ケ所発見された。

(上 屋 )

10m程の範囲に,特殊遺

西 1号特殊遺構

ローム直上 に 3個 (第 96図 4,7)の独立上器が直立 して発見された。何れも下休部のみで,上

部は耕作により失われたものであろう。縄文中期未葉のものである。

西 8号・ 4号特殊遺構

ローム面より15cm下に,紀文中期前葉の土器 3点 (第 88図 7,第 94図 3,第 96図 3)があった。

水晶 1点がローム直上 より出上 し,中期後半 を主体 とし,後期 も少 し混在する土器破片が出上した。

西 5号特殊遺構

ここははじめ住居址か土城址 と思われたところで,柱穴が 4m四方にとり巻いていくつも存在

した。なお中心を幅 50cm切 り開いたところ,そ の位置にも柱穴が検出された。出上の土器は550

第 73図 西33号住居址 (80分の 1)

片を数え,50%が縄文後期で,他は中期と時期不明の土器が相半ばする。 (中 オ寸)
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〔中央部の特殊遺構〕

遺跡西地区では,縄文中期後半の初頭の住居址群が環状 を成 していた。そして中央部は広場 と

しての特殊遺構,即 ち独立上器,石棒などが存在する可能性が多い。 しかしその後の期が複合し

ているので,そ れに属する酉乙石址や土砿址が, こゝを占有 したと考えられる。

西 6号 。10号・11号特殊遺構 ｀

6号特殊遺構の上器 (第 104図 1)は ローム面上 5Cmに ,10号特殊遺構の上器 (第 104図 2)

はローム直上に,12号 (第 104図 3)の 周辺には巨大の礫塊による配石があった。

ヽ
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、

、

キ

ャ

、

ャ

「乱

あるいはこの周辺 15× 25

り,ピ ットを伴っていたか

第74図 西13号特殊遺構 (80分の 1)

西14号～22号特殊遺構

これらは配石址で,竪穴集落址の中央 11号,33号住居址に重複 し,

mの範囲に点在 したグループである。いずれも黒土層中に配石址があ

は判然としない。

西14号特殊遺構 (第 75図 )
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第 75図 西14号特殊遺構

(80分の 1)

居址の大形の鉄平石が傾斜 して露出し,焼土がみられる。

》    
ら   C`♪

も°③

■号住居址の北側に隣接 して発見されたもので103× 146cmの

卵形の規模 をなし,20cmの 深さで ローム層に切 り込 んでいる。

配石は自然石 を用い,土器,磨製石斧が散存 した。

西 15号特殊遺構 (第 76図 )

33号住居l■ の東 4.5mに位置 し,65× 100cmの 楕 円形のプラン

を呈 し, ピット内には自然石がつまって検出された。

西 16号特殊遺構 (第 77図 )

11号住居址の覆土に検出されたもので,85× 107cmの 隅九方形

を呈 し,深さ15cmを 計るが, 壁はきわめてゆるやかで,11号住
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⑫
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第 76図 西 15。 19。 20号特殊遺構 (80分の 1)
第 77図 西16号特殊遺構

(80分の 1)
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特 15

西 17号～19号特殊遺構

11号住居址の西壁外 を清掃 して発見されたもので,径 4～ 5mの配石l■ の検出に留まった。

西 20号特殊遺構

33号住居址の東 2mに位置し,1.6× 2.Omの 範囲に配石址 がみられ,中央部に1.1× ■5mの

浅いピットが検出された。
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西 21号特殊遺構

8号住居址の北 lm離れて,2.2× 1.8mの二重の楕円形のピットに伴い,配石 l■ が発見 され

た。 ピットの中央部から中期初頭の上器が出土 している。

西 22号特殊遺構 (第 78図 )

み烈曳鬱
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第 78図 西 22 構 (80分の 1)

本址 は第14号住居址覆上の黒色土層より発見され,酉己石プランは東西 8m南北 7.2mの範囲か

ら,ほぼ楕円形状 に存在 し, さらに幾つかの小 グループの配石l■ とその合間にピット状遺構が認

められる。 ピットは径 1.5× 1.8m,円形,楕 円形を呈 し,深さは10cm位 ローム層を切 りこんで

いる。

ことに遺構の東には1.8× 2.6mの長楕円形 ピットに小礫がつまり発見されている。 焼土は配

石址の中央にあり,25× 45cmの 範囲にみられ,配石址からは,上層から加曾利 BI式期の上器

片が,下層からは加曾利E終末期の破片が出土 している。配石中から石皿が 3′点ふせ られて発見

された。 (上 屋 )

西26号特殊遺構

この配石群は,東方の トレンチを発掘 した部分の西南方に,連続 して存在する配石址で,人頭

房
号特殊遺
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大の安山岩でつ くられている。完掘 しなかったので配列状態等は不詳である。 この配石の部分的

発掘によって縄文後期 と思われる土器が僅か出土 した。             (中  村 )

西27号特殊遺構 (第 79図 )

,号特殊遺構のピット群のプランを追求 し,北側

円形の黒色土層の落ちこみがみられて発見され

はヽローム層中にあ り,径 lm,中程 1.3m,底面

日形で,壁は直状深さ lm。 底部に至 りやや袋状

はヽ平坦である。壁面は石斧で掘 られたであろう

(残 る。

ピットに付属 し,外周に深さ25～ 30cm,径 25cmの ピッ

ト5箇がみられる。覆土からは徴であるが炭火物が混入し

中程 と底部 より大安寺式上器の浅鉢が出土 した。 (土屋 )

西 28号特殊遺構

発掘区域の南の緩斜面上は,表土が浅 くローム面が直 ぐ

あらわれる。その部分に13号,28号,40号の特殊遺構がある。28号址 は袋状土砿で側壁上部の外

周に,柱穴 6個 をめ ぐらせてあり, この遺跡での標準的なものである。しかし土呟の深さは40c m

で比較的浅 く,従って袋状の形態が くずれている。 このことはローム面の上層部に黒上が貼床状

になっていたものと考えられる。遺物は少な く, 縄文中期終末 と見られる土器片が出土 した。

(中  村 )

西29号特殊遺構 (第 80図 )

ピットは径 1.25× 1.25nの やや楕円形を呈 し深さ98cm,壁 は袋状 となり最大径 1.lm。 底部

に至 り径 90cmと なる。 ピット内の底には径 30cm,深 さ30cmを 計 るビットがみられ,ピ ット壁

に接 し6箇 の柱穴が直状 に位置する。径は30～ 40cm,深 さ15cm。 覆土は黒色 を呈 し,炭化物が

徴量検出され,底部からは縄文中期終末期から堀之内期の土器片が混在 して出上 した。

西30号特殊遺構

29号址の東約 3m離れて確認された。 ピットは南北70cm,東西 1.lmで,深 さは65cmの規模

を呈 し,壁は直状で底部に至 り,西側に径 63cm,深さ40c mを 計 る小 ピットがある。壁外には不

規則な径 30cm～ 70cm,深 さ20c mの柱穴が 5箇隣接 して存在 し,そ こより縄文中期深鉢が検出

されている。覆土からは中期終末期,後期の上器片が混在 して出土 している。

西 31号特殊遺構 (第 80図 )

○
O

第 79図 西27号特殊遺構

(80分の 1)

‐‐――‐―‐‐　―――十１」
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第80図 西29～ 32号・35・ 36号特殊遺構 (80分の 1)

11号,33号住居址のプランを清掃 して,そ の南側より,円形の黒色上の落ち込みが発見され
,

本上の確認となった。本址の上部はローム層で張られ,な かなかつかめなかった。隣接する8号

址の覆土上 も,やはり同様に粘上が張られていた。

ビットは径 1.2mの正円形を呈し,深さ82cmで最大径 1.25m,底 部径 14で袋状 をなし, 床

は固 く水平である。底部には施設は全 くない。堀之内H式の浅鉢及び深鉢 2点が検出されている。

遺構外は他のピット同様に約0.3～ 1.3m離れて,径 40cm～ 60cmの小ピット5箇がみられたd

西32号特殊遺構

31号 l■ の北側約 2mに位置する。径 1,35× 1.40m,深 さ75cmの 円形を呈し,壁は直状 をなし

ている。柱穴は隣接 して径 30cmの もの 3箇が検出されている。          (土  屋 )

西33号特殊遺構 (第 81図 )

4号住居址の東北部側壁を中心に,住居址内外にまたがって存在した。 しかしこの住居址に付

随した遺構ではなく,そ の後に構築 されたものと考えられる。

この付近は,荒廃が顕著で,土城周辺の柱穴も判然としていない。出上の上器片も,酸化鉄に



―-80-―

汚れた紀文中期全般に亘るものである。  (中  村 )

西 34号特殊遺構

本址は31号址の南東側 4.5mに 位置して発見 されたも

のである。当初不整形の黒色上の落ち込みがみられ, さ

らに追求 したところ,径 85cmの 壁は直状 をなす もので

ピット外の柱穴ははっきりせず,西側に巾40cm, 長 さ

80cmの 濤が横たわっている。
第81図 西 33号特殊遺構 (80分の 1)

西 35。 36号特殊遺構

前述 したピット遺構群の位置が,集落上の中央に半円形に点在分布を呈し位置することから,

このピット群の南側を清掃中, 5号特殊遺構の西地点3.5m離れ, 黒色土層の落ち込みが発見さ

れ,本址の確認となった。覆土は,炭化物が少量混入する。 ピット内外に施設がなく,中期終末

の上器片が少量検出された。 (土 屋 )

西 37号特殊遺構 (第 32図 )

本址 は西地区の最西に位置する土城で,周辺に柱穴があり, ロームが軟質であるためか,袋状

のふちが くずれている。形態は正円形が歪んだ形 となっている。城内の西寄 りに柱穴 と思われる

ピットがある。

出土遺物 は,土器片少な く,縄文中期後半のものが僅か10片 土城内のピットより検出 された。

その他打製石斧 3´ミ,凹石 1.ミ が出土 した。

西38号特殊遺構 (第 82図 )

本址 は,西地区東側の トレンチによる調査 を行 なった区域の北部にあって,39号特殊遺構 とは

隣 り合わせにある。直径 1.4m,深 さ20cmの 円形竪穴である。 この土城の特徴 は,城 内の周辺

部に刻ヽ穴13個 が一まわり存在することである。底は, ローム面に掘 り下げられているので, かた

く,二つ水平にできている。 この床面にも10個 の小穴が乱雑にあけられているが,周辺の穴 より

やや浅い。周壁には 2ケ 所外方に張 り出した部分がある。出上の遺物は土器片が 115片 で, 縄文

後期 と中期のものが半々である。

西39号特殊遺構 (第 32図 )

本址 は,径 1.5mで,側壁上部外周に径 20om,深さ10～ 20cmの 柱穴が 6個 ある。土城の側壁

上部北方は完掘 しなかったので不詳である。壁には西方外側に径 60cm, 深さ10cmの 出張 りが

あり, なお, その外音Ьに径 20cmの 河ヽ ピットがあるので,全体が瓢軍形 となっている。
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床面はローム面を僅か10Cmほ ど掘 り下

げ,東 より西に次第に傾斜している。つま

り東部ではローム面を5cm掘 り下げ, 次

第に下降して,西部では20cm掘 り下げら

れているのである。出上した土器片は僅か

13片 で,縄文中期後半～後期のものである。

(中 村 )
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第 83図 西41号特殊遺結 (80分の 1)
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第84図 西地区における記念撮影
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第Ⅳ章 遺

第 1節 縄文式土器

一一 その 1 前期・ 中期の上器辞一一

茅野和田遺跡における縄文時代前期および中期の上器群 は,東地区と西地区 とにわたって数多

く検出された。遺構 としては,住居l■ を始め,独立上器群・特殊 ピット群・配石群などがみられ

た。 ここにおいては,直接に遺構に関連する土器群 を,遺構内の組み合わせ単位 を主眼として以

下に概述 していきたいと思 う。

前期の土器群

東地区の22号住居址および27号住居l■ において集中的に検出された土器群である。

第85図の 1～ 4は ,口縁部 をいくなん外反させ,尖底 を有する深鉢形土器で,器壁はうす く,

繊維を含まず,焼 きのかたい土器群である。 また 5～ 13は ,胎土中に多量の繊維を含み,器壁は

あつ く,焼成はあまり良 くないものが多い。地文に,粗い羽状縄文 をほどこし,そ の上に波状文

やボタン状貼付が見られる。

物

＼M

・
ぃ

第 85図 東 19。 22・ 27号住居址出土土器 (6分の 1・ 拓影は3分の 1)
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1・ 5～ 11は,東 22号住居址出土で, 2は ,東 19号住居址出土,3・ 4・ 12・ 13は ,東 27号住居

址出土である。

同一期の遺物 を出土する住居址は他に,東 4号住居址 と東 28号住居址がある。このことから,

単一期の住居址が,東地区において 5戸検出されたこととなる。

中期初頭期の土器群     「

第86図の 1～ 3の 土器は,西地区において特別な遺構にともなわず,重 なって検出されたもの

(特 5)である。 1・ 2は,小形の深鉢形土器で, 2は連続爪形文が口唇部上 に施文 されている。

3は ,小形の有孔鍔付土器であって,鍔部が二重 となり,吊 り手様のものが, 4ケ 所に付加 され

ている。

第 86図 西 5号特殊遺構・西17号住居址出土土器 (6分の 1)

中期中葉前半の上器群

この一群め中で最も古いものと考えられるものは,西地区の17号住居址より検出されたもので

あって,第 86図の4～ 7に示した一群のものである。 5は埋甕炉として用いられたもので,日縁

部も底部も打ち欠かれており,垂下する細い隆帯を4本施 し,そ の間に細かな結節縄文をほどこ

してある。 4は,輪積みの跡を明瞭に残しており, 口縁部に4ケ所の捻 り把手を有 している。6・
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7は ,ヘラ状工具による列点状連続刺突文 を有する深鉢形土器である。検出されたもの全てが深

鉢形土器であって,住居址内組み合わせ としては,浅鉢形土器 と有孔鍔付土器の存在が未確認で

ある。 この一群のもの と同類のものは,他 には検出されなかった。

さらに文様が複雑に豪華になって くる一群の上器は,東地区の 5号住居址および 6号住居址 よ

り検出されたものを中心 とする。

5号住居址の上器群 は,第 87図の 2～ 9ま でのもので,大形の深鉢形土器 2個,小形の深鉢形

土器 4個 と浅鉢形土器 2個 とが検出された。文様的にみると, 3の 上器のように上下に縄文をに

どこし,中央に隆帯による区画文を有 し,文様 と文様 との間に幅のひろい連続爪形文 と山形波状

文をお くものと, 4～ 6に みられるように,縦に長方形の区画をし,そ の中に一杯にするどい並

行斜線を引いているものと, 3の ようにすべてが横位の区画でもって, その中を連続刺突文 と連

続爪形文 とによって施文 しているものとがみられる。 また 9の上器は,輪積みの跡を明瞭に残 し

ている。

6号住居址の土器群 は,第 87図の10～ 16ま でのもので,大形の深鉢形土器 2個 (そ のうちの10

の上器は埋甕炉),小形の深鉢形土器 2個,浅鉢形土器 2個, それに有孔鍔付土器 1個が検出さ

れた。大形の埋甕炉の上器は,胴下半部を打ち欠 き,口 縁部 を上にして埋めてあったものである。

日縁菩る文様帯にはかたい縄文がほどこされ, 6ケ 所に円形のす り消 しがほどこされている。胴部

文様帯は,隆帯 と連続爪形文 と山形波状文 とによって,区画文状表出がなされている。文様 とし

ては,あ たかも手をひろげて立っている人体を表現 しているかのようで,表裏に 2休みられる。

Hは横位の区画がなされ, その中を連続爪形文 と連続刺突文 とによって施文 され,胴下半部の一

部に縄文がほどこされている。 また特徴的な土器 として13の 土器があげられる。 これは胎土,焼

成 ともに他のものとはい くぶん異なり,色調 もいくぶん黒灰色に近いものであって,器壁 もかな

りうす手のものである。幅広い隆帯上 に連続爪形文をほどこし,弧状の区画を有 し,そ の中に半

割竹管による維位の平行沈線をほどこしている。

この一群の中で,他に特 に目立つものとしては,第 38図の 8の上器があげられる。これは前述

した第87図の13の 上器 と製作的には近似 したもので,文様は全て半割竹管 を用いてお り,「平出

第 3類 A」 と呼ばれる土器の中に入るものである。

第87図の 1は ,東 1号住居址出土で,17は 東32号住居l■ 出土,第 88図の 1～ 4・ 8は ,東 43号

住出土, 6は 東47号住出土, 5。 9は 東 P25出 土, 7は 西特 4出 土,10は 西特28出土,11は 西

特21出上のものである。

こゝにあげた一群の上器 を出す遺構 としては,東 1号・ 5号・ 6号・32号 。43号・47号の各住

居l■ であって,西地区の特 4・ 21・ 28の 上器は,こ の一群の中でも古い手のものであろう。 また

東地区のP25の 丹塗 りの土器は, この一群の上器より新 しいものであろう。
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第 87図 東 1・ 5。 6号住居址出土土器 (6分の 1)
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第 88図 東43。 47号住居址 。東 P■ 25・ 西 4・ 21・ 28号特殊遺構出土土器 (6分の 1)

中期中葉後半の上器群

ここの上器群 も大 きく二つにわけることができる。

その一つは,東地区の 9号住居址 より出土 した一括土器 を中心 とするものである。第89図 と第

90図 とに示 した16個 の上器で,大形の深鉢形土器 6個,小形の深鉢形土器 4個,小形壺形土器 1

個,浅鉢形土器 2個,有孔鍔付土器 1個が,ほ とんど床面に接 して住居l■ 内より出土 したもので

ある。深鉢形土器の中でも,文様的に見るならば,胴中央部に文様の集中するもの (第 89図 2・

3,第 90図 1・ 3)と , 口縁部に文様の集中するもの (第 89図 4・ 5,第 90図 2・ 5)と がみら

れ, また単独の立体把手を有するもの (第 89図 1～ 3,第 90図 1)と , 4個体の大波状 口縁 を有

するもの (第 89図 4・ 5,第 90図 5)と いう差 もみられる。なお,第 90図の 1の上器についてい



―-88-―

第89図 東 9号住居址出土土品 (6分の 1)

る立体把手は,一種の顔面把手であろう。縄文 を有するものより撚糸文 を有するものの方が多い

ようである。深鉢形土器の中で,第 90図の 4の 土器は,器壁がうす く,他の上器 とは胎土・焼成・



―-89-

第90図 東 9号住居址出土土器 (6分の 1)

色調 などの点においてもい くらかの相違がみられる。これは第98図 の 8に 示 したものと同様 に,

「平出第 3類 A」 の系統の中に入る土器であろう。第90図の 7の有孔鍔付土器は,胴部が くの字

に曲が り, 口縁部が直立する壷形の土器で,二種の環状把手が対称的についている。外面 には丹

塗 りのあとが部分的にみられる。

この東 9号住居址の一括土器の類例は,東 8号住居址 (第 91図 の 7)に おいてみられるもので

ある。

二つに分かれるもう一つのものは,東地区の 7号 。17号 。36号住居址 などにおいて中心的にみ

＼     /
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第 91図 東 7・ 8・ 17'18。 25号住居l■ 出土土器 (6分の 1)
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られるものである。

第91図 の 1～ 6に 示 したものが東 7号住居址出上の上器で,深鉢形土器 1個,小形深鉢土器 2

個,台付鉢形土器 3個 である。 1に は, まむしを模式化 したような蛇体1巴手がつけられてお り,

2に は胴下半部に櫛形文がみられる。 5と 6は,月 形ヽの台の付いた鉢形土器である。

東 17号住居址 より出土 したものは,第 91図 の 8～ 14ま でのもので,深鉢形土器 2個 ,小形深鉢

形土器 2個,鉢形土器 1個,小形鉢形土器 1個,有子し鍔付土器 1個 である。 8の 深鉢形土器は,

前述 した第88図の 3と 第90図の 4の上器の系統に入るものであろう。 9の独立把手もやはり模式

化した蛇体頭部であろう。 12の 胴下半部にもやはり櫛形文がみられている。

第92図の 1～ 6ま でのものが東36号住居址 より出土 した土器で,深鉢形土器 2個,小形深鉢形

土器 1個,大形深鉢形土器 1個,有孔鍔付土器 2個 である。 6の深鉢形土器についている立体装

飾は,やはり蛇体文 を表現 したものであろう。3の 深鉢形土器にもやはり櫛形文が存在 している。

2は 第91図の 8の上器 と同系統のものであろう。 1は大形の深鉢形土器の胴上半部であろう。文

様 としては櫛形文が逆についているもののように思 える。

この一群のものの同類の上器群を出す遺構は,東地区の18号 。25号 。34号の住居址である。

第 92図 東 34・ 36号住居址・東 Pit 6号出土土器 (6分の 1)
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第91図 の15は ,東 18号住居l■ より出土 したもの,16は 東25号住居l■ 出土,第 92図 の 7は 東34

号住居址 より出上 したものである。

第92図 の 8'9の 土器は,東地区の P6内 より出上 した深鉢形土器であって,8の波状部は蛇

体文の表現であ り,他の部分は人体文の表現であろう。 9の 胴下半部には櫛形文 を有 し,上半部

文様は大いソウメン状の粘土紐 を梯形には りつけている。 このことからみて, 8と 9の上器は中

期中葉最末期の上器であるといえよう。

中期末葉前半の上器群

一つのまとまったものとして,西地区の 1号住居址 と15号住居址の上器群があげられるもので

ある。

第93図 に示 したものが,西 1号住居址 より出土 したものである。深鉢形土器 4個,小形深鉢形

土器12個,そ れ と大形の装飾把手 1個 である。深鉢形土器は,大小にかかわらず, その基本形態

はキャリパー形 もしくはその類形をなすものである。胴下半部には地文 として,縦のするどい条

線をほどこし,屈曲するものをも含む懸垂文がほどこされ, 口縁部文様帯は,無文のものを主 と

してお り,10に みられるように太いソウメン状の粘土紐 を波状等にはりつけたものも存在する。

また11に 見 られるように櫛形文 を残すものもみられる。 17の 上器は,西 1号住居址の東方に貼 り

床 をした西 6号住居l■ にともなった土器であると思われる。

西 15号住居l■ より出上 したものは,第 95図 に示 したものである。大形の深鉢形土器が 11固 ,深

鉢形土器 3個,小形の深鉢形土器 7個 である。器形は, 9と 12を のぞいては,基本的にキャリパ

ー形 をなすものである。 2。 3・ 4・ 5・ 6・ 12の 土器は, 口縁部文様帯は無文帯 となってお り

1と 7に おいてはソウメン状の粘土紐 を格子目状 に貼 り付けてお り, また口縁上に一種の角状突

起が見 られる。 9は,粗製の深鉢形土器であって, 口縁部文様帯は無文で,胴部には縦の条線が

走っている。 7の胴下半部には,櫛形文がみられる。深鉢形土器の屈曲する懸垂文は,櫛形文の

変形による派生であろう。

この他に,第 94図 にみられるものが出上 している。 しか しながら, これらは前二者 と類形的な

ものであって,そ の全てが一種の深鉢形土器である。 9に みられる把手は,後の時期に発達する

ところの「X字形把手」の初源的なものである。 13の大形深鉢形土器は,地文に縄文 をほどこし

ているものであることからして,い くなん新 しくなるものであるかもしれない。

第94図の 1～ 5は ,西 3号住居址出土, 6と 7は西 8号住居l■ 出土, 8～ 10は 西16号住居址出

土,11と 12は 西 26号住居l■L出上で,13は 西特 9出土の単独土器である。

全体 をとうしてみると,全てが深鉢形土器であって,他の器形がみられない (西 1号住居址内

に,浅鉢形土器片が 1個 だけ存在)こ とからして,生活セットの主たるものが,一時的に深鉢形

土器に集中したものとも考えられる。

この一群の上器 を出土する住居址は,西地区の 1号 。2号 。3号 。8号・15号・16号 。26号・
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第 93図 西 1号住居址出土土器 (6分の 1)
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第 94図 西 3 16・ 26号住居址・西 4号特殊遺構出土土器 (6分の 1)
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第95図 西15号住居址出土土器 (6分の 1)

31号 。32号の各住居l■ と考えられる。

このつぎの一群 は,第 96図 に示 したところのもので,やは り西地区において検出されたところ

のものである。遺構内の組み合わせ としては, 日立ったものがみられない。 1と 2は西21号住居

l■ 出土, 5は 西 4号住居址出上のもの, 6は 西30号住居址出上であって, 3は 西特 3, 4と 7は

西特 2出上の独立上器である。 1や 6に 見られるように,立体把手がまたあらわれ, 5の ように

「X字把手」がい くなん発達 して くる。胴部に施文 される懸垂文が,よ り繁雑になり,地文に縄

文・刺突文があらわれ,縦に走っていた条線が,不定方向のみだれた条線になったり,浅い綾杉

状文になったりする特徴がみられる。
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この一群の土器 を出す遺構は,西地区の 4号・ 6号 。13号 。16号 。21号・30号の各住居l■ であ

る。

さらに,東地区の33号住居址 より出土 した一括の土器群 を中心 とするものが,つ ぎの一群 をな

すものである。

第98図 の 1～ 12が,東 33号住居址より出土 したもので,大形の深鉢形土器 1個 ,深鉢形土器 9

個,浅鉢形土器 2個 である。 1・ 2の 上器は,こ の群の中でも特徴的なもので, 日縁部文様帯に

きれいに条線をめ ぐらせ,胴部に縦の条線をほどこし,そ の上に粘土紐による波状の懸垂文 を有

している。 3は , 4個 の立体把手を有 してお り, また 9の上器の懸垂文中の上向き角状沈線文 も

ｔ

＼

ヽ

第96図 西 4・ 21・ 30号住居址・西 2・ 3号特殊遺構出土土器 (6分の 1)
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第 98図 東 33・ 38'40号住居址出土土器 (6分の 1)
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この一群の土器の大 きな特色 を有 しているものである。 4の 上器は,胎土中に砂粒 を分 く含み
,

黒灰色に近い白褐色の色調 をしたもので,器面全体に櫛状工具による浅い条痕文がほどこされた

もので,他の上器 とはいくぶん系統の異なるものである。

第97図 の 1と 2の 上器は,4個の立体把手を有 し,特異な懸垂文 を表現 し,そ の懸垂文の間に

羽状にい くなん幅の広い条線をほどこしている。 11は ,煩雑な懸垂文を有するものであって,そ

の中にもやは り上向 きの角状沈文を文様モチーフとして有 している。12の ものは,第 98図 の 1・

2・ 13と 同種の上器であるが,台付であることがめずらしいものということができるであろう。

また第99図 の 1と 2の 土器は,第 97図 の 1・ 2の 土器 と文様モチーフのうえで近似 しているもの

であり,第 99図 の 3と 5は ,浮線による煩雑な懸垂文 をもっているものであるが,第 97図 の11と

その文様モチーフの点で近似 しているものである。第99図 の 4は ,両耳把手付 きのこ形土器 とな

るものであろう。第 100図 の 1・ 8・ 9の上器は,そ の文様モチーフとしては特異 なものである

が,や はりこの一群の中に入るものと考えられる。

第97図 の 1・ 2は東12号住居l■ 出土,11・ 12は 東23号住居址出土,13は 東30号住居址出上のも

ので,第 98図 の13は 東40号住居l■ 出土,第 99図の 1は 東42号住居址出土,2・ 3は 東44号住居址

出土,4・ 5は 東45号住居址出土,第 100図 の 1は 東31号住居址出土, 8は 東30号住居址 出土 ,

9は東 3号住居l■ 出土,10は 東44号住居址出土,第 101図の 1は 東45号住居址出上の ものである。

なお,第 97図 の11の 上器は東23号住居l■ 出上の埋甕である。 第99図 の 3と 第100図 の10と は東44

号住居址出上の埋甕,第 100図 の 8の上器は東30号住居址出上の埋甕である。

この一群の上器 を出すところの遺構は,東地区の 3号 。12号 。23号 。30号 。31号・33号 。40号

42号・44号 。45号の各住居址である。

中期末葉後半の上器群

まとまった土器群 としては,第 97図の 3～ 10に 示 したところの,東 13号住居址出上の一括土器

をあげることができる。 7個の深鉢形土器 と 1個 の浅鉢形土器 とがセットとなって出土 した。 5・

6の 深鉢形土器 と8の 浅鉢形土器にみられるように, 口縁部上につ く立体把手の退化形態がみら

れる。 また, これらの土器の口縁部文様帯に, 2個一対の渦巻 き文が施文 されることも大 きな特

色であろう。 また 7・ 9'10に みられるように,頸部の くびれが弱 くなり,そ の くびれがい くぶ

ん下 にお りて くる傾向がみられる。 4・ 7の ように縄文 を有するものも継続 している。 8の浅鉢

形土器は,外面および内面に丹塗 りがほどこされている。

この他, この一群の中に入るもので特徴的なものは,第 98図の14に示 した両耳把手付の上器は

かなり立派なものである。 また,第 99図 の 7と 第100図 の 3の 両耳把手付の壺形土器 も, 器形 と

してかなり変わつたものの部類に入るものである。第99図 の10の有孔鍔付土器は,他の住居址か

らのころが り込んだものであるかもしれない。

第98図 の14は 東38号住居址 より出上 したもの全 第99図 の 6は 東49号住居址出土,7は 東 38号



45・ 49号住居址出土土器 (6分の 1)第 99優§  易冠16・ 21 .26・  38・ 42・ 44・
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第 100図  東 3・ 30・ 31・ 35'41・ 44・ 49号住居址出土土器 (6分の 1)
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第101図 東37・ 45。 48号住居址・東 Pit l出 土土器 (6分の 1)

住居l■ 出土, 8。 12は 東26号住居址出土,9・ loは 東 16号住居址出土,11は 東21号住居址出土,

第100図 の 2は 東35号住居址出土,3～ 6は 東41号住居址出土,7は 東49号住居址出土,第 101

図の 2～ 5は東48号住居址出土, 6は 東37号住居址出土,7～ 9の 3個体の土器は,東 Plよ り

出土 したもので,セ ットとしてとらえることのできる一括土器である。第102図 の 6は 東38号住

居址出土のものである。 なお,第 99図 の12の土器は,東 26号住居址 より出土 したもので,日 縁部

を打ち欠き,底部 を穿孔 した,一種の埋甕状の形状で出上 したもので,い うならば「埋鉢」であ

る。第101図 の 6は 東37号住居址出上の埋甕で,第 102図 の 6の上器は東38号住居址 出上の埋甕

である。

この一群の土器 を出すところの遺構は,東地区の13号・21号・26号 。35号・37号 。38号 。41号・

48号 。49号の各住居l■ と,東 Pl・ P15'P16'P20に おいて検出されている。



-103-

つぎの一群の上器は,第 102図 の 1～ 5'7と 第104図 の 1～ 3の 上器である。 この一群 の特

色は,い くなん幅の広い微隆帯懸垂文 と, その間にほどこされるたての波状文, さらに地文に半

割竹管によるするどい羽状の条線を有 している。 これが大形の深鉢形土器になると,大形の渦巻

文の復活がみられるようになる。

第 102図 の 1～ 4の上器は,東 2号住居址 より出上した埋甕であって, 3は 2の中に入っていた

ものである。 5は 「X字把手」 を有 したものと思われるもので,東 15号住居l■ より出土した埋甕

で, 7は 東16号住居址 より出上 した埋甕で,補修孔を有 している。第 104図 の 1は 西地区の特 6

2は特10, 3は 特12で あって, この 3個体はすべて単独出上の独立上器である。

この一群の土器 を出す遺構 としては,東地区の 2号 。15号 。16号の各住唇址であるが,全てが

埋甕であって, この一群の土器 を出す住居址内には完全な土器は非常に少ないように思われる。

また,西地区においては,出土 したもの全てが単独土器で,直接 に住居址等の遺構には関係する

ヽ
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第 102図 東 2・ 15。 16'38号 住居址出土土器 (6分の 1)
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第 103図  東52号住居址・ 1～ 3号特殊遺構出土土器 (6分の 1)
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第 104図  西 6。 8・ 10。 12号特殊遺構出土土器 (6分の 1)

ものではない。

中期終末期の土器群

東52号住居址が,検出された唯―の住居址 である。中期末葉の特色 とされた深鉢形土器のキャ

リパー状がほとんど消滅 してきてお り,文様 として綾杉状の幅広い条線をもつ ものが主体 をしめ

て くるようになる。第 103図 の 3の 上器にみられるように, その器形的様相 も,文様的様相 も後

期的な特色 を示 して くるものもあらわれて くる。

第 103図 の 1～ 3は 東52号住居址出土, 4・ 5は東特 1の 独立上器で, 5は 4の 中に入ってい

たものである。 6は東特 2の単独土器, 7は 東特 3の 口縁まで埋めてあつた単独土器である。第

104図 の 4は 西特 8の単独土器である。
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以上前期 。中期の上器群についてふれてきたが,前期の上器群は単一のもので,前期初頭に属

する一群である。その後,直接 につづ く土器群が見あたらず,前期終末期の上器群が東地区の西

端部付近に見られたが,他の時期の住居址がかな り重なってお り, また黒色土中の遺構ではない

かと思われることからして,明 白な遺構面 をとらえることができなかったので,遺物 の面におい

ても特にふれないこととしたわけである。

つづ く中期初頭部における土器群も,西地区において検出されたが, これも明白な遺構 をとも

なうものでなかった。中期中葉期以後,終末期にいたるまでの土器群は,断続的な交互移動 をし

ながら,時間的なつなが りをもって検出された。 ここにおいては,数多 く土器 を出上 した住居址

の一括土器 を中′と、として,そ の一群の上器 を出土する住居址の土器群 という形でもって,大 まか

に把握 して概述 したわけであるが,集落単位 という問題からおしてみても,土器群 をこれ以上に

区分することができるのではないかと思っている。            (佐  藤  攻 )

―― その 2 後期・晩期の上器一―

紀文後期,晩期の上器は,西地区の特殊遺構であるピット群,配石址群,及び11,12,22,33

号住居址 より検出され,量はおよそ整理箱 3箇程にのぼる。土器は27号,31号特殊遺構,12号 ,

22号住居l■ をのぞいてはすべて破片に限 られ,こ れらの遺構からは,紀文中期終末よ り,後期大

安寺式,堀之内式併行がその主要である。以下遺構 ごとに出土遺物 を分 けて述べてお きたい。

西27号特殊遺構 (第 105図 1～ 3・ 9・ 10,第 106図 1～ 5)

器形の判るもの 5箇 を数え,他はすべて破片である。 2・ 10は 覆土上部出土。 2は 黒褐色を呈

し,磨消縄文 と沈線の構成による施文 をとり,胴部上に一条の沈線 と,半円状の列点 を施 してい

る。 2は 明るい茶褐色を呈 し,徴量であるが砂,石英砂が混入する粗製土器の底部である。 3は

ピット床上出土。黒茶褐色をなし,胎土に石英砂粒子が混入する。 口縁部には一対の突起があ り

胴部上半は消 し,胴部には縦に細い半折竹管工具による施文がなされている。 9は 口縁が外傾す

る素製浅鉢形土器である。 1は 明るい茶褐色 を呈する口縁の外傾するもので,沈線施文による構

成をなす。胎土焼成良好の土器である。

破片の大部分は,沈線 と磨消縄文によって構成されている。 これらの上器は紀文中期終末から

称名寺式に併行 されるものであろう。

29号特殊遺構から出上 した土器は茶褐色 を呈 し,焼成良好の胴部上半の上器である。磨消縄文

施文からなり,加曾利E式終末に平行 される。

31号特殊遺構の底部に密着 して,ほ ぼ 2箇体の上器が出土 した。 (第 105図 4・ 5)

5は 黒色を呈する。焼成胎土良好の浅鉢形土器である。縦横に連続刺突による鎖状 の隆線 と,

沈線,磨消縄文 とによって構成され, 回縁内側には 2本の沈線と, 4箇 所に刻み目がみられる。

4は 黒褐色を呈する。焼成良好の無文土器である。堀之内 I式 に平行する。

(第 105図 7,第 106図 8。 9。 10・ 11)は 11号,22号,33号住居址から出土 したものである。



第 105図 西 12・ 22号住居址 。15'27・ 31号特殊這構 (6分 の 1)
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26・ 27・ 31号特殊遺構出土土器 (3分の 1)
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沈線 と連続刺突による鎖状の隆線 と, 8字形の粘土紐から構成される施文 をとる。 第105図 7は

22号住居址出土。黒茶褐色 を呈 し,胎土はあまり良 くない。 くの字形に外傾する浅鉢形土器であ

る。堀之内 I式 に併行する。

15号特殊遺構から第105図 6が出土 した。 胎土焼成はいずれも良好で,加曾利 BI式の特徴を

とどめ,沈線 と磨消縄文からなっている。その他堀之内 H式 ～加曾利 BI式 に併行する土器が検

出された。                              (土  屋 長 久 )

第 2節 石 器

本遺跡出上の石器類は打製石斧,磨製石斧,石鏃,石錘,凹石,石皿,磨石,石匙,石棒,黒」

片石器の多種 にわたっているが,そ の大部分は縄文時代中期の各遺構を中心に検出されている。

ここでは,住居址及び特殊遺構 より出土 した石器類 を主に,古い時期の住居址より出土したもの

から順に概述 してお きたい。各遺構からの出土数 と種類については第 1表,第 2表にまとめた。

(打製石斧の分類は伝統的な短冊形,楼形,分銅形に従 ったが,外形 だけではなく,石斧の反 り

及び刃部の形状 も加味 して分類の基準 とした。 また,著 しく破損 していずれ とも分類できないも

のや,不定形なものはその他に分類 した)。

I東地区出上の石器

前期の石器

107図 1～ 4の 4点 のみである。 1～ 3が22号住居址, 4が 28号住居址から出土 した。 1は乳

棒状石斧の頭部残欠である。 3は チャー ト製, 4は 黒曜石製である。

中期中葉の石器

107図 5～ 14は 5号住居l■ から出土 した石器類である。 凹石は両面に 2個 の凹みを有する。 15

～27は 6号住居址から出土 した石斧,石匙の全資料である。乳棒状の石斧のうち17は 刃部が斜め

に作 られている点に注意される。打製石斧は19～ 21,25が短冊形の石斧で,縦断面は緩 く彎曲し

ている。凹石は両面に同様の凹みがある。 108,109,110図 ,113図 3は 9号住居址出上の石斧,

石匙,石金族,石錘の全資料である。108図 の磨製石斧のうち, 1, 2, 5～ 9は乳棒状石斧で あ

るが, 8, 9は 断面が扁平な楕円形 を呈する。 3は擦切磨製石斧であり,擦 り切 った痕跡が明瞭

に残っている。打製石斧は短冊形 (109図 2, 4, 5, 8,10～ 17,22,110図 1, 3, 6～ 10,

14,15),撥形 (109図 1, 6, 7,110図 2),分銅形 (109図 20,110図 5),そ の他破損品で不

明なもの及び尖頭器状のもの (110図 11,12)に 分類される。 これらのうち,短冊形石斧が全体

の2/3を 占めるのであるが,こ れは109図 の10～ 17に特徴的である。つまり,形状 は長 方形のも

の (10,13,15,16),頭 部が刃部 より細 くなり下脹れのもの (11,19),胴部がわずかくびれて
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刃部が丸味をおびて太 くなるなす形のも (2,12,14)と バラエティーがあるが,珂 形ヽで扁平な

もの (19)を 除いては縦断面が緩 く彎曲するソミに斉一性がある。撥形石斧は刃部が直線的であり

縦断面に彎曲がない。石匙 5´ミはいずれも様々の形 をしていて一定ではない。凹石 (23)は 4面

に凹みがあるが,こ れはむしろ特異な例である。 111図 は17号住居址の全資料であるが,石斧,

石鏃以外は出土 していない。 1, 2, 4は 乳棒状石斧, 3は 定角の磨製石斧, 5は 刃部のみを磨

いた局部磨製石斧であ り使用によって磨 り減ったものではない。 9は短冊形打製石斧,10は 撥形

打製石斧の特徴的なものであるが, これと13の他はいずれも一部 を欠損 した破損品である。 9号

住居址 と同様 に短冊形のものが大部分 を占める。 13は あるいは石匙 とした方がよいかもしれなしち

このほかに113図 1の打製石斧, 2(7号住居址)及び 5(32号住居址)の石匙 と9の石皿 (7

号住居址)がある。 この中で, 1は 最 も特徴的な短冊形の石斧であるが,身が くの字状に強 く反

り, この種の石斧が用途 として edgeでぁることを如実に示 している。

中期後半の石器

112図 1～ 3は 3号住居址出上の打製石斧,磨製石斧及び石匙である。 4～ 9は 13号住居 l■出土

の打製石斧及び凹石であるが, 8は 黒曜石の大 きな縦長崇」片 を利用 してお り,ス クレパーの一種

であろう。10～ 18は 38号住居址出上の凹石及び打製石斧である。楼形石斧 (11)1点 の他 は短冊

形の石斧であるが,11,16の他は破損品である。19,20は 41号住居址から出土 したものであり,

21～ 25は 48号住居址 より出土 した打製石斧と凹石である。 113図 4は 23号住居址 の石匙,6,7は

45号住居l■ の凹石 と尖頭器である。 7は 明らかに有茎の尖頭器であるが,八ケ岳山麓ではあまり

類例はない。

以上,図示 されていないものの説明は省略 したが,特徴的なものはほとんどが図示されている

ので,各遺構ごとの石器の組成は表を参照されたい。最後に一点だけ非常に特異なものとして,

単独出上の大形打製石斧が出上 しているので簡単にお、れておきたい。 113図 8が それである。Pl

の東方 5mの褐色土層から出土 したが,付近からは縄文時代の遺物 しか出土 していない。石材は

粘板岩質のもので,刃部 と頸部の狭 りに剰離痕が顕著である。一見 して鍬 を連想させるものであ

る。

H西 地区出上の石器

中期中葉の石器

17号住居l■ から出土 した打製石斧 3点 と石匙 1点が全てである。 114図 1の ような小形の もの

が 2点 と破損品が 1点 ある。石匙は横象Jの制片の鋭い edgeに 細かな千」離 を加 えて刃部 としてい

るが,つ まみの言Ь分は作 り出 していない。
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中期後半の石器

114図 2～ 8は 1号住居址出上の石器である。打製石斧の 3, 5と も自然面 を残 している。 7

は縦方向に擦痕が残っているが, どういうものか不明である (縮尺は 1/6)。 9～ 19は 3号住居址

出上であるが, ここは凹石が15点 と最 も多い。いずれも凹みは不整形な形状 を呈 しアバタ状であ

る。 18は両面に 2個の凹みを有 し側面にも凹みを有する。 H5図 1～ 4は 4号住居址 出土の打製

石斧及び凹石である。 3の Jこ面には舟底状の細長い凹みが穿たれている。 5～ 16は 8号住居址出

上の石器類であるが, ここからはほとんどの種類の石器が出土 してお り,数量も最 も多い。 5の

石錘は,一方は自然の亀裂を利用 し,他方は入念に打ち欠いてへ こみをつけている。石錘は他に

28号住居址 に 1´ヽあるのみである (117図 17)。 打製石斧は 8,10に特徴的な下脹れの石斧 が 9

点 と半数以上 を占めている。 9は磨製石斧の末製品のように全面 を粗悪に磨いているが,刃部だ

け鋭 く作 り出している。 13の 凹石は十貝!面 が磨 り減って石けん型を呈 してお り,磨石でもある。 15

も両面が磨かれてお り,さ らに両端に敲 き痕があ り,磨石,敲石でもある。 14は石棒 と思われる

が,そ れほど加工 した痕跡はない。 16の石皿は奥側になんの文様 も凹みも有 しない。

116図 1～ 7は 15号住居址出上の石斧及び凹石である。 1は 乳棒状石斧,5は 片面を自然面その

ままに他面の刃部のみを磨いて刃を作 り出した局部磨製石斧である。打製石斧は 2の ような分銅

形が 3′ ,ヽ 4の 撥形が 1点 の他 は短冊形のものであるが,破損品が多い。 8, 9は 2号住居址 ,

10,11は 21号住居址出上である。 10は 片面が自然面そのままである。12は 26号住居址,13～ 17は

30号住居址出上の石斧,凹石である。13の打製石斧は片面に自然面を残 し,14の 凹石は非常にな

めらかな凹みであり,片面は逆円錐形を呈 している。 18,19は 31号住居址出上である。

117図 1～ 3は 6号住居址出上の打製石斧,磨石である。 3は両面 ともよく磨かれておりわずか

な凹みを有する。 4～ 7は 13号住居址出上である。 7の 凹石はきれいな凹みを有するが, どれも

磨 り込んで穿ったものではない。 8～ 13, 20は 16号住居址出上の石器である。 8は乳棒状石斧

の頭部であろうか。 9,12,20は短冊形の打製石斧であるが 12は 意識的に片側に狭 りを入れてい

る。 10は 非常に薄い手」片を利用 し,刃部,側面,頭部の一部 を磨いた局部磨製石器である。 13は

両面が平た く磨 り減ってお り,磨石 と考えられる。 15は 22号住居址出上の乳棒状石斧,16は 31号

住居址の打製石斧である。 16の石斧は身がかなり反ってお り,刃の部分が中広 く丸味をおびて
,

これが edgeで あることは疑いもないものとなつている。そして,】同の部分は自然面であるかの

ように,敲いて整形されてお り,図示されていない側は乳棒状石斧の肌を見るようである。 18は

19号住居Jr_,19は 5号住居址出上である。18は 12と 同様に意識的に側面に狭 りを入れている。

配石址出上の石器

118図 1～ 3は 13号特殊遺構出上の凹石及び磨製石斧である。3は 定角の石斧である。4は 7号

配石址, 5～ 7は 14号特殊遺構出上である (縮尺 1/6)。 5,6は石棒 の頭部であるが,5は 胴部

に無数の凹みが穿たれ,頭部にも大 きな凹みがあり,は ちのす石状になっている。 6は 凹みはな
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いが,頭部が著しく破損 しているが,あ とから久けたものであろう。頭部の形状は 5と 若千相違

がある。 7は はちのす石であるが,石棒状 を呈 している。全面に小さなデコボコの凹みが穿たれ

ている。 8～ 10は 19号特殊遺構出上の石皿及び石斧である (8は 縮尺 1/6)。 9は 定角に近 い磨

製石斧,10は典型的な分銅形の打製石斧である。

以上,石器について概略を説明したが,本報告書では各住居址及び配石址単位に遺物をまとめ

て図示 した。

もとより,一つの竪穴の遺物を全て同時的なものとして把握することはできないが,各土器型

式期という細部まではともかく,竪穴の中に残された,あ るいは捨てられた遺物を時間的に大差

ないものという仮説の上に,竪穴単位の石器群をある程度大まかな時間的区分において把握する

なら,各時期の石器の組成,数量あ在り方,変化等を知る一つの試みとして許されるであろう。

これについてはさらに検討を加えてゆきたい。 (会 日 : 進 )
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東 地 区 出 上 の 石 器
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西 地 区 出 土 の 石 器
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第 3節 土 製 品

I土   偶 (第 119図 )

(1)大 形土偶であるが,欠損 して胴部だけである。色はチョコレー ト色で焼成硬 く,胎土良

好で重い。正面は正中線 と左右に渦文 をシンメントリーに施 し,側面 も渦文 と渦文つなぎ文 を沈

線で飾る。背面 も二本の沈線で背 と臀部 をハー ト形に表現 し,臀部は突出させて臀部から性器の

表現が,わ ずかうか わゞれる。現長 14cmで胸 と腰部欠失 し, 胴部の形 は九味のない,四角柱状

に作ってあるもので,東 46号 l■発見である。

(3)赤 色の焼成で,表面はなめらかな粘土をかけている。頭部欠失黒J離 して顔面不明。両手

胴下半 も折損す。乳房を大 きく二つ表現 し,そ の間に正中線部分が凹んでいる。背面は腋下から

背へ 2本の平行沈線を施 してある。背は胸を張る姿勢のように,前へそって作 られている。西19

号址発見。

∞鰺¢臨邊罐 5

第 119図  土偶・装飾把手 (3分の 1)

(2)西 15号址覆土排除中に混在 していたもので,実体がほとんど判らないまでに,損傷 をうけ

ている。土質は砂粒 を含む荒いものだが,表面には良質の粘上を被覆 したもので,焼成は良好で

鯛
υ
鋤
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ある。表面は崇J離や削痕で右▼し房がわずかに判 るだけである。肩にはショールをかけたように
,

表から裏へ凸帯がみられ,そ れに細い禾本科植物の茎による円形刺突文がつけられている。 この

同様な例は,山梨県上黒駒出上の三ッロ土偶 と類似 している。背はけんこう骨部分 に菱形に区画

し,そ の周囲はC字爪形文 (竹管の背で連続押捺文 )を 施 している。完形ならば巨大 な土偶であ

ろう。時期は中期中葉 (勝坂期 )に なると考えられる。

(4)西 台地南隅の排土中から発見 したもので,所属する竪穴住居址はまった く不明である。

土質細密で焼成は硬い。胴部のみで当初 は土偶 と判 らない位いで,臀部の張 り出 しで推定 した。

表面は黒色で,左右に細い禾本科植物 による刺突文がつけられ,中′と、下部に浅い凹帯がみられる。

乳房は全然不明。背面は黄赤色の明るい焼成で,背か ら臀部に急に張 り出 している。禾本科植物

による刺突文 と,小形土偶である点から,中期初頭に属すものと考 えられるが,南側の台地端か

ら,中期初頭土器片の発見 と,あ るいは竪穴住居址の存在が推定されているから, これに関係あ

るものかとも考えられる。

(5)西 台地の北西隅排土中より採集 したもので,土質は細か く,全体に責褐色の明るい焼成

である。表面には左乳房が尖って,左手にかけては,細い禾本科植物の背による押引 き文 (C字

爪形文)が二段つけられている。背面は同 じ手法の文様が,背から手にかけてつけられている。

そのほか乳房周囲に沈刻文があるほか,何 も特徴はみられない。やは り (4)同様 な文様手法か

ら中期初頭 と考えられる。 この地区にも,中期初頭 と前半の遺構および,住居址 (17号址 )ま た

それ以外から同期土器片の発見もあった。

II蛇 体 把 手 (第 119図 )

(6)蛇 口を大 きく表現 したもので,頭部には沈線で綾杉文 と,背には竹ベラによる沈刻 を施

している。東 9号址発見である。

(7)頭 部 と背が少 しあるが,背は指圧痕 をもって波 うつ様に表現 している。上器 口辺につ く

蛇体把手であろう。 これも東 9号址発見。

(8)把 手部分 と考えられるが, これだけでは詳細は不明。蛇体 というより,猪様 な鼻の表現

で,背部は蛇体把手同様に「八の字」形の綾杉文である。東38号址発見である。

III′ 〕ヽ形 土 器 (ミ ニチュア土器)(第 120図 )

(1)東 44号址南壁周濤発見。胎土良好なるも,焼成は悪 く,二次火熱を受けて いるかも知れ

ない。色調は暗黄褐色の吸水性あるもので,手ず くね土器で内径は人指一本入る程度 である。

(2)東 44号址北壁周濤上発見。胎土焼成 ともに良好。成形は三段の輪積に,底部 をつけてい

る。色調暗責褐色で,文様は半裁竹管様な工具で,地文は縦に,そ の上に上方に横走する流水文

をつけている。

(3)東 3号址出土。胎土焼成 とも良好で,成形は 4段の輪積 と底部 を接続させている。色調
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は暗責褐色で,文様は口頸部に二本の横走する沈線 と,そ れに維の二本の沈線が周囲 8ケ 所に懸

垂 している。器形はやや外反する口辺部 をもっている。

(4)東 33号 l■発見。胎土焼成 ともあまりよくない。成形は輪積手法であるが, 口辺部は破損

している。色調は暗褐色で,器面には縦の二本の平行沈線文が, 8ケ 所に懸垂 している。

代

キー

キ‐

キ‐

¶

∪

‐３

□

第 120図  小形土器 (3分の 1)

(5)東 9号址出土。胎土焼成 とも良好。成形は三段の輪積 と底部 をつけてい,色調は暗赤褐

色を呈 し,文様は口頸部に一本の沈線が,横走 してその末端は交叉 している。器形はキャリパー

形である。

(6)東 7号出土。胎土焼成 ともあまりよくない。色調は暗褐色で,器面に浅い縄文が施文さ

れている。 (1)と 同様な手ず くね土器である。

(7)東 17号址出土。胎土焼成 とも良好。色調は暗褐色で,胴部に櫛形文の外辺のみが,平行

沈線で施文されている。彎曲する口辺をもち, 口唇には平行沈線が陰刻されている。成形は手ず
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くね様な手法である。

(8)東 39号址出土。胎土中に砂粒 を含有 し,焼成良好。色調暗褐色で口頸部に二本の横走す

る沈線 と,胴部に「ハ」の字形の平行沈線がつけられている。成形は二段の輪積 と底部 で作 られ

ている。

(9)東 17号 l■出土。胎土焼成やや良好。色調は暗赤色で,器面には荒い縄文が施文 されてい

る。成形は三段の輪積みとみえるが,底部は欠失 している。

(10)東 48号 l■出土。胎土焼成 ともあまり良 くない。色調黒暗色で器面には縦の隆帯が,周 囲

に 6本配されている。器形は口辺に向って外反する形である。

(11)東 33号址出土。胎土焼成 とも普通で,色調は暗褐色であるが, 日辺に横走する 2本の沈

線 と,縦の 8本の沈線。 それに綾杉文が組合わさっている。成形は三段以上の輪積法で,器形は

無頸壺の形態である。

(12)東 44号 l■出土。胎土焼成は普通で色調 は暗褐色, それに胴部には斜行する平行沈線文が

一面に施文されている。成形は三段の輪積で底は欠失 している。 口辺は外反するが, 口辺外部に

隆帯がついている。

(13)西 32号址出土。胎土細密で焼成良好の赤色である。球形の手ず くねで,内径 は人指一本

分の孔があいている。半欠品であるが,残存するものに, 口辺部に針穴状の穴が,内部 に向い斜

に貫通 している。おそらく口辺を囲続 してつけられていると観 られ,い うならば,有子と土器 とい

えようか。

(14)西 27号 H址出土。底の方だけで,地文には斜行する縄文がみられる。

(15)西 5号 l■出土。胎土焼成良好で,胴中半分のみで,手ず くね状の上器である。

(16)西 16号址出土。鮮明な赤橙色で,内部 には輪積み痕がみられ,施文は斜行する縄文がみ

られる。口辺は斜に欠損 しているが,裁断されたか, ともみられる。内面には丹彩が残っている

が,丹 を入れてあったものと考 えられる。

(17)西 16-ち G2層 出土。 これは住居址外になるが,胎土に細砂粒や雲母の混入がみられる。

色調は外面黒褐色,内面は明るい褐色で,外面に上から下へのヘラ整形がみられる。成形 は輪積

み法で,底部は厚手である。

そのほか,破損品に東25号l■ 出上のものがあるが,胎土焼成共普通で色は暗赤褐色。無文の下

底部のみの上器である。                     (宮  坂 光 昭 )

第 4節 弥生式上器

東10号,11号 ,24号 ,29号,50号址は,い ずれも長方形プランで,埋甕炉をもつ主柱 四本の竪

穴 と考えられているが, これらの竪穴からは同型式の土器が出上 している (第 121図 )。

10号址 よりは三,甕,高郭,器台が出土 してお り,個体数の上からは高折が多い。
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1のこは炉の火壺に用いられていたもので,頸部 と下胴部 を欠いている。形態は口縁の外反し

た広口壺になるものと思われるが,頸部下径 21,最大腹径 30cmを 計る。 色調は赤褐色で,表面

は頸部下のところで細かい刷毛 目が維走 し,以下は箆崇Jり ,内面の整形は箆横走でなされている。

2は径 17cmの 口縁部破片で,口縁端部 は肥厚 して幅せまい帯 をなしている。帯 の下端には指

頭整形になる痕がわずかに残っている。

甕 (3, 4)の うち, 3は 口縁が くの字に強 く外反 してお り, 4は径が長大なため口縁の反 り

は緩やかで,口縁端部には lcmほ どの幅の ヨコナデがあり,次いで細かい刷毛 目が縦 走 してい

る。

高ナ不 (7～ 11)は破片だが,杯部は径大 きく,側線は直斜状に収約 し,底部 との間に稜 を形成

している。脚は 4点 とも様々な形態をとっていて, 7は 緩やかに裾部をひろげ,円形窓が四つ穿

たれてお り,責褐色で表面は箆研磨, 8は色調黄褐色で袋状にふ くらみをもち,円形窓は位置を

違えて二段にあり,上段,下段 ともに四孔 を算える。 9は外反度が強い。表面は薄 く刷毛 目整形

され,円形窓は四孔。 10は 脚部表面 と系部内面に赤色塗彩あり,箆が細か く横走 している。窓は

先端の切 りこみの鋭い三角形 をとっている。

器台は 2′ミ (5, 6)で , うち 5は高郭形にも見えるが,焼成・土質があまりにも秀れていて

該期器台の特性に通 じているのでか く考 えた。杯部内面は箆が放射状に密に走 り, よ く研磨され

ている。郭部内部 も脚もよく研磨 されている。 6は破片で,普通,中央に存する一子との有無はこ

れだけでは判 らない。器受部の径は12cm深 さ lcmの 浅いもので,口 縁はまるく屈曲 し,中 辺に

稜が形成されている。勘黒色で箆研磨が著 るしい。

12号址出土土器は壺,甕,高ナ不 (12～ 19)で,壺 は上腹部の破片で,頸部下径 12cm, 胴都最

大幅44cm,肩のカーブは円 く,お そらく直立 した頸部で広回の口縁がつ くもの と考 えられる。

胎土,焼成共に良 く,表面は太目の箆 を横走させ,整形,研磨 している。

甕は 3点 で,16は 逆さに埋められ炉の火こ として用いられていた。日縁のまるく外反 し,肩 の

張 りもさして強 くない長胴のもので, 日唇部には細かい櫛歯状工具による亥1み 目が施 されている。

色調は責褐色で,土質は脆い方であり, 日縁にはヨコナデが,次いで薄 く刷毛 目が維走 し,胴部

は刷毛 目が不規則に斜走交錯 している。 17は 小形のもので,口 縁はまるみをもって外反 し,肩部

もまるく,い ささか球形に近いもので,表面には媒黒の付着が著 しい。表面の整形は口縁にヨコ

ナデが,以下は刷毛 目が斜走 している。 18の 甕 もくの字口縁をもち,表面の整形 も17,16と 同様

である。 また,19は 袴状の脚部破片で,表面はこまかい刷毛 目が斜走して,高坪脚部 と見るより

も甕脚部 とした方が妥当である。

高杯 3点 のうち,杯 (13)は 下底部に稜 をつ くり椀状 にひろがる形をとっている。脚部 との結

合 を示す14は ,杯底部下に丸 くホゾがつ くられ, それが脚部へ嵌入されている様がうかがわれて

いる。 15は裾のひろがつた脚部で,円形窓は四ケ所に穿たれている。

29号址からは逆位に埋められて,炉の火壺 に使われた壺 と,高杯脚部破片が出上 している。
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壺 は肩の張った形態をとり,10号 ,11号址のこ と全 く同形態をとっている。黄褐色で表面 は箆

研磨,焼成は良好である。

高杯脚部 (21)は 緩やかに外反したもので,赤褐色の色調で刷毛 目整形になっている。

なお,図示 しなかったが,29号址からは箆研磨 された上に赤色塗彩された破片が 2タミ出上 して

いる。高杯部破片と思われる。

50号址からは,完型の高杯が 1´ミ出上 した。杯の径は 18cm深 さは5.5cmで ,椀状のお、くらみ

はあるが,強 く収約 して,下底部 とのところに稜 が形成されている。脚は裾のひろがるもので,

円形窓は四ケ所に設けられている。色調は乳褐色で,土質は悪 く,表面は剰落 している。整形は

杯口縁部内外にヨヨナデがあり,内面は以下に放射状のヘラ研磨 されている。脚部表面には箆が

縦走 している。

/1＼ 19

土製品,そ の他 (第 122図 )

東 10号址からは紡錘草 2ソミ (

第 121図  弥生式上器 (

1・ 2)と ,管玉 1点

6分の 1)

(3),磨製石鏃 1ソく (4) が検 出 され



ている。

紡錘車は土製で,径は 5。 2× 6.lcmで

断面形状はい くぶん違っている。小さい

ほうのものは厚さ 1.lcmを 計る力ヽ 片面

の中央部が崇J脱 している。 いかなる作製

過程 をとったものか,興味ぶかい。大形

は充実 した円板形で, 厚 さは 1.2cmで

ある。なお,大形品は中央部 より割れ,

竪穴内の異なったところより発見された。

管玉は,石製,中 辺より折れている。

径 は0.9cm。

磨製石金族は粘板岩製で鋒部 を欠損 して

いる。無径 で身の幅は2.lcmの 大形のも

ので,茎部に近 く一孔が穿たれている。

東11号上からは紡錘車 1点 (5)が検

出されている。

紡錘車は土製で,径は4.6cmの 小形のもので
,

っているものである。
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第 122図 弥生時代土製品他 (2分の 1)

断面 は一面が平坦 で, 片面 は山形 にもり

(桐 原   健 )

□

一

ｍ
〆

③

あ が

第 5節 土師器・須恵器

西10号住居址出土遺物 (第 123図 1～ 17)

8
18

第123図

土師器

土師器 (

須恵器 と

6分の 1)

刀子 である。土師器 は邪 ,本住居址 より発掘された遺物は
, 甕,須恵器はl不

,
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壺・甕である。

(1)土 師 器

出土量を須恵器に比すれば多 く,破片数は約 150片 に達する。 しかし復原可能 のもの少な く,

特に甕形土器に於ては,全器形 を窺 い得 るものは小形甕一個体のみであった。

杯 (1～ 7)破片数からみると17個程度が出土 してお り, その内から器形の比較的完全なもの

を抽出してのべる。先ず口縁の形状から簡単に分類するならば,二様式あ り, 1と 高台杯 6の よ

うに底部から口縁にかけてカーブが弱 く,直線状 にひらき,やや外反するものと2～ 5の ように

椀状によっ くらとした器壁 をもつものがある。 1, 6に ついては土器直径 は約 16cm,器高 5.5

cmと 他に比 らべると大 きく, 2～ 5に ついては直径 13～ 14cm,器高も約 4cmでほぼ揃ってい

る。製法はいずれも乾鑢整形により,底部に右回転による糸切痕のあるものであ り,器壁表面の

整形は粗雑で指痕が幾条か残っている。 1は 土質は悪 く,胎土に礫 を含み,そ れらが内外面で崇」

離 し,痘痕状 をなしている。他の四例については土質,焼成 ともよ く焼締っている。 1, 2, 4

は内面に黒磨 きが施 こされ,特に 1に は光沢が残されている。他のものも内外面に部分的に炭素

の吸着がある。

台付杯は二例のみで,両者 とも高台は付高台の断面は三角形 を呈 し,やや外反 している。 6に

ついては先述 したごとく,大形 となるが,器形からすれば, 1の杯 に高台を付 したと解 してよい

であろう。 7の 内面 も黒色に研磨 されている。

甕 (8～ 14)口縁部の形状からすると,12個休分ほどと思われるが,全器形を知 り得 るものは

9の 一例のみである。 8は図上復原であり,器高は30cm前後 と見られる口縁が短か く長胴形で

黄褐色 を呈 し,吸水性は強 く,輯櫨整形による薄手のもので,内 面は丁寧の仕上であるが,外面

は雑で凹凸の残っているような作 りであり,11も これと類似 している。 12～ 14も 大形甕に入るが

口縁は前例 と同 じく,短か く外反する。 しかし,12・ 13は 屈折部が肥厚 し, また肩部から薄手に

なっている。側線で見ると,14は 肩部にやや張 りを有する程度で,他は口径が最大の幅員を有す

る器形である。胎土,焼成 ともよく,表面に刷目が縦走 している。内面は簡単な刷 目で仕上げて

いる。

小形甕 (9・ 10・ 11)9は 口縁直径に対 して比較的大 きな平底 をとる。胴部側線は円 く,器表

面には口縁部から底部にかけて細かい
lg「 歯状の施文具で横走整形がなされ,底部の戦幅痕がある。

器質は柔 らか く,全面に媒が付着 している。 10・ 12～ 14の形態を小型化 したものといえよう。

(2)須  恵 器 (15～ 17)

先述のごとく出土量は少な く,杯破片 1,壺 2個,甕破片 3片 である。

杯 (15)胎上に礫 を含み,焼成は脆弱で灰白色 を呈する。側線は九 くカーブし, 日唇部がやや

肥厚 している。底部は右回転による糸切痕がある。

壷 (16,17)二 個出上 したのであるが,両者 とも頸部 を欠いているため全器形 を知 ることは出

来ない。 16は器内外面に幾条 もの機櫨痕を残 している。全体の作 りからすれば粗雑であるが,器
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壁は薄 く,大胆な引 き上げ方からすれば鞭輯技術は相当の進歩を示 しているものと推測出来よう。

側線を見ると,撫肩状 をなし,胴部 はゆるやかのカープを描 いている。高台の作 りは全体に比 し

て小さい。肩部付近には釉が見られ,胴部の火表は茶褐色 を呈 している。17も 前例同様に転輻痕

を残 してお り,製法は雑である。作 りは高台を大 きくし,胴部 を張 らせているため,側線を見る

と,ず んぐり型を呈 している。本例 も肩部付近に若干の釉が見られる。

甕 胴部破片が三片出土 した。三片 ともに敲目文がつけられているが,内面には何 らの施文 も

見られず,僅かに刷 目が少 しく残っている程度である。

(3)刀   子 (18)

金属器については本品の外一′ミ出土 している。 全長 7.2cm,刃 部残長 4.5cmで 切先部 を欠

損 している。刀身の幅は鉦元で 1.2cmで あり,棟は丸棟 である。全体に腐蝕が強い。

以上,発掘資料のうち,計測可能のものを中心 として, その所見を報告 したのであるが,器種

からすると単純であ り, また一器種のみで見るならば,規格化 されていることである。 これらの

遺物 を近隣に求めるならば,茅野市山寺遺跡①,岡谷市海戸遺跡②があげられ, 更 に塩尻市平出

遺跡③,高出遺跡④,最近報告 された例 として,同市内田原遺跡⑤などとも比較され,近年に至っ

て報告例 も増加 しつつあり,平出遺跡における編年に従 うならば,第五様式か或いはそれ以降に

比定されると思われる。

つぎに須恵器から大方の年代 を求めるならば,愛知県猿投山古窯址群の黒笹 78号古窯址出上の

ものに類似 してお り,格崎彰一氏の須恵器編年⑥ に従 うならば,第二段階後期に位置づけられ,

9世紀から10世紀にお くことが妥当であろう。            (河  西 清 光 )

注① 宮坂虎次「長野県茅野市山寺遺跡について」信濃20の 4(昭和43.4)

② 藤森栄一 外「岡谷市海戸遺跡第一次調査報告」岡谷市教育委員会 (昭 42.3)

③ 大場磐雄 外「平出」平出遺跡調査会 (昭 30)

④ 藤沢宗平 外「塩尻市高出遺跡とその周辺」長野県考古学会研究報告書 1(昭 41)

⑤ 原嘉藤 外「長野県塩尻市内田原遺跡調査概報J信濃21の 6(昭 44.3)

⑥ 格崎彰―「土器の発達・須恵器J世界考古学大系4
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第 V章 集落の復原

原始時代集落の復原には,少な くとも,遺跡全面にわたる大規模 な発掘調査が必要である。今

次,和 田遺跡の発掘調査 は,浅い谷により距てられた相近接する東西両台地の,遺跡の主要部分

と推定される東地区約 3,000m2,西 地区約 2,200m2に ついて行なわれた。 東地区では遺構の最

も集中する中ブと、菩Ьは精査 し得 たが,地形,遺物の表面散布状態,発掘状況等から,遺跡は尚東西

両翼にのびるもの と考えられ,特に台地舌端から70mの範囲が発掘不可能であったところから,

集落構成について復原考察を加えることはなお不充分 といえよう。

さて,東地区では竪穴住居址 54, ピット24,独立上器 3が,又,西地区では竪穴住居址33,独

立土器, ピット,配石等の特殊遺構40が検出された。 これらについては,遺構検出状況,形態,

位置関係,伴出土器形式,遺物等の関連により,同時的に存在 した住居址 を判別 し, それらが構

成する集落形態が把握 さるべ きであるが,茅野和田遺跡の土器形式の編年について,尚今後検討

さるべ き余地 を残 しておると考えられ,且つまた発掘データーの綿密なる分折を必要 とするので

ここでは一応前章の各調査員の記述をもととして,住居址分布状態の概略を述べるに止め,今後

の詳細なる検討にまつこととしたい。

東 地 区

竪穴住居址 は,全体的にみると,台地平坦面の北縁 を頂′点とし,地形に沿って南に弧状 を描い

て密集分布 し,特殊遺構は東北部に集中遺存する。 この特殊遺構群 は49号住居址 を北限とする一

連の住居址 により弧状 に囲続 されるが東の畑が未調査のためその全容は不明である。

第 I期 紀文前期前葉の上器を出上 した住居址群で, 4号址,19号址,22号址,27号址,28号址

の 5基 の住居址が発掘区域の西端,台地平坦面の南縁に隣接集中する。住居址の平面形は長方形

又は不等四辺形で,規模は小 さく,炉址は地焼炉 として,又僅かに掘 り込みその痕跡を止めるに

過 ぎない。柱穴 もはっきりしないものが多い。

第H期 中期中葉の住居址群で 1号址, 5号 l■, 6号址,32号址,43号址,47号址の 6基 を数え

る。平面形は円形又は楕円形 と推定されるが,殆んどが後に構築 された住居址により切 り取 られ

ている。 5号址,32号址 に炉址が遺存するが,月 さヽな石 を用いた小型の簡単な石囲炉である。発

掘区の中央北寄 りに 2基,南西寄 りに 2基,南束隅に 2基 と, 3群 に分かれて分布する。

第皿期 中期中葉の後半に属 し, 7号址, 8号址, 9号址,17号址,18号址,25号址,34号 l■ ,

36号 l■ の 8基 を数える。 このうち 7号址, 8号址は重複 し, その切 り合い状態から 8号l■ は 7号

址に先行するものと考えられ,土器形式にも若干の変化が認められるとされるので, 8号址, 9
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号址 は他の住居lLよ り補々先行する同時期のものと推定される。住居址の平面形は円形又は不正

円形で,炉址 は大小の石 を幾つも組み合わせて構築され,第 Ⅱ期のそれと比較して整った形態 と

なる。 8号址, 9号址 は発掘区の中央即ち台地の平坦面に 5m隔てて並ぶ。25号址,17号址,18

号址は台地平坦面の南縁に,36号址,34号址は北縁に並び, そして 7号址は17号 ,36号址の略々

中間,台地平lH面中央に位置する。

第Ⅳ期 中期末葉前半の住居l■ で,西から30号址, 3号址,23号址,40号址,33号址,31号址 ,

12号址,44号址,42号址 ,45号上の10基 が,発掘区全面に亘って 2～ 4基 を一群 とし,台地南縁

から,北縁の33号址 を北限 として,南に開口する略々弧状 に分布する。住居址の平面形は円形又

は隅丸方形で,炉址は12号,33号,40号,45号 にみられるごとく大型 となり,大 きな石 を緻密に

組んだ方形石囲炉址 である。23号址,30号址,44号址 には埋甕が遺存 した。

第 V期  中期末葉後半に属する住唇址で,西端から2号址,26号址 ,21号址,13号址,16号址 ,

41号址,48号址,15号址,37号址,38号址,49号址の11基 が数えられる。住居址の平面形は隅九

方形に近い形態のものが多くなり,規模,形態共に定型化される傾向が看取される。炉址は肩を

欠除するものが分いが,16号,41号,49号 にみられる如 く方形石囲炉址 と考えられる。埋簑が盛

行 し, 2号址 に 3個,38号址に 2個 ,15号址,16号址,26号址,37号址に各 1個づつ遺存 し, う

ち16号 ,15号,38号址 には石蓋 がされていた。41号址,48号址に石垣が設けられ,41号址 を基′ミ

として南に開口する弧状 の住居址群 と,48号址 を基点 として,特殊遺構群 を囲綻する如 く東に開

口する弧状の住居址群が想定される。

第Ⅵ期 中期終末期の小型住居址52号址が,23号住居址内に掘 り込 まれて発見された。

第Ⅶ期 弥生式終末期の長方形住居址が,台地平坦面に西から29号址,24号址,H号址,10号址 ,

50号址 と東西に長 く配列 して分布する。

西 地 区

遺跡 と推定される区域の略々全面に亘って発掘調査 または住層上 の確認が行なわれた。

特殊遺構は発掘区域の中央,即 ち台地頂部の平坦面に密集 し, それを環状に取 り巻いて住居址

が分布する。 これ らの住居址 は伴出した土器型式,遺構の状態等から紀文中期中葉,中期末葉前

半 I,中 期末葉前半 H,中 期終末期,後期,晩期,平安時代後期の 7期 に分けて考察される。

第 I期 中期中葉の住居l■ で,発掘区域の西北隅に位置する17号址 1基が発見された。15号址の

重複により切 り取 られ,北側部分 を僅かに残すのみであった。

第H期 中期末葉前半 Iに 属する住居址で,1号址, 2号址, 3号 l■ , 8号址,15号址,16号址 ,

22号址,26号址,31号址,32号址の10基 が数えられる。住居址の平面形は円形または隅九方形で

その特徴は石囲炉址 において極めて顕者である。即ち炉址の石の完全に残っている 1号, 2号 ,

15号,22号,26号址にみられるごとく,平面形は南北の長い長方形で,比較的小さな石 をい くつ



―-138-―

もきちんと敷 き並べ,南側焚 口には表面の平な石 をしっか りと据えている。 1号址, 3号址, 2

号址が台地の南縁に, 8号址,15号址,16号址が台地平坦面の北西縁に, 8号址,15号址,16号

址が調査区域の東部分の台地平坦部に 3群 となって環状に配列分布する。

第Ⅲ期 中期末葉前半 Hに属する4号址, 6号址,13号址,18号址,21号址,24号址,30号址の

7基 を本期 とする。住居址の平面形については第H期 との差異は認め難いが,炉石の遺存する 6

号址,21号址,24号址の炉址 は大 きな石 を堅 〈組み合わせた方形大型石囲炉である。 6号址, 4

号址,13号址が台地の南縁に,18号址,21号址が北縁に,24号址,30号址が調査区域の東部分の

台地頂部平坦面に 3群に分かれて分布する。 18号址 に胴部のみの上器の埋簑が遺存 した。

第Ⅳ期 中期終末期の住居址 14号址,29号址の 2基 が発掘区域の東部分の台地頂部に位置 して発

見された。

第 V期 組文後期の住居址が 3基発見され,22号址は台地南縁に位置 し,11号 l■,33号址は台地

頂部平坦面の補々北寄 りに隣接 して位置する。

第Ⅵ期 縄文晩期の住居址12号址は床面が褐色土層面にあったため,プランは明確ではなかった

が発掘区域中央部の台地平坦面冶々南寄 りに発見された。

第Ⅶ期 平安時代後期の上師式竪穴住居址10号址が調査区域の中央に, 7号址が西寄 りのいずれ

も台地の尾根上に位置 して発見された。

さて以上東西両台地における各時期の住唇址分布状態についてその概略を述べてきたが,月 泉ヽ

山麓からのびる長い舌状台地の南縁に派生 した小舌状台地間の集落立地の関係について言及 し本

文の くくりとしたい。

先ず当遺跡においては,紀文前期前葉に初めて東台地平坦面の南縁に小集落が営まれたが,そ
の後 しばらくの空白期がみられる。前期末葉の上器破片が東台地から,又,中期初頭の土器が西

台地から (第 5号特殊遺構)検出されたことは,住居址 こそ発見されなかったがこの頃より再び

当遺跡が生活の場 として利用されるようになったことを裏付けるものである。

中期中葉前半に入 り西台地 に 1基 ながら住居址が発見され, その後続いて東台地に 6基 の住居

址が出現 し,中期中葉後半は専 ら東台地に集落が営まれた。

中期末葉に入 り,初め集落は西台地に形成された。 この頃より環状又は馬蹄形に構成された集

落形態が明確 となり,規模 も大 きくなる。そして長方形に構築 された石囲炉l■が特徴的で,住居

址内外の埋甕の風習が出現する。その後集落は東台地に移行 し,住居址は弧状 に配列 し,埋甕の

風習は怠々盛行する。 そして中期末葉後半においては住居址内に石垣の施設が出現する。

中期終末から後期,晩期にかけては生活の場は西台地に移 り,住居址は台地頂部に構築 される

傾向がみられ,集落の規模は次第に衰退する。

弥生時代の終末に至 り再び東台地に住居が営 まれるが, このころより台地南側の沢地において



一-189‐ ――

稲作カーヾ行なわれたものであろう。

平安時代後期の住居l■が酉
―
台地に秦界されたが,これは中世の集1落形成の母語となるものであ

ろう、

この様に地形,環境等にそれ程差果の認められない近接する1慕西両台地が,それぞれの時期に

いずれかの一方を選定して居住し,両台地―にまたがるような1大 きな集落Ⅲ形成されなかつたよう

である。.こ のことは生活基盤を同一とする集画あ生業箇とし、うものが当然考―慮されたもあと考え

られ,集落の構成,移動と共に,周辺の遺―跡と調達して今後更に1究明されるべき問題である。

(宮 坂 英 式)
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茅野和田遺跡の記録保存 をおえて

茅野和田遺跡の調査 をおえて,感激無量なものがある。

一つは重要な学問的資料 を得 たという喜びであり,一つは,多分,中部高地の最後の一つに近

い大集落遺跡を失ったという歎 きである。

長野県南部での縄文中期集落遺跡 としては,既に茅野市尖石,富士見町井戸尻,南佐久郡川上

村大深山,岡谷市河ヽ尾国海戸,伊那市富県の御殿場,小沢の月見松 などが調査 されている。 しか

し,多 くはその集落の完全復原 というには鉄失部があり, また,ほ ぼ完全 といえるものも,長い

間隔をおいての調査であったりしたため,紀文中期の集落の完全復原 というのには,何 かいま一

つ不安があった。

はじめ,今度の茅野和田遺跡の調査の議 をきいたとき,ゎ れわれは, きっと今度 こそ,村の全

面, 家屋の囲続する範囲以外の所, すなはち, 確かにここは家がなかったという証明にかこま

れた集落の復原ができる最後のチャンスがきたと心 をときめか した。

しか し,結果は宮坂英式 も前章でいっている通 り,69年冬,懸命にとりついてきた調査はすべ

ての点で,破壊にさらされる地点のみに限られたことは,予算面上やむを得 ないとはいいながら

残念なことであった。

要するに, この村はこれまでというところまでは掘 りきれずに, まだ続出する竪穴の気配を感

じつつ,調査 をおえたのである。

せめて, こうした中部高地でも有数な大集落がまたあろうとは思われに くいが,今後の目標 と

しては,部分的破壊についても,必ず不全に残される残鉄部 まで完璧 な調査 を義務づける必要が

あると思 う。

然 りながら貴重な犠性において, われわれはい くつかの新 しい見解 を得 ることができた。詳細に

ついては,既述の各章に くわしいが,西村における,最大 2,3戸 の未調査 をのぞいて,ほ ぼ完

全に,第 H期 (曾利 H)と いう時期の10戸 ほどの一小村を復原できたのは収穫だったということ

ができる。そのほか,西村においては中央広場 らしい空地に,い くつかの袋状土城が発見された

が,縄文期の墓穴 とも貯蔵穴 ともきめてをつかむことが出来なかった。

東村においては, きゎめてた くさんの家屋が群集 していて,そ れは縄文前期はじめから平安時

代後期におよび,そ の正抹の把握はきわめてむずかしかった。 いずれにしても二百におよぶ復原

土器は尖石博物館の大半 をしめ,壮観を呈 しさらに今後の研究をまっている。

今回の緊急の調査にあたって茅野市議会及び教育委員会,特に木川千年教育長以下係官諸氏の

熱意には深甚な感謝 をささげたい。 (藤 森 栄 ― )



図版 1

小泉山か ら遺跡のある台地 を望む

南か ら遺跡 を望 む



図版 2

遺跡全景 (小泉山よ り)

東地区全景 (小泉山よ り)



図版 3
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図版 4

東 9。 13号住居址 と土器出土状態



図版 5

東19。 15号住居址

東22・ 25号 住居址



図版 6

東23号 住居址

東21号 住居址

東28号 住唇址

東26号 住居址

東38号 住居址

東33号 住居 l■



図版 7

東41号住居址

東44号住居址

東45号 住居址

東46号住居址

東48号住居址

東49号 住居址

L



図版 8

東10号 住居址

左 より3号,P6,
P ll～ P15

東 特 殊 遺 構

P3・ P4, Pl



図版 9

西 1号 住居址

1                    _

西 1号 遺物 出土状態



図版 10

西 3号住居l■

西 2号住居址

西 8号住居址

西 4号 住居址



図版 11

西 10,14号 住居址

西12号住居l■

西11,33号 住居址



図版 12

西 4号特殊遺構

西 2号特殊遺構

西 5号特殊遺構

西12号特殊遺構



図版 13

西13号特殊遺構

西14号特殊遺構

西15号特殊遺構

西20号特殊遺構

西22号特殊遺構

西23号特殊遺構



図版 14

西特殊遺構群

西29号特殊遺構 西27号特殊遺構

西 4, 5, 6号特殊遺構 西 1, 3, 5, 9,10号 特殊遺構



図版 15
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図版 16

東 2号 住居址埋甕 東15号住居址埋甕

東30号 住居址埋甕東16号 住居址埋襄

東23号 住居址埋甕

束44号住居址埋甕 東38号 住居址埋甕



図版 17 縄文式土器

西 5号特殊遺構出土

東 5号址 出土

西17号址 出土

東 5号址 出土

西地区出土東 6号址出土



図版 18 糸屯文式土器

東 9号址 出土 東 9号址出土

東 9号址出土 束 9号址 出土

東 9号址 出土
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東 7号址 出土東 9号址 出土 束 34号址 出土



図版 19 縄文式土器
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図版 20 紀文式土器

東44号址埋甕

東23号址埋甕

東33号址 出土

東23号 址出土

西30号 址出土 東12号址出土



図版 21 紀文式土器

東31号址 出土

東41号址 出土

東35号址 出土

東44号址埋甕

L

東Pit l号 出土 東単独出土埋甕



図版 22 純文式上器 (小型土器,顔面把手,蛇体把手 )

東44号址 出土 東 9号址出土

東39号 址 出土 西 16号址 出土

東17号址出土

東44号址 出土

‐
||1強畿

東地区出土

東地区出土 東地 区出土



図版 23 弥生式上器・須恵器

50号 l■ 出土

10号 址 出土

|
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図版 24 土偶・紡錘車・飾玉等
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図版 26 磨製石斧,打製石斧
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