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青森市には、国特別史跡三内丸山遺跡や国史跡小牧野遺跡、浪

岡城跡、高屋敷館遺跡をはじめとする数多くの埋蔵文化財が所在

しております。

[野（３）遺跡は、本市の中でも遺跡が多く分布する八甲田山か

ら続く丘陵上に位置しております。当委員会では、青森市八甲田

霊園の第２期造成工事に先立ち、平成１３年度から１６年度までの４

ヶ年にわたり発掘調査を実施してまいりました。本遺跡の発掘調

査の結果、縄文時代晩期～弥生時代、平安時代を主体とする遺跡

であることが明らかとなりました。特に、縄文時代晩期～弥生時

代の遺構・遺物は市内でも類例の少ない貴重な資料であります。

本書は、このたびの発掘調査成果をまとめたものであり、今後

の埋蔵文化財保護ならびに調査・研究の一助になれば幸いです。

本書の刊行にあたり、関係機関および関係各位のご理解とご協

力に深く感謝いたします。

平成２２年３月

青森市教育委員会

教 育 長 月　永　良　彦



例　　言

１．本書は青森市大字大別内字[野に所在する[野（３）遺跡の発掘調査報告書である。

２．本書に記載される内容は、青森市市民文化部市民生活課より委託を受けて、青森市教育委員会が平成　

１３～１６年度に実施した八甲田霊園第２期造成工事に係る発掘調査の成果である。

３．本遺跡は青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号に２０１－３０８として登録されている。

４．本書の執筆並びに編集は青森市教育委員会が行った。執筆分担は文末に記した。

５．出土石器の石質鑑定については調査員である工藤一彌氏に依頼した。

６．第Ⅷ章第１節の分析については「株式会社九州テクノリサーチ」、第２節の分析については「パリノ

サーヴェイ株式会社」に委託した。

７．出土遺物及び記録図面・写真関係資料は青森市教育委員会で保管している。

８．引用参考文献は巻末に収めた。

９．発掘調査及び報告書刊行にあたって、次の方々からご指導・ご協力を賜った。記して感謝の意を表する

次第である。（敬称略）

浅田智晴、一町田工、磯村亨、岩井浩介、大澤正巳、小田川哲彦、太田原潤、小山内透、北林八州晴、

木村高、斎藤正、白鳥文雄、神康夫、高橋　潤、茅野嘉雄、成田誠治、中嶋友文、永嶋豊、能登谷宣康、

野村忠司、平山明寿、松本建速

凡　　例

１．図版番号及び表番号を「第○図」、「第○表」とし、順番に通し番号を付した。

２．遺構の略号は、ＳＩ＝竪穴住居跡・竪穴遺構、ＳＫ＝土坑、ＳＰ＝ピット、ＳＢ＝掘立柱建物跡、

ＳＤ＝溝跡、ＳＸ＝円形周溝、ＳＳ＝鍛冶炉、ＳＮ＝焼土遺構・木炭窯、ＳＣ＝埋設土器遺構とした。

３．図中で使用したアルファベットを用いた略称は以下のとおりである。

Ｐ：土器　　　　Ｓ：石器・礫　　　Ｆ：鉄滓・鉄製品

４．グリッドの呼称は次のとおりである。

５．挿図の縮尺は各図毎に示した。なお、写真図版の縮尺については統一していない。

６．各種平面図の方位は磁北を示した。

７．土坑・ピットについては紙幅の関係により表・図版により報告する。



８．図中で使用したスクリーントーンは以下のとおりである。

９．土層の注記については、『新版標準土色帳』（小山正忠、竹原秀雄 １９９３）に準拠した。

１０．遺物実測図の表現



１１．出土遺物の分類は下記のとおりである。

（１）土　器

第Ⅰ群　縄文時代前期の土器

ａ類　表館式に比定される土器

ｂ類　早稲田６類に比定される土器

ｃ類　円筒下層ａ式に比定される土器

ｄ類　円筒下層ｂ式に比定される土器

ｅ類　円筒下層ｄ１式に比定される土器

ｆ類　円筒下層ｄ２式に比定される土器

ｇ類　円筒下層式に比定される胴部破片

第Ⅱ群　縄文時代中期の土器

ａ類　円筒上層ａ式に比定される土器

ｂ類　円筒上層ｂ式に比定される土器

ｃ類　円筒上層ｃ式に比定される土器

ｂ類　円筒上層ｄ式に比定される土器

ｅ類　円筒上層ｅ式に比定される土器

ｆ類　榎林式に比定される土器

ｇ類　最花式に比定される土器

ｈ類　大木１０式に並行する土器

ｉ類　中期～後期前葉に比定される土器

第Ⅲ群　縄文時代後期の土器

ａ類　後期初頭に比定される土器

ｂ類　十腰内Ⅰ式土器に比定される土器

ｃ類　十腰内Ⅴ式土器に比定される土器

第Ⅳ群　縄文時代晩期に比定される土器

ａ類　大洞Ａ式に比定される土器

１．口縁部に３条程の平行沈線が巡り、胴部に縄文等が施されるもの。

２．口縁部に数条の平行沈線の間にＴ字状の沈線文様が上下になり工字文を表すもの。

３．口縁部に数条の平行沈線の間に１～２本の縦位の短沈線により工字文を表すもの。

４．口縁部に数条の平行沈線の間に粘土粒により工字文を表すもの。

５．口縁部に数条の平行沈線の間に短沈線と粘土粒が付され工字文を表すもの。

６．口縁部に数条の平行沈線の間に粘土粒が２個１対施されるもの。

７．口縁部に数条の平行沈線の間に矢羽状沈線を表すもの。

８．壷形を呈するもの。

ｂ類　晩期後半～弥生時代前期に比定される土器

第Ⅴ群　弥生時代の土器

ａ類　砂沢式に比定される土器

ｂ類　二枚橋式に比定される土器

ｃ類　宇鉄Ⅱ式に比定される土器

ｄ類　田舎館式に比定される土器



ｅ類　念仏間式に比定される土器

ｆ類　天王山式に比定される土器

第Ⅵ群　平安時代の土器

ａ類　土師器

ｂ類　須恵器

ｃ類　製塩土器

（２）石器

剥片石器

・石鏃

１類（無茎）

ａ種（凹基）

ｂ種（円基）

ｃ種（尖基）

２類（有茎）

・石槍

１類（木葉形）

ａ種（円基）

ｂ種（平基）

２類（三角形）

・石匙

１類（縦型）

２類（横型）

・石錐

・石箆

１類（長方形） ａ種（刃部弧状）

ｂ種（刃部直線）

２類（撥形）

・不定形石器

１類（刃部調整が側縁一辺の１／２以上）

２類（刃部調整が側縁一辺の１／２未満）

３類（刃部調整が明瞭に観察されない剥片）

礫石器

・磨製石斧

１類（定角式）

２類（小型）

３類（楔形）

・敲磨器類

１類（磨石）

２類（敲石）

３類（磨石を転用した敲石）



・砥石

・石皿・台石

・北海道式石冠

・有溝砥石

・半円状扁平打製石器

・不明石器

１類（球形石）

２類（柱状石）

３類（明瞭な使用痕のない自然礫）

４類（その他）

・赤鉄鉱

（３）土製品

１．袖珍土器

２．きのこ形土製品

３．土偶

４．土製支脚

５．焼成粘土塊

６．土玉

７．不明土製品

（４）鉄関連遺物

１．製錬

・炉壁

・炉壁溶解物

・炉内滓

・炉内滓（含鉄）

・流出孔滓

・流動滓（鳥足状）

・流出溝滓

・流動滓

・羽口（製錬）

２．鍛冶

・炉壁（鍛冶炉）

・流動滓

・工具付着滓

・椀形鍛冶滓（大・中・小・含鉄）

・鍛冶滓

・含鉄鉄滓

・粒状滓

・鍛造剥片

・羽口

・金床石



目　　　　　次

序

例言・凡例

目次

図表・写真目次

第Ⅰ章　調査の概要

第１節　調査に至る経過･････････････････････････････････････････････････････････････１

第２節　調査要項･･･････････････････････････････････････････････････････････････････１

第３節　調査方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････６

第４節　調査経過･･･････････････････････････････････････････････････････････････････７

第Ⅱ章　遺跡の環境

第１節　遺跡の環境････････････････････････････････････････････････････････････････１１

第２節　周辺の遺跡････････････････････････････････････････････････････････････････１１

第３節　遺跡の層序････････････････････････････････････････････････････････････････１４

第Ⅲ章　Ａ区の調査　

第１節　概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１７

第２節　検出遺構と出土遺物････････････････････････････････････････････････････････１７

１．竪穴住居跡････････････････････････････････････････････････････････････１７

２．竪穴遺構･･････････････････････････････････････････････････････････････２５

３．土坑･･････････････････････････････････････････････････････････････････３６

４．焼土遺構･･････････････････････････････････････････････････････････････６１

５．埋設土器遺構･･････････････････････････････････････････････････････････６１

６．ピット････････････････････････････････････････････････････････････････６５

７．遺構外出土遺物････････････････････････････････････････････････････････６６

第Ⅳ章　Ｂ区の調査　

第１節　概要･････････････････････････････････････････････････････････････････････１１２

第２節　検出遺構と出土遺物･･･････････････････････････････････････････････････････１１３

１．竪穴住居跡･･･････････････････････････････････････････････････････････１１３

２．竪穴遺構･････････････････････････････････････････････････････････････１１６

３．土坑･････････････････････････････････････････････････････････････････１３４

４．掘立柱建物跡･････････････････････････････････････････････････････････１４４

５．溝跡･････････････････････････････････････････････････････････････････１４４

６．焼土遺構･････････････････････････････････････････････････････････････１４４

７．埋設土器遺構･････････････････････････････････････････････････････････１４５

８．円形周溝･････････････････････････････････････････････････････････････１４５



９．ピット････････････････････････････････････････････････････････････････１４８

１０．遺構外出土遺物････････････････････････････････････････････････････････１５１

第Ⅴ章　Ｃ区の調査　

第１節　概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１８５

第２節　検出遺構と出土遺物････････････････････････････････････････････････････････１８５

１．竪穴住居跡････････････････････････････････････････････････････････････１８５

２．竪穴遺構･･････････････････････････････････････････････････････････････１８６

３．土坑･･････････････････････････････････････････････････････････････････１９３

４．溝跡･･････････････････････････････････････････････････････････････････１９４

５．鍛冶炉････････････････････････････････････････････････････････････････１９４

６．遺構外出土遺物････････････････････････････････････････････････････････１９７

第Ⅵ章　Ｄ区の調査　

第１節　概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１９９

第２節　検出遺構と出土遺物････････････････････････････････････････････････････････２００

１．竪穴住居跡････････････････････････････････････････････････････････････２００

２．竪穴遺構･･････････････････････････････････････････････････････････････２０８

３．土坑･･････････････････････････････････････････････････････････････････２４８

４．溝跡･･････････････････････････････････････････････････････････････････２５５

５．木炭窯跡･･････････････････････････････････････････････････････････････２５５

６．ピット････････････････････････････････････････････････････････････････２６０

７．遺構外出土遺物････････････････････････････････････････････････････････２６６

第Ⅶ章　鉄関連遺物････････････････････････････････････････････････････････････････････････２９７

第Ⅷ章　自然科学分析･･････････････････････････････････････････････････････････････････････３２９

第１節　[野（３）遺跡出土鉄関連遺物の金属学的調査･････････････････････････････････３２９

第２節　[野（３）遺跡出土炭化材の年代と樹種･･･････････････････････････････････････３５７

まとめ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････３６１

引用・参考文献････････････････････････････････････････････････････････････････････････････３６３

写真図版･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････３６４

報告書抄録



図表・写真目次

挿図目次

第１図　遺跡位置図･･････････････････････････････････ ２

第２図　調査区位置図････････････････････････････ ３・４

第３図　グリッド配置図･･････････････････････････････ ７

第４図　遺構配置図（Ａ～D区）････････････････････９・１０

第５図　周辺の遺跡･････････････････････････････････１３

第６図　基本層序･･･････････････････････････････････１４

第７図　Ａ区遺構配置図･････････････････････････１５・１６

第８図　ＳＩ－０１･０２････････････････････････････････１９

第９図　ＳＩ－０３①･･････････････････････････････････２０

第１０図　ＳＩ－０３②･･････････････････････････････････２１

第１１図　ＳＩ－０３③･･････････････････････････････････２２

第１２図　ＳＩ－０４･･･････････････････････････････２３・２４

第１３図　ＳＩ－０５････････････････････････････････････２６

第１４図　ＳＩ－０６････････････････････････････････････２７

第１５図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＩ）①･･･････････････････２８

第１６図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＩ）②･･･････････････････２９

第１７図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＩ）③･･･････････････････３０

第１８図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＩ）④･･･････････････････３１

第１９図　Ａ区遺構内出土石器（ＳＩ）①･･･････････････････３２

第２０図　Ａ区遺構内出土石器（ＳＩ）②･･･････････････････３３

第２１図　Ａ区遺構内出土石器（ＳＩ）③･･･････････････････３４

第２２図　Ａ区遺構内出土土製品･･･････････････････････３５

第２３図　ＳＫ－０１･０２･０３･０４･０５･０６･･････････････････３７

第２４図　ＳＫ－０７･０８･０９･１０･････････････････････････３８

第２５図　ＳＫ－１１･１２･１３･１４･１５･１６･･････････････････３９

第２６図　ＳＫ－１７･１８･１９･２０･２１･２２･･････････････････４０

第２７図　ＳＫ－２３･２４･２５･２６･２７･２８･･････････････････４１

第２８図　ＳＫ－２９･３０･３１･３２･３３･３４･･････････････････４２

第２９図　ＳＫ－３５･３６･３７･３８･････････････････････････４３

第３０図　ＳＫ－３９･４０･４１･４２･４３･４４･･････････････････４４

第３１図　ＳＫ－４５･４６･４７･４８･４９･５０･５１･５２･５３･･･････４５

第３２図　ＳＫ－５４･５５･５６･５７･５８･････････････････････４６

第３３図　ＳＫ－５９･６０･６１･６２･６３･６４･･････････････････４７

第３４図　ＳＫ－６５･６６･６７･６８･６９･････････････････････４８

第３５図　ＳＫ－７０･７１･７２･････････････････････････････４９

第３６図　ＳＫ－７３･７４･７５･７６･７７･７８･７９･･････････････５０

第３７図　ＳＫ－８０･８１･８２･８３･８４･････････････････････５１

第３８図　ＳＫ－８５･８６･８７･８８･８９･････････････････････５２

第３９図　ＳＫ－９０･９１･９２･９３･９４･９５･９６･９７･･････････５３

第４０図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）①･･････････････････５４

第４１図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）②･･････････････････５５

第４２図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）③･･････････････････５６

第４３図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）④･･････････････････５７

第４４図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）⑤･･････････････････５８

第４５図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＫ）⑥･･････････････････５９

第４６図　Ａ区遺構内出土石器（ＳＫ）････････････････････６０

第４７図　ＳＮ－０１･０２････････････････････････････････６２

第４８図　ＳＮ－０３･０４･０５･０６･０７･････････････････････６３

第４９図　ＳＣ－０１････････････････････････････････････６４

第５０図　Ａ区遺構内出土土器（ＳＣ）････････････････････６４

第５１図　ＳＰ－０１･０２･０３･０４･０５･０６･････････････････６５

第５２図　ＳＰ－０７･０８･０９･････････････････････････････６６

第５３図　Ａ区遺構外出土土器①･･･････････････････････７１

第５４図　Ａ区遺構外出土土器②･･･････････････････････７２

第５５図　Ａ区遺構外出土土器③･･･････････････････････７３

第５６図　Ａ区遺構外出土土器④･･･････････････････････７４

第５７図　Ａ区遺構外出土土器⑤･･･････････････････････７５

第５８図　Ａ区遺構外出土土器⑥･･･････････････････････７６

第５９図　Ａ区遺構外出土土器⑦･･･････････････････････７７

第６０図　Ａ区遺構外出土土器⑧･･･････････････････････７８

第６１図　Ａ区遺構外出土土器⑨･･･････････････････････７９

第６２図　Ａ区遺構外出土土器⑩･･･････････････････････８０

第６３図　Ａ区遺構外出土土器⑪･･･････････････････････８１

第６４図　Ａ区遺構外出土土器⑫･･･････････････････････８２

第６５図　Ａ区遺構外出土土器⑬･･･････････････････････８３

第６６図　Ａ区遺構外出土土器⑭･･･････････････････････８４

第６７図　Ａ区遺構外出土土器⑮･･･････････････････････８５

第６８図　Ａ区遺構外出土石器①･･･････････････････････８９

第６９図　Ａ区遺構外出土石器②･･･････････････････････９０



第７０図　Ａ区遺構外出土石器③･･･････････････････････９１

第７１図　Ａ区遺構外出土石器④･･･････････････････････９２

第７２図　Ａ区遺構外出土石器⑤･･･････････････････････９３

第７３図　Ａ区遺構外出土石器⑥･･･････････････････････９４

第７４図　Ａ区遺構外出土石器⑦･･･････････････････････９５

第７５図　Ａ区遺構外出土石器⑧･･･････････････････････９６

第７６図　Ａ区遺構外出土石器⑨･･･････････････････････９７

第７７図　Ａ区遺構外出土石器⑩･･･････････････････････９８

第７８図　Ａ区遺構外出土石器⑪･･･････････････････････９９

第７９図　Ａ区遺構外出土石器⑫･･････････････････････１００

第８０図　Ａ区遺構外出土石器⑬･･････････････････････１０１

第８１図　Ａ区遺構外出土石器⑭･･････････････････････１０２

第８２図　Ａ区遺構外出土石器⑮･･････････････････････１０３

第８３図　Ａ区遺構外出土土製品①････････････････････１０３

第８４図　Ａ区遺構外出土土製品②････････････････････１０４

第８５図　Ｂ区遺構配置図････････････････････････････１１２

第８６図　ＳＩ－０７①････････････････････････････････１１７

第８７図　ＳＩ－０７②････････････････････････････････１１８

第８８図　ＳＩ－０８･･････････････････････････････････１１９

第８９図　ＳＩ－０９①････････････････････････････････１２０

第９０図　ＳＩ－０９②････････････････････････････････１２１

第９１図　ＳＩ－１０①････････････････････････････････１２２

第９２図　ＳＩ－１０②････････････････････････････････１２３

第９３図　ＳＩ－１１①････････････････････････････････１２４

第９４図　ＳＩ－１１②････････････････････････････････１２５

第９５図　ＳＩ－１２･･････････････････････････････････１２６

第９６図　ＳＩ－１３･･････････････････････････････････１２７

第９７図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＩ）①･････････････････１２８

第９８図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＩ）②･････････････････１２９

第９９図　Ｂ区遺構内出土土器・土製品（ＳＩ）③･････････１３０

第１００図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＩ）①･････････････････１３１

第１０１図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＩ）②･････････････････１３２

第１０２図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＩ）③･････････････････１３３

第１０３図　ＳＫ－９８･９９･１００･１０１･１０２･１０３･１０４･･･････１３５

第１０４図　ＳＫ－１０５･１０６･１０７･１０８･１０９･１１０･･････････１３６

第１０５図　ＳＫ－１１１･１１２･１１３･１１４･１１５･１１６･１１７･１１８

･････････････････････････････････････････１３７

第１０６図　ＳＫ－１１９･１２０･１２１･１２２･１２３･１２４･･････････１３８

第１０７図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＫ）①･････････････････１３９

第１０８図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＫ）②･････････････････１４０

第１０９図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＫ）③･････････････････１４１

第１１０図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＫ）①･････････････････１４２

第１１１図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＫ）②･････････････････１４３

第１１２図　Ｂ区遺構内出土土製品（ＳＫ）･････････････････１４４

第１１３図　ＳＢ－０１･･･････････････････････････････････１４５

第１１４図　ＳＤ－０１･０２･･･････････････････････････････１４６

第１１５図　ＳＮ－０８･ＳＣ－０２･ＳＸ－０１･･･････････････････１４７

第１１６図　Ｂ区遺構内出土土器（ＳＣ）･･････････････････１４８

第１１７図　ＳＰ－１０･１１･１２･１３･１４･１５･１６･１７･１８･１９･

２０･２１･２２･･･････････････････････････････１４９

第１１８図　Ｂ区遺構内出土石器（ＳＰ）･･･････････････････１５０

第１１９図　Ｂ区遺構外出土土器①･･････････････････････１５４

第１２０図　Ｂ区遺構外出土土器②･･････････････････････１５５

第１２１図　Ｂ区遺構外出土土器③･･････････････････････１５６

第１２２図　Ｂ区遺構外出土土器④･･････････････････････１５７

第１２３図　Ｂ区遺構外出土土器⑤･･････････････････････１５８

第１２４図　Ｂ区遺構外出土土器⑥･･････････････････････１５９

第１２５図　Ｂ区遺構外出土土器⑦･･････････････････････１６０

第１２６図　Ｂ区遺構外出土石器①･･････････････････････１６３

第１２７図　Ｂ区遺構外出土石器②･･････････････････････１６４

第１２８図　Ｂ区遺構外出土石器③･･････････････････････１６５

第１２９図　Ｂ区遺構外出土石器④･･････････････････････１６６

第１３０図　Ｂ区遺構外出土石器⑤･･････････････････････１６７

第１３１図　Ｂ区遺構外出土石器⑥･･････････････････････１６８

第１３２図　Ｂ区遺構外出土石器⑦･･････････････････････１６９

第１３３図　Ｂ区遺構外出土石器⑧･･････････････････････１７０

第１３４図　Ｂ区遺構外出土石器⑨･･････････････････････１７１

第１３５図　Ｂ区遺構外出土石器⑩･･････････････････････１７２

第１３６図　Ｂ区遺構外出土石器⑪･･････････････････････１７３

第１３７図　Ｂ区遺構外出土石器⑫･･････････････････････１７４

第１３８図　Ｂ区遺構外出土石器⑬･･････････････････････１７５

第１３９図　Ｂ区遺構外出土石器⑭･･････････････････････１７６

第１４０図　Ｂ区遺構外出土石器⑮･･････････････････････１７７

第１４１図　Ｂ区遺構外出土石器⑯･･････････････････････１７８

第１４２図　Ｂ区遺構外出土石器⑰･･････････････････････１７９

第１４３図　Ｃ区遺構配置図････････････････････････････１８５



第１４４図　ＳＩ－１４①･････････････････････････････････１８７

第１４５図　ＳＩ－１４②･････････････････････････････････１８８

第１４６図　ＳＩ－１５･･･････････････････････････････････１８９

第１４７図　ＳＩ－１６･･･････････････････････････････････１９０

第１４８図　Ｃ区遺構内出土土器（ＳＩ）･･･････････････････１９１

第１４９図　Ｃ区遺構内出土石器（ＳＩ）･･･････････････････１９２

第１５０図　Ｃ区遺構内出土鉄製品（ＳＩ）･････････････････１９３

第１５１図　ＳＫ－１２５･１２６･ＳＤ－０３･０４･･････････････････１９５

第１５２図　ＳＳ－０１･･･････････････････････････････････１９６

第１５３図　Ｃ区遺構外出土石器････････････････････････１９７

第１５４図　Ｄ区遺構配置図････････････････････････････１９９

第１５５図　ＳＩ－１７①･････････････････････････････････２０９

第１５６図　ＳＩ－１７②･････････････････････････････････２１０

第１５７図　ＳＩ－１８･･･････････････････････････････････２１１

第１５８図　ＳＩ－１９（新）①････････････････････････････２１２

第１５９図　ＳＩ－１９（新）②････････････････････････････２１３

第１６０図　ＳＩ－１９（旧）①････････････････････････････２１４

第１６１図　ＳＩ－１９（旧）②････････････････････････････２１５

第１６２図　ＳＩ－２０①････････････････････････････････２１６

第１６３図　ＳＩ－２０②････････････････････････････････２１７

第１６４図　ＳＩ－２１①････････････････････････････････２１８

第１６５図　ＳＩ－２１②････････････････････････････････２１９

第１６６図　ＳＩ－２２･･･････････････････････････････････２２０

第１６７図　ＳＩ－２３･･･････････････････････････････････２２１

第１６８図　ＳＩ－２４①････････････････････････････････２２２

第１６９図　ＳＩ－２４②････････････････････････････････２２３

第１７０図　ＳＩ－２５（新）①････････････････････････････２２４

第１７１図　ＳＩ－２５（旧）①････････････････････････････２２５

第１７２図　ＳＩ－２５（新・旧）･･････････････････････････２２６

第１７３図　ＳＩ－２６①････････････････････････････････２２７

第１７４図　ＳＩ－２６②････････････････････････････････２２８

第１７５図　ＳＩ－２７･･･････････････････････････････････２２９

第１７６図　ＳＩ－２８･･･････････････････････････････････２３０

第１７７図　ＳＩ－２９･･･････････････････････････････････２３１

第１７８図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）①･････････････････２３２

第１７９図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）②･････････････････２３３

第１８０図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）③･････････････････２３４

第１８１図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）④･････････････････２３５

第１８２図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑤･････････････････２３６

第１８３図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑥･････････････････２３７

第１８４図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑦･････････････････２３８

第１８５図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑧･････････････････２３９

第１８６図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑨･････････････････２４０

第１８７図　Ｄ区遺構内出土土器（ＳＩ）⑩･････････････････２４１

第１８８図　Ｄ区遺構内出土石器（ＳＩ）①･････････････････２４２

第１８９図　Ｄ区遺構内出土石器（ＳＩ）②･････････････････２４３

第１９０図　Ｄ区遺構内出土石器（ＳＩ）③･････････････････２４４

第１９１図　Ｄ区遺構内出土石器（ＳＩ）④･････････････････２４５

第１９２図　Ｄ区遺構内出土石器（ＳＩ）⑤･････････････････２４６

第１９３図　Ｄ区遺構内出土土製品・鉄製品（ＳＩ）･････････２４７

第１９４図　ＳＫ－１２７・１２８・１２９・１３０・１３１・１３２････････２４９

第１９５図　ＳＫ－１３３・１３４・１３５・１３６・１３７・１３８････････２５０

第１９６図　ＳＫ－１４０・１４１・１４２・１４３・１４４・１４５・

１４６・１４７・１４８･･･････････････････････････２５１

第１９７図　ＳＫ－１４９・１５１・１５２・１５３・１５４･･･････････２５２

第１９８図　ＳＫ－１５０・１５５・１５６・１５７･････････････････２５３

第１９９図　Ｄ区遺構内出土土器・石製品（ＳＫ）･･･････････２５４

第２００図　ＳＤ－０５･０６･０７･･･････････････････････････２５６

第２０１図　ＳＮ－０９①････････････････････････････････２５７

第２０２図　ＳＮ－０９②････････････････････････････････２５８

第２０３図　Ｄ区遺構内出土鉄製品（ＳＮ）･････････････････２５９

第２０４図　ＳＫ－１３９･ＳＰ－２３･２４･２５･２６･２７･２８･２９･

３０･３１･３２･･･････････････････････････････２６１

第２０５図　ＳＰ－３３･３４･３５･３６･３７･３８･４１･４２･･････････２６２

第２０６図　ＳＰ－３９･４５･４９･５０･５１･５２･５９･６０･６２････････２６３

第２０７図　ＳＰ－４２･４３･４４･５４･５５･５６･５７･６１･･････････２６４

第２０８図　ＳＰ－４６･４７･４８･５３･５８･６３････････････････２６５

第２０９図　Ｄ区遺構外出土土器①･････････････････････２７０

第２１０図　Ｄ区遺構外出土土器②･････････････････････２７１

第２１１図　Ｄ区遺構外出土土器③･････････････････････２７２

第２１２図　Ｄ区遺構外出土土器④･･････････････････････２７３

第２１３図　Ｄ区遺構外出土土器⑤･･････････････････････２７４

第２１４図　Ｄ区遺構外出土土器⑥･･････････････････････２７５

第２１５図　Ｄ区遺構外出土土器⑦･･････････････････････２７６

第２１６図　Ｄ区遺構外出土石器①･･････････････････････２８０

第２１７図　Ｄ区遺構外出土石器②･･････････････････････２８１



第２１８図　Ｄ区遺構外出土石器③･･････････････････････２８２

第２１９図　Ｄ区遺構外出土石器④･･････････････････････２８３

第２２０図　Ｄ区遺構外出土石器⑤･･････････････････････２８４

第２２１図　Ｄ区遺構外出土石器⑥･･････････････････････２８５

第２２２図　Ｄ区遺構外出土石器⑦･･････････････････････２８６

第２２３図　Ｄ区遺構外出土石器⑧･･････････････････････２８７

第２２４図　Ｄ区遺構外出土石器⑨･･････････････････････２８８

第２２５図　Ｄ区遺構外出土石器⑩･･････････････････････２８９

第２２６図　Ｄ区遺構外出土石器⑪･･････････････････････２９０

第２２７図　Ｄ区遺構外出土石器⑫･･････････････････････２９１

第２２８図　Ｄ区遺構外出土石器⑬･･････････････････････２９２

第２２９図　鉄関連遺物構成表（１）･･････････････････････２９８

第２３０図　鉄関連遺物構成表（２）･･････････････････････２９９

第２３１図　鉄関連遺物構成表（３）･･････････････････････３００

第２３２図　鉄関連遺物構成表（４）･･････････････････････３０１

第２３３図　鉄関連遺物構成表（５）･･････････････････････３０２

第２３４図　鉄関連遺物①･･････････････････････････････３０３

第２３５図　鉄関連遺物②･･････････････････････････････３０４

第２３６図　鉄関連遺物③･･････････････････････････････３０５

第２３７図　鉄関連遺物④･･････････････････････････････３０６

第２３８図　鉄関連遺物⑤･･････････････････････････････３０７

第２３９図　鉄関連遺物⑥･･････････････････････････････３０８

第２４０図　鉄関連遺物⑦･･････････････････････････････３０９

第２４１図　鉄関連遺物⑧･･････････････････････････････３１０

第２４２図　鉄関連遺物⑨･･････････････････････････････３１１

第２４３図　鉄関連遺物⑩･･････････････････････････････３１２

第２４４図　鉄関連遺物⑪･･････････････････････････････３１３

第２４５図　鉄関連遺物⑫･･････････････････････････････３１４

第２４６図　分析遺物･･････････････････････････････････３２８

表目次

第１表　周辺の遺跡一覧･････････････････････････････１２

第２表　Ａ区土坑一覧表･････････････････････････････３６

第３表　Ａ区ピット一覧表･･･････････････････････････６５

第４表　Ａ区ＳＩ出土土器観察表･････････････････････１０５

第５表　Ａ区ＳＩ出土石器観察表･････････････････････１０５

第６表　Ａ区ＳＩ出土土製品観察表･･･････････････････１０６

第７表　Ａ区ＳＫ出土土器観察表･････････････････････１０６

第８表　Ａ区ＳＫ出土石器観察表･････････････････････１０７

第９表　Ａ区ＳＫ出土土製品観察表･･･････････････････１０７

第１０表　Ａ区ＳＣ出土土器観察表･････････････････････１０７

第１１表　Ａ区遺構外出土土器観察表･･････････････････１０７

第１２表　Ａ区遺構外出土石器観察表･･････････････････１１０

第１３表　Ａ区遺構外出土土製品観察表････････････････１１１

第１４表　Ｂ区土坑一覧表････････････････････････････１３４

第１５表　Ｂ区ピット一覧表･･････････････････････････１４８

第１６表　Ｂ区ＳＩ出土土器・土製品観察表･････････････１８０

第１７表　Ｂ区ＳＩ出土石器観察表･････････････････････１８０

第１８表　Ｂ区ＳＩ出土土製品観察表･･･････････････････１８０

第１９表　Ｂ区ＳＫ出土土器観察表･････････････････････１８０

第２０表　Ｂ区ＳＫ出土石器観察表･････････････････････１８１

第２１表　Ｂ区ＳＫ出土土製品観察表･･･････････････････１８１

第２２表　Ｂ区ＳＣ出土土器観察表･････････････････････１８１

第２３表　Ｂ区ＳＰ出土石器観察表･････････････････････１８１

第２４表　Ｂ区遺構外出土土器観察表･･････････････････１８１

第２５表　Ｂ区遺構外出土石器観察表･･････････････････１８３

第２６表　Ｃ区ＳＩ・ＳＫ出土土器観察表･････････････････１９８

第２７表　Ｃ区ＳＩ出土石器観察表･････････････････････１９８

第２８表　Ｃ区ＳＩ出土鉄製品観察表･･･････････････････１９８

第２９表　Ｃ区遺構外出土石器観察表･･････････････････１９８

第３０表　Ｄ区土坑一覧表････････････････････････････２４８

第３１表　Ｄ区ピット一覧表･･････････････････････････２６０

第３２表　Ｄ区ＳＩ出土土器観察表･････････････････････２９３

第３３表　Ｄ区ＳＩ出土石器観察表･････････････････････２９３

第３４表　Ｄ区ＳＩ出土土製品観察表･･･････････････････２９４

第３５表　Ｄ区ＳＩ出土鉄製品観察表･･･････････････････２９４

第３６表　Ｄ区ＳＫ出土土器観察表･････････････････････２９４

第３７表　Ｄ区ＳＫ出土石製品観察表･･･････････････････２９４

第３８表　Ｄ区ＳＮ出土鉄製品観察表･･･････････････････２９４

第３９表　Ｄ区遺構外出土土器観察表･･････････････････２９４

第４０表　Ｄ区遺構外出土石器観察表･･････････････････２９５

第４１表　鉄関連遺物の用語･･････････････････････････２９７

第４２表　鉄関連遺物一般観察表･･････････････････････３１５

写真目次

写真１ Ａ区検出遺構（１）･･････････････････････････３６４



写真２ Ａ区検出遺構（２）･･････････････････････････３６５

写真３ Ａ区検出遺構（３）･･････････････････････････３６６

写真４ Ａ区検出遺構（４）･･････････････････････････３６７

写真５ Ａ区検出遺構（５）･･････････････････････････３６８

写真６ Ａ区検出遺構（６）･･････････････････････････３６９

写真７ Ａ区検出遺構（７）･･････････････････････････３７０

写真８ Ａ区検出遺構（８）･･････････････････････････３７１

写真９ Ａ区検出遺構（９）･･････････････････････････３７２

写真１０ Ａ区検出遺構（１０）･･････････････････････････３７３

写真１１ Ａ区検出遺構（１１）･･････････････････････････３７４

写真１２ Ａ区検出遺構（１２）･･････････････････････････３７５

写真１３ Ｂ区検出遺構（１）･･････････････････････････３７６

写真１４ Ｂ区検出遺構（２）･･････････････････････････３７７

写真１５ Ｂ区検出遺構（３）･･････････････････････････３７８

写真１６ Ｂ区検出遺構（４）･･････････････････････････３７９

写真１７ Ｂ区検出遺構（５）･･････････････････････････３８０

写真１８ Ｂ区検出遺構（６）･･････････････････････････３８１

写真１９ Ｂ区検出遺構（７）･･････････････････････････３８２

写真２０ Ｂ区検出遺構（８）･･････････････････････････３８３

写真２１ Ｃ区検出遺構（１）･･････････････････････････３８４

写真２２ Ｃ区検出遺構（２）･･････････････････････････３８５

写真２３ Ｄ区検出遺構（１）･･････････････････････････３８６

写真２４ Ｄ区検出遺構（２）･･････････････････････････３８７

写真２５ Ｄ区検出遺構（３）･･････････････････････････３８８

写真２６ Ｄ区検出遺構（４）･･････････････････････････３８９

写真２７ Ｄ区検出遺構（５）･･････････････････････････３９０

写真２８ Ｄ区検出遺構（６）･･････････････････････････３９１

写真２９ Ｄ区検出遺構（７）･･････････････････････････３９２

写真３０ Ｄ区検出遺構（８）･･････････････････････････３９３

写真３１ Ｄ区検出遺構（９）･･････････････････････････３９４

写真３２ Ｄ区検出遺構（１０）･･････････････････････････３９５

写真３３ Ｄ区検出遺構（１１）･･････････････････････････３９６

写真３４ Ｄ区検出遺構（１２）･･････････････････････････３９７

写真３５ Ｄ区検出遺構（１３）･･････････････････････････３９８

写真３６ Ｄ区検出遺構（１４）･･････････････････････････３９９

写真３７ Ａ区出土遺物（１）･･････････････････････････４００

写真３８ Ａ区出土遺物（２）･･････････････････････････４０１

写真３９ Ａ区出土遺物（３）･･････････････････････････４０２

写真４０ Ａ区出土遺物（４）･･････････････････････････４０３

写真４１ Ａ区出土遺物（５）･･････････････････････････４０４

写真４２ Ａ区出土遺物（６）･･････････････････････････４０５

写真４３ Ａ区出土遺物（７）･･････････････････････････４０６

写真４４ Ａ区出土遺物（８）･･････････････････････････４０７

写真４５ Ａ区出土遺物（９）･･････････････････････････４０８

写真４６ Ａ区出土遺物（１０）･･････････････････････････４０９

写真４７ Ａ区出土遺物（１１）･･････････････････････････４１０

写真４８ Ａ区出土遺物（１２）･･････････････････････････４１１

写真４９ Ａ区出土遺物（１３）･･････････････････････････４１２

写真５０ Ｂ区出土遺物（１）･･････････････････････････４１３

写真５１ Ｂ区出土遺物（２）･･････････････････････････４１４

写真５２ Ｂ区出土遺物（３）･･････････････････････････４１５

写真５３ Ｂ区出土遺物（４）･･････････････････････････４１６

写真５４ Ｂ区出土遺物（５）･･････････････････････････４１７

写真５５ Ｂ区出土遺物（６）･･････････････････････････４１８

写真５６ Ｂ区出土遺物（７）･･････････････････････････４１９

写真５７ Ｂ区出土遺物（８）･･････････････････････････４２０

写真５８ Ｃ区出土遺物･･････････････････････････････４２１

写真５９ Ｄ区出土遺物（１）･･････････････････････････４２２

写真６０ Ｄ区出土遺物（２）･･････････････････････････４２３

写真６１ Ｄ区出土遺物（３）･･････････････････････････４２４

写真６２ Ｄ区出土遺物（４）･･････････････････････････４２５

写真６３ Ｄ区出土遺物（５）･･････････････････････････４２６

写真６４ Ｄ区出土遺物（６）･･････････････････････････４２７

写真６５ Ｄ区出土遺物（７）･･････････････････････････４２８

写真６６ Ｄ区出土遺物（８）･･････････････････････････４２９

写真６７ Ｄ区出土遺物（９）･･････････････････････････４３０

写真６８ 土製品（１）････････････････････････････････４３１

写真６９ 土製品（２）・石製品････････････････････････４３２

写真７０ 鉄製品････････････････････････････････････４３２

写真７１ 鉄関連遺物（１）････････････････････････････４３３

写真７２ 鉄関連遺物（２）････････････････････････････４３４

写真７３ 鉄関連遺物（３）････････････････････････････４３５
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第Ⅰ章　調査の概要

第１節　調査に至る経過

青森市市民文化部市民生活課（以下、市民生活課）は、青森市大字大別内字[野において八甲田霊園第

２期造成工事を計画し、平成１２年８月２１日付、青市市生号外で当委員会文化財課（以下、当課）に対して

埋蔵文化財包蔵地の有無について照会した。遺跡地図と照合した結果、付近に平安時代の集落跡が検出さ

れた[野（２）遺跡（青森市教育委員会１９９９）が所在しており、造成工事予定地内に平安時代の遺構・遺物

が広がっている可能性が高いと考えられたことから、青市教委文号外で予定地内の埋蔵文化財包蔵地の有

無を判断するための試掘調査が必要である旨を回答した。市民生活課との協議の結果、試掘調査は、最も

着工の早い遊水地部分（以下、Ｄ区）（７,９８８㎡）を対象に平成１２年１１月６日～１１月１０日まで実施した。

試掘調査の結果、平安時代の竪穴住居跡３軒、焼成土坑１基のほか、縄文時代前期初頭の土器、土師器を

確認した。調査結果を受けて、遊水地建設予定地においては平安時代を中心とした集落跡が広がっている

可能性が高いことから、[野（３）遺跡して新規遺跡に登録した。

試掘調査終了後、今後の発掘調査と造成工事の取り扱いについて文化財課、市民生活課、工事受託課で

ある緑と花推進課（現在、公園河川課、以下公園河川課）の３者で協議を行った。結果、平成１３年度は、

墓地部分（以下、Ａ区）・土取場部分（以下、Ｂ区）の試掘調査と工事用道路部分（以下、Ｃ区）・Ｄ区北側

（以下、Ｄ－１）の発掘調査を実施することとした。

翌年、平成１３年５月９日～平成１３年７月６日の日程でＡ区とＢ区（対象面積６６,６７７㎡）の試掘調査を

実施した。対象面積のうち、５,３０８㎡を調査した結果、Ａ区では縄文時代晩期後半～弥生時代を主体とし

た遺構・遺物、Ｂ区では平安時代を主体とした遺構・遺物を検出し、遺跡範囲は南側へ大幅に拡張され、

調査必要面積は２７,０００㎡となった。試掘調査終了後、再度３者で打ち合わせを行い、発掘調査の流れに

ついては、平成１４年度：Ｄ区南側（Ｄ－２）とＢ区北側（Ｂ－１）の発掘調査、平成１５年度：Ｂ区南側

（Ｂ－２）とＡ区南側（Ａ－１）の発掘調査、平成１６年度：Ａ区北側（Ａ－２）の発掘調査、平成１７年度に

Ａ－２の残った部分を実施することとなった。しかし、市の財政事情により、平成１６年度調査終了をも

って中断した。

第２節　調査要項

１．調査の目的

八甲田霊園第２期造成工事に先立ち、予定地内に所在する埋蔵文化財包蔵地の発掘調査を実施し、遺跡

の記録保存を図ると共に地域社会の文化財の活用に資する。

２．遺跡名及び所在地 [野（３）遺跡　（青森県埋蔵文化財包蔵地台帳番号 ２０１－３０８）

青森市大字大別内字[野

３．事 業 年 度 平成１３～１６年度

４．発掘調査実施期間 第１次　平成１３年８月２０日～平成１３年１１月９日

第２次　平成１４年７月１日～平成１４年１１月８日

第３次　平成１５年５月１４日～平成１５年１０月３１日

第４次　平成１６年６月２８日～平成１６年１０月２２日

第Ⅰ章　調査の概要
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第Ⅰ章　調査の概要

５．調 査 面 積 第１次　２,５００㎡（Ｄ－１区＋Ｃ区）

第２次　８,０２４㎡（Ｄ－２区＋Ｂ－１区）

第３次　２９,６０６㎡（Ａ－１区＋Ｂ－２区）

第４次　９,７５８㎡（Ａ－２区）

６．調 査 委 託 者 青森市市民文化部市民生活課

７．調 査 受 託 者 青森市教育委員会事務局文化財課

８．調 査 担 当 機 関 青森市教育委員会事務局文化財課

９．調 査 指 導 機 関 青森県教育庁文化財保護課

１０．予 算 措 置 調査委託者側で措置

１１．調 査 体 制 調査事務局　 青森市教育委員会事務局

平成13年度

教 育 長　　角田　詮二郎　　　　　　　　 同 主 査　　堀谷　久子

事 務 局 長　　三浦　賢伍（～平成１３年５月３１日） 文化財主事　　小野　貴之

大柴　正文（平成１３年６月１日～） 〃　　　 木村　淳一

参事・文化財課長事務取扱 遠藤　正夫　　　　　　　　　　　 〃　　　 児玉　大成

同課長補佐　　工藤　勝則　　　　　　　　　　　 〃　　　 設楽　政健（調査担当）

平成14年度

調査指導員　 村越　　潔　青森大学教授　　　　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　藤沼　邦彦　弘前大学人文学部教授　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　[西　　勵　青森短期大学助教授　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　穴澤　義功　産業考古学会鉱山金属分科会代表　　　（考古学）

調 査 員　　工藤　一彌　青森県総合学校教育センター指導主事　（地質学）

教 育 長　　角田　詮二郎　　　　　　　　 同 主 査　　木浪　貴子

教 育 部 長　　大柴　正文　　　　　　　　　 文化財主事　　小野　貴之

教 育 次 長　　竹内　　徹　　　　　　　　　　　 〃　　　 木村　淳一

参事・文化財課長事務取扱 遠藤　正夫　　　　　　　　　　　 〃　　　 児玉　大成

同課長補佐　　工藤　勝則　　　　　　　　　　　 〃　　　 設楽　政健（調査担当）



平成15年度

調査指導員　　村越　　潔　青森大学教授　　　　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　藤沼　邦彦　弘前大学人文学部教授　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　[西　　勵　青森短期大学助教授　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　穴澤　義功　製鉄遺跡研究会代表　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　工藤　一彌　青森県総合学校教育センター指導主事　（地質学）

教 育 長　　角田　詮二郎　　　　　　　　 文化財主事　　小野　貴之

教 育 部 長　　大柴　正文　　　　　　　　　　　 〃　　　　 木村　淳一

教 育 次 長　　竹内　　徹　　　　　　　　　　　 〃　　　　 児玉　大成

参事・文化財課長事務取扱 遠藤　正夫　　　　　　　　　　　 〃　　　 設楽　政健（調査担当）

同課長補佐　　多田　弘仁　　　　　　　　　 埋蔵文化財調査員 蝦名　　純

同 主 査　　木浪　貴子

平成16年度

調査指導員　　村越　　潔　青森大学教授　　　　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　藤沼　邦彦　弘前大学人文学部教授　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　[西　　勵　青森短期大学助教授　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　穴澤　義功　製鉄遺跡研究会代表　　　　　　　　　（考古学）

調 査 員　　工藤　一彌　青森県総合学校教育センター指導主事　（地質学）

教 育 長　　角田　詮二郎　　　　　　　　 同 主 査　　辻　　文子

教 育 部 長　　古山　善猛　　　　　　　　　 文化財主事　　小野　貴之

教 育 次 長　　最上　　進　　　　　　　　　　　 〃　　　　 木村　淳一

参事・文化財課長事務取扱 遠藤　正夫　　　　　　　　　　　 〃　　　　 児玉　大成

主　　　幹　　多田　弘仁　　　　　　　　　　　 〃　　　 設楽　政健（調査担当）

第３節　調査方法

発掘調査は平成１２・１３年度に実施した試掘調査の結果に基づき、Ａ～Ｄ区の約５０,０００㎡を対象に行っ

た。Ａ・Ｂ・Ｄ区については地点によって調査年度が異なることから、更に区分けし、名称についてはア

ルファベットと算用数字との組み合わせ（例　Ａ－１）により呼称した（第３図）。グリッドの設置及び測

量原点については各地区において業者に委託し、地形の起伏等に応じて各所へ移動した。グリッドは調査

区の最南端を基点（ＡＡ－００）に４×４ｍのメッシュを設定し、基点から西側に向かってＡＡ、ＡＢ、ＡＣ

の順にアルファベット、北側に向かって０、１、２の順に算用数字を付した。各グリッドの呼称につい

てはアルファベットと算用数字の組み合わせで示した。発掘調査にあたっては平成１２・１３年度の試掘調

査により土層の堆積状況・深さ等を把握していたため、霊園工事の受託課である公園河川課に重機による

表土処理を依頼し、その後必要に応じて、鋤簾、スコップにより人力で遺構確認面までの掘り下げを行っ

た。遺構の精査にあたっては、竪穴住居跡については４分法、土坑・ピットについては２分法を基本とし、

その他の遺構については形態・規模等に応じてセクションベルトを設定した。遺構の実測図については、

平面図はトータルステーション、断面図は簡易遣り方測量によって作成し、図面の縮尺については、基本

的に２０分の１とし、その他必要に応じ１０分の１とした。写真は、土層断面・遺構平面・遺物出土状況を

６
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中心に撮影し、３５Ÿのモノクローム、リバーサルフィルムを用いたほか、平成１５年度からはデジタルカ

メラを併用した。

第４節　調査経過

・平成13年度

８月２０日、工事用道路区域であるＣ区の発掘調査開始。調査開始前に既に表土処理を実施し、委託に

よるグリッド杭・測量原点の打設、器材搬入・プレハブ周辺の環境整備後、遺構確認を開始した。その結

果、平安時代の竪穴住居跡、土坑、鍛冶炉等を検出した。９月上旬より竪穴住居跡・鍛冶炉を中心に精査

を行った。９月２１日、Ｄ－１区の発掘調査開始。発掘調査開始前より、立木伐採・表土処理が終了して

いたため、直ちに遺構確認を開始した。９月下旬、遺構確認を進めた結果、平安時代の竪穴住居跡、土坑、

ピット、近代の木炭窯を検出した。１０月上旬～中旬になって竪穴住居跡のほか、土坑・ピット・木炭窯

の精査を行った。１１月９日、午前中にラジコンヘリによる空中撮影、午後に機材等の整理・プレハブ撤

去を行い、調査を終了した。

・平成14年度

７月１日、Ｄ－２区の発掘調査開始。器材搬入・プレハブ周辺の環境整備後、遺構確認を行った。７月

上旬に縄文時代の竪穴住居跡、フラスコ状土坑、平安時代の竪穴住居跡、製炭土坑、円形周溝等を検出し

た。７月中旬より平安時代の遺構群を中心に精査を進め、８月上旬より、縄文時代の遺構の精査を進めた。

９月１３日、Ｄ－２区の精査がほぼ終了に近づいていたため、多くの人員をＢ－１区へ移動させ、遺構確

認を進めた。遺構確認の結果、Ｂ－１区では縄文時代の土坑、平安時代の竪穴住居跡、製炭土坑、円形周

溝等を検出し、遺構密度の高い集落跡を検出した。また、Ｂ区では縄文時代晩期・弥生時代の遺構群を検

出し、精査を進めた。１０月６日、現地見学会開催。午前１回、午後１回の説明を行った結果、約８０人の

見学者が訪れた。１１月８日、午前中にラジコンヘリによる空中撮影、午後に機材等の整理、プレハブ撤

去を行い、調査を終了した。



・平成15年度

５月１４日、Ｂ－２区の発掘調査開始。調査器材搬入・プレハブ周辺の整備後、遺構確認を開始した。

その結果、縄文時代の土坑、平安時代の竪穴住居跡、製炭土坑を検出した。縄文時代の土坑を中心に、平

安時代の竪穴住居跡等についても精査を進めた。６月１２日、Ｂ－２区の発掘調査を全て終了した。６月

１３日、Ａ－１区へ移動するため、器材や物品の整理、プレハブの撤去を行い、同日中にＡ－１区への移

動を終了した。翌日、Ａ－１区の発掘調査開始。事前に立木の伐採や表土処理が終了していたため、直ち

に遺構確認を開始した。縄文時代の竪穴住居跡、縄文時代・平安時代の土坑、ピット等を検出した。土坑、

竪穴住居跡の精査を順次進めた。１０月３１日までに、全ての精査を終了した。午前中にラジコンヘリによ

る空中撮影、午後に機材等の整理、プレハブ撤去を行い、調査を終了した。

・平成16年度

６月２８日、Ａ－２区の発掘調査開始。調査開始前に伐採・表土処理を実施していたため、器材搬入・

プレハブ周辺の整備後、ジョレンがけによる遺構確認を開始した。遺構確認の結果、縄文時代の竪穴住居

跡、竪穴遺構、土坑、ピット等を検出した。７月下旬～８月下旬、土坑・竪穴遺構を中心に精査を進めた。

１０月上旬～中旬、 縄文時代の竪穴住居跡を中心に土坑の精査も進めた。１０月１７日、現地見学会開催。

午後１回の説明を行い、約６０人の見学者が訪れた。１０月２２日、機材等の整理・プレハブ撤去を行い、調

査を終了した。

（設楽　政健）
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第Ⅱ章　遺跡の環境

第１節　遺跡の環境

[野（３）遺跡は市南部の丘陵地上に立地しており、市街地からは直線距離にして約７‹離れている。

遺跡一帯は山林で、調査区は緩やかな斜面上にあり、Ａ区は起伏に富んだ標高９０～１００ｍの地点、Ｂ区

は小丘上を呈する標高８０ｍの地点、Ｃ区は南～北側へ傾斜する標高７０～８０ｍの地点、Ｄ区は中央の沢を

挟んで緩やかな斜面を有する標高６０ｍの地点に位置している。遺跡の東側には市道金浜小畑沢線、西側

には荒川、南側には青森市八甲田霊園が所在している。本遺跡が立地する丘陵地は、八甲田山の火山噴出

物によって構成されており、この火山噴出物は下位より、溶結凝灰岩、軽石粒堆積物、火山泥流、火山灰

Ａ及びＢに区別される。火山灰Ａは「黄灰白色～青灰白色の凝灰岩でスコリア粒や安山岩細粒を含んでい

る」ことから三内火山灰と考えられ、火山灰Ｂは「下位より赤褐色粘土質火山灰、砂質の浮石粒を含む火

山灰および淡黄褐色の軽石質火山灰等に細分される」ことから、前者の赤褐色粘土質火山灰が大谷火山灰、

後者が月見野火山灰と考えられる（青森県１９８２）。本遺跡の周辺は、古くから縄文時代中期～後期の遺物

が出土することで知られている。『荒川村沿革史』によれば、「大別内字[野通称赤すらに至る一帯の区域」

より「石土器を発見するのみならず、未製品の石器は山積する所あり」としている（小友１９５６）。「すら」

とは方言で「傾斜する所」を意味しており、本遺跡一帯の緩やかに傾斜する部分であると思われる。また、

「外が浜および渡島蝦夷管領安藤又太郎季長の郎従兼季が赤スラの上の平に塁を構えた」という記述もあ

り、本遺跡北側の[野（１）遺跡内のりんご園には館跡があるという言い伝えもある。

第２節　周辺の遺跡

本遺跡が立地している丘陵地一帯には多くの遺跡が分布しており、周辺には工業団地、遊水地や近年は

八戸－新青森間の新幹線整備工事などを原因とする発掘調査が多く実施されている。以下、これらの発掘

調査例を中心に時代別に記述する。

縄文時代の主な遺跡については大矢沢野田遺跡、桜峯（１）遺跡、新町野遺跡、小牧野遺跡がある。大

矢沢野田遺跡は横内川遊水地建設事業に先立ち、平成１０～１３年に青森県教育委員会（以下、県教委）、青

森市教育委員会（以下、当委員会）が発掘調査を実施し、縄文時代前期初頭の竪穴住居跡や前期中葉の遺

物集中ブロックを検出した（青森県教育委員会１９９８、青森市教育委員会２００２）。桜峯（１）遺跡は国道１０３

号バイパス建設工事に先立ち、当委員会が平成７～８年に発掘調査を実施した結果、縄文時代前期後半～

中期初頭の遺構のほか、遺物は縄文時代前期後半を主体とする土器が出土している。桜峯（２）遺跡は国

道１０３号バイパス建設工事に先立ち、当委員会が平成６・７年に発掘調査を実施した結果、縄文時代中期

後葉～晩期の遺構・遺物を検出した。小牧野遺跡は国史跡で、平成２年から当委員会が発掘調査を実施し

ており、縄文時代後期前葉の環状列石を中心に縄文時代後期前葉を主体とする遺物が出土している。弥生

時代の主な遺跡には[野（２）遺跡、野木（１）遺跡、小牧野遺跡がある。いずれも遺構は確認できなかっ

たが、[野（２）遺跡では砂沢～天王山式土器の他、後北Ｃ１式土器が出土し、野木遺跡では念仏間式土器、

小牧野遺跡では続縄文時代の後北Ａ～Ｃ２－Ｄ式土器が出土している。平安時代の主な遺跡には、野木遺

跡、新町野遺跡、合子沢松森（２）遺跡、雲谷山吹（４）～（７）遺跡、[野（２）遺跡がある。野木遺跡は青

森中核工業団地建設事業に先立ち平成９～１０年に当委員会と青森県埋蔵文化財調査センター（以下、県埋

文）が発掘調査を実施した結果、野木遺跡では約５００軒に及ぶ平安時代の竪穴住居跡のほか、土坑、水場

遺構等、土師器・須恵器等が出土したことから、平安時代の大集落であることが判明した。新町野遺跡は

第Ⅱ章　遺跡の環境



工業団地等の原因により平成８・１０年に県埋文、平成９・１０、１５～１８年に当委員会が発掘調査を実施

しており、これまでの調査の結果、平安時代の竪穴住居跡、土坑等を検出し、縄文土器・土師器・須恵器

等の遺物が出土した。合子沢松森（２）遺跡は平成１６年に当委員会が発掘調査を実施しており、平安時代

の竪穴住居跡、土坑、溝状土坑等を検出し、土師器、須恵器等が出土した。[野（２）遺跡は本遺跡から

５００¤ほどの地点に位置しており、県営高田地区農免農道建設事業等に先立ち、平成８・１０・１８年に当

委員会が発掘調査を実施した。調査の結果、平安時代の竪穴住居跡、竪穴遺構などを検出し、遺物につい

ては土師器、須恵器等が出土した。

１２

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



�

１３

第Ⅱ章　遺跡の環境



第３節　遺跡の層序

本遺跡においては前述のとおり調査区内をＡ～Ｄ区に分けて発掘調査を実施した。遺跡全体の層序の概

要は次のとおりである。なお、Ｃ区においては堆積土が薄く、明確な層序を確認できなかった。各調査区

における堆積状況は下記のとおりである。 （設楽　政健）

第Ⅰ層　主に黒褐色を呈する。全体的に耕作等によって形成された土層と考えられる。木草根を多く含

む。表土。

第Ⅱ層　主に黒色を呈する。平安時代の遺物を包含する。一部においては白頭山－苫小牧火山灰（Ｂ－Ｔｍ）、

十和田ａ火山灰（Ｔｏ－ａ）を混入する。

第Ⅲ層　主にやや赤みを帯びた黒色を呈する。弥生時代・縄文時代晩期後葉の遺物を包含する。

第Ⅳ層　主に黒褐色を呈する。縄文時代前期～後期の遺物を包含する。

第Ⅴ層　主に暗褐色を呈する。漸移層である。

第Ⅵ層　月見野火山灰層

１４
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第Ⅲ章　Ａ区の調査

第１節　概要

Ａ区は遺跡南側に位置する地区である。調査区内は起伏に富み、遺構は南から北に緩やかに傾斜する尾

根状地形の周辺に分布する。調査では、縄文時代中期後葉の竪穴住居跡２軒、縄文時代中期後葉～後期初

頭の竪穴住居跡１軒、縄文時代晩期後葉の竪穴住居跡２軒、竪穴遺構１基、縄文時代から平安時代の土坑

９７基、焼土遺構７基、埋設土器遺構１基、ピット９基を検出し、遺物については、縄文時代晩期後葉～

弥生時代前期を中心に縄文時代中期～弥生時代の土器のほか、石器・石製品・土製品が出土した。本地区

の面積は３６.３６４㎡を測る。

第２節　検出遺構と出土遺物

１．竪穴住居跡

ＳＩ－０１（第８図）

ＡＱ・ＡＲ－４１・４２グリッドで検出した。平面形は円形を呈しており、規模は長軸３４０×短軸３２０×

深さ２６㎝、床面積は８.３㎡を測る。壁はほぼ垂直に立ち上がる。壁高は東壁１４㎝、西壁１４㎝、南壁２６㎝、

北壁１６㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面としており、全体にやや起伏が認められ、堅緻である。炉に

ついては住居中央部よりやや西側で楕円形を呈する地床炉を１基検出した。平面楕円形で、規模は８４×

６４㎝、被熱部分の厚さは１０㎝を測る。炉はしまりが弱く、比較的短い期間で廃絶した可能性がある。堆

積土は４層に分層した。黒褐色を主体とする土層が堆積している。これらの土層にはローム粒を中心に炭

化物や焼土が混入しており、埋め戻し等による人為堆積と考えられる。遺物は極めて少なく、袖珍土器

１点（第２２図１）のみであった。１は無文で、広口壷状を呈する。帰属時期については、出土遺物から縄

文時代中期後葉～後期初頭と考えられる。

ＳＩ－０２（第８図）

ＣＢ・ＣＣ－３７・３８グリッドで検出した。南西側が調査区外にあるため、全容は不明であるが、平面

形は楕円形を呈していると考えられ、規模は、長軸４７０×短軸３４４×深さ２１㎝、床面積は２５.０㎡を測る。

壁は撹乱により南西・北西壁の断面形・深さは不明であるが、残存する壁は概ね緩やかな傾斜を持って立

ち上がる。壁高は南東壁２１㎝、北東壁１２㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面としており、しまりが良く

堅緻である。壁溝は北東壁で部分的に検出し、深さは平均で６㎝を測る。ピットは北東側で２基検出した。

規模はＰｉｔ１＝３６×２６×９㎝、Ｐｉｔ２＝２６×１０×１７㎝を測る。両ピットともに壁柱穴と考えられる。

炉は住居中央部より不整円形を呈する地床炉１基を検出した。規模は９４×７０㎝を測り、被熱部分の厚さ

は６㎝を測る。堆積土は９層に分層した。上層は暗褐色、中層は黒褐色を主体とする土層で９層は掘り方

の埋土である。これらの堆積土にはロームブロックやローム粒が混入しており、埋め戻し等による人為堆

積と考えられる。遺物については、堆積土下層より、第Ⅱ群ｆ類土器２点（第１６図８、１５）、第Ⅱ群ｈ類

土器１点（第１６図１９）、第Ⅱ群ｉ類土器１点（第１６図１６）のほか、不定形石器１類１点（第１９図３）、２類

１点（第１９図４）、３類２点（第１９図１～４）が出土した。８は口縁～胴部の資料で、口唇に粘土紐が付

けられており、胴部にはＬＲの地文の上に沈線が施されている。１５は胴部の資料で、Ｒ単軸絡条体第１

類が施され、その上に渦巻状や平行沈線が施されている。１６は口縁～胴部の資料でＬＲが施されている。

１９は口縁～胴部の資料で、ＲＬが施されている。また、堆積土上層より、住居廃絶後に廃棄されたと考え
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られる第Ⅳ～Ⅴ群の土器が出土した（第１５図１、２、第１６図７、９～１４、１７、１８、２０～２５）。本遺構

の帰属時期は出土遺物から縄文時代中期後葉と考えられる。

ＳＩ－０３（第９～１１図）

ＢＤ・ＢＥ－５２～５５グリッドで検出した。南東壁をのぞいて撹乱により壁が削平されており、全容は

不明であるが、ピットの位置関係により、平面形状は楕円形を呈すると考えられる｡規模は長軸方向の両

端にあるピット間の最大値で９６７㎝、短軸方向の最大値で５１６㎝、深さは６㎝を測り、床面積は２７.５㎡

である。壁は撹乱により南東壁のみ残存しており、緩やかな傾斜を持って立ち上がる。壁高は南西壁で

１２㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面としており、起伏がみられるがしまりが良く堅緻である。ピット

は３４基検出した。Ｐｉｔの規模はＰｉｔ１＝５８×５６×６９㎝、Ｐｉｔ２＝４８×４０×５３㎝、Ｐｉｔ３＝６０×５４×７３

㎝、Ｐｉｔ４＝５０×４６×６１㎝、Ｐｉｔ５＝５４×３４×４５㎝、Ｐｉｔ６＝８０×５２×８０㎝、Ｐｉｔ７＝３０×２８×３１

㎝、Ｐｉｔ８＝５２×４６×７１㎝、Ｐｉｔ９＝４０×３６×４１㎝、Ｐｉｔ１０＝３６×２６×５８㎝、Ｐｉｔ１１＝５２×２６×

３２㎝、Ｐｉｔ１２＝３０×２４×３７㎝、Ｐｉｔ１３＝２８×２２×２８㎝、Ｐｉｔ１４＝２６×２２×１０㎝、Ｐｉｔ１５＝３６×

３０×１８㎝、Ｐｉｔ１６＝３５×２６×２９㎝、Ｐｉｔ１７＝２６×２３×１０㎝、Ｐｉｔ１８＝４０×３３×５１㎝、Ｐｉｔ１９＝

２２×２０×２１㎝、Ｐｉｔ２０＝６４×４０×７３㎝、Ｐｉｔ２１＝２６×１８×２９㎝、Ｐｉｔ２２＝５２×４０×６０㎝、Ｐｉｔ

２３＝２６×２６×２９㎝、Ｐｉｔ２４＝２０×１８×１４㎝、Ｐｉｔ２５＝３６×３２×３１㎝、Ｐｉｔ２６＝４４×３４×３５㎝、

Ｐｉｔ２７＝４０×２０×４０㎝、Ｐｉｔ２８＝５０×３４×５１㎝、Ｐｉｔ２９＝６０×５２×８１㎝、Ｐｉｔ３０＝６４×４２×４２

㎝、Ｐｉｔ３１＝４６×２４×３６㎝、Ｐｉｔ３２＝３０×２０×２３㎝、Ｐｉｔ３３＝２６×２０×５７㎝、Ｐｉｔ３４＝２８×２４×

４１㎝を測る。炉については地床炉を３基検出した。炉１のみ、浅い掘り込みを有しており、炉２・３は

床面が焼土化したものである。３基ともに平面、不整円形を呈しており、規模は炉１＝８０×７７㎝、炉２＝

６６×６０㎝、炉３＝９０×６４㎝を測る。被熱部分の厚さは炉１：２２㎝、炉２：１２㎝、炉３：１８㎝を測る。

堆積土は、４層に分層した。褐色を主体とする土層が堆積しており、堆積土中にはローム粒や焼土が少量

混入しており、埋め戻し等による人為堆積と考えられる。本遺構からは、堆積土中層～床面付近より、第

Ⅱ群ｄ類土器２点（第１７図３２、３５）、第Ⅱ群ｆ類土器が１１点（第１６図２６～２９、第１７図３０、３１、３４、

３７、４０～４２）、第Ⅱ群ｉ類４点（第１７図３３、３６、３８、３９）のほか、不定形石器１点（第１９図５）、磨

製石斧１点、敲磨器類５点、棒状を呈する土製品１点（第２２図２）が出土した。３２、３５は口唇～口縁部

に貼り付けられた粘土紐に側面圧痕が施され、胴部には斜縄文が施されている。２６～２９、３７は胴部破片

で地文の上に２～３条１単位の沈線により文様が施されている。３０、３１、３４、４０～４２は、口縁部に粘

土紐を貼り付けし、凹状沈線が施されており、胴部は地文に３条１単位の沈線が施されている。３６、３８、

３９は胴部破片で、斜縄文や羽状縄文が施されている。２は、断面円形の棒状を呈する土製品で、表面に

沈線が施されている。本遺構は出土遺物から縄文時代中期後葉に帰属すると考えられる。

ＳＩ－０４（第１２図）

ＡＹ・ＡＺ・ＢＡ－６３・６４・６５グリッドで検出した。ＳＫ－６５、ＳＫ－６６、ＳＫ－６７、ＳＫ－６８、

ＳＫ－６９と重複しており、ＳＫ－６８以外は、本遺構の堆積土を掘り込んで構築しており、本遺構が古く、

ＳＫ－６８については、本遺構がＳＫ－６８の堆積土を掘り込んでおり、本遺構が新しい。平面形状は、円

形を呈し、規模は長軸９００×短軸８２４×深さ１２㎝を測り、床面積は３５.０㎡である。床面は大谷火山灰層

を床面としており、全体的に起伏が認められるが、堅緻である。壁溝は、北側で部分的に途切れるが、

ほぼ断続的に確認できた。深さは平均で１６㎝を測り、ピットは６基検出したほか、壁溝より、壁柱穴と

考えられる痕跡も確認できた。Ｐｉｔ２・３は主柱穴と考えられる。規模はＰｉｔ１＝２０×１４×２０㎝、Ｐｉｔ２＝
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４２×３６×４４㎝、Ｐｉｔ３＝６４×５０×６０㎝、Ｐｉｔ４＝２１×２０×３６㎝、Ｐｉｔ５＝４２×２０×１８㎝、Ｐｉｔ６＝

２４×２０×２３㎝を測る。炉は住居中央部より石囲炉を１箇所検出した。規模は７２×６２㎝で、被熱部分の

厚さは２０㎝を測る。焼土面はしまりが良く堅緻である。堆積土は３層に分層した。黒褐色を主体とする

土層が堆積している。これらの土層にはローム粒を中心に焼土粒が混入しており、埋め戻し等による人為

堆積と考えられる。遺物は堆積土下層・床面を中心として第Ⅳ群ａ類土器１点（第１７図４７）、第Ⅳ群ｂ類

土器１１点（第１５図５、第１７図４３、４６、４８、４９、第１８図６０、６１、６３、６４、６６）のほか、不定形石器

７点（第１９図６～８、第２０図９～１２）焼成粘土塊が１点（第２２図３）出土した。また堆積土上層から流れ

込みと考えられる第Ⅴ群ａ～ｃ類土器が出土しており（第１５図３、４、６、第１７図４４、４５、第１８図５０、

５２～５９、６２、６５）、本住居が廃絶後、２層まで埋まった段階で廃棄された遺物と考えられる。５は底部

を欠いた深鉢の資料でやや窪んだ口縁部が無文を呈し、口縁部や胴部にはＬＲ 斜縄文が施されている。

４６は鉢の口縁部資料で、ほぼ全面にＬＲが施されている。４７は第Ⅳ群ａ３類の深鉢の口縁部資料で、Ｌ

Ｒの地文の上に施された数条の横位沈線の間に、１本の短沈線が施されている。４８は第Ⅳ群ｂ類の壷形

土器の口縁部～胴部の資料で、口縁部は無文を呈し、胴部はＬＲ縄文が施されている。４９は第Ⅳ群ｂ類

の壷形土器の口縁～胴部資料で全面ＬＲが施されている。胴部には一部ベンガラが施されている。５１は

第Ⅳ群ｂ類の壷形土器の口縁部資料で、口縁部は無文を呈し、胴部はＬＲが施されている。６０、６１、６３、

６４、６６は第Ⅳ群ｂ類で、縄文が施される胴部破片であり、主に縦方向に施文されている。３は完形資料

で一部、沈線と考えられる部分も認められる。本遺構の帰属時期については出土遺物から縄文時代晩期後

葉に帰属すると考えられる。

ＳＩ－０５（第１３図）

ＡＵ・ＡＶ－７０・７１グリッドで検出した。ＳＫ－８２・ＳＮ－０８と重複しており、いずれも本遺構が

古い。平面形は円形を呈していると考えられる。規模は長軸７２２×短軸４０５×深さ１４㎝を測る。壁は、

撹乱のため、西～南壁は不明であるが、緩やかな傾斜をもって立ち上がる。壁高は北壁８㎝、東壁６㎝を

測る。壁溝は北～西側で確認でき、深さは平均で４１㎝を測り、最深部で４２㎝を測る。床は大谷火山灰層

を床面としており、ほぼ平坦である。しまりが良く堅緻である。また、住居西端より長軸５６×短軸５２㎝

を測る焼土範囲を検出したほか、住居西端より土坑（ＳＫ－１）を検出した。規模は長軸１０８×短軸９０×

深さ６０㎝を測る。炉については、ほぼ中央より地床炉を１基検出した。規模は１９２×１３４㎝を測り、被

熱部分は７㎝を測る。焼土面はしまりがよく堅緻である。堆積土は５層に分層した。暗褐色を主体とする

土層が堆積している。堆積土中には、ローム粒・焼土粒・炭化粒が中量混入しており、埋め戻し等による

人為堆積と考えられる。本遺構からは、第Ⅳ群ｂ類の胴部破片が３点（第１８図６７～６９）出土した。本遺

構の時期は、出土土器から、縄文時代晩期後葉と考えられる。

２．竪穴遺構

ＳＩ－０６（第１４図）

ＡＮ－８６グリッドで検出した。平面形は不整形を呈し、規模は長軸３６０×短軸２７０×深さ３７㎝を測る。

壁は垂直に立ち上がり、壁高は、北壁１７㎝、東壁１０㎝、南壁２７㎝、西壁１７㎝を測る。床は大谷火山灰

層を床面としており、起伏が認められる。堆積土は４層に分層した。ローム粒を微量混入する黒褐色を主

体とする土層が堆積している。自然堆積と考えられる。遺物は確認できなかったため、帰属時期は不明で

ある。
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３．土坑

本地区では、９７基の土坑を検出した。これらは出土遺物や降下火山灰から縄文時代中期～平安時代に

帰属すると考えられる。
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４．焼土遺構

ＳＮ－０１（第４７図）

ＢＣ－５８グリッドで検出した。平面形は不整形を呈し、規模は長軸８２×短軸６８㎝で、被熱部分の厚さ

６㎝を測る。２層に分層した。明赤褐色土を主体とする。遺物は出土しなかった。

ＳＮ－０２（第４７図）

ＢＭ－４５グリッドで検出した。平面形は不整形を呈する４ヶ所の焼土面が確認されたが同一遺構と考

えられる。規模は長軸３４０×短軸５６㎝で、被熱部分の厚さ８㎝を測る。堆積土は２層に分層した。黒色

土を主体とする。遺物は出土しなかった。

ＳＮ－０３（第４８図）

ＡＱ－７５グリッドで検出した。平面、不整形の焼土面が２ヶ所並んでいる。規模は長軸１４０×短軸４６

㎝で、被熱部分の厚さは６㎝を測る。赤褐色土を主体とする。遺物は出土しなかった。

ＳＮ－０４（第４８図）

ＡＱ－７５・７６グリッドで検出した。平面形は不整形を呈し、規模は長軸５６×短軸４２㎝で被熱部分の

厚さは４㎝を測る。堆積土は暗褐色を呈する１層が堆積している。遺物は出土しなかった。

ＳＮ－０５（第４８図）

AＱ－７６グリッドで検出した。平面、不整形の焼土面が２ヶ所並んでいる。規模は長軸８８×短軸５８㎝

で、被熱部分の厚さは３㎝を測る。堆積土は１層に分層し、暗褐色土が堆積している。遺物は出土しなか

った。

ＳＮ－０６（第４８図）

ＡＱ－７６グリッドで検出した。平面、不整形の焼土面が２ヶ所並んでいる。規模は長軸１０３×短軸１０２

㎝で、被熱部分の厚さは４㎝を測る。堆積土は２層に分層した。赤褐色土を主体とする。遺物は出土しな

かった。

ＳＮ－０７（第４８図）

ＡＵ・ＡＶ－６９グリッドで検出した。ＳＩ－０５と重複しており、本遺構の堆積土をＳＩ－０５が掘りこ

んでいることから、本遺構が古い。平面形は溝状を呈し、規模は長軸２７２×短軸１１０㎝で、被熱部分の厚

さは２.５㎝を測る。堆積土は１層に分層し、黒褐色土を主体とする。遺物は出土しなかった。

５．埋設土器遺構

ＳＣ－０１（第４９図）

ＡＭ－７３・７４グリッドで検出した。掘方の平面形は、円形を呈しており、規模は長軸４９×短軸３７㎝

で、深さ１５㎝を測る。堆積土は２層に分層した。黒褐色土が堆積している。出土土器は第Ⅳ群ｂ類の胴

部～底部の資料で、ＬＲが施されている。本遺構の帰属時期は、出土土器から縄文時代晩期後葉～弥生時

代前期に帰属すると考えられる。
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６.ピット

本地区からはピット１０基検出した。図と一覧表で提示する。
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７．遺構外出土遺物

・土器

第Ⅰ群　縄文時代前期の土器

ｃ類　円筒下層ａ式に比定される土器（第５７図２７、２８）

２点出土した。２７、２８は胴部の資料である。２７はＬＲ・ＲＬを異方向に施文して羽状縄文を施してお

り、上部の縄文を口縁部文様帯としていると考えられる。２８は太めの原体によりＲＬが施されている。

ｄ類　円筒下層ｂ式に比定される土器（第５３図１、第５７図２９、３０）

３点出土した。１は口縁～胴部の資料で、口縁部文様帯にＬ単軸絡条体第６Ａ類が回転施文されてお

り、胴部にはＬＲＬが施文されている。２９は口縁部～胴部の資料で、口縁部文様帯に結節回転文、隆

帯にはＬの側面圧痕と刺突、胴部にはＬＲが施文されている。３０は口縁から胴部の資料で、口縁部文様

帯にはＬ単軸絡条体第５類が施され、隆帯にはＬの押圧、胴部にはＬＲ斜縄文が施されている。

ｅ類　円筒下層ｄ１式に比定される土器（第５７図３１～３９）

９点出土した。３１～３４は、口縁部文様帯に側面圧痕を平行に数条並べて文様を施しており、胴部に　

は斜縄文・羽状縄文が施されている。３５は数条の横位の側面圧痕のほか、縦位の側面圧痕も認められ

る。３６、３７は口縁部文様帯と胴部の境界に隆帯が認められるものである。３６は口縁部文様帯に斜位や

横位に側面圧痕を施している。３７は口縁部文様帯に原体端部の押圧列が数条施されており、隆帯には

竹管により馬蹄形の刺突が施されている。胴部には結束第一種（ＬＲ・ＲＬ）が施されている。３８、３９

は同一個体で、口縁部に竹管による円形の刺突列が２条あり、胴部には多軸絡条体が施されている。
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ｇ類　円筒下層式に比定される胴部破片（第５７図４０、４１）

２点出土した。４０はＬ単軸絡条体第１類、４１はＬ単軸絡条体第１Ａ類が施されている。

第Ⅱ群　縄文時代中期の土器

ａ類　円筒上層ａ式に比定される土器（第５７図４２～４９）

８点出土した。いずれも概ね口縁部破片で、波状口縁と平口縁を呈するものがある。口唇部や隆帯に

は押圧が認められ、口縁部文様帯には２～３条の側面圧痕を基本とし、４２、４３のような直線状文が施

されるものや、４４・４８のように波状文と直線状文が施されるもの、４６、４７のように直線状文と三角

形状文が施されるものが認められる。また、４３のような隆帯や、４４、４９のように隆帯が施されるもの

が認められる。胴部が残存するものは少ないが、施される文様は結束第１種が多い。

ｂ類　円筒上層ｂ式に比定される土器（第５８図５０～５２）

３点出土した。いずれも口縁部破片で、平口縁と波状口縁を呈するものが認められる。５１はＬＲ・

ＲＬの地文に粘土紐の貼付、原体の側面圧痕や馬蹄状の押圧等が認められるが、５０、５２は無文に粘土

紐の貼付や馬蹄状の押圧が認められる。

ｃ類　円筒上層ｃ式に比定される土器（第５８図５６）

１点出土した。口縁～胴部の資料である。口縁には、方形状の刺突列の上下に刻目が施され、その上

に鋸歯状に粘土紐が貼付られており、さらに刻目が施されている。刻目は原体押圧が簡略化された可能

性も考えられる。胴部には結束第一種（ＬＲ・ＲＬ）が施されている。

ｄ類　円筒上層ｄ式に比定される土器（第５３図２、第５８図５３～５５）

４点出土した。２は口縁～胴部の資料、５３～５５は口縁部の資料である。２は結束第一種（ＬＲ・ＲＬ）

の地文に粘土紐を貼付している。５３～５５は無文の状態に粘土紐を貼付し、その上に原体の押圧をして

いる。

ｅ類　円筒上層ｅ式に比定される土器（第５８図５７～６６、第５９図６７、６８）

１２点出土した。いずれも口縁部破片である。概ね波状口縁や小波状を呈している。５７～６０、６２、

６６～６６、６８は口唇に原体の押圧が認められ、６７は刻目が認められる。６１、６３～６５は突起に粘土

紐等により装飾を施しているものである。６７、６８は地文縄文に沈線により、胸骨状と考えられる文様

が施されている。胴部には羽状縄文、斜縄文も認められるが、６３は口縁部直下には押圧が認められる。

ｆ類　榎林式に比定される土器（第５９図７２～７７、第６０図７８～８０）

９点出土した。７２、７４、７９は口縁部破片、７３、７５～７８、８０は胴部破片である。７２、７４の口縁部

破片は口唇の両端に粘土紐を貼り付けして沈線状に施しており、７９は口縁部に大きめの粘土紐を付け

ることによって、沈線状を表している。胴部には地文の上に概ね２～３条１単位により直線状を主体に

沈線文様が施されているほか、７８、８０のように曲線主体の文様も認められる。口縁は直線的なものが

多いが、７２のみ外反する。

ｇ類　最花式に比定される土器（第５３図４、第６０図８１～８４）

５点出土した。４、８１、８２は口縁部資料、８３、８４は胴部である。４、８１は地文を施した後、口縁

を折返し、２条１単位の直線状の沈線文様を施している。８２は地文を施した後、口縁を磨り消し、胴

部に沈線・刺突文様を施している。８３は地文に、３条１単位の沈線文様を施している。８４も地文に２

条１単位の沈線を施している。

ｈ類　大木１０式に並行する土器（第６０図８５～８９）
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５点出土した。概ね口縁部付近の破片である。口縁は平縁と考えられる。全て地文の上に直線や曲線

による文様が施されている。８６は口縁に羊歯状の沈線文が施されている。口縁部は直線的に立ち上が

るものが多く、８６についてはやや外反する。

ｉ類　中期後葉～後期前葉に比定される胴部破片（第５９図６９～７１、第６１図９０）

４点出土した。６９、７０はＬＲ・ＲＬの結束第１種が施される胴部破片で、７１はＲＬ・ＬＲの結束第

１種羽状縄文が施されている。９０はＬＲが縦方向に施されている。

第Ⅲ群　縄文時代後期の土器

ａ類　後期初頭に比定される土器（第６１図９１～９５、１０６、１０７）

７点出土した。９１、１０６は折返口縁が施される土器で、９１は全面にＬＲが施され、１０５は口縁部の

み無文で胴部にＲＬが施されている。９２はＬの多軸絡条体が施され、その上に沈線によって、直線や

渦巻文などが施されている。９３～９５は沈線で区画した部分に縄文が認められ、磨消縄文が施されてい

るものである。１０７は概ね無文で、頸部付近にＲＬが施されるものである。

ｂ類　十腰内Ⅰ式土器に比定される土器（第６１図９６～１０４）

９点出土した。いずれも深鉢の資料と考えられる。長方形状の文様が主体に施されるもの（９６、９７、

９９）と渦巻状の文様（９８、１０３）のものや、２条１単位の文様が施されるもの（１００～１０２）、無文のもの

（１０４、１０７）が認められる。９６は一部に朱彩が施されている。

第Ⅳ群　縄文時代晩期に比定される土器

ａ類　大洞Ａ式に比定される土器

１．口縁部に３条程の平行沈線が巡り、胴部に縄文等が施されるもの。（第５３図３、第６１図１０８～１１３）

７点出土した。全て口縁部破片である。概ね２～３条の沈線が施されており、沈線が施される部分か

ら、沈線が施される部分が抉られるもの（１０９）と、単に沈線が施されるもの（３、１０８、１１０～１１３）

が認められる。縄文が施されるものについて、沈線は地文施文後に施されており、３や１０９も条痕・ミ

ガキが施された後に沈線が施されている。

４．数条の平行沈線の間に粘土粒により工字文を表すもの。（第６２図１１４～１１６、１２０、１２２、１２４、

第６３図１４４）

７点出土した。全て浅鉢である。１１４は口縁部資料で上位に粘土粒が付着しており、口唇には突起が

認められる。１１５は資料上位に粘土粒が剥落した跡があることから、本類とした。ＲＬの地文の上に沈

線により文様が施されている。１１６は資料上位に粘土粒が付着している。１２０はＬＲが施文された後、

平行沈線に粘土粒が施され、工字文を施している。１２１は平行沈線が施され、同一沈線上に２個の粘土

粒が付けられている。１２２は浅鉢でＬＲ施文後、沈線が施されており、資料上位に粘土粒が付着してい

る。１２４はＬＲ施文後、沈線が施され、粘土粒は下側に付着する。１４４は口縁部資料でＲＬの地文に沈

線文様が施されており、中位に粘土粒が付着している。

５．数条の平行沈線の間に短沈線と粘土粒が付され、工字文を表すもの（第５３図５、第６２図１１７～　

１１９、１２５）

５点出土した。深鉢３点、浅鉢２点である。全て上位に粘土粒が付着しており、５、１１９、１２５は

同一沈線上に２個付着している。短沈線は概ね資料下側に一本施されている。深鉢は地文の上から沈線

を施しており、裏面に吹き零れによると考えられる炭化物が付着している。１１８は内面にミガキが施さ
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れている。

６．口縁部に数条の平行沈線の間に粘土粒が２個１対施されるもの。（第６２図１２３）

１点出土した。いずれも浅鉢の資料である。上位の沈線上に粘土粒が２個施されている。両者ともに、

内外面にミガキが施されている。口唇には突起が２個付着している。

７．口縁部に数条の平行沈線の間に矢羽状沈線を施すもの。（第６２図１２６～１２８）

３点出土した。１２６、１２７は深鉢、１２８は浅鉢である。１２６は資料上位に羊歯状の沈線文が施され

ており、他の資料と比べて異質な資料である。資料中位には粘土粒により工字文が見られ、その下位に

矢羽状沈線文が認められる。１２７はＬＲの地文に沈線文様が施されており、資料上位の同一沈線上に粘

土粒が２個付けられている。下位に矢羽状沈線文が認められる。１２８はＲＬの地文に他の資料と比べて

やや細めの沈線文様が施されており、上位に粘土粒、下位に矢羽状沈線文が施されている。

８．壷形を呈するもの。（第５４図９、第６３図１４５）

２点出土した。９は口縁部～頸部の資料で、頸部からＬＲが施される。１４５は口縁部の無文部の

破片である。

ｂ類　晩期後葉～弥生時代前期に比定される土器（第５３図６、第５４図７、８、１０、１１、第５５図１２～１８、

第６１図１０５、第６２図１２９～１４２、第６３図１４３、１４６～１６２、第６４図１６３～１７７、第６６図２３３～２３５）

胴部破片などの時期決定できないものや上記の分類項目に当てはまらない破片を一括した。５８点出

土した。６は晩期後葉に帰属すると考えられる浅鉢の高台の資料で、沈線が施されている。１２～１８は

胴部下半～底部の資料で、１２、１３のように、縄文に加え、底部付近に沈線を伴うものや、１４、１５、

１７、１０５のように縄文のみのもの、１６、１８のように無文のものがみられる。破片のものは、主に縦方

向の縄文のものが多く、１３０のように条痕文が施されるものも認められる。１３１～１４３は口縁部に無文

帯を呈する深鉢で、これらの中にはくびれの無文帯のみ磨り消すもの（７、８、１３２、１３４、１３５、１３８～

１４０）と口縁部全体を磨り消すもの（１３１、１３３、１３６、１３７、１４１、１４２）が認められる。

第Ⅴ群　弥生時代の土器

ａ類　砂沢式に比定される土器（第６４図１７８～１８４）

７点出土した。これらは、砂沢式に伴う「遠賀川式系土器」と考えられる。壷形を呈する、厚めの

土器である。多くの部分は無文であるが、頸部に列点文、胴張部には３本の沈線で区画された中に２

条の列点文が施されている。１７８、１７９、１８２、１８３、１８４はそれぞれ同一個体と考えられる。

ｂ類　二枚橋式に比定される土器（第５５図１９、第５６図２０～２２、２５第６４図１８５～１８９、第６５図１９０

～２２１、第６６図２２４～２３２、２３６～２４４、第６７図２４５～２５３）

６９点出土した。甕１点（１９）、鉢４１点（１８５～２２０、２２４、２２５、２３０、２５１、２５３）、台付鉢２点

（２４５、２４６）、浅鉢１５点（２２６～２２９、２３１、２３２、２３６～２４４）、台付浅鉢２点（２０、２１）、壷７点（２２、

２２１、２４７～２５０、２５２）、蓋１点（第５６図２５）である。１９は甕の口縁～底部の資料で、小波状を呈し、

口縁部には２条１単位の沈線が巡っている。頸部から胴部にかけては地文が施され、頸部には波状沈線

文が施されている。鉢は最も多く出土しており、文様は平行沈線文が主体で、２０７、２１４のような変形工

字文も認められる。また１８７、１９６、２０８、２１０、２１５などのように地文の上に文様が施されるものは

少なく、沈線が施される部分は無文で、縄文は口縁部・胴部にのみ残る。台付鉢は台部のみ出土した。

２３４は無文で、２４５は下端に縦位の沈線列が施され、その上に２条１単位の横位の沈線が施されている。

２４６は２条の沈線が施されている。浅鉢は１５点のうち、２２６～２２９、２３１、２３２のように、口縁部に２～
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３条１単位の平行沈線が施され、胴部に縄文が施されるものと、２３６～２４４のように変形工字文を主体

とする文様が施され、胴部等に一部縄文が残るものが認められる。２０は概ね台部付近の資料であり、

台部に３条１単位の平行沈線が施されており、浅鉢部分はＬＲが施されている。２１は３条１単位で平

行及び波状の沈線文が施されている。２３５は台部が欠損しており、浅鉢部分はＬＲが施されている。壷

は胴部破片が主体である。２２は口縁～胴部の資料で、口縁には３条の平行沈線が巡っており、胴部に

はＬＲが施されている。２２１は壷の口縁部の資料と考えられ、２条１単位の平行沈線が巡っている。

２４７は壷の頸部の資料で、横位多条沈線文が施されている。２４８は頸部の資料で変形工字文が施されて

いる。２４９、２５０も頸部の資料で、それぞれＬＲ、ＲＬ施文後、横位多条沈線文が施されている。２５２

も横位多条沈線文が施されている。蓋は上部に重山形文と刺突文が施され、側部には平行沈線文と変形

工字文が施されている。

ｃ類　宇鉄Ⅱ式に比定される土器（第６６図２２２、２２３）

２点出土した。２２２、２２３は磨消縄文が認められる深鉢である。両者とも同一個体と考えられる。Ｌ

Ｒの地文の上に沈線によって区画し、互い違いに縄文を磨消している。

ｄ類　田舎館式に比定される土器（第５６図２３、２４、第６７図２５４、２５５）

４点出土した。２３、２４は壷でＲＬの地文の上に、口縁部には平行沈線文・鋸歯状文、頸部には平行

沈線文、刺突、鋸歯状文が施されている。２３、２４はモチーフ等ほぼ同様であるが、刺突の断面形状が

異なっている。２５４、２５５は甕と考えられる。２５４は口縁部資料で、ＬＲの地文に平行沈線文と鋸歯状

文が施されており、口唇には刻目が施されている。２５５はＲＬの地文に鋸歯状文が３条施されている。

ｆ類　天王山式に比定される土器（第５６図２６、第６７図２５６、２５７）

３点出土した。２６は深鉢で、口唇に刻目が施され、口縁にはＲＬが施されている。頸部から胴部に

は連弧文が施されている。２５６は壷の頸部の資料で、ＬＲの地文に平行沈線文・連弧文が施されている。

２５７は深鉢の胴部資料で、ＬＲの地文に沈線により連弧文が施され、一部磨消している。

（設楽　政健）

・石器

遺構外から剥片石器５４点、礫石器６３点が出土した。石器の分類項目は、凡例を参照されたい。詳細は

観察表（第５表）にまとめた。

（１）剥片石器

・石鏃（第６８図１）

１点出土した。茎部を一部欠損するが、ほぼ完形資料である。円基有茎鏃である。尖端部から基部に向

かって若干の丸みを帯びる木葉状を呈する。

・石槍（第６８図２）

１点出土した。尖端部から基部に向かって側縁が丸みを帯びる木葉状を呈し、円基と考えられる。長軸

１１.２㎝を測り、基部に比べて尖端部周縁の細部調整が顕著である。左側縁には僅かな抉りが見られる。

・石匙（第６８図３～７）

縦型石匙４点（第６８図３～６）、横型石匙１点（第６８図７）が出土した。それぞれ石匙１類、石匙２類

に分類した。刃部調整は主に背面から施されている。つまみ部は両面からの抉りによって整形されている。

また、第６８図３、４のつまみ部にはアスファルトらしき痕跡が観察される。第６８図３は背腹両面から細

部調整を施して側縁の刃部を作り出している。第６８図４は湾曲のある縦長剥片を素材とし、左側縁を中
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心に細部調整が施され、刃部を作り出している。刃部側面は波形を呈する。第６８図５は均整のとれた縦

長剥片を素材にしており、下端に原礫面を残すものの、背面中央部にまで微細な剥離調整が施され、刃部

を作り出しながら全体の形状を長方形に整形していた可能性がある。腹面からの調整は少ないが、両側縁

には丁寧な調整により刃部が作られている。刃部側面観は直線的な波形を呈する。第６８図６は下端がや

や幅広の形状を呈するが、素材剥片の形状によるものであろう。背腹両面からの細部調整によって両側縁

の刃部が作り出されている。背面中央部には古い剥離面を残し、左側縁は緩斜度に、右側縁は急斜度で刃

部が作られる。刃部側面観は細やかな波形を呈する。第６８図７は下端が扇状に広がる横型石匙であり、

特に、背面右側縁の下端が撥形のように尖っている。表裏両面からの細部調整によって両側縁・下端に刃

部が作り出される。背面中央部は古い剥離面を残すが、腹面からも微細な剥離調整が施されている。刃部

側面観は波形を呈する。刃部周辺などに使用痕（光沢面）らしきものが肉眼観察される資料もあるが、そ

の認定は曖昧であり、ここでは図示しなかった。石質はすべて珪質頁岩である。
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・石箆（第６８図８、９）

２点出土した。全体の形状が長方形で刃部が弧状を呈する石箆１類ａ種（第６８図８）と撥形を呈する石

箆２類（第６８図９）に分類される。なお、長方形とは言っても、石箆は基本的には基部から刃部へ向かっ

て若干幅広となる形状が多く、広がりの小さなものも長方形に加えた。基部から刃部へ向かって顕著に幅

広となるものを撥形として区別した。同じ石箆として包括してはいるが、石箆１類と２類は異なる用途・

機能を果たしていた可能性が高い。表裏両面から細部調整が施され、下端縁に刃部が作り出されるととも

に、全体の形状も整形されている。また、例外なく、ある程度の厚みを持った剥片が素材として使用され

ている。第６８図８は基部を欠損するが、基部と刃部の幅がほぼ等しく、刃部は弧状を呈する。表裏両面

から全面調整され、刃部が作り出されている。特に、下端の細部調整が顕著である。第６８図９は撥形を

呈し、表裏両面から細部調整が施されている。ただし、腹面は全面調整ではなく、古い剥離面を残してい

る。下端の刃部よりも側縁の調整が顕著であり、全体の形状を整形した結果とも思われる。石質はともに

珪質頁岩である。

・不定形石器（第６８図１０、第６９図～第７５図５１～５３）

４４点出土している。形状や大きさはそれぞれ異なり、刃部調整が明瞭に観察されない剥片についても

石器として認定した資料がある（不定形石器３類）。刃部調整の度合いによって、不定形石器１類（第６８

図１０、第６９図、第７０図１９、２０）、不定形石器２類（第７０図２１、第７１図２５、２７、３１～３３、第７２図３４

～３６、３９～４１、第７３図４２、４３、第７４図４８、５０）、不定形石器３類（第７１図２２～２４、２６、２８～３０、

第７２図３７、３８、第７３図４４～４７、第７４図４９、第７５図５１～５３）に分類される。不定形石器は、素材剥片

の端部あるいは側縁に片面から細部調整を施し、急斜度の刃部を作り出すものがほとんどであるが、不定

形石器１類としたものには、表裏両面からの細部調整によって緩斜度の刃部を作り出すものが比較的多い。

何らかの定形石器を志向していたであろう第６９図１１は別としても、第６９図１２～１４、１６、１８などの刃

部は背腹両面からの細部調整によって作り出されている。対して、刃部調整が周縁全体にまで周るような

第６８図１０や明瞭な刃部調整を持つ第７０図１９は片面からの細部調整によって刃部が作り出されている。

石質はすべて珪質頁岩である。

（２）礫石器

・磨製石斧（第７５図５４～５９）

６点出土している。基部から刃部へ向かって幅広となる定角式石斧（磨製石斧１類）が５点（第７５図５４

～５６、５８、５９）、小型の資料（磨製石斧２類）が１点（第７５図５７）ある。全面あるいはほぼ全面に研磨調

整が施され、全体の形状を整形しつつ刃部を作り出している。これら磨製石斧は、擦り切り技法で製作さ

れたものと考えられる。刃部は緩やかな弧状を呈するが、磨製石斧１類として一括した中には、刃部が斜

めに作られるものが２点（第７５図５４、５８）あり、これらは刃部がやや直線的である。第７５図５６は刃部稜

線が若干斜めになっている。基部を欠損するもの（第７５図５６）もあるが、小型の資料（第７５図５７）を除き、

基部の形状はやや丸みを帯びて尖っている。また、第７５図５９の側面には、装着痕と思われる僅かな窪み

が２ヶ所観察される。敲打痕（タタキ）のようなものが見られる資料（第７５図５５、５６、５８）もあるが、人

為的なものかは判然としない。石質は変朽安山岩（第７５図５９）と輝緑凝灰岩（第７５図５４～５８）である。

・敲磨器類（第７６図６９～７２、第７７図、第７８図８３、８４、８６～９５、第７９図、第８０図）

３８点出土している。自然礫（河原石）の各面に磨痕（スリ）・敲打痕（タタキ）などの使用痕が観察され
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るものであり、使用痕の種別から敲磨器類１類（第７８図８３、８４、８７～９１、９４、９５、第７９図９６～９９、

第８０図）、敲磨器類２類（第７６図６９、７２、第７７図７６、７９、８０、８２、第７８図８６）、敲磨器類３類（第７６

図７０、７１、第７７図７３～７５、７７、７８、８１、９２、９３、第７９図１００～１０３）に分類される。傾向として敲

磨器類１類（磨石）は全体の形状が長楕円形の棒状に近いもの（第７７図７３、７７、８１、第７８図９０、９３、９５、

第７９図、第８０図）が多く、多面に亘って磨痕（スリ）が観察される。敲磨器類２類（敲石）は全体の形状が

より球形に近く（第７６図７０～７２、第７７図７４～７６、７９、８０、８２）、各面の中央に凹部（クボミ）・敲打

痕（タタキ）が観察されるものが多い。これは、片手で上から振り下ろす敲石と両手で横に持って石皿・

台石の上で前後に動かす磨石の機能面の相違が、選択される自然礫の形状に反映されたためであろう。敲

磨器類３類のほとんどは磨石を転用した敲石と思われる。また、前述した第７７図８１と第７８図９１は、半

円状扁平打製石器に類する機能を果たした可能性がある。石質は安山岩と凝灰岩と輝緑凝灰岩である。

・石皿・台石（第８１図１１２、１１３）

２点出土した。第８１図１１３は楕円形を呈す石皿であり、中央部分が窪んでいる。裏面の形状も丸みを

帯び不安定であるが、全体的に小型であり、地面に固定せず手で支えて使用したものであろう。側縁を一

部欠損する。石質は安山岩である。

第８１図１１２は破片であるため全体の形状は不明であるが、平坦な磨面などから台石とした。裏面は決

して平坦ではないが、地面に固定して使用することも可能であったと思われる。磨面はほぼ水平となる。

ともに敲磨器類１類（磨石）と併用された植物食関連の石器と考えられる。石質は安山岩である。

・北海道式石冠（第７６図６３～６６）

４点出土している。欠損資料もあるが、長楕円形の自然礫（河原石）の周縁中央部に浅く太い溝が敲打

によって一周巡り、下面が磨面となる石器である。溝状の痕跡が実際にどのような機能を持っていたのか

は判然としないが、上面か下面にほぼ例外なく磨痕（スリ）を有することから、敲磨器類１類（磨石）と同

様に使用されていたと考えられている。上面が持ち手となり、下面が使用面だったと思われる。これも植

物食関連の石器と考えられる。石質はすべて安山岩である。

・有溝砥石（第７６図６１、６２）

２点出土している。太い単線の溝を基調とする有溝砥石１類（第７６図６２）と細い複線の溝を基調とする

有溝砥石２類（第７６図６１）に分類され、有溝砥石として一括しているが、本来は異なる用途・機能を持っ

ていた可能性が高い。第７６図６２は、楕円形の自然礫（河原石）の表面に一本の太い溝が認められ、かつて

矢柄研磨器とも呼ばれた資料であろう。具体的な用途・機能は判然としないが、何らかの石器あるいは石

製品などを整形する際に使用されたのでないかと言われている。第７６図６１も小型の物体を研磨整形した

痕跡であると考えることもできるが、詳細は不明である。石質は第７６図６１が凝灰岩、第７６図６２が安山

岩である。

・半円状扁平打製石器（第７６図６７、６８）

２点出土している。扁平な自然礫（河原石）の周縁が剥離（打ち欠き）により弧状（半円状）に整形され、

対辺が研磨され直線状となっている石器であるが、その定義や機能面が曖昧であり、周縁一辺の磨痕（ス

リ）を重視すれば、敲磨器類とした中にも類似資料が数多く認められる。第７７図８１が類似する機能を持

っていたものと推定されよう。ともに石質は安山岩である。

・不明石器（第７６図６０、第７８図８５、第８１図１０８～１１１、１１４～１１６）

用途・機能の不明な礫石器を不明石器として一括した。第７６図６０は全体の形状が球形を呈す石である

が、全面に亘る研磨のような痕跡が自然によるものか人為的なものかは判然としない。石質は凝灰岩であ
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る。第７８図８５は扁平な円形を呈す自然礫（河原石）であるが、やはり磨痕（スリ）のような痕跡が認めら

れるが人為的なものかは断定できない資料である。石質は安山岩である。

第８１図１０８、１０９、１１４は、柱状節理により割れたと考えられる。青森市南部の城ヶ倉に存在するこ

とが知られているが、荒川などの近隣の川から採取されたと考えられる。

第８１図１１０は若干の平坦面が観察される自然礫（河原石）であり、鉄の付着が確認できる。二次的に付

着したと考えられる。石質は安山岩である。

第８１図１１１は長楕円形の自然礫（河原石）であるが、中央部分に一周するように溝状の窪みが観察され

る。ただし、人為的なものかは判然としない。石質は凝灰岩である。

第８１図１１５、１１６は楕円形・不整楕円形を呈する自然礫（河原石）にベンガラと思われる朱痕が観察さ

れる。第８１図１１６はベンガラ原料の赤鉄鉱を磨り潰した用途が考えられるが、表面の磨痕（スリ）は判然

とせず、第８１図１１５も石皿や台石とは思われない。二次的な付着の可能性が高い。石質は第８１図１１５が

安山岩で第８１図１１６が凝灰岩である。

・赤鉄鉱（第８３図１１７～１２０）

４点出土した。晩期後葉～弥生前期の多くの土器に塗布されるベンガラの原料である。１１７～１２０は、

いずれも不整形を呈し、多くの破面が認められることから、加工等の段階で割れた残滓と考えられる。

（野坂　知広）

・土製品

１．袖珍土器（第８３図３～６）

４点出土した。３は略完形資料である。無文であるが、外面に指頭圧痕が認められる。４は胴部下　

半～底部の資料で、外面は細めの条痕文が施されている。５は底部付近の資料で、台付鉢である。土

器の範疇に入ると考えられるが、小型のため、本類とした。胴部はＲＬが施され、台部には平行沈線

文が３条施されている。６は底部付近の資料で平行沈線文が施されている。

２．きのこ形土製品（第８３図２）

１点出土した。かさの部分のみの資料である。軸は欠損している。全体にナデが施されている。

３．土偶（第８３図１）

１点出土した。土偶の足の部分の資料と考えられる。全体に細めの工具による刺突が施され、表面

に２条１単位の沈線文が施されている。施される文様等から弥生時代に帰属すると考えられる。

７．不明土製品（第８４図７～１７）

ＳＩ－０５付近からまとまって出土した。外面はユビナデが明瞭で、内面は割れた状況を呈してい

る。７のように炉内の灰によって、表面が一部ガラス質になったと考えられるもの、１０、１４のように

羽口状のものが装着されていたと考えられる平滑部が認められるものや、丁寧なナデをもつものも認

められる。これらは何らかの炉に関連する炉壁と考えられる。

（設楽　政健）
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第１節　概要
Ｂ区はＡ・Ｄ区の間に位置する、造成工事用の土取場にあたり、面積は５,０３２㎡である。

発掘調査は平成１４・１５年度に実施しており、調査の結果、平安時代の竪穴住居跡６軒、土坑２７基、掘

立柱建物跡１棟、ピット１３基、溝跡２基、焼土遺構１基、埋設土器遺構１基、円形周溝１基を検出し、

遺物については土師器を中心に、縄文時代晩期後葉～弥生時代の土器、石器が出土した。

第Ⅳ章　Ｂ区の調査
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第２節　検出遺構と出土遺物

１．竪穴住居跡

ＳＩ－０７（第８６、８７図）

ＢＵ・ＢＶ－１５１・１５２で検出した。ＳＫ－１０２と重複しており、ＳＫ－１０２の堆積土を本遺構が掘り

込んでいることから、本遺構が新しい。平面は方形を呈しており、規模は長軸３８４×短軸３４８×深さ５０㎝

を測る。床面積は１３.３㎡である。壁は垂直に立ち上がり、壁高は北壁４２㎝、南壁４５㎝、東壁５０㎝、西

壁４３㎝を測る。床は月見野火山灰層を床面としており、ほぼ平坦で、堅緻である。ピットは屋内に３基、

屋外に７基検出した。ピットの規模はＰｉｔ１＝２４×１６×１４㎝、Ｐｉｔ２＝２０×２０×１６㎝、Ｐｉｔ３＝２８×

２８×１９㎝、Ｐｉｔ４＝２８×２２×１９㎝、Ｐｉｔ５＝３２×２６×２６㎝、Ｐｉｔ６＝２８×２７×２１㎝、Ｐｉｔ７＝２２×１６×

１３㎝、Ｐｉｔ８＝１４×１４×２６㎝、Ｐｉｔ９＝５８×４４×１２㎝、Ｐｉｔ１０＝３２×２８×２２㎝を測る。屋内にはＰｉｔ

７・８以外に柱穴と考えられるＰｉｔは確認できなかったことから、主に屋外の柱穴により、支えられて

いたと考えられる。カマドは住居東壁面より１基検出した。主軸方位はＮ－９１°－Ｅを測り、構造は地

下式で、規模は袖部幅９０㎝、煙道長１２８㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、芯材として礫が

使用されている。袖部の粘土は焚口を除いて円形に残存しており、崩落粘土の可能性も考えられるが、当

時のカマド構造を残している可能性も考えられる。天井部の粘土は一部残存しており、カマド堆積土２・

３層が相当する。火床面は円形を呈しており、その範囲は５４×４１㎝を測り、被熱部分の深さは５㎝であ

る。煙道は、住居壁部分で段をもって１６°の角度で立ち上がり、一旦、平坦となり煙出方向へ垂直に立ち

上がる。堆積土は掘り方を含めて１３層に分層した。褐色土主体の土層が堆積しており、炭化粒・焼土粒

ローム粒・ロームブロックが混入している。また、床面・床面直上から鉄滓が多量に出土しており、本住

居廃絶後、排滓場として利用されていたと考えられる。人為堆積と考えられる。遺物はカマド等を中心に

土師器坏２点（第９７図１、２）、甕３点（第９７図３～５）のほか、石鏃１点（第１００図１）、石箆１点（第

１００図２）、不定形石器２点（第１００図３、４）、流出孔滓３点、流動滓（鳥足状）２点、流動滓２点、炉内

滓（含鉄）１点（第２４３図８７～９４）が出土した。１は坏の底部を欠いた資料でロクロナデにより整形され

ており、器形はやや口縁をつまみあげたような形状を呈している。２は坏の底部の資料で、ロクロナデに

より整形されており、底部はやや柱状高台状を呈し、胴部はやや開き気味である。３は土師器甕の底部を

欠いた資料で、やや胴部が膨らむ形状を呈し、口径は１３.７㎝を測る。ヘラナデにより整形されている。

４は甕の胴部資料で、ヘラナデにより整形されている。５は甕の口縁部～胴部の破片で、口径２２㎝を測

る。胴部はやや直線的に立ち上がり口縁部はやや外反する形状を呈する。ヘラナデにより整形されている。

本遺構の帰属時期は１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－０８（第８８図）

ＢＰ・ＢＱ－１４８で検出した。平面は削平により南東壁が不明であるが、方形を呈すると考えられ、規

模は長軸４４０×短軸３８４×深さ１５㎝を測り、床面積は１６.８㎡である。壁は削平のため、全容は不明であ

るが、部分的に残存する壁は垂直に立ち上がる。壁高は、東壁１０㎝、北壁５㎝、南壁４㎝を測る。床面

は、大谷火山灰層であり、やや起伏が認められ、部分的に被熱により赤化している。ピットは２基検出し

た。両ピット共に柱穴と考えられる。各ピットの規模は、Ｐｉｔ１＝２４×２２×２０㎝、Ｐｉｔ２＝２４×２０×

２４㎝を測る。カマドは、北壁東側より火床面と考えられる掘込をもつ赤化範囲を確認したのみで、削平

により燃焼部・煙道部は確認できなかった。赤化範囲の規模は長軸７０×短軸４５㎝であり、被熱部分の深

さは１６㎝を測る。堆積土は３層に分層した。明黄褐色を主体とする土層が堆積しており、堆積土中には
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炭化粒・ロームブロック・焼土粒が混入しており、人為堆積と考えられる。遺物は床面・掘方を中心とし

て、土師器甕６点（第９７図６～１１）、土師器小壷１点（第９９図２８）、不定形石器２点（第１００図５、６）、

磨石１点（第１０１図１３）、羽口２点（第２４３図９５、９６）が出土した。６は小型甕の胴～底部の資料である。

内外面ともにヘラナデにより整形されている。７は甕の口縁部破片で、内外面はヘラナデにより整形され

ており、内面は指頭圧痕が認められる。器形は胴部がほぼ垂直に立ち上がり、口縁部でややくびれが認め

られ、口縁部が外反する。８は甕の口縁部～胴部の資料で、口径１１.９㎝を測る。内外面はヘラナデによ

り整形されている。器形は、丸みを帯びる胴部から、口縁部が外反する形状を呈する。９、１０は掘方より

出土した土師器甕の胴部資料で、ヘラナデにより整形されている。１１は堆積土より出土した土師器甕の

口縁部～胴部資料で口径２２㎝を測る。内外面ともにヘラナデにより整形されている。本遺構の帰属時期

は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－０９（第８９、９０図）

ＢＰ･ＢＱ－１５８グリッドで検出した。平面は方形を呈し、規模は長軸４４６×短軸４１８×深さ１７㎝を測

り、床面積は１８.６㎡を測る。壁は、概ね垂直に立ち上がるが、南東隅の部分はオーバーハングしており、

北壁の一部が凹んでいる。壁高は東壁２９㎝、西壁２８㎝、南壁５２㎝、北壁２７㎝を測る。床面は、大谷火

山灰層を床面としており、中央付近でやや起伏が認められるが、それ以外はほぼ平坦である。壁溝は、北

壁の一部と北東隅で部分的に検出し、深さは最深部で１３㎝を測る。ピットは５基検出した。柱穴と考え

られるのはＰｉｔ１・３・４である。各ピットの規模はＰｉｔ１＝３８×３４×１８㎝、Ｐｉｔ２＝５６×５４×１６㎝、

Ｐｉｔ３＝４６×３６×１４㎝、Ｐｉｔ４＝５４×５２×１８㎝、Ｐｉｔ５＝３０×２６×１４㎝を測る。カマドは東壁より１

基検出した。主軸方位はＮ－６２°－Ｅで、構造は地下式である。規模は袖幅１００㎝、煙道長１２０㎝を測る。

袖は粘土によって構築されており、芯材は確認できなかった。天井部はかなり崩落しているが、一部残存

しており、カマド堆積土２・３層が相当する。火床面は不整形を呈しており、規模は６５×５８㎝、被熱部

分の深さは６㎝を測る。煙道部は住居壁部分で底面が上昇し、一旦平坦となるが、煙出下部でやや落ち込

み、煙出へ垂直に立ち上がる。付属施設として、土坑１基を検出した。規模は１２０×５８×３０㎝を測る。

堆積土は掘り方を含めて１４層に分層した。暗褐色を主体とする土層が堆積している。全体に炭化物やロ

ーム粒が混入しているが、概ねレンズ状の堆積を呈している。自然堆積と考えられる。遺物は、カマドよ

り土師器甕が２点出土した（第９８図１２、１３）ほか、不定形石器１点（第１００図７）、磨石２点（第１０１図

１４、１５）が出土した。１２、１３は土師器甕の口縁部～胴部の資料で、両者ともに内外面はヘラナデによ

り整形されている。１２は口縁部が小さく、頸部に微妙なくびれが見られ、胴部はやや丸みを帯びる形状

を呈する。１３はやや口縁部が大きめで外反し、胴部は微妙に丸みを帯びる形状を呈する。本遺構の帰属

時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－１０（第９１、９２図）

ＢＰ・ＢＱ－１５８グリッドで検出した。平面は方形を呈し、規模は長軸３５２×短軸２９８×深さ５６㎝を

測り、南西隅が一部、ＳＫ－２の掘込みによってオーバーハングしている。床面積は１０.４㎡を測る。壁

は、南・東壁は段をもって立ち上がるが、その他の壁はほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁２３㎝、南壁

５２㎝、東壁３７㎝、西壁２８㎝を測る。床は、月見野火山灰層を床面としており、ほぼ平坦である。カマ

ドは、東壁より１基検出した。主軸方位はＮ－１０８°－Ｅで構造は地下式である。規模は袖幅６６㎝、煙道

長１２０㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、芯材は確認できなかった。天井部の粘土は崩落して
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いるが、カマド堆積土３・４層が相当する。火床面は不整形で、規模は４０×３２㎝、被熱部分の深さは１６

㎝を測る。煙道部は微妙な凹凸が認められるが、緩やかに下っていき、煙出へ段をもって立ち上がる。煙

出の平面形状は不整形である。付属施設としては、北東隅よりＳＫ－１、南西隅よりＳＫ－２、カマド西

側に東壁とほぼ平行に位置する溝を１条検出した。平面・規模については、ＳＫ－１は不整形で、規模は

９４×８６×２２㎝、ＳＫ－２は楕円形で、規模は１７０×１０６×２４㎝、溝の規模は１０５×１７×４㎝を測る。

溝は２基の土坑と重複しており、巨視的にみると鉄アレイ状を呈し、排水と水溜という機能も想定される

が、同時併存の可能性は低いと考えられる。堆積土は、掘り方を含めて８層に分層した。暗褐色を主体と

する土層が堆積している。堆積土中にはロームブロック・ローム粒・炭化物・焼土粒が混入している。自

然堆積と考えられる。遺物はカマドを中心として土師器甕３点（第９８図１４～１６）、不定形石器２点（第

１００図８、９）、磨石４点（第１０１図１６～１９）が出土した。１４は土師器甕の口縁部資料で内外面ともにヘ

ラナデにより整形されている。１５は甕の口縁部資料で外面はヘラナデにより整形されている。器形は底

部から一旦外反し、そこからほぼ直線的に立ち上がり、ヘラナデにより整形されている。１６は甕の胴部

から底部の資料で、器形はやや開き気味に直線的に立ち上がる。本遺構の帰属時期は１０世紀前葉と考え

られる。

ＳＩ－１１（第９３、９４図）

ＢＮ・ＢＯ－１６２グリッドで検出した。平面は方形を呈し、規模は長軸３０２×短軸２７４×深さ４８㎝を

測り、床面積は８.２㎡を測る。壁は、東・西壁は垂直に立ち上がるが、北・南壁は緩やかな傾斜を持って

立ち上がる。壁高は北壁１０㎝、南壁２９㎝、東壁３２㎝、西壁３２㎝を測る。床は月見野火山灰層を床面と

している。やや起伏が認められる。ピットは５基検出した。各ピットの規模はＰｉｔ１＝２４×２２×１０㎝、

Ｐｉｔ２＝１８×１２×７㎝、Ｐｉｔ３＝５２×３６×１０㎝、Ｐｉｔ４＝３６×３４×１０㎝、Ｐｉｔ５＝２８×２４×６㎝を測

る。カマドは、住居東壁より１基検出した。主軸はＮ－１０１°－Ｅで、構造は半地下式である。焚口前方

には不整円形の落ち込みがみられ、狭小ではあるが作業場として使用された可能性がある。規模は袖幅８８

㎝、煙道長１０８㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、両袖に芯材として礫が使用されており、ま

た南側の袖の内側には補強のために土師器の破片が貼られていた。天井部の粘土は部分的に残存しており、

カマド堆積土１２・１４層が相当する。火床面は不整形を呈し、規模は３８×３５㎝で、被熱部分の深さは６㎝

を測る。火床面上には支脚として土師器甕が逆位に置かれていた。煙道部は燃焼部から住居壁付近で２３

㎝上昇し、煙出方向へほぼ平坦に進み、煙出へほぼ垂直に立ち上がる。堆積土は６層に分層した。黒褐色

を主体とする土層が堆積している。ローム粒・ロームブロック・炭化物が混入している。堆積土はおおむ

ねレンズ上の堆積を呈しており、自然堆積と考えられる。遺物はカマド付近から、土師器甕８点、鍋１点

（第９８図１７～２１、第９９図２２～２５）のほか、磨石８点、磨製石斧１点（第１０１図２０、第１０２図２１～２８）が

出土した。１７は甕の胴部～底部資料で、胴部は底部から直線状に立ち上がり、内外面ともにナデにより

整形されている。１８は甕の完形資料である。外面が縦位のヘラナデ、内面は横位のヘラナデと部分的な

ヘラケズリにより整形されている。１９は甕の底部を欠いた資料で、ロクロナデにより整形されており、

口頸部から胴部中半にかけて、稜が顕著に認められる。２０は甕で底部～胴部下半を欠いた資料で外面は

縦位のナデ、内面は横位のナデにより整形されている。２１は甕の胴部～底部の資料でナデにより整形さ

れている。やや胴部が丸みを帯びる器形を呈する。２２は鍋の底部を欠いた資料である。ロクロナデによ

り整形され、内面はヘラナデが認められる。頸部に微妙なくびれが認められるが、ほぼ直線的に立ち上が

る。口縁部付近にかけて稜が顕著に認められる。２３は甕の底部を欠いた資料で、ナデにより整形されて
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いる。２４、２５も甕で２４は底部を欠いた資料、２５は完形資料である。２４はナデにより外面が整形されて

おり、２５は内外面ともにナデにより整形され、外面胴部下半にはヘラケズリにより整形されている。本

遺構の帰属時期は１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－１２（第９５図）

ＢＫ・ＢＬ－１５８グリッドで検出した。平面は方形を呈し、規模は長軸３２０×短軸３０６×深さ３６㎝を測

る。床面積は９.７㎡を測る。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁２６㎝、南壁４０㎝、東壁３４㎝、西壁

３６㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面としている。ほぼ平坦である。住居南西隅より２５×１９㎝の範囲

で不整形を呈する焼土範囲を確認した。ピットは２基検出した。Ｐｉｔ１＝５８×３８×１２㎝、Ｐｉｔ２＝８７×

６５×１３㎝を測る。カマドは、住居東壁より１基検出した。主軸はＮ－９０°－Ｅで、構造は地下式である。

規模は袖幅７９㎝、煙道長９１㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、芯材として礫が挿入されてい

る。焚口前方には大きめの礫が数個確認でき、芯材として挿入されていたものやカマド頂部に置かれてい

たものが崩落したと考えられる。カマド天井と考えられるのは４・６層で、４層は内側の被熱部分、６層

は外側の粘土と考えられる。火床面は不整形を呈しており、４６×３１㎝を測り、被熱部分の深さは７㎝を

測る。煙道部は火床面側から約４°の角度で緩やかに立上り、住居壁付近から緩やかに下る。煙道中間で

平坦となり、煙出へ段を持って立ち上がる。煙出部の形状は不整形を呈する。堆積土は７層に分層した。

黒褐色を主体とする土層が堆積している。中層～下層を中心にロームブロック・ローム粒が少量混入して

いるが、壁の崩落によるものと考えられる。また全体にレンズ状の堆積を呈しており、自然堆積と考えら

れる。遺物は平安時代の製塩土器２点（第９９図２６、２７）、不定形石器３点（第１００図１０～１２）、磨石３点

（第１０２図２９～３１）が出土した。２６、２７ともに白砂式土器の胴部破片で、外面からは粘土紐の継ぎ目が

明瞭に確認できる。本遺構の帰属時期は、１０世紀代と考えられる。

２．竪穴遺構

ＳＩ－１３（第９６図）

ＢＪ－１５８・１５９グリッドで検出した。平面は不整方形を呈し、規模は長軸２６６×短軸２０６㎝の掘り込

みに、長軸２５４×短軸７６×深さ４２㎝と長軸２１０×短軸６８×深さ２５㎝を測る、長方形の掘り込みが２基

並ぶ形状となっている。２基ともに掘り込みの壁は概ね垂直に立ち上がる。床面は月見野火山灰層を床面

としており、掘り込みの底面は南側へやや傾斜している。堆積土は１０層に分層した。黒褐色を主体とす

る土層が堆積している。堆積土中にはローム粒・炭化粒・焼土粒のほか、ロームブロックが多量に混入し

ており、土層断面から一度に埋め戻された状況を呈しており、人為堆積と考えられる。遺物は出土しなか

ったため、時期は不明であるが、基本層序第Ⅱ層から掘りこまれていることから、平安時代の可能性が考

えられる。
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３．土坑

本地区からは２７基の土坑を検出した。主に縄文時代に帰属するが多く、平安時代に帰属すると考えら

れるものは６基程度である。以下、図と一覧表で提示する。
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４．掘立柱建物跡

ＳＢ－０１（第１１３図）

ＢＭ－１４４・１４５グリッドで検出した。２間×１間の建物で、桁行２８０㎝、梁行１１５㎝を測る。桁行の

柱間隔はＰｉｔ１－２、Ｐｉｔ２－３、Ｐｉｔ５－６で１３５㎝、Ｐｉｔ４－５で１４０㎝を測り、梁行の柱の間隔は

Ｐｉｔ１－２で１６５㎝、Ｐｉｔ３－６で１６０㎝であり、概ね等間隔である。各ピットの規模はＰｉｔ１＝３８×３２×

３４㎝、Ｐｉｔ２＝２６×２６×３２㎝、Ｐｉｔ３＝３８×２８×１６㎝、Ｐｉｔ４＝３０×２６×３０㎝、Ｐｉｔ５＝３０×２４×

３０㎝、Ｐｉｔ６＝３２×３２×２４㎝を測る。堆積土は黒褐色・暗褐色土を主体に堆積している。堆積土中には

ロームブロックやローム粒が混入している。Ｐｉｔ１・２においては柱の抜取痕と考えられる掘り込みが東

側に認められる。自然堆積と考えられる。遺物は確認できず、時期は不明である。

５．溝跡

ＳＤ－０１（第１１４図）

ＢＦ･ＢＧ－１５４グリッドで検出した。北側でやや屈曲する部分が見られるが、平面形は直線状を呈す

る。規模は長軸４４５×短軸２５×深さ１０㎝を測り、断面形はなべ底状を呈する。堆積土は黒褐色を呈する

１層が堆積している。自然堆積である。遺物は確認できず、時期は不明である。

ＳＤ－０２（第１１４図）

ＢＫ－１５３～１５９グリッドで検出した。平面形は直線状を呈する。溝は２条で検出したが、同軸上にあ

り、また堆積土も同一であることから、同一遺構とし、便宜上①・②とした。規模は、①は長軸８０６×短

軸２３×深さ１６㎝を測り、②は長軸９０４×短軸２５×深さ１６㎝を測り、断面形は鍋底状を呈する。堆積土

は黒褐色を呈する１層が堆積している。自然堆積である。遺物は確認できず、時期は不明である。

６．焼土遺構

ＳＮ－０８（第１１５図）

ＢＴ－１５０グリッドで検出した。平面形は不整形を呈し、規模は長軸８６×短軸７０㎝で、被熱部分の深

さは６㎝を測る。焼土には軽石が少量混入している。遺物は確認できず、時期は不明である。
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７．埋設土器遺構

ＳＣ－０２（第１１５図）

ＢＸ－１５２グリッドで検出した。掘方の平面形は、不整円形を呈しており、規模は長軸３１×短軸２８㎝

で、深さ５㎝を測る。堆積土は３層に分層した。黒褐色土が堆積している。出土土器は第Ⅳ群ｂ類の胴部

～底部の資料で、ＬＲが施されている。本遺構は出土土器から縄文時代晩期後葉～弥生時代前期に帰属す

ると考えられる。

８．円形周溝

ＳＸ－０１（第１１５図）

ＢＩ・ＢＪ－１５９・１６０グリッドで検出した。規模は長軸３３４×短軸３２８×深さ１２㎝を測る。周溝は全

周しており、その幅は最大で３５㎝を測る。中央部に長軸１２６×短軸８９㎝の方形状に明黄褐色を呈する土

が広がる主体部と考えられる部分を確認した。これは墳丘が削平されたことにより底面付近が残存したも

のと考えられる。ただし、本遺構の主体部と考えられる範囲は長軸１２６×短軸８５㎝と小さめで、遺体を

直接埋葬することは困難と考えられるため、再葬等の可能性も考えられる。堆積土は中央部付近の墳丘を

形成していたと考えられるにぶい黄褐色土が堆積しており、周溝には黒褐色土が堆積している。遺物は確

認できなかったが、基本層序第Ⅱ層の直下から掘り込まれていることから、平安時代と考えられる。
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９．ピット

本地区では１３基のピットを検出した。一覧表と図で報告する。
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１０．遺構外出土遺物

本地区からは、縄文時代前期～平安時代までの遺物が出土しており、縄文時代前期初頭～晩期後葉を主

体としており、中でも縄文時代晩期後葉の遺物が多い。本項では、遺構外出土遺物について、以下に記述

する。

・土器

第Ⅱ群　縄文時代中期の土器

ｉ類　中期に比定される胴部破片（第１１９図５、６、第１２０図１０、１２）

４点出土した。５、６は胴部～底部の資料で、ＬＲ縄文が施されている。１０は深鉢の胴部資料で、

ＲＬが全面に施されている。１２は深鉢と考えられる破片で、大部分は無文で一部にＲ単軸絡状体第

５類が回転施文されている。

第Ⅲ類　縄文時代後期の土器

ａ類　後期初頭に比定される土器（第１２０図１１）

１点出土した。１１は深鉢の口縁部破片である。ＬＲの地文に沈線が施されている。

ｂ類　十腰内Ⅰ式土器に比定される土器（第１２０図１３～１８）

６点出土した。１３、１４は深鉢の破片で、１３は沈線による渦巻文にＲＬが施されている。１５は土器

棺と考えられる破片で円形文や長方形状の沈線文様が施される。１６、１７、１８は格子文が施される深鉢

で、１６～１８はＲ圧痕によってやや小さめの格子文が施文されている。

ｃ類　十腰内Ⅴ式に比定される土器（第１２０図１９～２７）

瘤付土器が９点出土した。１９～２４が深鉢、２５～２７が壷と考えられる。１９は口縁部破片で、ＬＲ縄

文施文後、胸骨状に沈線を施し、縄文を一部、擦り消した後に背骨状に沈線で区画された部分に粘土粒

が２個、口縁に小さめの粘土粒を２個付している。口唇には突起が見られる。２０～２２も同様の手法に

より、胸骨状に施文され、概ね背骨状の区画部分に粘土粒を付しており、２０はＬＲ、２１はＲＬ、２２は

ＬＲが施されている。２３～２７は縄文施文、沈線、縄文の磨り消しまでの手法は同様であるが、粘土粒

の付される位置も縄文の部分に付される。２６は粘土粒が認められず、また他の資料と文様のモチーフ

が異なっており、大洞Ｂ式土器の可能性が考えられる。

第Ⅳ類　縄文時代晩期の土器

ａ類　大洞Ａ式土器に比定される土器

深鉢、浅鉢、高坏、台付鉢、壷がある。これらは文様から次のとおり分類した。

１．３条程の平行沈線が巡り胴部には縄文が施されるもの。（第１２０図３０、第１２１図５０、５１、５３～５５、

第１２２図５６～６７）

１８点出土した。全て深鉢である。口縁部に２条～３条の太めの沈線が巡っている。これらのうち、

沈線が施されるだけのもの（３０、５０、５３、５６～６２）と、大きく抉られた部分に沈線が施されるもの

（５４、５５、６５～６７）が認められる。６６、６７は上端の沈線から口唇部まで若干空間が見られる資料で、

外面には煤が付着する。概ね胴部には縦方向の縄文が施される。３０、５０は口縁部付近～胴部の破片で、

破損した部分に短沈線・粘土粒があった可能性もあるが、破片のため、確認できなかった。５１は外面

には耳が付いており、紐を通す等の使用が想定される。深鉢の裏面は黒色物質が付着するものが多い。

６３、６４は５９、６０と同一個体であるため、本類とした。本類は他類と比べて、裏面に吹き零れと考え

られる黒色物質が付着しておらず、当時の土器の使用にあたって差異があったと考えられる。
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２．数条の平行沈線の間にＴ字状の沈線文様が上下になり、工字文を表すもの（第１２０図２９）

１点出土した。浅鉢の口縁部破片で、内外面ともにベンガラが付着している。２９は口縁部下位に逆

Ｔ字状の沈線が認められる。上下では確認できなかったが、本類とした。口縁部はやや屈曲しており、

口唇部には一部粘土粒が付着している。

３．数条の平行沈線の間に１・２本の縦位の短沈線で工字文を表すもの。（第１２０図２８、第１２１図４０、

４２、４４、５１）

５点出土した。いずれも口縁部の小破片で、粘土粒が付着していた可能性も否定できないが、粘土粒

は口縁部上位付近に付着するものが多いことから、本類とした。４０、４２は深鉢、２８、４４、５１は浅鉢

である。いずれも資料中半部の横位沈線の間に縦位の沈線が認められる。２８は口縁部付近がやや湾曲

する。４０はほぼ直線的に立ち上がる資料であるが、口唇部直下の深めの沈線により、微妙に湾曲する

ように見える。４４は浅鉢で口縁部中半から微妙に湾曲し、沈線文様は他の資料に比べて、隙間なく施

されている。５１は外面には耳が付いており、紐を通す等の使用が想定される。深鉢の裏面は黒色物質

が付着するものが多い。

４．数条の平行沈線の間に粘土粒により工字文を表すもの。（第１２１図４３、４５～４８、５２）

６点出土した。４３、４７、４８、５２は深鉢、４５は浅鉢と考えられる。口縁部破片であるため、破損部

分に短沈線が施されていた可能性も比定できないが、いずれも口縁部上位に粘土粒が確認できる。粘土

粒は他類に比べて肥大しているものが多い。４３は口縁部破片で、ＬＲの地文に平行沈線、粘土粒が施

されている。４４は口縁部破片でＲＬ施文後、ほぼ隙間なく沈線が施されている。４５は内外面ともにベン

ガラが付着している。４６は全面にＲＬ施文後、やや細めの沈線が施されている。４７も４８と同様にＲＬ

施文後、細めの沈線が施されている。４８は口縁部に沈線のみ施されている。５２はＲＬ施文後、太めの

沈線で文様が施されている。他類と同様に深鉢の裏面は炭化物が付着するものが多い。

５．数条の平行沈線の間に縦位の短沈線と粘土粒による工字文を表すもの。（第１１９図２～４、第１２０図

３１、第１２１図３２～４１、４９）

１３点出土した。２～４、３２～４０が深鉢、４１が浅鉢である。粘土粒は口縁部上位の同一沈線上に複

数個つけるものが多く、多いものでは６個付く資料もあり、その下位の沈線上に互い違いに短沈線を施

している。２は口縁部～胴部の資料で上位の同一沈線上に粘土粒が数個認められ、その下位の沈線から

縦位の短沈線が２ヶ所見られる。３、４も同様の文様手法であったが、４は地文を施した上から、２、３

に比べて細めの沈線で施文している。３１はＬＲ施文後、やや細めの沈線が施されている。３３～４０は地

文施文後、概ね細めの沈線が施されている。粘土粒は２～４ヶ所、沈線は１～２ヶ所認められる。４０

はやや太めの沈線が施されている。４１は沈線を断続的に施すことにより、残された部分を粘土粒状に

表現している。４９は細めの沈線が施されている。

７．数条の平行沈線の間に矢羽状沈線を表すもの。（第１１９図１）

１点出土した。台付浅鉢の略完形資料である。口縁は粘土紐の貼り付けによって、小波状を呈してい

る。口縁上位には同一沈線上に粘土粒が５ヶ所見られ、その２条ほど下位より矢羽状の沈線が認められ

る。台部には数条の沈線が巡っている。沈線は概ね細めである。胴部付近には補修孔が３ヶ所認められる。

８．壷形を呈するもの（第１１９図９、第１２２図７３～７６、７９～８２、第１２３図８３、８４）

１１点出土した。７３～７６、８２は口縁部破片である。口縁部は無文で、頸部の破片は口縁部と頸部の

境に段がつくもの（８１、８２、８３）とつかないもの（８４）がある。胴部破片は、他類と同様に縦方向の縄

文や斜縄文が認められる。
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ｂ類　晩期後葉～弥生時代前期に比定される土器（第１１９図７、８、第１２２図６８～７２、７７、７８、第１２３

図８５～１０３、第１２４図１０４～１２３、第１２５図１２４～１２６）

５１点出土した。胴部破片３３点、胴～底部破片４点、底部破片１点、口縁部破片１３点である。６８～

７１は縦方向の条痕文が施されている。７２は台付鉢の胴部～底部破片で台部は無文で、胴部は縄文が施

されている。７７、７８、８５～８７は壷の胴部破片で、縦方向の縄文が施されている。８８は鉢と考えられ

る、無文の底部破片で、４足の足が施されている。８９～１１４胴部破片で概ね縦方向の縄文が施されて

いる。１１５～１２６は口縁に無文帯が巡り、胴部に縄文が施されるものである。概ね平口縁であるが、

１２５、１２６のように小波状を呈するものもある。１２５は無文帯の部分に沈線が施されている。

第Ⅴ群　弥生時代の土器

ｂ類　二枚橋式に比定される土器（第１２５図１２７～１３５）

９点出土した。１２７～１３１、１３３～１３５は鉢、１３２は浅鉢と考えられる。全て、口縁部～頸部付近の

破片と考えられる。１２７～１３１は地文縄文の上に沈線を数条巡らしている。１３２は浅鉢の口縁部付近の

破片と考えられ、沈線によって文様が施されている。１３３～１３５は鉢で、細めの沈線によって文様が施

されている。１２７は内面、１３３は外面に吹き零れに起因すると考えられる黒色物質が付着しており、１３５

は外面に煤が付着している。

（設楽　政健）

・石器

遺構外から剥片石器１３２点、礫石器２９点が出土した。以下、種別ごとに記述する。詳細は観察表（第

２５表）にまとめた。

（１）剥片石器

・石鏃（第１２６図１）

１点出土している。基部を欠損するが、尖端部から基部に向かって若干の丸みを帯び、基部は円基とな

る資料であろう。おそらく円基無茎鏃と思われ、ここでは石鏃１類ｂ種に分類される。石質は珪質頁岩で

ある。

・石槍（第１２６図２）

１点出土している。基部は直線状（平基）になるが、尖端部から基部に向かって丸みを帯びる木葉形を

呈す。比較的小型の資料であり、石鏃とするか迷ったが、ここでは石槍１類ｂ種に分類される。投槍とし

て使用されたものであろうか。石質は珪質頁岩である。

・石匙（第１２６図３～５）

縦型石匙２点（第１２６図３、４）、横型石匙１点（第１２６図５）が出土した。それぞれ石匙１類、石匙２

類に分類される。つまみ部は背腹両面からの細部調整により作り出されているが、刃部調整は片面からの

細部調整によって作り出されるものもある。第２６図３は比較的小型の縦型石匙であるが、下端部が尖る

のは素材剥片の形状であろう。主に右側縁のみに刃部調整がなされる。刃部側面観は緩やかな波形を呈す

る。小型であるため、通常の石匙とは異なる用途も考えられる。

第１２６図４は下端が丸みを帯びる縦型石匙であり、下端に向かって厚みを増す素材剥片を使用している。

右側縁を中心とするが、基本的には周縁全体に刃部調整がなされる。刃部側面観は細やかな波形を呈する。

第１２６図５は全体の形状が碇（いかり）形を呈する横型石匙であり、下端に刃部調整がなされる。背面に
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は原礫面が残され、腹面からの細部調整によって急斜度の刃部が作り出されている。石質はすべて珪質頁

岩である。

・石錐（第１２６図６）

１点出土している。錐部は厚みのある棒状を呈するが、全体としては石匙のような刃部調整がなされて

いるようにも見え、細長い三日月状の刃部を持つ縦型石匙に近似する。左側へ僅かに湾曲し、あるいは石

匙に類する機能を持っていたのかもしれない。背腹両面から細部調整が施されるが、背面中央稜部と腹面

上部には原礫面と古い剥離面を残している。周縁の刃部調整は細やかで、刃部側面観は大きな波形を呈す。

石質は珪質頁岩である。

・石箆（第１２６図７～１０）

４点出土している。全体の形状が長方形で刃部が弧状を呈する石箆１類ａ種が３点（第１２６図７、９、

１０）、全体の形状が長方形で刃部が直線状を呈する石箆１類ｂ種が１点（第１２６図８）あるが、同じ石箆

１類ａ種とは言っても３点すべて形状・大きさが異なる。第１２６図７は比較的小型の資料であり、当初、

石槍の尖端部を欠損したものかとも思われたが、下端にも細部調整が施されていることから石箆に加えた。

背腹両面の中央部には古い剥離面を残すが、周縁を中心に細かな細部調整が施され、刃部が作り出されて

いる。特に腹面からの細部調整が顕著である。

第１２６図９は上下両端が薄くなる側面観を呈するが、刃部調整は下端のみに施されており、やはり背腹

両面からの細部調整によって作り出されている。腹面には古い剥離面を残すが、全体的に形状を整形しな

がら刃部調整が施されたことが分かる。第１２６図１０は全長１４.２㎝を測る比較的大型の資料である。厚み

もあり、重量も他の石箆に比べるとかなり重い。腹面には古い剥離面を残すが、背腹両面からの細部調整

によって刃部が作り出されている。周縁には細かい細部調整が観察され、特に下端の刃部調整は背腹両面

からの細部調整が顕著である。磨製石斧に類する用途・機能を持っていた可能性もある。

第１２６図８は刃部が直線状になるという特徴を持つが、下端は背面から、両側縁は腹面からの細部調整

が顕著である。基部から刃部に向かって厚みを増している。石質はすべて珪質頁岩である。

・不定形石器（第１２７図～第１３９図１３０～１３２）

定形石器に分類できない剥片石器を一括した。１２２点出土している。形状や大きさはそれぞれ異なる。

刃部調整の度合いによって、不定形石器１類（第１２７図１１、１４、１５、第１２８図２５、２７、第１２９図３４、３９）、

不定形石器２類（第１２７図１２、１３、１６、１８～２３、第１２８図２４、２６、２８～３０、３２、第１２９図３５、３６、

３８、４１、４２、第１３０図４４～４８、第１３３図８２、８５、第１３４図１０１、第１３８図１２９）、不定形石器３類（第

１２７図１７、第１２８図３１、３３、第１２９図３７、４０、第１３０図４３、第１３１図、第１３２図、第１３３図８１、８３、

８４、８６～９３、第１３４図９４～１００、１０２、１０３、第１３５図、第１３６図、第１３７図、第１３８図１２６～１２８、

第１３９図）に分類される。

不定形石器は、素材剥片の端部あるいは側縁に片面から細部調整を施し、急斜度の刃部を作り出すもの

がほとんどであるが、不定形石器１類としたものには、背腹両面からの細部調整によって緩斜度の刃部を

作り出すものも含まれる。何らかの定形石器を志向したと思われる剥片はなかったが、第１２７図１７は明

確な刃部調整は観察されないものの、石匙のようなつまみ部を作り出している。また、原礫面を残す剥片

が多い。石質は（第１３１図５２）の玉髄をのぞきすべて珪質頁岩である。
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（２）礫石器

・磨製石斧（第１４０図１３３、１３４）

２点出土している。第１４０図１３３は楔形（磨製石斧３類）にも類似するが、基部から刃部へ向かって幅

広になる定角式石斧（磨製石斧１類）とした。ほぼ完形であるが、片方の側縁が敲打により潰れている。

ただし、これが故意によるものかは判然としない。石質は輝緑凝灰岩である。

第１４０図１３４も定角式石斧（磨製石斧１類）であり、基部を欠損する。刃部には細かな打ち欠きのよう

な痕跡があり、使用痕と理解することも可能であろう。石質は変朽安山岩である。

・敲磨器類（第１４０図１３７、１４０～１４２、１４４～１４８）

９点出土している。自然礫（河原石）の各面に磨痕（スリ）・敲打痕（タタキ）などの使用痕が観察される

ものであるが、使用痕の種別から敲磨器類１類（第１４０図１４４～１４６）、敲磨器類２類（第１４０図１３７、１４１、

１４２）、敲磨器類３類（第１４０図１４０、１４７、１４８）に分類される。

厳密には言えないが、敲磨器類１類（磨石）・３類（磨石を転用した敲石）は礫全体の形状が長楕円形の

棒状に近く、敲磨器類２類（敲石）は平面が球形を呈し、各面の中央付近に敲打痕（タタキ）が観察される

資料が多い傾向にある。石質は安山岩および凝灰岩がほとんどである。

・石皿・台石（第１４１図１５０～１５２、１５４）

４点出土している。第１４１図１５４は欠損資料の石皿であるが、周縁に盛り上がった縁（へり）を持ち、

平坦面には明瞭な磨痕（スリ）が観察される。裏面にも平坦面があり、地面に置いて使用したと考えられ

る。第１４１図１５０～１５２はすべて破片資料の台石であり、全体の形状は判然としない。一面に平坦面を持

ち、僅かな磨痕（スリ）が観察される。裏面に平坦面があったかどうかも不明である。磨面はほぼ水平と

なる。石質は安山岩および凝灰岩である。

・不明石器（第１４０図１３５、１３６、１３８、１３９、１４３、第１４１図１４９、１５３）

７点出土している。第１４１図１５３は節理に沿って柱状となった自然石と思われるが、敲打痕（タタキ）

あるいは打ち欠きにも見える痕跡が観察される。ただし、人為的なものかは判然としない。石質は石英安

山岩である。

第１４０図１３６、１３８、１３９、１４３は、長楕円形の自然礫（河原石）の両端に敲痕のようなものが観察され

るが、これも人為的なものかは判然としない。石質は安山岩と凝灰岩である。

第１４０図１３５は欠損のある自然礫（河原石）であるが、一面に擦痕のようなものが観察される。これも

自然のものか人為的なものかは判然としない。石質は砂岩である。

第１４１図１４９は扁平な自然礫（河原石）であるが、両面に亘って磨痕（スリ）のようなが観察される。た

だし、明確な使用痕とは判断しえない。石質は安山岩である。

・赤鉄鉱（第１４２図１５５～１６１）

赤鉄鉱が７点出土している。すべて不整形の破片資料であり、割りとられたものと考えられる。ベンガ

ラ原料として河原などから採集されたと想定される。

（野坂　知広）
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第１節　概要
Ｃ区は遺跡北東側にあたり、工事用道路予定地区であり、Ｂ・Ｄ区の東側に隣接し、北東～南西方向へ

延びる。面積は４８６㎡である。調査は平成１３年度に実施しており、平安時代の竪穴住居跡１軒、竪穴遺

構２軒、鍛冶炉１基、土坑２基、溝跡２基を検出し、遺物については平安時代の土師器、縄文時代前期の

土器、石器、鍛冶関連遺物等がダンボールで３箱分出土した。

第２節　検出遺構と出土遺物
１．竪穴住居跡

ＳＩ－１４（第１４４図）

ＡＫ・ＡＬ・ＡＭ－１８７で検出した。ＳＩ－１５・ＳＩ－１６・ＳＤ－０３、ＳＳ－０１と重複しており、

本遺構の貼床の下にＳＩ－１５があり、ＳＩ－１６・ＳＳ－０１が本遺構の貼床を掘り込んで構築されている

ことから、ＳＩ－１５が本遺構より古く、ＳＩ－１６・ＳＳ－０１が新しい。壁は削平により確認できなかっ

たが、貼床と柱穴の配置から方形と考えられる。規模は、長軸５６０×短軸４９６×深さ７⁄を測り、床面積

は２７.７㎡を測る。床には、貼床としてほぼ全面に灰白色のロームが貼られており、やや南側に傾斜して

いる。ピットは８基検出した。Ｐｉｔ１７・１８は主柱穴で、Ｐｉｔ１～１６は壁柱穴である。各ピットの規模は、

Ｐｉｔ１＝３２×３０×３４⁄、Ｐｉｔ２＝３６×２６×４４⁄、Ｐｉｔ３＝４２×３０×１２⁄、Ｐｉｔ４＝４０×３０×５８⁄、

Ｐｉｔ５＝３６×３２×５０⁄、Ｐｉｔ６＝２６×２６×５２⁄、Ｐｉｔ７＝４２×２４×６０⁄、Ｐｉｔ８＝２８×２４×６０⁄、Ｐ

ｉｔ９＝４４×３４×５６⁄、Ｐｉｔ１０＝２２×１６×５４⁄、Ｐｉｔ１１＝３６×３０×５４⁄、Ｐｉｔ１２＝３０×２４×５４⁄、

Ｐｉｔ１３＝４２×４０×３４⁄、Ｐｉｔ１４＝４８×２２×２４⁄、Ｐｉｔ１５＝４６×４２×２８⁄、Ｐｉｔ１６＝４４×３０×３０

⁄、Ｐｉｔ１７＝４８×４２×６０⁄、Ｐｉｔ１８＝６０×２６×６８㎝を測る。Ｐｉｔ３・６・７・１０・１２・１４より、柱の

抜き取り痕と考えられる掘り込みを確認した。カマドは削平により火床面のみの確認であった。不整形を

呈し、規模は６８×５８㎝で被熱部分の厚さは１１㎝である。付属施設としては、住居南隅にＰｉｔ３・４が張

り出すように配置されており、出入口と考えられる。堆積土は貼床の下層から暗褐色を主体とする土層を

確認した。第１層のロームブロックを多量に混入する暗褐色土が貼床に相当し、その下位の土層は裏込め

の土層と考えられる。遺物は土師器坏３点、甕７点、土製支脚１点、鍋１点のほか（第１４８図１～１２）、

刀子１点（第１５０図１）、鍛冶関連遺物（第２３４図１～８、第２３５図９～２２、第２３６図２３～３０）が出土した。
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１は坏の底部を欠いた資料で、口径１１.８㎝を測り、ロクロナデにより整形されている。内面は黒色処理

が施されている。２も坏の底部を欠いた資料で、ロクロナデにより整形されている。胴部下半から口縁部

にかけて丸みを帯びる形状を呈している。３も坏の底部を欠いた資料でロクロナデにより整形されており、

残存する部分から見ても他の資料よりも器高が高い。４は甕の口縁部破片で、ロクロナデにより整形され

ている。器形は口縁部がやや大きく頸部でくの字状に括れる。５は甕の口縁部資料で、ロクロナデにより

整形されている。頸部はロクロナデによる稜が顕著である。６は甕の口縁部～胴部の破片で、ロクロナデ

により整形されている。７は甕の口縁部破片で、ヘラナデにより整形されている。胴部はやや丸みを帯び

ている。８は甕の底部～胴部の資料で、ヘラナデにより整形されている。底面には砂粒が全面に付着して

いる。９は土製支脚の胴部～底部の資料で、粘土紐の巻上げにより成形されており、一部ヘラナデやヘラ

ケズリによって整形されている。１０は鍋の底部を欠いた資料で、ナデにより整形されている。ほぼ直線

的に立ち上がるが、口縁部付近に微妙な括れが認められる。１１は甕の胴部下半～底部を欠いた資料で、

口径２３㎝を測る。内外面ともにヘラナデにより整形されている。胴部はほぼ直線的に立ち上がり、口縁

部がやや外反する。１２は甕の口縁部～胴部中半の資料で、口径１５.３㎝を測り、内外面ともにヘラナデに

より整形されている。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

２．竪穴遺構

ＳＩ－１５（第１４６図）

ＡＫ・ＡＬ－１８６・１８７で検出した。ＳＳ－０１・ＳＩ－１４・ＳＩ－１６と重複しており、本遺構の堆積

土の上にＳＩ－１４の貼床及びＳＳ－０１があり、ＳＩ－１６が本遺構の床面を掘り込んで構築されているこ

とから、これらの遺構より本遺構のほうが古い。平面形は方形を呈し、長軸２９６×短軸２８２×深さ１２⁄

を測り、床面積は７.９㎡である。壁高は、ＳＩ－１４・ＳＩ－１６との重複のため不明であるが、確認面か

ら床面までの深さは１２⁄である。床は、やや起伏が認められるが、堅緻である。壁溝については、Ｓ

Ｉ－１６が本遺構の床面を掘り込んでいるため、北東壁沿いの壁溝が欠落しているが、それ以外の壁は北

西壁沿いの一部を除いて確認できた。堆積土は２層に分層した。暗褐色・黒褐色土を主体とする土層が堆

積している。堆積土中にはローム粒等が混入している。人為堆積である。遺物は、刀子１点（第１５０図２、

３）のほか、流れ込みと考えられる剥片石器３点、磨石１点（第１４９図１～４）が出土した。２は柄の付近

の資料、３は先端を欠損した資料である。本遺構がＳＩ－１４より古いことから、帰属時期は９世紀後葉

以前と考えられる。

ＳＩ－１６（第１４７図）

ＡＫ・ＡＬ・ＡＭ－１８６グリッドで検出した。ＳＩ－１４・ＳＩ－１５・ＳＳ－０１と重複しており、本遺

構がＳＩ－１４とＳＩ－１５の床面を掘り込んで構築されており、ＳＩ－１５より新しいＳＳ－０１から排出

された鉄関連遺物が本遺構の１層より多量に出土していることから、ＳＩ－１４・ＳＩ－１５が本遺構より

古く、ＳＳ－０１が新しい。平面形は台形を呈し、規模は長軸２０６×短軸１９８×深さ３２⁄を測る。床面積

は、４.０㎡を測る。壁は緩やかな傾斜をもって立ち上がり、床はやや起伏はあるが、堅緻である。堆積土

は５層に分層した。第１層はＳＳ－０１から排出されたと考えられる鉄関連遺物・焼土・炭化物を多量に

混入し、それ以外の土層においても焼土・炭化物が認められることから、人為的な埋め戻しと考えられる。

遺物は鉄関連遺物以外出土しなかったが、本遺構がＳＩ－１４より新しいことから、帰属時期は１０世紀代

と考えられる。
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３．土坑

ＳＫ－１２５（第１５１図）

ＡＲ－１８５グリッドで検出した。平面形は長方形を呈し、規模は長軸１７４×短軸８８×深さ１４⁄である。

断面形は垂直に近い形で立ち上がり、底面はやや起伏があるが、堅緻である。堆積土は３層に分層した。

黒褐色を主体とし、ロームブロック・ローム粒・炭化物が混入する。人為堆積と考えられる。遺物は土師

器坏１点が出土した（第１４９図５）。略完形資料で、口径１３.５㎝、器高５.３㎝、底径５.８㎝を測る。ロク

ロナデにより整形されている。器形はほぼ直線的に開く形状を呈する。本遺構の帰属時期については、遺

物１点のみで時期決定は難しいが、器形がやや開き気味であり、底径が小さいことから、１０世紀代の可

能性が考えられる。

ＳＫ－１２６（第１５１図）

ＡＮ－１８６グリッドで検出した。平面形は円形を呈し、規模は６４×６２×６０㎝を測る。断面形は緩やか

な傾斜をもって立ち上がる。壁は堅緻である。底面は開口部の規模に比べると、極めて狭い底面であるが、

堅緻である。堆積土は３層に分層した。黒色を主体とし、ローム粒・ロームブロックが混入する。遺物は

出土しなかったため、時期は不明である。

１９３
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４．溝跡

ＳＤ－０３（第１５１図）

ＡＯ・ＡＰ－１８７で検出した。ＳＩ－１４と重複しており、ＳＩ－１４が本遺構の堆積土を掘り込んでお

り、本遺構が古い。平面形は「く」の字状を呈し、規模は長軸２８０×短軸５０×深さ１６㎝を呈する。断面形

は鍋底状を呈する。壁は堅緻である。底面に起伏はなく、堅緻である。堆積土は１層に分層した。ローム

ブロック・ローム粒が混入する黒褐色土が堆積している。遺物は出土しなかったため、帰属時期も不明で

ある。

ＳＤ－０４（第１５１図）

ＡＮ－１８６で検出した。平面形は直線状を呈し、規模は長軸２３０×短軸２８×深さ６㎝を呈する。断面

形は不整形を呈する。壁は堅緻である。底面は平坦であり、堅緻である。堆積土は１層に分層した。ロー

ムブロック・ローム粒が混入する黒褐色土が堆積している。遺物は出土しなかったため、帰属時期も不明

である。

５．鍛冶炉

ＳＳ－０１（第１５２図）

ＡＫ－１８６で検出した。ＳＩ－１４・ＳＩ－１５と重複している。当初は、ＳＩ－１４内に付属する遺構と

していたが、ＳＩ－１４の堆積土上に構築されたＳＩ－１５の貼床を本遺構が掘り込んでいることから、Ｓ

Ｉ－１４・ＳＩ－１５が古く、本遺構が新しいことから、単独で存在していた鍛冶炉と認定した。平面形は

隅丸方形を呈し、規模は長軸６８×短軸４５×深さ６⁄を測る。炉の周縁部には炉壁と考えられる灰白色

（１０ＹＲ７／１）の粘土が所々に存在する。壁は緩やかな傾斜をもって立ち上がる。底面は起伏が認められ、

ＳＩ－１５の堆積土を床面としており、脆弱である。底面は全体的に青灰色で、作業の折に鍛冶対象物か

ら滴下したと考えられる滓分、あるいは灰や炉壁由来と考えられる滓分が付着している。炉の西側から金

床石が出土した。また、鍛冶炉の北東側にはＳＩ－１６が存在しており、上層から鍛冶関連遺物が多量に

出土したことから、本遺構に係る排滓場と考えられる。堆積土は２層に分層した。黒色土を主体とする土

層が堆積しており、両者共にローム粒・焼土・炭化物・鍛造剥片・鍛冶滓等が混入する。堆積土中から鍛

冶滓・鍛造剥片・粒状滓、炉の東側から金床石が出土した。本遺構からは、鉄関連遺物以外の時期決定で

きる遺物が出土しておらず、時期は不明である。

（設楽　政健）
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６．遺構外出土遺物

・石器

剥片石器２点、礫石器１点が出土した。以下、種別ごとに詳述する。詳細は観察表（第２９表）にまと

めた。

（１）剥片石器

・不定形石器（第１５３図１、２）

２点出土している。ともに刃部調整の度合いにより不定形石器２類に分類される。剥片の端部あるいは

側縁に、背腹両面あるいは片面から細部調整が施され、刃部を作り出している。特に、第２図２の側縁に

は連続する細部調整が観察される。石質はともに珪質頁岩である。

（２）礫石器

・敲磨器類（第１５３図３）

１点出土している。凹部（クボミ）・敲打痕（タタキ）の有無により敲磨器類２類に分類される。礫中央

に凹部（クボミ）、その周囲に敲打痕（タタキ）が観察されるが、最も顕著に使用した場所が結果として凹

部（クボミ）になったにすぎない。欠損資料であるために全体の形状は不明である。石質は安山岩である。

（野坂　知広）
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１９９

第Ⅵ章　Ｄ区の調査

第１節　概要
Ｄ区は調査区北端に位置する。遊水池部分にあたり、面積は８.００７㎡である。

発掘調査は平成１３・１４年度に実施しており、調査の結果、縄文時代の竪穴住居跡２軒、平安時代の竪

穴住居跡１１軒、土坑３２基、ピット３１基、溝跡２基、縄文時代の埋設土器遺構１基、近代の炭窯１基を検

出し、遺物については平安時代の土師器、須恵器、縄文土器、石器がダンボールで２０箱分出土した。

第Ⅵ章　Ｄ区の調査



第２節　検出遺構と出土遺物

１．竪穴住居跡

Ａ．縄文時代の竪穴住居跡

ＳＩ－１７（第１５５、１５６図）

ＢＳ・ＢＵ－１９４、１９５グリッドで検出した。ＳＫ－１２７と重複しており、ＳＫ－１２７が本遺構の堆積

土を掘り込んでおり、本遺構が古い。平面形は円形を呈し、規模は長軸４１２×短軸４０４×深さ４６㎝を測

る。床面積は１６.６㎡である。壁は大谷火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は南壁

４０㎝、東壁１７㎝、西壁８㎝を測る。床は概ね大谷火山灰層を床面としているが、部分的に貼床が認めら

れる。ピットは１１基検出した。柱穴と考えられるピットはＰｉｔ２・３・５・６・１０と考えられる。規模は

Ｐｉｔ１＝２１×２０×５０㎝、Ｐｉｔ２＝４０×２９×４４㎝、Ｐｉｔ３＝３６×２２×３８㎝、Ｐｉｔ４＝３２×３２×２０㎝、

Ｐｉｔ５＝２６×２０×３４㎝、Ｐｉｔ６＝１８×１８×２４㎝、Ｐｉｔ７＝２０×１２×２４㎝、Ｐｉｔ８＝２４×２３×４㎝、

Ｐｉｔ９＝３０×２２×１０㎝、Ｐｉｔ１０＝４４×２８×２３㎝、Ｐｉｔ１１＝４９×３４×５０㎝を測る。住居中央部付近

より２基の炉跡を検出した。新旧については炉１が新しく、炉２が古い。炉１の形状は長方形の石囲部に

台形状の前庭部が加わったもので複式炉とされる炉である。規模は全長１３３㎝を測り、石囲部が長軸８

４×短軸５１㎝、前庭部が長軸９８×短軸９０㎝で、底面までの深さは最大でそれぞれ７㎝と１６㎝を測る。

石囲部は、北・東・西側に大きめな川原石で構成されているが、前庭部側は小さめの石が配されており、

灰の掻き出しのための取り外しの便宜を考慮したと考えられる。炉２は北壁に位置しており、炉１から北

へ約９０度の地点にあたる。当初、貼床に覆われていたが、貼床を除去したところ、炉を検出した。形状

は不整形の地床炉と方形の石囲炉、台形の前庭部で構成されており、炉１と同様に複式炉と考えられるが、

さらに地床炉が加わった３部構成の炉である。特に石囲部は、炉床の土の下に大木１０式併行期の土器が

敷かれており、土器片敷石囲炉とされるものである（第１５６図）。規模については全長１９４㎝を測り、各部

については地床炉が長軸６４×短軸３５㎝、石囲炉が長軸６８×短軸６５㎝、前庭部が長軸８０×短軸６０㎝を測

り、底面までの深さはそれぞれ２㎝、１４㎝、４㎝を測る。石囲部はほとんどの石が抜き取られ、抜き取

り痕を確認できたが、前庭部に面した部分は確認できなかったことから、炉１と同様に灰の掻き出し等を

考慮し、小さめの石を配したと考えられる。付属施設としては、炉１・２に挟まれた地点より、コの字状

に川原石を配したと考えられる施設を確認した。新旧については炉２を掘り込んでおり、炉２より新しい

が、炉１との関係は不明である。規模は長軸１４４×短軸７２㎝を測る。石は南側に一部残存するのみで、

他は抜き取り痕と考えられる掘り込みが見られるだけである。石で囲まれていた部分からは被熱の痕跡は

認められず、詳細は不明であるが、作業場等の可能性が考えられる。堆積土は７層に分層した。黒褐色を

主体とする土層が堆積している。堆積土中にはローム粒・炭化物・ロームブロックが混入している。自然

堆積である。遺物は堆積土上層を中心に、床面や炉内より第Ⅱ群ｈ類と考えられる土器（第１７８図１～３）、

（第１８６図６０～７６）や袖珍土器１点、剥片石器８点（第１８８図１～８）、礫石器４点（第１９０図２０～２３）が

出土した。１～３、６１～６７、６９～７６は縄文がほぼ全面に施され、６０、６８は縄文のほか、沈線と擦り消

しが施される土器である。剥片石器は１が石箆、ほかは不定形石器である。土製品については袖珍土器

が２点出土した。１は完形資料で、外面には沈線による文様が施され、底面にはＲＬが施されている。２

は口縁部を欠いた資料で底面付近にはケズリが認められる。本遺構の帰属時期は、大木１０式併行期と考

えられる。

２００
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ＳＩ－１８（第１５７図）

ＢＲ－１９１・１９２、ＢＳ－１９１グリッドで検出した。平面形は不整形を呈し、規模は長軸２６８×短軸２２８

㎝で、床面積は４.８㎡を測る。月見野火山灰層を壁面としており、ほかはほぼ垂直に立ち上がる。壁高は

北壁６㎝、南壁２３㎝、東壁１１㎝、西壁１３㎝を測る。床は月見野火山灰を床面としており、やや起伏が認

められる。ピットは屋内から１基、屋外から２基確認した。各ピットの規模は、Ｐｉｔ１＝３４×２２×２３㎝、

Ｐｉｔ２＝２６×１７×２１㎝、Ｐｉｔ３＝２５×２３×２４㎝を測る。炉は地床炉と考えられる部分を１基確認した。

平面は不整形を呈し、規模は長軸３８×短軸３６㎝を測り、被熱部分の厚さは２㎝を測る。住居中央部の土

坑状の掘り込みを埋め戻し、上面に粘土を貼って炉を構築している。炉の被熱具合は弱く、短期間の使用

の可能性も考えられる。堆積土は５層に分層した。黒褐色・暗褐色土を主体とする土層が堆積している。

自然堆積である。本遺構からは袖珍土器と考えられる胴部～底部の資料が１点（第１９３図３）、磨石が２

点（第１９０図２４、２５）出土している。袖珍土器はＲＬ斜縄文が施されている。２４、２５は、扁平な石の平

坦部分に磨りが認められる。本遺構の帰属時期については中期後葉～後期初頭と考えられる。

Ｂ．平安時代の竪穴住居跡

ＳＩ－１９（新）（第１５８、１５９図）

ＡＹ・ＡＺ－１７８・１７９グリッドで検出した。本遺構は拡張されており、本遺構は拡張後の住居、

ＳＩ－１９（旧）は拡張前の住居にあたる。規模は長軸５３８×短軸５３２×深さ１９㎝、床面積は２８.６㎡を測

る。壁は月見野火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁７㎝、南壁９㎝、東壁１４

㎝、西壁１５㎝を測る。床は月見野火山灰層を床面としており、部分的に起伏が認められる。壁溝は途切

れる箇所も見られ、断続的に認められた。深さは最大で２０㎝を測る。ピットは１０基検出した。主柱穴は

Ｐｉｔ１・４・７・８で、壁柱穴はＰｉｔ３・１２である。その他、北壁には壁柱穴と考えられるピットの痕跡も

いくつか認められる。各ピットの規模はＰｉｔ１＝５６×５６×５４㎝、Ｐｉｔ２＝２６×２２×１６㎝、Ｐｉｔ３＝２８×

２６×１６㎝、Ｐｉｔ４＝４２×３２×４８㎝、Ｐｉｔ５＝１１３×７０×１４㎝、Ｐｉｔ６＝７５×６４×２６㎝、Ｐｉｔ７＝４２×

３８×４０㎝、Ｐｉｔ８＝４８×４４×４８㎝、Ｐｉｔ９＝２４×１８×１１㎝、Ｐｉｔ１０＝１８×１０×１６㎝を測る。カマ

ドは住居南東壁から検出した。主軸方位はＮ－１５３°－Ｅ、構造は半地下式で、規模は袖部幅１１２㎝、煙

道長８９㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、袖の芯材として石が使用されている。天井の粘土

はカマド堆積土１・５層と考えられ、ブロック状に散在する状態であり、両袖部の抉れる部分からもカマ

ドが破壊された可能性が考えられる。火床面は不整形を呈しており、規模は７１×４６㎝で、被熱部分の厚

さは３㎝を測る。燃焼部は火床面付近を含めて凹凸が認められる。煙道部は、住居壁部分で４０°の角度で

立ち上がり煙出へ続く。煙道はやや起伏が認められる。付属施設としては西側よりＳＫ－１を確認した。

規模は１３４×１１４×３９㎝を測る。壁は垂直に立ち上がり、底面はやや起伏が認められる。本土坑からは

廃棄されたと考えられる多量の礫・土師器片・鉄滓が出土している。堆積土は５層に分層した。黒褐色を

主体とする土層が堆積している。堆積土中にはロームブロック･炭化物・焼土粒が多量に混入している。

人為堆積と考えられる。遺物は、土師器坏１点（第１７９図４）、土師器甕５点（第１７９図５～８、第１８０図

９）、剥片石器４点（第１８９図１０～１３）、礫石器１１点（第１９１図２６～３５、第１９２図３６）が出土した。４は

土師器坏の口縁部資料で器形は底部付近から直線的に立ち上がり、胴部中半から鋭角に立ち上がる。ロク

ロナデにより整形されている。５～９は甕である。５は甕の胴部下半から底部の資料で外面は底部付近に

ケズリ、内面にはナデにより整形されており、底部には砂粒が全面に付着している。６は甕の完形資料で、

内外面ともにナデ、外面底部付近はヘラケズリにより整形されている。７も完形資料で、外面は縦方向の
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ナデ、内面は横方向のナデにより整形されている。器形は口頸部のくびれから胴部上半に膨らみ、底部へ

向かって収束する。８は甕の略完形資料で、外面は主に縦方向のナデにより整形されている。器形はバケ

ツ状を呈し、胴部中半から底部にかけて緩やかに収束する。９は甕の胴部上半～底部の資料で、ヘラナデ

により整形されている。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－１９（旧）（第１６０、１６１図）

ＡＹ・ＡＺ－１７８・１７９グリッドで検出した。本住居は拡張前、ＳＩ－１９（新）は拡張後にあたる。規

模は長軸４２４×短軸４０３×深さ１３㎝で、床面積は１８.１４７㎡を測る。壁は月見野火山灰層を壁面としてお

り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁１１㎝、南壁５㎝、東壁８㎝、西壁１１㎝を測る。床は月見野火山

灰層を床面としており、堅緻である。西側を中心に赤化した部分がいくつか認められる。壁溝はカマドが

設置されている南壁を除いて、ほぼ住居内全周確認できた。深さは最大１８㎝を測る。東壁の壁溝には壁

柱穴と考えられる痕跡が少数認められる。ピットは１１基検出した。各ピットの規模は、Ｐｉｔ１＝４４×２７×

１８㎝、Ｐｉｔ２＝４８×３４×１０㎝、Ｐｉｔ３＝５０×３０×１４㎝、Ｐｉｔ４＝６８×５０×２４㎝、Ｐｉｔ５＝３４×２８×

４０㎝、Ｐｉｔ６＝２４×１８×１０㎝、Ｐｉｔ７＝３０×２６×２８㎝、Ｐｉｔ８＝３６×２６×８㎝、Ｐｉｔ９＝２０×１４×

８㎝、Ｐｉｔ１０＝３２×２８×３０㎝、Ｐｉｔ１１＝２２×１８×１４㎝を測る。カマドは住居南壁より１基検出した。

主軸方位はＮ－１５６°－Ｅ、構造は半地下式で、規模は袖部幅９９㎝、煙道長１４１㎝を測る。袖部は粘土に

よって構築されている。東側の袖は、削平されたためか、一部のみの残存である。本遺構からは天井粘土

と考えられる層が認められず、袖の一部も削平されていることから、破壊された可能性が高い。火床面は

不整形を呈し、規模は４１×３９㎝で、被熱部分の厚さは１２㎝を測る。煙道部は住居の壁部分で、３°で緩

やかに立ち上がり、煙出部へ続く。付属施設としては、住居東壁よりＳＫ－１を検出した。平面形は楕円

形を呈し、規模は長軸１３２×短軸９２×深さ２２㎝を測る。堆積土は、ローム粒・ロームブロック・焼土を

混入する黒色土と黄褐色土を主体とする土層が堆積している。遺物は、土師器坏２点（第１８０図１０、１２）

と土玉１点（第１９３図３０）と流れ込みと考えられる第Ⅳ群ａ類土器が１点出土した（第１８０図１１）。１０は

坏の胴部上半から底部の資料で、ロクロナデにより整形されている。器形は底部から広く開くような形状

を呈している。１２は胴部～底部の資料で、ロクロナデにより整形され、内面は黒色処理されている。３０

はほぼ立方体を呈する土玉で、長軸２.１㎝、短軸１.８㎝を測る。１１は台付浅鉢の高台部分の資料で、沈

線により工字文が施されている。本遺構の帰属時期については９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２０（第１６２、１６３図）

ＡＷ・ＡＸ・ＡＹ－１７８・１７９・１８０グリッドで検出した。ＳＩ－２３と重複しており、ＳＩ－２３が本

遺構の堆積土を掘りこんでおり、本遺構が古い。規模は長軸５６２×短軸５５６×深さ３４㎝で、床面積は、

３１.２㎡を測る。壁は月見野火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁９㎝、南壁

６㎝、東壁１０㎝、西壁１１㎝を測る。床は月見野火山灰層を床面としており、やや起伏が見られ、堅緻で

ある。壁溝は部分的に確認でき、深さは最大で１３㎝を測る。ピットは１５基検出した。Ｐｉｔ３・４が主柱

穴と考えられる。各ピットの規模はＰｉｔ１＝３６×２２×４１㎝、Ｐｉｔ２＝３２×２４×４６㎝、Ｐｉｔ３＝５６×４６×

５２㎝、Ｐｉｔ４＝５０×３０×４８㎝、Ｐｉｔ５＝２８×１６×４２㎝、Ｐｉｔ６＝２４×１６×５４㎝、Ｐｉｔ７＝２４×２２×

３８㎝、Ｐｉｔ８＝２６×１６×３０㎝、Ｐｉｔ９＝２０×１６×３６㎝、Ｐｉｔ１０＝２２×１９×４２㎝、Ｐｉｔ１１＝３２×２８×

２２㎝、Ｐｉｔ１２＝３２×２８×４６㎝、Ｐｉｔ１３＝３２×２６×３７㎝、Ｐｉｔ１４＝４２×１８×４４㎝、Ｐｉｔ１５＝２８×

２０×２４㎝を測る。カマドは住居南壁より１基検出した。主軸方位はＮ－２４°－Ｗ、構造は半地下式で袖
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部幅１０６㎝、煙道長１８０㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、袖の芯材として礫が使用されてい

る。天井の粘土は、カマド堆積土第８・１０層と考えられる。火床面は楕円形を呈しており、規模は５０×

２９㎝で、被熱部分の厚さは３㎝を測る。煙道部は、住居壁部分で４°の角度で立ち上がる。堆積土は９

層に分層した。黒色土・暗褐色土を主体とする土層が堆積している。堆積土中にはローム粒やロームブロ

ックなどが混入しており、人為堆積と考えられる。遺物は、カマドを中心に土師器甕２点（第１８０図１３、

１４）、土師器鉢１点（第１８０図１５）、流れ込みと考えられる石鏃１点と不定形石器１点が出土した（第１８９

図１４、１５）。１３は甕の底部を欠いた資料で、外面はナデにより整形されている。１４も甕の底部を欠いた

資料で、外面はナデにより整形されている。１５は鉢の完形資料で、ロクロナデにより整形されており、

底部はやや上底状を呈している。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２１（第１６４、１６５図）

ＡＶ－１８１グリッドで検出した。規模は長軸４３４×短軸４０８×深さ３２㎝で床面積は１３.０㎡を測る。壁

は月見野火山灰層を床面としており、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁３０㎝、南壁４６㎝、東壁１５㎝、

西壁４５㎝を測る。床は概ね月見野火山灰層を床面としているが、南隅は貼床で、ほぼ平坦である。壁溝

は断続的にほぼ全周して確認でき、深さは最大で１４㎝を測る。ピットは３基確認した。各ピットの規模

はＰｉｔ１＝７４×７４×６㎝、Ｐｉｔ２＝４０×３２×２６㎝、Ｐｉｔ３＝４４×３４×５４㎝を図る。カマドは住居南壁

より１基検出した。主軸方位はＮ－１４７°－Ｗ、構造は半地下式で、袖部幅９５㎝、煙道長４５㎝を測る。

袖は粘土によって構築されており、芯材として礫が使用されている。天井粘土は、カマド堆積土第１５・

１６層と考えられ、第１５層は外側の粘土・第１６層は内側の粘土と考えられる。火床面は不整形を呈して

おり、規模は４４×４２㎝で、被熱部分の厚さは６㎝を測る。火床面の南側には、焼土がより硬質化した部

分が認められた。火床面上には甕の胴～底部を逆さにした上に扁平な石を置いて支脚としている。煙道部

は住居壁部分で５°の角度で段をもって立ち上がる。付属施設として土坑３基、ピット１基がカマド付近

より粘土範囲と焼土範囲を検出した。ＳＫ－１は住居南壁に位置し、平面は不整楕円形、規模は１１４×

９９×２５㎝を測る。南側ににぶい黄褐色を呈する粘土が８８×８２×１０㎝の範囲で確認したほか、同じく南

壁より、３８×２８㎝を測る焼土範囲を確認した。堆積土は掘り方・貼床を含めて１７層に分層した。黒褐色

を主体とする土層が堆積している。堆積土中にはローム粒・ロームブロック・焼土粒が混入している。人

為堆積と考えられる。遺物は堆積土を主体として、土師器甕１３点（第１８１図１８～２１、第１８２図２４～３３）、

土師器坏２点（第１８２図２２、２３）、土師器鍋１点（第１８１図１７）のほか、不定形石器１点（第１８９図１６）が

出土した。１７は鍋の口縁部～胴部上半の資料で、ロクロナデにより整形されている。器形はほぼ直線的

に立ち上がる。１８は甕の口縁部を欠いた資料で、ヘラナデにより整形されている。１９は甕の底部を欠い

た資料で、口径２１.６㎝を測る。外面はヘラナデのほか、底部付近はケズリにより整形されている。２０、

２１も底部を欠いた資料で、ヘラナデにより整形されている。２２は坏の完形資料で、ロクロナデにより整

形されている。内面は黒色処理が施されている。器形はほぼ直線的に開き、口縁部付近で微妙に窪む。底

部はヘラケズリが施されている。２３は坏の底部を欠いた資料と考えられ、ロクロナデにより整形されて

いる。２４は甕の底部の資料で、ヘラナデにより整形されている。底面には砂粒が付着している。２５は甕

の底部破片で、ヘラナデにより整形されている。２６は甕の口縁部～胴部上半の破片で、内外面ともにヘ

ラナデにより整形されている。２７は甕の底部破片で、ヘラナデにより整形されている。２８は、甕の口縁

部から胴部中半の資料で、ヘラナデにより整形されている。２９は甕の口縁部～胴部中半の破片で、内外

面ともにヘラナデにより整形されている。器形は２８に比べて口縁部幅はやや長めである。３０は甕の口縁
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部資料で、口径２０.４㎝を測る。３１は甕の口縁部資料で、ヘラナデにより整形されている。３２は甕の底部

～胴部上半の資料で、内外面ともにヘラナデにより整形されている。底部には高台と見られる部分が確認

できる。３３は甕の口縁部～胴部下半の資料で、外面にはヘラナデにより整形されている。また、表土上

層から第Ⅱ群ｇ類土器が出土しており（第１８７図７７）、流れ込みと考えられる。本遺構の帰属時期は９世

紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２２（第１６６図）

ＡＶ・ＡＷ－１７８グリッドで検出した。ＳＩ－２０と重複しており、ＳＩ－２０の堆積土を本遺構が掘り

こんでおり、本遺構が新しい。規模は長軸４０４×短軸３２４×深さ１０㎝で、床面積は１３.０㎡を測る。壁は

月見野火山灰層を壁面としており、垂直に立ち上がる。壁高は北壁１５㎝、南壁１０㎝、東壁１５㎝、西壁１７

㎝を測る。床は中央部～南西部にかけて貼床が認められ、中央部から南西に向かってやや傾斜する。壁溝

は全周確認でき、深さは平均で１８㎝を測る。ピットは３基検出した。そのほかに壁溝から壁柱穴状の落

ち込みを数基確認した。各ピットの規模はＰｉｔ１＝３２×３０×１６㎝、Ｐｉｔ２＝３６×３０×２８㎝、Ｐｉｔ３＝

３０×２８×２０㎝を測る。カマドは南壁より１基検出した。削平され、東袖の一部と火床面のみ残存して

おり、構造等は不明である。主軸はＮ－１５０°－Ｅである。袖は粘土によって構築されており、右袖には

芯材として使用されていた礫が残存している。火床面は不整形を呈し、５８×４５㎝を測り、被熱部分の厚

さは５㎝を測る。堆積土は貼床を含めて、１７層に分層した。黒褐色土を主体とする土層が堆積しており、

ローム粒・ロームブロック・炭化物等が混入している。自然堆積と考えられる。遺物は土師器坏が２点

（第１８３図３４、３５）のほか、磨石１点（第１９２図３８）が出土した。３４は坏の完形資料、３５は坏の底部を欠

いた資料で、ロクロナデにより整形されており、３４は静止糸切が施されている。３８は平坦部分と角の部

分にスリが施されている。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２３（第１６７図）

ＢＦ・ＢＧ－１９８・１９９グリッドに位置する。西側が調査区外にあるため、全容は不明であるが、規模

は長軸３１８×短軸３１６×深さ２８㎝で、床面積は１０.０㎡を測る。壁は大谷火山灰層を壁面としており、垂

直に立ち上がる。壁高は北壁５０㎝、南壁１１㎝、東壁４８㎝、西壁１７㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面

としており、ほぼ平坦で堅緻である。全容は不明であるが、壁溝は西壁を除いて、断続的に確認できた。

深さは平均で１０㎝を測る。ピットは１基検出したが、その他、壁柱穴状の落ち込みを数基検出した。ピ

ットの規模は２４×１６×３６㎝を測る。カマドは東壁より１基検出した。主軸はＮ－１３４°－Ｅ、構造は半

地下式で、規模は袖部幅７２㎝、煙道長８５㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、両袖には芯材と

して礫が使用されているほか、北側の袖の内側には土師器甕の破片が補強のため使用されている。天井粘

土は、カマド堆積土第７層と考えられる。火床面は不整形を呈しており、規模は４６×３４㎝で、被熱部分

の厚さは５㎝を測る。煙道部は住居壁部分で５°の角度で緩やかに立ち上がり、煙出部へ続く。堆積土は、

掘り方部分を含めて９層に分層した。暗褐色を主体とする土層が堆積しており、ローム粒・ロームブロッ

ク・炭化物・焼土粒を混入する。人為堆積と考えられる。遺物は、土師器坏２点（第１８３図３６、３９）、土

師器甕５点（第１８３図３７、３８、４０～４２）、流れ込みと考えられる不定形石器２点（第１８９図１７、１８）が

出土した。３６は坏の底部を欠いた資料で、ロクロナデにより整形されている。３９は坏の略完形資料で、

ロクロナデにより整形されている。３７は小型の甕の口縁部資料で、口縁部の縦幅は短めで、頸部のくび

れから胴部に向かってやや広がるような形状である。ヘラナデにより整形されている。３８は甕の頸部資
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料で、頸部のくびれから、胴部に向かって広がる形状を呈している。ヘラナデにより整形されている。４１

は小型の甕の底部付近を欠いた資料で、３７と同様に口縁部は短いが、胴部はあまり広がらず、底部付近

からすぼまると考えられる。内外面ともにヘラナデにより整形されている。４０は口縁部～胴部の資料で、

口縁部はやや大きめで、胴部はやや丸みを帯びる。内外面ともにヘラナデにより整形されている。４２は

甕の胴部破片である。外面の一部には沈線が認められ、内面にはヘラナデにより整形されている。帰属時

期は９世紀後葉から１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２４（第１６８、１６９図）

ＢＣ・ＢＤ－１９７・１９８グリッドで検出した。規模は長軸３４６×短軸３４６×深さ３４㎝で、床面積は１１.９

㎡を測る。壁は大谷火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち上がる。壁高は北壁３５㎝、南壁２３㎝、

東壁３５㎝、西壁３５㎝を測る。床は大谷火山灰層を床面としており、ほぼ平坦である。床面より、焼土範

囲と炭化物範囲を数ヶ所確認した。壁溝はカマド周辺を除いてほぼ全周確認できた。深さは平均で８㎝を

測る。ピットは４基検出した。Ｐｉｔ２・３・４は主柱穴と考えられる。規模はＰｉｔ１＝３０×３０×３６㎝、

Ｐｉｔ２＝６０×５０×６０㎝、Ｐｉｔ３＝５２×５０×１４㎝、Ｐｉｔ４＝２２×１８×１２㎝測る。カマドは東壁より１

基検出した。主軸はＮ－１２０°－Ｅ、構造は半地下式で、規模は袖部幅９３㎝、煙道長６９㎝を測る。袖は

粘土によって構築されており、南袖には芯材として礫が使用されている。天井粘土はカマド堆積土第

４・５層と考えられる。火床面は不整形を呈し、規模は５７×４０㎝で、被熱部分の厚さは５㎝を測る。煙

道部は住居壁部分で８°の角度で立ち上がり、煙出部へ続く。煙出端部はオーバーハングしており、段を

もって立ち上がる。堆積土は掘り方を含めて１２層に分層した。黒褐色を主体とする土層が堆積しており、

ロームブロック・炭化物・焼土粒等が混入している。人為堆積と考えられる。遺物は土師器甕１点（第

１８３図４３）、土師器坏２点（１８７図７８、７９）出土した。４３は小型の甕の完形資料で、外面にはヘラナデに

より整形されている。底部には板目の痕跡が認められる。７８は底部資料、７９は口縁部～底部資料である。

いずれもロクロナデにより整形されている。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２５（新）（第１７０、１７２図）

ＢＡ・ＢＢ・ＢＣ－１９８・１９９グリッドで検出した。本住居は拡張されており、本遺構は拡張後、ＳＩ－

２５（旧）が拡張前にあたる。北側が一部調査区外にあるため、全容は不明であるが、規模は長軸６２２×短

軸５９８×深さ２９㎝で、床面積は３７.１㎡を測る。壁は月見野火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち

上がる。壁高は、南壁１１㎝、東壁１５㎝、西壁１０㎝を測る。床は月見野火山灰層を床面としており、起伏

が認められる。壁溝は、北・南・西壁で部分的に確認できた。深さは平均で１５㎝を測る。ピットは１３基

検出した。柱穴と考えられるのはＰｉｔ２・７と考えられる。規模は、Ｐｉｔ１＝２８×２４×１２㎝、Ｐｉｔ２＝

２８×２０×５６㎝、Ｐｉｔ３＝４２×３２×２０㎝、Ｐｉｔ４＝２８×２６×１０㎝、Ｐｉｔ５＝１４×１２×６㎝、Ｐｉｔ６＝

２２×１８×１０㎝、Ｐｉｔ７＝３６×３０×２２㎝、Ｐｉｔ８＝２２×１８×１０㎝、Ｐｉｔ９＝５８×３８×１０㎝、Ｐｉｔ１０＝

４４×３２×１２㎝、Ｐｉｔ１１＝１８×１６×６㎝、Ｐｉｔ１２＝５４×３４×３４㎝、Ｐｉｔ１３＝２４×２２×３２㎝を測る。

カマドは南壁より１基検出した。主軸はＳ－１６７°－Ｗ、構造は半地下式で、規模は袖部幅９４㎝、煙道長

６９㎝を測る。袖部からは多量の礫が出土しており、袖部または天井の粘土を補強していたと考えられる。

天井粘土はカマド堆積土第９・１０層と考えられる。火床面は、平面、不整形を呈しており、規模は４０×

３８㎝で、被熱部分の厚さは２０㎝を測る。煙道部は住居壁部分で段をもち、１８°の角度で立ち上がり、煙

出部へ続く。堆積土は掘り方を含めて１６層に分層した。黒褐色土を主体とする土層が堆積しており、炭
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化物・焼土粒・ローム粒等が混入する。人為堆積と考えられる。遺物は、堆積土を中心に土師器坏２点

（第１８３図４４、４５）、土師器甕の底部破片２点（第１８７図８０、８１）のほか、磨石１点（第１９２図３９）、砥石

２点（第１９２図４０、４１）、流れ込みと考えられる不定形石器１点（第１８９図１９）出土した。４４は坏の完形

資料で、ロクロナデにより整形されており、内面は黒色処理が施されている。４５も坏の完形資料で、ロ

クロナデにより整形されている。８０は小型甕の底部資料、８１は甕の底部資料で砂底を呈している。１９は

微細剥離が認められ、３９は平坦部分には概ね磨りが認められる。４０・４１は砥石の欠損品で、上・下端部

を除いて、全体に擦痕が認められ、面を変えて使用していると考えられる。本遺構の帰属時期は９世紀後

葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２５（旧）（第１７１、１７２図）

ＢＡ・ＢＢ・ＢＣ－１９８・１９９グリッドで検出した。本住居は拡張されており、本遺構は拡張前、ＳＩ－

２５（新）が拡張後にあたる。北側が一部調査区外にあるため、全容は不明であるが、規模は長軸４４８×短

軸４３０×深さ５㎝で、床面積は１９.２㎡を測る。壁は大谷火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直に立ち上

がる。壁高は、拡張により不明である。壁溝は全周確認できた。深さは平均で１６㎝を測る。床は、ロー

ムブロックを多量に混入する黒褐色土を貼り床としており、起伏が認められる。ピットは６基検出した。

柱穴と考えられるのは、Ｐｉｔ１・２・４・５である。規模はＰｉｔ１＝３４×２８×５０㎝、Ｐｉｔ２＝３２×１６×

４４㎝、Ｐｉｔ３＝３８×３４×２８㎝、Ｐｉｔ４＝４２×２６×４８㎝、Ｐｉｔ５＝４６×２６×５０㎝、Ｐｉｔ６＝４４×３４×

４２㎝を測る。カマドは南壁より１基検出した。主軸はＳ－１７１°－Ｗ、構造は半地下式で、規模は袖部幅

６８㎝、煙道は拡張により不明であるが９４㎝と考えられる。袖は粘土によって構築されており、西側の袖

において、芯材として礫が使用されている。火床面は、平面、不整形を呈しており、規模は４１×３６㎝で、

被熱部分の厚さは、７㎝を測る。火床面の直ぐ南側には支脚として土師器甕の胴部～底部資料が逆位に

２個ならんで設置されていた。煙道部は住居壁部分で段を持ち、８°の角度で立ち上がり、起伏を持ちな

がら煙出部へ続く。堆積土は２層に分層した。暗褐色・にぶい黄褐色土が堆積しており、ローム粒・ロー

ムブロックが混入する。人為堆積と考えられる。遺物は出土しなかったため、時期は不明であるが、新旧

関係から、９世紀後葉頃と考えられる。

ＳＩ－２６（第１７３、１７４図）

ＡＷ－１９４・１９５グリッドで検出した。南西隅が撹乱されており、全容は不明であるが、規模は長軸

２７８×短軸２７４×深さ２４㎝で、床面積は７.６㎡を測る。壁は月見野火山灰層を壁面としており、ほぼ垂直

に立ち上がる。壁高は、北壁１６㎝、南壁１１㎝、東壁２８㎝、西壁１３㎝を測る。壁溝は確認できなかった。

床は大谷火山灰層を床面としており、ほぼ平坦である。ピットは２基検出した。２基とも柱穴と考えられ

る。規模は、Ｐｉｔ１＝３８×２８×２４㎝、Ｐｉｔ２＝３０×２６×２０㎝を測る。カマドは東壁より１基（カマド①）、

北壁より１基検出した（カマド②）。カマド①の主軸はＮ－１１４°－Ｅ、構造は半地下式で、規模は袖部幅

９０㎝、煙道長６７㎝を測る。袖は粘土によって構築されており、北袖に芯材として礫が使用されている。

天井粘土は、カマド堆積土第９層と考えられる。火床面は円形を呈し、規模は４０×３９㎝で、被熱部分の

厚さは３㎝を測る。煙道部は、火床面のレベルから起伏を持たず、ほぼ平坦に煙出部へ続く。煙出部付近

には白色粘土粒を混入する黒褐色土が認められ、煙道部の天井粘土の可能性も考えられる。カマド②の主

軸はＮ－１６８°－Ｅ、構造は半地下式である。規模は煙道長１１１㎝であるが、燃焼部の構造は掘り過ぎに

より、全容を留めておらず、基部のみ残存した袖部幅は７６㎝であった。火床面と考えられる焼土は、
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２０×８㎝で、被熱部分の厚さは２㎝を測る。煙道部は住居壁部分で１０°の角度で立ち上がり、下りなが

ら煙出部へ続く。付属施設として、ＳＫ－１、ＳＫ－２を検出した。ＳＫ－１は北隅から検出した。不

整形を呈し、規模は６６×４８×１９㎝を測る。ＳＫ－２は西隅から検出した。隅丸方形を呈し、規模は６

６×５４×２０㎝を測る。堆積土は８層に分層した。黒褐色を主体とする土層が堆積しており、ローム粒・

炭化物・焼土粒等のほか、廃棄された鉄滓が混入している。人為堆積と考えられる。遺物は堆積土を中

心に土師器坏２点（第１８５図５４、５６）、土師器甕１０点（第１８４図４６、４８～５３、第１８５図５７、５８、第１８７

図８２）、土師器鍋２点（第１８４図４７、第１８５図５５）、須恵器甕１点（第１８７図８３）、須恵器長頸壷１点（第

１８７図８４）が出土した。４６は土師器甕の口縁部資料で、内外面はヘラナデにより整形されている。４７

は鍋の口縁部破片で、ヘラナデにより整形されている。残存する部分はほぼ直線的に開く形状を呈する。

４８は甕の口縁部資料で口径２０㎝を測り、ナデにより整形されている。４９は甕の口縁部～胴部の資料で、

ヘラナデにより整形されている。胴部はほぼ直線的で、口縁がやや外反する形状を呈する。５０は胴部上

半～下半の資料である。ヘラナデにより整形されている。５１は甕の口縁部～胴部中半の資料で、ロクロ

ナデにより整形されている。器形は口径より胴の径が大きい壷状を呈する。５２は甕の完形資料で、ヘラ

ナデにより整形されており、器形は底部に向かってややすぼまるものの、胴部はほぼ直線的に立ち上がる。

５３は甕の底部を欠いた資料で、ナデにより整形されている。器形は、口径より胴部中半の径が大きく、

壷状を呈する。５４は坏の略完形資料で、５５は鍋の底部を欠いた資料で、内外面ともにナデにより整形さ

れている。器形は口縁部付近で微妙にくぼんでおり、胴部はほぼ直線的である。５６は完形資料で、５７は

甕の口縁部～胴部中半の資料で、ロクロナデにより整形されているほか、一部ヘラナデが施されている。

器形は口縁部のくびれから、胴部がやや丸みを帯びる。５８は甕の胴部上半～底部付近の破片でない外面

ともにヘラナデにより整形されている。５９は小型甕の口縁部破片で、内外面ともにヘラナデにより整形

されている。８２は小型甕の底部～胴部の破片で、内外面ともにナデにより整形されている。底部には周

縁にドーナツ状に砂粒が付着している。８３は須恵器甕の胴部資料で、外面は交差タタキ、内面はナデに

より調整されている。条は細めである。８４は長頸壷の頸部付近の資料で、ロクロナデにより整形されて

いる。本遺構の帰属時期は９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

ＳＩ－２７（第１７５図）

ＡＵ－１９５グリッドで検出した。大部分が調査区外にあるため、全容は不明であるが、規模は長軸

３００×短軸２４０×深さ２２㎝で、床面積は７.２㎡を測る。壁は月見野火山灰層を壁面としており、垂直に立

ち上がる。壁高は西壁２０㎝、東壁１８㎝を測る。壁溝は確認できなかった。床は削平されており、部分的

にローム粒・ロームブロックが多量に混入する貼床が確認できた。掘方のみ確認した。ピットは、住居内

より３基、住居外より４基検出した。規模は、Ｐｉｔ１＝３０×２２×２８㎝、Ｐｉｔ２＝４２×３０×３０㎝、Ｐｉｔ３＝

４０×１２×４４㎝、Ｐｉｔ４＝３０×２１×１４㎝、Ｐｉｔ５＝３６×２４×１２㎝、Ｐｉｔ６＝２４×２２×８㎝、Ｐｉｔ７＝

２６×２５×１６㎝を測る。南壁より、袖と考えられる粘土と火床面と考えられる焼土範囲を確認した。規

模は、袖幅９２㎝、焼土範囲は６６×４４㎝で、被熱部分の厚さは１１㎝を測る。堆積土は掘り方を含めて１１

層に分層した。黒褐色・黒色を主体とする土層が堆積しており、ローム粒・炭化物・焼土粒が混入してい

る。自然堆積と考えられる。遺物は土師器甕が１点出土した（第１８５図５９）。５９は甕の口縁部～胴部の資

料でナデにより整形されている。本遺構の帰属時期については、遺物１点のみで時期決定しがたいが、

１０世紀代の可能性が高いと考えられる。
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ＳＩ－２８（第１７６図）

ＡＳ・ＡＴ－１９４・１９５グリッドに位置している。ＳＤ－０６・ＳＫ－１５３と重複している。ＳＤ－０６・

ＳＫ－１５３が本遺構の堆積土を掘り込んでおり、本遺構が古い。本遺構は削平されており、壁・床ともに

確認できなかった。規模は長軸３００×短軸２４０×深さ２２㎝で、床面積は７.２㎡を測る。ピットは１８基検

出した。概ね壁柱穴と考えられる。規模は、Ｐｉｔ１＝３６×３６×２４㎝、Ｐｉｔ２＝３８×３４×１２㎝、Ｐｉｔ３＝

３４×２８×２４㎝、Ｐｉｔ４＝２８×２４×１２㎝、Ｐｉｔ５＝２４×２２×１０㎝、Ｐｉｔ６＝３４×２２×１４㎝、Ｐｉｔ７＝

２６×２４×１４㎝、Ｐｉｔ８＝３０×２４×８㎝、Ｐｉｔ９＝２０×１８×１２㎝、Ｐｉｔ１０＝２６×２２×６㎝、Ｐｉｔ１１＝

２０×１６×６㎝、Ｐｉｔ１２＝２６×２４×３０㎝、Ｐｉｔ１３＝２４×１８×１０㎝、Ｐｉｔ１４＝２６×２６×２２㎝、Ｐｉｔ

１５＝２４×２０×２０㎝、Ｐｉｔ１６＝３０×２８×１８㎝、Ｐｉｔ１７＝３４×２４×２０㎝を測る。東壁より焼土範囲を

検出した。不整形を呈する範囲が３基集まっており、規模は１１０×９３㎝で、被熱範囲の厚さは５㎝を測

る。検出位置からカマド火床面が一部残存したものの可能性も考えられる。掘り方の土層は３層に分層

した。黒褐色・黒色土を主体とする土層である。本遺構の帰属時期は遺物が出土しなかったため、不明で

ある。

２．竪穴遺構

ＳＩ－２９（第１７７図）

ＡＶ－１８１グリッドで検出した。規模は長軸２２８×短軸２２４×深さ３０㎝で、床面積は５.１㎡を測る。壁

は大谷火山灰層を床面としており、南壁が緩やかに立ち上がるほかは、ほぼ垂直に立ち上がる。壁溝は北

壁２７㎝、南壁１０㎝、東壁１８㎝、西壁１１㎝を測る。カマドは確認できなかったため、竪穴遺構として取

り扱ったが、北壁より袖状の粘土範囲と煙道状にやや張り出す部分を確認した。また、袖状粘土部分の間

からはピット１基検出した。規模は４２×４２×６㎝を測る。床面は大谷火山灰層を床面としており、ほぼ

平坦である。堆積土は５層に分層した。暗褐色を主体とする土層が堆積している。炭化物・ローム粒が混

入している。人為堆積と考えられる。遺物は土師器坏１点（第１８０図１６）、磨石１点（第１９２図３７）が出土

した。１６は口縁部～底部の資料で、内外面ロクロナデによって成形されている。本遺構の帰属時期は９

世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。
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３．土坑

本地区においては、３２基の土坑を検出した。これらの土坑は、平安時代を主体とし、少数であるが、

縄文時代中期～晩期後葉に帰属するものもある。ここでは、図と一覧表で提示する。（第３０表・第１９４～

１９８図参照。）
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４．溝跡

ＳＤ－０５（第２００図）

ＡＳ・ＡＴ－１９４グリッドで検出した。ＳＰ－６０と重複しており、本遺構の堆積土をＳＰ－６０が掘り

込んでおり、本遺構が古い。平面形は直線状を呈し、規模は長軸４４５×短軸２５×深さ１０㎝を測り、断面

形は鍋底状を呈する。堆積土は黒色を呈する１層が堆積している。自然堆積と考えられる。遺物は確認で

きず、時期は不明である。

ＳＤ－０６（第２００図）

ＡＳ・ＡＴ・ＡＵ－１９４グリッドで検出した。ＳＩ－２８と重複しており、本遺構がＳＩ－２８の堆積土

を掘り込んでおり、本遺構が新しい。平面形はほぼ直線状を呈し、規模は長軸７４３×短軸３９×深さ１５㎝

を測り、断面形は鍋底状を呈する。堆積土は、２層に分層した。黒褐色を主体とする土層が堆積しており、

ローム粒・炭化粒が混入している。自然堆積と考えられる。遺物は確認できず、時期は不明である。

ＳＤ－０７（第２００図）

ＡＷ－１９６・１９７グリッドで検出した。一部、調査区外にあるため、全容は不明であるが、平面形は直

線状を呈し、規模は長軸３７５×短軸７０×深さ１７㎝を測り、断面形は鍋底状を呈する。堆積土は３層に分

層した。黒色を主体とする土層が堆積しており、ローム粒が混入している。自然堆積と考えられる。遺物

は確認できなかったが、本遺構はⅡ層直下から掘りこまれていることから、平安時代に帰属すると考えら

れる。

５．木炭窯跡

ＳＮ－０９（第２０１、２０２図）

ＢＡ・ＢＢ・ＢＣ－１９２・１９３・１９４グリッドの沢の東斜面から検出した。検出時は、斜面の一部が陥

没しており、表土を除去したところ、崩落した窯の天井と見られる地山とは違う白色粘土が現れ、斜面下

位の前庭部と見られる平坦な部分より炭化物を多量に確認したことから、木炭窯跡と認定した。平面形は、

馬蹄形を呈する焼成部と不整円形を呈する前庭部からなり、規模は、焼成部上面が長軸２４０×短軸１７０㎝、

前庭部：長軸２３９×短軸２０８㎝を測る。焼成室は長軸１２６×短軸８８×深さ４８㎝で、焚口幅３２㎝を測る。

底面は奥壁から焚口まで平坦であり、その直上から厚さ２㎝ほどの薄い炭化物層を検出した。炭化材は残

っていなかったが、底面・側壁には、黒色化した、タール状の物質が付着している。焚口には、２個の礫

が設置されており、また前庭部からも礫を数個確認し、蓋をしていた石を外し、炭を掻き出した時点で窯

を放置したと考えられる。焼成室内からは、多量の礫が出土しており、焚口に蓋をした石が崩れたものと

考えられる。煙道は奥壁より１ヶ所検出した。高さ５８㎝、奥行８㎝、煙出孔は長軸９×短軸７㎝を測る。

内部にはレンガ状に地山の塊が重ねられ、粘土を貼り付けて構築している。前庭部は不整形を呈し、規模

は長軸２４３×短軸２０５㎝を測る。前庭部北側には５８×５６×２０㎝を測る、小さめの土坑が設置されており、

中から多量の炭化物が確認できたことから、窯から掻き出した炭化物を入れるためのものと考えられる。

遺物は、焼成室内から棒状を呈する鉄製品が３点出土した。用途は不明であるが、炭の掻き出し等の作業

に関連すると考えられる。時期決定できる遺物は出土しなかったが、出土木炭のＣ１４年代測定結果から、

本遺構の帰属時期は近世～近代と考えられる。
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６．ピット

本地区では３９基のピットを検出した。ここでは紙幅の都合により一覧表と図で報告する。
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７．遺構外出土遺物

本地区からは、縄文時代前期～平安時代に帰属する遺物が出土しており、縄文時代前期を主体とする。

本項では、遺構外出土遺物について、以下に記述する。

・土器

第Ⅰ群　縄文時代前期の土器

ａ類　表館式に比定される土器（第２０９図１、第２１１図１２～１９）

９点出土した。刺突文やコンパス文、ループ文・縄端回転文が認められる。竹管状工具による刺突文

様が描かれているものは、１、１２、１７～１９で、１は、口縁部～胴部下半の資料で、外面ほぼ全体に刺

突により、文様が施されている。１２、１７～１９は刺突文が３～４条ほど認められ、１２、１３については

コンパス文が認められる資料である。１４～１７は胴部破片で、いずれも太めの原体により、ＬＲのルー

プ文が施されている。内面は概ねナデにより整形されているが、１３、１５はミガキが認められる。

ｂ類　早稲田６類に比定される土器（第２０９図２、第２１１図２０～３５、第２１２図３６～４１）

２３点出土した。押し引き沈線文、異方向縄文による羽状縄文のほか、ａ類と同様に、ループ文・縄　

端回転文等が認められる土器である。２は胴部上半～底部の資料で、胴部はＲＬが施され、尖底部分に

は縦位の押し引き沈線文が施されている。２０、２１は、口縁部付近の破片で押し引き沈線文が施される

もので、いずれもＬＲの地文の上から押し引き沈線文が２条ほど認められる。２２～３２はループ文が施

される土器で、口縁部破片については、刻目が認められる１６を除いて、概ね平坦に整えられている。

ループの原体については、小さめな２２、２３、２７、２８、２９、３０、３２と、大きめな２４、２６、３１に分

けられる。３３～３７は縄端回転文でループ文が施される土器と同様に細めの原体により施文されており、

口唇部を平坦に整形している点も同様である。また、内面は概ねミガキが施されている。３８～４１は斜

縄文・異方向縄文が施される土器である。

ｃ類　円筒下層ａ式に比定される土器（第２１２図４２～５６）

１５点出土した。斜縄文・単軸絡条体が認められる土器である。４２は外面に太めの原体によりＲＬ斜

縄文が施されており、内面には条痕が認められ、深郷田式の可能性も考えられる。４３～４９は斜縄文が

施される土器で、単節が施されるものが多いが、４２は複節斜縄文が施されている。５０～５６は単軸絡条

体回転文が施される土器である。５０～５４は、単軸条体第１類回転文が口縁部から施され、５３、５４は

胴部破片のため、全容が不明であるが、同様の文様が施される胴部破片である。５１は補修痕が認めら

れる。５３は異方向に施文することによって、羽状縄文を作り出している。４８、４９は口縁部の破片で単

軸絡条体第５類が施文されている。

ｅ類　円筒下層ｄ１式に比定される土器（第２１２図５７、５８）

２点出土した。２点ともに口縁部破片である。いずれも平縁を呈している。５７は、口縁部文様帯に

側面圧痕・縄端の圧痕により文様が施されている。５８は、口縁部文様帯が破損しており、不明である

が、胴部は側面圧痕と結束第１種回転により文様が施されている。

ｆ類　円筒下層ｄ２式に比定される土器（第２１３図５９、６０）

２点出土した。５９、６０ともに口縁部～胴部の資料である。両者は波状口縁を呈し、５９は口縁部文様　

帯には縦位の隆帯のほか、側面圧痕が平行に数条施され、隆帯上にも圧痕が認められる。胴部は上半が
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ＬＲ、下半がＲＬで羽状縄文を施す。６０は５９に比べ、胴部から口縁部に向かって屈曲する資料で、口

縁部文様帯には側面圧痕・縦位の隆帯・口唇部には刻目が認められる。胴部にはＲ単軸絡条体第１類が　

施されている。

ｇ類　円筒下層式に比定される胴部破片（第２１３図６１～６５）

５点出土した。６１、６２、６５は単軸絡条体第１類が施されており、６１、６２は６４と同一個体と考えら

れる。６３は斜縄文が施されており、６４はＲ多軸絡条体が施されている。

第Ⅱ群　縄文時代中期の土器

ａ類　円筒上層ａ式に比定される土器（第２１３図６６）

１点出土した。６６は口縁部破片で、口唇部にはＲ圧痕、口縁部にはＲ側面圧痕が施されている。内　

面にはミガキが施されている。

ｂ類　円筒上層ｂ式に比定される土器（第２１３図６７）

１点出土した。６７は全面に刺突が施され、一部、隆帯と見られる部分も認められる。刺突が前面に

認められることから、前期初頭の表館式の可能性も考えられたが、隆帯の有無や胎土から本類とした。

ｄ類　円筒上層ｄ式に比定される土器（第２０９図３、第２１３図６８）

２点出土した。３は波状口縁を呈し、口縁部にはＬＲ側面圧痕が鋸歯状に施されているほか、粘土紐

によりⅤ字状の模様が作られており、胴部はＬＲ斜縄文が施されている。６８も波状口縁を呈し、ＬＲ

の地文縄文の上にボタン状の粘土を波状の頂部の下に貼り付けている。

ｅ類　円筒上層ｅ式に比定される土器（第２１３図６９）

１点出土した。口縁部～胴部破片である。波状口縁を呈し、口唇部には、一部突起が認められ、その

他の部分には刻目が認められる。胴部にはＲＬ斜縄文が認められる。

ｆ類　榎林式に比定される土器（第２１３図７０）

１点出土した。口縁部破片である。口唇には沈線により、円形のボタン状に作り出している。胴部に

は、ＲＬの側面圧痕が施されている。

ｈ類　大木１０式に併行する土器（第２１３図７１～７５、第２１４図７６～７９）

９点出土した。７１は無文の口縁部破片で、波状を呈する。波状口縁の内面直下には、半円状に粘土

が貼り付けられている。本資料については器厚が薄いことなどから他時期に帰属する可能性も考えられ

るが、半円状の粘土の貼り付けは、ボタン状の粘土の貼り付けと関連があると考えられることから本類

とした。７２～７５は地文縄文の上から沈線を施しており、７２、７４は沈線で区画した部分を磨消してい

る。沈線文様はＪ字文等が施されていると考えられる。内面はミガキが施されるものが多い。

ｉ類　中期～後期初頭に属する土器（第２１０図６～８、第２１４図８０～９１、９４、１０１）

１７点出土した。６～８は底部付近の資料で斜縄文が施されている。８は底面に網代痕が認められ

る。７６～７９は斜縄文が施される口縁部破片、８０～８２は折返し口縁が認められる口縁部破片、８４～９１

は胴部、底部破片である。７７、７８は口唇部から縄文が施される部分まで空間が認められ、７８は内面に

粘土粒が貼り付けられている。折返し口縁が認められるものでは、縄文の施文方向が折返し部分と胴部

で異なり、羽状を呈するもの（８０、８１）、折返し部分は無文で、胴部に縄文が施されるもの（８２）が認

められる。８４～９１は胴部破片・底部破片と考えられ、斜縄文・縦縄文・羽状縄文が認められる。８９は
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縄文のほか、沈線が施されている。９４、１０１は底部破片で網代痕が認められる資料で、９４の胴部には

ＲＬが施されている。

第Ⅲ群　縄文時代後期に比定される土器

ａ類　後期初頭に比定される土器（第２０９図４）

略完形の深鉢が１点出土した。４は口唇・口頸部に２条の沈線を配し、胴部は地文縄文の上に沈線と　

一部磨り消しによって文様が施されている。

ｂ類　十腰内Ⅰ式に比定される土器（第２０９図５、第２１４図９２、９３、９５～１００、第２１５図１０２）

深鉢７点（５、９３～９８、１００）、浅鉢２点（９２、９９）、甕形土器１点（１０２）が出土した。概ね、沈線

により文様が施されている。９２、９８は太めの沈線により、半肉彫的技法による文様を施している。９３

～９７は楕円形や円形の沈線文が施される。口縁部の残る９３、９５、９７は、胴部から口縁部に向かうに

つれて外反しており、９３は特に口縁部が肥大している。９９は浅鉢で細めの沈線により、文様が施され

ている。１００は沈線により格子文が施されている。１０２は壷形土器の口縁部で、口唇部へ向かって外反

する形状を呈し、頸部の部分には沈線が認められる。

第Ⅳ群　縄文時代晩期に比定される土器

ａ類　大洞Ａ式に比定される土器

１．３条程の平行沈線が巡り、胴部には縄文が施されるもの（第２１５図１０４、１０５）

２点出土した。１０４は沈線を引いた後、縄文を施しており、１０５は地文の上から沈線を引き、文様が

施されている。

２．数条の平行沈線の間に粘土粒により工字文を表すもの（第２１５図１０３）

１点出土した。１０３は８条ほどの沈線の間に粘土粒を貼り付けており、胴部には縦方向の縄文が施さ

れている。

８．壷形を呈する土器（第２１０図９、第２１５図１１３）

２点出土した。９は壷の底部を欠いた資料で、頸部から地文が施されている。口唇には粘土紐が付け

られ、小波状を呈する。１１３は壷の口縁部破片と考えられ、無文で、口唇は粘土が折り返された状況を

呈している。

ｂ類　縄文時代晩期後葉～弥生時代前期の土器（第２１５図１０６～１１２、１１７、１１９、１２１、１２３、１２５）

１２点出土した。１０６、１０７は深鉢でいずれも、口縁に無文帯が巡り、口縁部破片で斜縄文が施され、

１０６については外面には吹きこぼれと考えられる炭化物が数ヶ所付着している。１０９は壷の胴部破片、

１１０～１１２は深鉢の胴部破片で、１０９は斜縄文が施されており、１１０は無文で、１１１、１１２は条痕が施

されている。１１７深鉢の胴部破片で、縦方向の縄文が施されている。

第Ⅴ群　弥生時代の土器

ｂ．二枚橋式に比定される土器（第２１５図１１４）

１点出土した。１１４は鉢形土器の胴部と考えられ、地文の上に沈線により、工字文が施されている。
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第Ⅵ群　平安時代の土器（第２１０図１０、１１、第２１５図１１５、１１６、第２１５図１１８～１２６）

１３点出土した。１０、１１、１１５、１１６は土師器、１１８～１２６は須恵器である。１０、１１は土師器坏の底

部を欠いた資料で、それぞれ口径１４.１㎝、１２㎝を測る。１０は口縁部付近まで直線的に立ち上がるが、

口縁部で微妙に窪む。１１はほぼ直線的に立ち上がる。１１の胴部には墨書が施されているが、一部欠け

ているため、判読できない。１１５は甕の口縁部破片でナデにより整形されている。１１６は坏の底部破片

で、ロクロナデにより整形されている。１１８、１１９、１２２、１２３、１２５、１２６は須恵器甕の破片、１２０、

１２１、１２４は須恵器長頸壷の破片である。甕はいずれも胴部の破片で平行タタキが施されており、条は

細めのものが多い。内面は概ねナデにより調整されている。長頸壷は１２０、１２１が頸部の破片、１２４が

頸部から胴部の破片である。ロクロナデにより整形されている。１２０は頸部と胴部の継ぎ目を丁寧にナ

デ消しており、１２１はやや雑にナデ消している。１２４はやや肩部が張る形状を呈しており、時期が下る

可能性も考えられる。１２５、１２６も須恵器甕の破片で、平行タタキが施されている。

・石器

Ｄ区遺構外から剥片石器７７点、礫石器４３点が出土した。以下、種別ごとに詳述する。詳細は観察表

（第４０表）にまとめた。

（１）剥片石器

・石槍（第２１６図１）

１点出土している。尖端部から基部に向かって若干の丸みを帯びるが、おおむね全体の形状が三角形を

呈し、基部が直線となり僅かな舌部を有するものである。ここでは、石槍２類に分類される。尖端部に近

づくほど周縁の細部調整が顕著になっている。素材剥片の段階で腹面側に飛び出した舌部をそのまま利用

したものと思われる。石質は珪質頁岩である。

・石匙（第２１６図２～８）

縦型石匙６点（第２１６図２～６、８）、横型石匙１点（第２１６図７）が出土している。それぞれ石匙１類、

石匙２類に分類される。全体の整形やつまみ部は背腹両面からの細部調整によって作り出される。刃部調

整は背面からを主体にしながら、周縁部分では腹面からも細部調整が施されることがある。背面には原礫

面や古い剥離面が残されている。第２１６図２は小ぶりな素材剥片の背面から細部調整が施され、左側縁を

中心に刃部を作り出している。つまみ部が不明瞭であるが、ここでは石匙に加えた。腹面からはほとんど

細部調整が施されず、下端が尖るのも素材剥片の形状そのままであろう。背面中央部には古い剥離面を大

きく残す。刃部側面観は緩やかな波形を呈す。第２１６図３は背面からの細部調整によって周縁に刃部が作

り出されるが、右側縁には腹面からの細部調整も施される。下半部分を欠損するが、典型的な縦型石匙と

思われる。背面中央部には古い剥離面を大きく残し、刃部側面観は緩やかな波形を呈す。第２１６図４は背

面からの細部調整で全体が整形され、刃部が作り出されている。下端は腹面からも細部調整がなされ、刃

部が作られる。下端が尖る形状は素材剥片の形状そのままであろう。刃部側面観は大きな波形を呈す。第

２１６図５は背面からの細部調整により刃部が作られ、腹面からは下端部分において細部調整が施されて

いる。右側縁を中心に刃部調整がなされ、背面中央の稜付近には古い剥離面を残す。下端が尖る形状は素

材剥片の形状そのままと思われる。刃部側面観は直線的な波形を呈す。第２１６図６は背面からの細部調整
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で全体が整形され、刃部は背腹両面からの細部調整により作り出されている。特に、腹面においては右側

縁で細部調整が顕著となる。下端が尖る形状を呈し、周縁全体を細部調整が施されている。背面中央部に

は僅かに原礫面が残っている。刃部側面観は緩やかな波形を呈す。第２１６図８は両側縁の刃部が半月状に

湾曲し、周縁には背腹両面からの細部調整によって刃部が作り出されている。特に背面では下端、腹面で

は右側縁から下端にかけて細部調整が顕著となる。背面中央部には古い剥離面を大きく残す。刃部側面観

は大きな波形を呈し、全体的に大きく歪んでいる。第２１６図７は刃部が丸みを帯びる横型石匙であり、背

面からの細部調整によって刃部が作り出されている。特に、下端で細部調整が顕著となる。腹面からの細

部調整は、下端において僅かになされる程度である。背面中央部には原礫面を広く残す。刃部側面観は細

かな波形を呈す。石質はすべて珪質頁岩である。

・石箆（第２１６図９～１２、第２１７図１３～１５）

Ｄ区遺構外からは７点出土している。全体の形状が長方形で刃部が弧状を呈する石箆１類ａ種（第２１６

図９、１０、１２、第２１７図１５）、全体の形状が長方形で刃部が直線となる石箆１類ｂ種（第２１６図１１、第

２１７図１３）、全体の形状が撥形を呈する石箆２類（第２１７図１４）に分類される。なお、長方形とは言って

も、石箆は基本的に基部から刃部に向かって若干幅広となる形状が多く、広がりの小さなものも長方形に

加えた。背腹両面から細部調整が施され、下端縁に刃部が作り出されるとともに、全体の形状も整形され

ている。また、ある程度の厚みを持った剥片が素材として使用されている。第２１６図９は基部が刃部に対

して僅かに幅広となり、下端の刃部は弧状を呈する。背腹両面から全面調整がなされ、特に、下端の刃部

は細部調整が顕著となる。基部背面には一部古い剥離面を残している。第２１６図１０は基部に対して刃部

が若干幅広となり、下端の刃部は弧状を呈す。また、刃部は右側縁が直線的となり、左側縁で湾曲する。

刃部下端から左側縁にかけて使用痕とも思われる何らかの汚れ（付着物質）が観察されるが、詳細は不明

である。背腹両面から全面調整がなされるが、腹面では一部古い剥離面を残している。第２１６図１２は比

較的大型の資料であり、基部を欠損するが、基部に対して刃部が幅広となるものであろう。下端の刃部は

弧状を呈す。腹面中央部には古い剥離面が残り、周縁のみ背腹両面からの細部調整によって刃部を作り出

している。磨製石斧に近い使われ方をした可能性もある。第２１７図１５は基部に対して刃部が幅広となり、

下端の刃部は弧状を呈す。背腹両面から全面調整がなされ、特に、背面の周縁では細部調整が顕著である。

腹面からの細部調整は細かいものが少ない。背面の基部付近に一部原礫面を残している。第２１６図１１は

基部に対して刃部が若干幅広となり、刃部は直線となる。基部上端も刃部と平行に直線となっている。背

腹両面から全面調整がなされ、刃部は背面から腹面に向かって急斜度となり、全体の中でも最大の厚みを

持っている。背面の左右側縁には細かな細部調整が観察され、刃部を作り出すとともに全体の形状を整形

しているものと考えられる。第２１７図１３は基部に対して刃部が大きく幅広となり、撥形（石箆２類）に分

類してもよいが、ここでは石箆１類ｂ種に分類した。基部が丸く尖るような形状を呈するが、刃部はほぼ

直線となる。背腹両面からの細部調整によって刃部が作られるが、特に、背面の周縁で細部調整が顕著で

ある。腹面下半に一部古い原礫面を残している。第２１７図１４は基部に対して刃部が扇状に大きく広がる

撥形（石箆２類）を呈し、刃部は弧状となる。背腹両面から全面調整がなされるが、背面基部に原礫面を

一部残している。下端の刃部は背面から細かな細部調整が施される。刃部に近い両側縁には細部調整が顕

著であり、扇状に広がる刃部を作り出すために、全体を整形していることが分かる。石質はすべて珪質頁

岩である。
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・不定形石器（第２１７図１６～２２、第２１８図、第２１９図、第２２０図、第２２１図、第２２２図５８～６０、６２～７０、

第２２３図、第２２４図）

Ｄ区遺構外からは６１点出土している。形状や大きさはそれぞれ異なり、明瞭な刃部調整が観察されな

い剥片についても石器として認定した資料がある。刃部調整の度合いによって、不定形石器１類（第２１７

図１６～２２、第２１８図）、不定形石器２類（第２１９図３１～３８、４１～４４、第２２０図４５～５０、第２２１図５５、

５６）、不定形石器３類（第２１９図３９、４０、第２２０図５１～５４、第２２１図５７、第２２２図５８～６０、６２～７０、

第２２３図、第２２４図）に分類される。不定形石器は、素材剥片の端部あるいは側縁に片面から細部調整を

施し、急斜度の刃部を作り出すものがほとんどであるが、不定形石器１類としたものには、背腹両面から

の細部調整によって緩斜度の刃部を作り出すものが比較的多い。石箆を志向したように見える第２１８図

２５や石匙を志向したように見える第２１８図３０を除くと、第２１７図１６、２１、第２１８図２４、２９は背面から

の細部調整が主体であるが、腹面からも細部調整が施され、刃部を作り出している。石質はすべて珪質頁

岩である。

（２）礫石器

・敲磨器類（第２２５図７８、８０～９６、第２２６図９７～１００、１０２～１０４、１０６、１０７、第２２７図１０９、１１１～

１１５、１１７、第２２８図１１８、１１９）

Ｄ区遺構外からは３５点出土している。自然礫（河原石）の各面に磨痕（スリ）・敲打痕（タタキ）などの

使用痕が観察されるものであるが、使用痕が明瞭に観察されない石器認定の曖昧な資料も加えてある。使

用痕の種別から敲磨器類１類（第２２５図７８、８２～９６、第２２６図９７、１００、１０２～１０４、１０６、１０７、第

２２７図１０９、１１１～１１５、第２２８図１１７～１１９）、敲磨器類３類（第２２５図８０、８１、第２２６図９８、９９）に

分類される。全体の形状が長楕円形を呈す敲磨器類１類（磨石）に分類される資料が多いが、中には断面

形が三角形・台形に近い半円状扁平打製石器に類する形状の磨石（第２２５図８７、８８、９０、９１、９３～９６、

第２２６図１０３、１０４、１０６、第２２７図１０９、１１２～１１５）が含まれる。その用途・機能は不明であるが、ほ

ぼ例外なく稜辺一面に磨痕（スリ）を有する。特に、第２２５図９３、９６は半円状扁平打製石器としてもよい

ような資料であるが、全体の形状や厚み、打ち欠きの度合いなどからここでは敲磨石器とした。石質は安

山岩が多い。

・石皿・台石（第２２８図１２０）

Ｄ区遺構外からは台石が１点出土している。両面に亘って磨痕（スリ）が観察されるが、右側の磨面を

主体的に使ったのであろう。地面に固定して使用したものと思われる。磨面はほぼ平坦となる。石質は安

山岩である。

・有溝砥石（第２２５図７９）

Ｄ区遺構外からは１点出土している。厳密に言えば、有溝砥石とは呼べない可能性もあるが、自然礫

（河原石）の一面における溝の有無により有溝砥石とした。ここでは、有溝砥石２類に分類される。幅０.４

～０.５㎝の独立した溝が４条観察される。自然礫が当初から欠損していたかどうかは不明である。石質は

安山岩である。

・不明石器（第２２６図１０１、１０５、１０８、第２２７図１１０、１１６、第２２８図１２１）

Ｄ区遺構外からは７点出土している。第２２６図１０１、１０５、１０８、第２２７図１１０、１１６は不明石器３類

２７８
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（明瞭な使用痕ない自然礫）に分類される。第２２６図１０１は磨石によく使用される長楕円形を呈す

自然礫（河原石）であるが、磨痕（スリ）が明瞭に観察されない資料である。敲磨器類１類（磨石）

としてもよいが、判然としないため不明石器に加えた。第２２６図１０５、１０８は扁平な自然礫（河原

石）であり、やはり各面における磨痕（スリ）は明瞭でない。第２２７図１１０、１１６も使用痕が曖昧

であるために不明石器とした。石質は安山岩である。第２２８図１２１は不明石器４類（その他）に分

類され欠損資料であるが、表面の研磨痕が明瞭であり、何らかの磨製石器であったと推定される。

石錘のようにも見えるが、類例に乏しく判然としない。石質は安山岩である。詳細は観察表（第

４０表）を参照されたい。

（野坂　知広）
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２９７

第Ⅶ章　鉄関連遺物

１．出土遺物

本遺跡では、Ｃ区より平安時代の鍛冶炉１基、排滓場１基、Ｄ区より排滓場１基を検出した。また、Ｂ

～Ｄ区の遺構内外からも鉄関連遺物が出土している。鉄関連遺物はコンテナ換算で４箱分出土しており、

重量は３９Ëである。これらの遺物は調査員穴澤義功氏のご指導により、肉眼観察や小型特殊金属探知器

（メタルチェッカー）・強力磁石（タジマツール：ピックアップＭ）等を用いて分類し、１１７個の構成遺物

を選択し、構成表（第２２９～２３３図）、実測図（第２３４～２４５図）、一般観察表にまとめており、また構成遺

物より選び出した１９点の分析遺物については第Ⅷ章に分析結果を掲載している。なお、構成表（実測図に

ついてはＢ～Ｄ区より出土した）には遺構内外の遺物を本章でまとめて提示した。

２．鉄関連遺物用語

本書で使用している鉄関連遺物の用語については下記のとおりである。用語は堂の下遺跡（秋田県教育

委員会２００４）を参考にした。
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３．詳細観察表

詳細観察表については、分析資料について肉眼観察により得られた所見等をまとめたもので、近年、全

国的に多くの製鉄遺跡の調査報告書で採用されている。本報告書では秋田県堂ノ下遺跡の様式を参考とし

た。表中の主な項目の見方については以下のとおりである。

（１）資料番号　分析する考古資料の番号。

（２）遺 跡 名 『青森県埋蔵文化財包蔵地台帳』に記載された埋蔵文化財包蔵地の名称。

（３）遺物Ｎo. 整理の段階で帰属する遺構毎に付した構成番号。

（４）出土位置　分析する考古資料の出土した位置。

（５）時期；根拠 資料の帰属する時期と時期比定の根拠について具体的に記す。

（６）試料記号　分析側の切断切片の略号を示す。

（７）遺物種類　自然科学による分析以前に行った考古学的調査によって判定した遺物の種類。

（８）法　　量　現存する資料の最大長、最大幅、最大厚（各単位：⁄）、重量（単位：ｇ）の計測値。

（９）色　　調　資料の表・裏の色調を示す。

（１０）磁 着 度 「標準磁石」を使用マニュアルにより用い、６Ÿ単位での単位数を示す。

（１１）メタル度　埋蔵文化財専用に整準された小型特殊金属探知器によって判定された金属鉄の残留の度

合を示すもので、基準感度は次のとおりである。（△）としているものはかつて存在してい

た金属鉄が銹化したものであり、なしは金属鉄が存在しないものである。

Ｈ（○）：Ｈは最高感度でごく小さな金属鉄が残留することを示す。

Ｍ（◎）：Ｍは標準感度でＨの倍以上の金属鉄が残留することを示す。

Ｌ（●）：Ｌは低感度でＭの倍以上の金属鉄が残留することを示す。

（１２）遺 存 度　資料が完形か破片かを記す。

（１３）破 面 数　資料が破片の場合、破面がいくつあるかを記す。

（１４）前 含 浸　事前の含浸処理の有無。

（１５）断面樹脂　分析残材の切断面への樹脂塗布の指定。

（１６）分　　析　どのような分析をどの部分について行うかを○印で示す。

（１７）観察所見　外形や破・断面の状況、木炭痕や気孔の有無及び付着物やその他の状況について記す。

（１８）分析部分　資料のどのような部分をどのような目的で、調査・分析するのかを記す。

（１０）備　　考　資料がどのような場所で、どのように生成されたかなどについて記している。



３１８

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



３１９

第Ⅶ章　鉄関連遺物



３２０

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



３２１

第Ⅶ章　鉄関連遺物



３２２

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



３２３

第Ⅶ章　鉄関連遺物



３２４

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



３２５

第Ⅶ章　鉄関連遺物



３２６

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



３２７

第Ⅶ章　鉄関連遺物



３２８

[野（３）遺跡　発掘調査報告書
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第Ⅷ章　自然科学分析

九州テクノリサーチ・ＴＡＣセンター

大澤正己・鈴木瑞穂

１．いきさつ

[野（３）遺跡は青森市大字大別内字[野に所在する。平安時代（９世紀後半～１０世紀前半）の集落跡が

検出されており、鍛冶炉や覆土上層に鉄滓が大量に混在する竪穴住居跡（ＳＩ－２６）などが確認されてい

る。このような状況に鑑み当遺跡内での鉄器生産の実態を検討する目的から、金属学的調査を実施する運

びとなった。

２．調査方法

２－１．供試材

１に示す。出土製鉄・鍛冶関連遺物計１９点の調査を行った。

２－２．調査項目

（１）肉眼観察

遺物の外観上の観察所見を簡単に記載した。

（２）マクロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察した組織であるが、本稿では顕微鏡埋込み試料の断面を、投影機の５～

２０倍で撮影したものを指す。当調査は、顕微鏡検査よりも広い範囲にわたって、組織の分布状態、形状、

大きさなどの観察ができる利点がある。

（３）顕微鏡組織

滓中に晶出する鉱物及び金属鉄の調査を目的として、光学顕微鏡を用い観察を実施した。観察面は供試

材を切り出した後、エメリー研磨紙の＃１５０、＃２４０、＃３２０、＃６００、＃１０００、及びダイヤモンド粒子

の３μと１μで順を追って研磨している。なお金属組織の調査では腐食（Ｅｔｃｈｉｎｇ）液に５％ナイタル（硝

酸アルコール液）を用いた。

（４）ビッカース断面硬度

鉄滓中の鉱物と、金属鉄の組織同定を目的として、ビッカース断面硬度計（ＶｉｃｋｅｒｓＨａｒｄｎｅｓｓＴｅｓｔｅｒ）

を用いて硬さの測定を行った。試験は鏡面研磨した試料に１３６ の゚頂角をもったダイヤモンドを押し込み、

その時に生じた窪みの面積をもって、その荷重を除した商を硬度値としている。試料は顕微鏡用を併用し、

荷重２００ｇｆで測定した。

（５）ＥＰＭＡ（ＥｌｅｃｔｒｏｎＰｒｏｂｅＭｉｃｒｏＡｎａｌｙｚｅｒ）調査

化学分析を行えない微量試料や鉱物組織の微小域の組織同定を目的とする。

分析の原理は、真空中で試料面（顕微鏡試料併用）に電子線を照射し、発生する特性Ｘ線を分光後に画

像化し、定性的な結果を得る。更に標準試料とＸ線強度との対比から元素定量値をコンピューター処理し

てデータ解析を行う方法である。

反射電子像（ＣＯＭＰ）は、調査面の組成の違いを明度で表示するものである。重い元素で構成される

金属（合金）や鉱滓中の晶出物ほど明るく、軽い元素で構成される晶出物ほど暗い色調で示される。これ

第Ⅷ章　自然科学分析



３３０

[野（３）遺跡　発掘調査報告書

を利用して組成の違いを確認後、定量分析を実施する。

また元素の分布状態を把握するため、反射電子像に加えて、適宜特性Ｘ線像の撮影も行った。

（６）化学組成分析

供試材の分析は次の方法で実施した。

全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）、酸化第一鉄（ＦｅＯ）：容量法。

炭素（Ｃ）、硫黄（Ｓ）、：燃焼容量法、燃焼赤外吸収法

二酸化硅素（Ｓｉｏ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、

酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化マンガン（ＭｎＯ）、二酸化チタン（Ｔｉｏ２）、酸化ク

ロム（Ｃｒ２Ｏ３）、五酸化燐（Ｐ２Ｏ５）、バナジウム（Ｖ）、銅（Ｃｕ）：ＩＣＰ（ＩｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙＣｏｕｐｌｅｄＰｌａｓｍａ

ＥｍｉｓｓｉｏｎＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ）法：誘導結合プラズマ発光分光分析。

（７）耐火度

炉材の性状調査を目的とする。耐火度は、溶融現象が進行の途上で軟化変形を起こす状態度の温度で表

示される。胎土をゼーゲルコーンという三角錐の試験片に作り、１分間当り１０℃の速度で温度１０００℃ま

で上昇させ、以降は４℃に昇温速度を落し、試験片が荷重なしに自重だけで軟化し崩れる温度を示した。

３．調査結果

ＫＵＺ－１：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：不定形でやや偏平な椀形鍛冶滓である。ごく小さな破面がみられるが、ほぼ完形の滓

である。また上下面とも広い範囲で、黒色ガラス質滓が確認される。このため炉材（羽口・炉壁）、ない

しは鍛接剤（粘土汁・藁灰）の溶融物主体の滓と推測される。ただし黒灰色の比較的緻密な滓部も存在し

ている。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．１①～③に示す。①は黒色ガラス質滓部分である。

②③は滓部で、淡褐色多角形結晶はマグネタイト（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ：ＦｅＯ・Ｆｅ２Ｏ３）とヘーシナイト

（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：ＦｅＯ・Ａｌ２Ｏ３）を主な端成分とする固溶体（注１）である。さらに白色樹枝状結晶ウスタ

イト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）、淡灰色柱状結晶ファイヤライト（Ｆａｙａｌｉｔｅ：２ＦｅＯ･ＳｉＯ２）が晶出する。

（３）ＥＰＭＡ調査：Ｐｈｏｔｏ．１３の１段目に反射電子像（ＣＯＭＰ）を示す。１の淡褐色多角形結晶の定

量分析値は９０.７%ＦｅＯ－４.８%Ａｌ２Ｏ３であった。淡褐色多角形結晶はマグネタイト（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ：Ｆｅ

Ｏ・Ｆｅ２Ｏ３）とヘーシナイト（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：ＦｅＯ・Ａｌ２Ｏ３）を主な端成分とする固溶体と推定される。

また２の白色樹枝状結晶の定量分析値は１００.３%ＦｅＯであった。ウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）に同定

される。

当資料は炉材ないし鍛接剤の溶融物主体の造滓成分（ガラス質滓）の割合が高く、砂鉄起源の脈石成分

であるチタン（Ｔｉ）の影響がほとんどみられなかった。この結果から、鉄器製作の鍛錬鍛冶工程での反応

副生物と推測される。

ＫＵＺ－２：椀形鍛冶滓（含鉄）

（１）肉眼観察：椀形鍛冶滓の側面部破片である。上面端部に茶褐色の鉄銹化物がみられる。この個所

は特殊金属探知機のＬ（●）で反応があり、内部に金属鉄を含むと推定される。滓の地の色調は黒灰色で

ある。上面には小型の木炭痕が薄く残るが平坦気味で、下面には黄褐色の鍛冶炉床土が付着する。また破

面には細かい気孔が点在するが、緻密で重量感のある滓である。
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（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．１０上段に示す。中央は試料上面の金属鉄部である。内部に中小の気孔が多

数点在するが、断面（観察面）長径２５Ÿ程のまとまりの良い金属鉄が確認された。ただし内部は銹化剥落

痕跡を留める。写真は５%ナイタルで腐食しており、亜共析組織～共析組織を呈する。この金属組織から、

鉄中炭素（Ｃ）含有量は０.３～０.８%程度と推測される。また周囲の暗色部は滓部である。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．１④～⑧に示す。④は外周の鍛冶滓部分の拡大である。多角形結晶の暗色

部はヘーシナイト、淡茶褐色部はウルボスピネル（Ｕｌｖｓｐｉｎｅｌ：２ＦｅＯ･ＴｉＯ２）とヘーシナイトを主な

端成分とする固溶体と推測される。さらに白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色盤状結晶ファイヤライトが晶

出する。砂鉄系精錬鍛冶滓に最もよくみられる鉱物組成である。

⑤～⑧は金属鉄部の拡大である。⑤⑦は針状フェライト（Ｆｅｒｒｉｔｅ：α鉄）が析出する亜共析組織、⑥

⑧はほぼ黒色層状のパーライト（Ｐｅａｒｌｉｔｅ）主体の共析組織に近い個所である。

また⑥の中央左寄りの球状部分は、燐化鉄共晶（α＋Ｆｅ３Ｐ）である。若干燐（Ｐ）の影響が確認された。

（４）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．１⑦⑧の金属鉄部の硬度を測定した。⑦の亜共析組織部分の硬度値

は２０２Ｈｖ、⑧の共析組織の硬度値は２６５Ｈｖであった。

（５）ＥＰＭＡ調査：Ｐｈｏｔｏ．１３の２段目に金属鉄内部の製錬滓の反射電子像（ＣＯＭＰ）を示す。６の

淡褐色片状結晶の定量分析値７５.３%ＴｉＯ２－１１.２%ＦｅＯ－５.５%ＭｇＯ－４.０%Ａｌ２Ｏ３であった。他の元

素を少量固溶するが、酸化チタン（ＴｉＯ２）主体でルチル（Ｒｕｔｉｌｅ：ＴｉＯ２）に近い組成の晶出物である。こ

れは、砂鉄を高温製錬した際の反応副生物の晶癖である（注２）。

またＰｈｏｔｏ．１３の３段目は、外周の鍛冶滓部分の反射電子像（ＣＯＭＰ）である。多角形結晶のうち、

７の暗色部の定量分析値は５１.３%ＦｅＯ－３９.４%Ａｌ２Ｏ３－５.１%ＴｉＯ２であった。若干チタン（Ｔｉ）を固溶

するが、ヘーシナイト（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：ＦｅＯ･Ａｌ２Ｏ３）に近い組成の晶出物である。これに対して、８の淡

茶褐色部の定量分析値は６５.７%ＦｅＯ－１６.８%Ａｌ２Ｏ３－１６.０%ＴｉＯ２であった。ウルボスピネル（Ｕｌｖｓ

ｐｉｎｅｌ：２ＦｅＯ･ＴｉＯ２）とヘーシナイト（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：ＦｅＯ･Ａｌ２Ｏ３）を主な端成分とする固溶体と推定

される。

９の淡灰色盤状結晶の定量分析値は６９.３%Ｆｅ０－２９.７%ＳｉＯ２であった。ファイヤライトに同定され

る。１０の白色粒状結晶の定量分析値は９７.４%Ｆｅ０－１.５%ＴｉＯ２であった。若干チタン（Ｔｉ）を固溶する

が、ウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）に同定される。さらに１１のガラス質部分の定量分析値は４１.３%ＳｉＯ２－

１７.０%Ａｌ２Ｏ３－８.９%ＣａＯ－５.３%Ｋ２Ｏ－４.４%Ｎａ２Ｏ－１９.５%ＦｅＯであった。珪酸塩素地部分でもかな

り鉄分を固溶している。

さらにＰｈｏｔｏ．１３の４段目には、金属鉄部の反射電子像（ＣＯＭＰ）を示す。１の球状共晶組織部分は、

特性Ｘ線像をみると燐（Ｐ）に強い反応があり、定量分析値は８８.８%Ｆｅ－１０.７%Ｐであった。燐化鉄共

晶（α＋Ｆｅ３Ｐ）に同定される。

（６）化学組成分析： ２に示す。試料下面側の鍛冶滓部分の分析調査を実施した。

全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）４８.８２%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）０.０６%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）５５.２０%、

酸化第２鉄（ ２Ｏ３）８.３７%の割合であった。また造滓成分（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋

Ｎａ２Ｏ）３２.６６%で、このうち酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は０.９５%と低めである。製鉄原料の砂鉄起源の

二酸化チタン（ＴｉＯ２）は１.８４%、バナジウム（Ｖ）が０.０４%、酸化マンガン（ＭｎＯ）は０.１２%であった。

さらに銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

以上の調査の結果、滓中に若干砂鉄起源の脈石成分の影響が確認されたため、当資料は精錬鍛冶後半段

階の反応副生物と推測される。上面の金属鉄部は、精錬鍛冶作業時の取りこぼしの可能性が高いと考えら
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れる。この金属鉄部は炭素含有量が０.３～０.８%の鋼で、内部に残る製錬滓の鉱物組成から、高チタン砂

鉄の高温製錬生成鉄塊と推定される。また鉄中に若干燐偏析が確認されるのも、高温製錬を裏付ける特徴

（注３）といえる。

ＫＵＺ－３：含鉄鉄滓（製錬系）

（１）肉眼観察：やや偏平な不定形塊状の含鉄鉄滓である。表面は茶褐色の土砂で覆われており、表面

は銹化による放射割れが著しい。表面には薄く暗灰色の滓部が付着するが、鉄主体の遺物である可能性が

高い。また特殊金属探知機のＬ（●）で反応があるため、内部には金属鉄が良好に遺存すると推定される。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．１０下段に示す。表層に若干製錬滓（暗黒色部）が固着するが、内部にはまと

まりのよい金属鉄（灰色部）が確認された。鍛冶処理前の原料鉄（製錬鉄塊系遺物）と推測される。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．２①～③に示す。①は試料表層の付着滓の拡大である。淡褐色片状結晶はル

チルである。椀形鍛冶滓（ＫＵＺ－２）の金属鉄部と同様、高温下で生じた砂鉄製錬滓の鉱物組成を呈す

る。

②③は金属鉄部の拡大である。素地部分の針状組織はベイナイト（Ｂａｉｎｉｔｅ：フェライトの地のなかに

分散した微細なセメンタイトで構成された組織）、点在する粒状部分は燐（Ｐ）偏析と推定される。

（４）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．２③の金属鉄部（針状組織）の硬度を測定した。硬度値は１９３Ｈｖ

であった。この値から、当試料は最大でも０.１%程度の炭素含有量の低炭素鋼であり、針状マルテンサイ

トは否定される。

以上の調査の結果、付着滓の鉱物組成から、当資料は鍛冶処理前の原料鉄で、砂鉄を高温製錬生成され

た鉄塊と見做される。

また金属鉄部は最大でも０.１%程度の炭素含有量の低炭素鋼で、ベイナイト組織を呈する。この金属組

織から、製鉄炉の操業後、炉内生成物を取り出した時に水冷された可能性が高い。現代の製鉄実験でも、

操業後水冷した鋼には、類似する金属組織が観察される。

ＫＵＺ－４：含鉄鉄滓（製錬系）

（１）肉眼観察：表面全体が茶褐色の土砂で覆われた、不定形の含鉄鉄滓である。一部表層に薄くガラ

ス質の滓が固着するが、鉄主体の遺物と推定される。黒錆のにじみや錆膨れが各所に生じているが、特殊

金属探知機のＬ（●）で反応し、内部には金属鉄が良好に遺存する。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．１１上段に示す。表層に若干製錬滓（暗黒色部）が固着するが、内部にはまと

まりのよい金属鉄（明灰～暗灰色部）を残す。鍛冶処理前の原料鉄（製錬鉄塊系遺物）と推測される。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．２④～⑧に示す。④の右端部は資料表層の付着滓の拡大である。淡褐色片状

結晶はルチルで、高温下で生じた砂鉄製錬滓の鉱物組成である。

④～⑧は金属鉄部の拡大で、５%ナイタルで腐食した組織を示す。④～⑥は資料表層部で、球状黒色部

（結節状）は微細パーライト（ｆｉｎｅＰｅａｒｌｉｔｅ）、素地の針状灰色部はマルテンサイト（Ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ）が共

存する。水冷された痕跡が顕著であった。

これに対して⑦⑧の内側部分は、素地が黒色層状のパーライトで、旧オーステナイト（ ）粒

界に沿って、ごく細い針状のセメンタイト（Ｃｅｍｅｎｔｉｔｅ）が析出する。さらに不定形の共晶組織ステダイ

ト（Ｓｔｅａｄｉｔｅ：Ｆｅ－Ｆｅ３Ｐ－Ｆｅ３Ｃ）が点在するなど、燐（Ｐ）の偏析が確認された。

（４）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．２⑤⑥の金属鉄部の硬度を測定した。⑤の微細パーライト部分の硬
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度値は４２５Ｈｖ、⑥のマルテンサイト部分の硬度値は９９７Ｈｖと非常に硬質であった。鋼の焼入れ組織の

なかで最も硬くてもろい組織を呈している。

以上の付着滓の鉱物組成から、当資料も含鉄鉄滓（ＫＵＺ－３）と同様、鍛冶処理前の原料鉄であり、

砂鉄を高温製錬して造られたものと推定される。

金属鉄部は水冷痕跡が顕著であった。やはり製鉄炉の操業後、炉内生成物を取り出した時に水冷された

と判断される。また金属組織やビッカース断面硬度の測定結果から、当資料の鉄中炭素含有量は０.８～

０.９%程度の鋼と推測される。

ＫＵＺ－５：再結合滓

（１）肉眼観察：平面が不整楕円状で、浅い椀形を呈する再結合滓である。素地部分は暗茶褐色の土砂

で、内部にはごく微細な鉄滓破片や、鍛造剥片（注４）が多数含まれている。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ.１１下段に示す。断面（観察面）では砂鉄粒子や微細な製錬滓片、鍛冶滓片と

鍛造剥片が多数確認された。なお鉄滓破片は、発達した（鉄）チタン酸化物が晶出する砂鉄製錬滓の割合

が高く、鍛冶滓破片の割合は低い。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ.３①～⑤に示す。①は砂鉄製錬滓の破片である。淡褐色片状結晶はルチルと

推定される。高温製錬下での反応副生物の特徴を有する。

また②③は鍛冶滓片である。②は淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色樹枝状結晶ウスタイトが晶

出しており、精錬鍛冶滓と推定される。また③はウスタイトが凝集して晶出する、鍛錬鍛冶滓の晶癖を呈

する。

さらに④⑤には鍛造剥片を示した。断面表層（写真上側）の不連続微厚明白色部はヘマタイト（Ｈｅｍａｔｉ

ｔｅ： ２Ｏ３）、その下側の中間層で薄い灰褐色層はマグネタイト（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ： ３Ｏ４）、さらに下側

の厚い灰色層はウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ： Ｏ）である。

当資料中には製錬から精錬鍛冶～鍛錬鍛冶工程で生じた微細遺物が包含される。

特に微細な砂鉄製錬滓の破片が多数含まれていることが明らかとなった。これは、鍛冶原料鉄（製錬鉄

塊系遺物）表層に固着した、製錬滓を叩き落とすなどの前処理で生じた可能性が考えられる。当遺跡の鍛

冶原料鉄の性状を示唆するものといえよう。

一方で熱間での鍛打作業に伴う鍛造剥片も多数出土している。これらは遺跡内で鍛打加工が行われてい

たことを示す遺物群である。

ＫＵＺ－６：粒状滓（注５）

ＫＵＺ－６　ｲ－１ ３.０Ÿ径

（１）肉眼観察：色調は無光沢黒褐色で、茶褐色の土砂が部分的に付着する。比較的きれいな球状で、

表面は滑らかである。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．３⑥に示す。断面の鉱物相は白色を呈し内部のごく微細な明白色粒は金属鉄

である。また０.１～０.４Ÿ程の微細な気孔が多数点在する。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．３⑦に示す。白色樹枝状結晶ウスタイトが凝集して晶出する。

ＫＵＺ－６　ｲ－２ １.８Ÿ径

（１）肉眼観察：色調は光沢のない黒褐色である。きれいな球状で、表面にはごく微細な気孔が点在す

るが、平滑である。
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（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．３⑧に示す。断面の鉱物相は白色凝集相で埋まり、中心部よりに０.４Ÿ程の

円形の空洞がみられる。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．３⑨に示す。灰褐色多角形結晶はマグネタイト、淡灰色針状結晶はファイ

ヤライトが、素地のガラス質滓中に晶出する。

ＫＵＺ－６　ｲ－３ １.０Ÿ径

（１）肉眼観察：色調は光沢のない黒褐色である。球形の一部が平坦につぶれたような形状を呈する。

表面は非常に平滑である。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．４①に示す。断面は白色鉱物相で、内面には最大０.１５Ÿ程の、ごく細かい

気孔が散在する。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．４②に示す。灰褐色多角形結晶はマグネタイトと推定される。ただしやや

暗い色調から、微量チタン（Ｔｉ）が固溶している可能性は高いと考えられる。さらにガラス質滓中には、

非常に微細な淡灰色結晶ファイヤライトが晶出する。

ＫＵＺ－６　ﾛ－１ １.８Ÿ径

（１）肉眼観察：色調は光沢のない黒褐色である。ややいびつな球状で、表面は平滑である。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．４③に示す。断面は白色鉱物相がリング状に形成するが、内部は大きく空洞

化している。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．４④に示す。微細な灰褐色多角形結晶マグネタイトが、素地のガラス質滓

中に晶出する。

ＫＵＺ－６　ﾛ－２ ０.９Ÿ径

（１）肉眼観察：色調は光沢のない黒褐色である。きれいな球状で、表面にはごく微細な気孔が点在す

るが、平滑である。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑤に示す。断面の鉱物相は全面を埋め、片寄り内面には最大０.２Ÿ程の、

ごく細かい気孔が散在する。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑥に示す。微細な灰褐色多角形結晶マグネタイトが、素地のガラス質滓

中に晶出する。研磨面は段差をもち、内側は焦点が暈ける。

分析調査を実施した５点は、いずれも鉄酸化物とガラス質滓主体の微細遺物であった。

表面に鍛接・酸化防止剤の粘土汁を塗布して、加熱鍛打した時に、沸いた鉄材表層部が細かく飛散して

できたものと推定される。

ＫＵＺ－７：鍛造剥片

ＫＵＺ－７　ｲ－１ ４.３×２.８×０.１７Ÿ

（１）肉眼観察：表裏面は光沢のない暗灰色で、茶褐色の鉄銹化物が付着する。また表裏面とも細かい

凹凸が残る。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑦に示す。左側に若干の起伏をもつが比較的平坦な剥片で、表面の微細な

凹凸に伴う、厚みの変動がみられる。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑧に示す。断面は王水で腐食している。外層ヘマタイト層はやや不明瞭

であるが、中間層は明灰色のマグネタイト、内層は暗灰色の粒状ウスタイト層が確認される。

ＫＵＺ－７　ｲ－２　３.３×２.４×０.０９Ÿ

（１）肉眼観察：表裏面とも光沢のある黒灰色で、ごく緩やかな凹凸がみられる。
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（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑨に示す。比較的薄手の平坦な剥片で、表裏面の微細な凹凸に伴う、厚

みの変動がある。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．４⑩に示す。断面は王水で腐食している。表裏両面に明白色のヘマタイト、

明灰色のマグネタイト層があり、中央に暗灰色の粒状ウスタイト層がみられる。

ＫＵＺ－７　ｲ－３ ３.１×２.４×０.０３Ÿ

（１）肉眼観察：表裏面とも光沢のない暗灰色で、薄く茶褐色の鉄銹化物が固着する。また表裏面とも

ごく微細な凹凸がある。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．５①に示す。非常に薄手の剥片である。樹脂埋め込みの際に、大きく２片に

割れている。また表裏面の微細な凹凸に伴う、厚みの変動がみられる。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．５②に示す。断面は王水で腐食している。表面に明白色のヘマタイト、そ

の内側に明灰色のマグネタイトは肥大化気味で、さらに内側に暗灰色の非昌質に近いウスタイトが観察さ

れる。

ＫＵＺ－７　ﾛ－１ ３.４×２.１×０.１８Ÿ

（１）肉眼観察：色調は暗灰色で、表面はやや光沢があり裏面は光沢がない。また表裏面ともに皺状の

凹凸がある。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．５③に示す。比較的平坦な剥片であるが、中央左寄りに毛羽立ち段状の凹凸

がみられる。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．５④に示す。断面は王水で腐食している。明白色針状のヘマタイト、肥大

化明灰色のマグネタイト、暗灰色の非晶質に近いウスタイト層が観察される。

ＫＵＺ－７　ﾛ－２ ３.８×２.５×０.１Ÿ

（１）肉眼観察：表裏面とも光沢のない暗灰色で、薄く茶褐色の鉄銹化物が固着する。また表裏面とも

ごく微細な凹凸がある。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．５⑤に示す。比較的薄手の平坦な剥片で、表裏面の微細な凹凸に伴う、厚み

の変動がみられる。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．５⑥に示す。断面は王水で腐食している。明白色のヘマタイトはやや不明

瞭であるが、明灰色のマグネタイト、暗灰色の凝集ウスタイト層が確認される。

ＫＵＺ－７　ﾛ－３　３.８×２.３×０.０３Ÿ

（１）肉眼観察：表裏面とも光沢のない暗灰色で、ごく微細な凹凸がみられる。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．５⑦に示す。非常に薄手で平坦な剥片であるが、表裏面の微細な凹凸に伴

う、厚みの変動がある。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．５⑧に示す。断面は王水の腐食効果が顕著に表われた、明白色のヘマタイ

ト、明灰色のマグネタイト、暗灰色のウスタイト層が観察される。

分析調査を実施した６点は、すべて層状の鉄酸化物であった。これらは熱間加工時に、鉄素材の表層が

酸化してできた微細遺物と推定される。

ＫＵＺ－８：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：平面不整半円状の椀形鍛冶滓の約１/２破片である。滓の地の色調は黒灰色で、茶褐色

の土砂が点々と付着する。上面は比較的平坦で、下面は深い椀形を呈する。また側面から下面にかけては、
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最大長さ１⁄程の木炭痕がやや密にみられる。破面には中小の気孔が点在するが、緻密で重量感のある滓

である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．５⑨に示す。中央の淡茶褐色多角形結晶は、ウルボスピネルとヘーシナイト

を主な端成分とする固溶体、さらに白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファイヤライトが晶出する。

これは砂鉄系精錬鍛冶滓に最もよく見られる、鉱物組成である。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．５⑨の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は７１２Ｈｖと

硬質であった。この値から、ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体の可能性が高い。

（注６）

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）３８.８９%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.０４%、酸化第１鉄（ Ｏ）４０.０９%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）１０.９９%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）は４１.１９%と高値であるが、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は１.８９%と

やや低めである。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は４.２６%、バナジウム（Ｖ）０.１０%、

酸化マンガン（ＭｎＯ）０.２６%と高めであった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

製鉄原料の砂鉄に含まれるチタン（Ｔｉ）の影響が残ることから、当資料は砂鉄系精錬鍛冶滓に分類され

る。

ＫＵＺ－９：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：３０８gとやや大型で不定形の椀形鍛冶滓である。上面端部には瘤状の黒色ガラス質滓

部分がみられる。羽口先端の溶融物と推定される。他の部分は暗灰色の滓部で、表面には茶褐色の鉄銹化

物が付着する。また下面は浅い椀形で、細かい木炭痕を浅く刻む。滓部には中小の気孔が散在するが、緻

密で重量感のある滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．６①～③に示す。①は部分的に点在する、白色粒状結晶ウスタイトが凝集し

て晶出する個所である。これに対して②③が広い範囲に分布する鉱物組成である。発達した淡茶褐色多角

形結晶ウルボスピネル、淡灰色盤状結晶ファイヤライトが晶出する。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．６③の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は６８４Ｈｖで

あった。ウルボスピネルに同定される。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）３８.０４%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.０２%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）３９.８０%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）１０.１３%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ

２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）は４１.３０%と高値であるが、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は２.０

６%とやや低めである。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は５.７９%、バナジウム（Ｖ）が０.

１０%、酸化マンガン（ＭｎＯ）は０.３６%と高めであった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

以上の鉱物・化学組成から、当資料も砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。

ＫＵＺ－１０：椀形鍛冶滓（含鉄）

（１）肉眼観察：４２Ÿとやや厚手の椀形鍛冶滓破片である、表面は全体が茶褐色の鉄銹化物で覆われて

おり、特殊金属探知機のＨ（○）で反応があり、内部には若干金属鉄が遺存する。滓の地の色調は黒灰色

である。上面は中央がややくぼむ形状で、下面は細かい木炭痕による微細な凹凸が著しい。破面には中小

の気孔が多数散在するが、全体的には非常に重量感のある滓である。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．１２上段に示す。暗色部は滓部である。滓中にごく微細な金属鉄（明白色部）
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が散在する状態であった。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ.６④～⑧に示す。④～⑥は金属鉄部の拡大で、５%ナイタルで腐食した組織

である。ともに白色多角形状のフェライト素地に、少量黒色層状のパーライトが析出する亜共析組織（＜

０.７７％Ｃ）であった。炭素含有量は０.１%以下の極低炭素鋼（軟鉄）である。

また⑦⑧は滓部である。発達した淡茶褐色多角形結晶は、ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分

とする固溶体と推定される。さらに白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファイヤライトが晶出する。

（４）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ.６⑦の淡茶褐色多角形結晶の硬度値は７２０Ｈｖであった。この値か

ら、ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体の可能性が高いと考えられる。

また⑧の白色不定形結晶は５１２Ｈｖであった。ウスタイトの文献硬度値を若干上回る値となったが、粒

内の微小晶出物（ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体）の影響を受けた可能性が高

いため、ウスタイトと推測される。

（５）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）５６.０１%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

が１.０２%と若干高めである。また酸化第１鉄（ＦｅＯ）５０.４６%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）２２.５４%の割合であ

った。造滓成分（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）１４.１６%と低く、酸化マグネシウム（Ｍｇ

Ｏ）も２.１９%とやや低めであった。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は８.３５%、バナジ

ウム（Ｖ）が０.３４%、酸化マンガン（ＭｎＯ）は０.２９%と高値傾向を示す。さらに銅（Ｃｕ）＜０.０１%と低値

であった。

砂鉄起源の脈石成分（ＴｉＯ２、Ｖ、ＭｎＯ）の含有率から、当資料も砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。

ＫＵＺ－１１：含鉄鉄滓（鍛冶系）

（１）肉眼観察：９ｇ弱とごく小型で不定形塊状の含鉄鉄滓である。全体が茶褐色の土砂に覆われる。

また特殊金属探知機のＬ（●）で反応があり、鉄主体の遺物と推定される。

（２）マクロ組織：Ｐｈｏｔｏ．１２下段に示す。表層には若干薄く鍛冶滓（写真上側暗黒色部）が固着する。

また鉄部は外周から銹化が進んでいるが、芯部にはまとまった金属鉄（明白色～灰色部）が遺存する。

（３）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．７①～⑤に示す。①は表層付着滓の拡大である。白色粒状結晶ウスタイト

（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）が凝集気味に晶出する。加熱された鉄材表層が酸化してできた、鍛冶滓の晶癖である。

また②～⑤は金属鉄部で、②③は粗大化したフェライト結晶が晶出する個所、④⑤は黒色層状のパーラ

イトの割合の高い亜共析組織の拡大である。鉄中の炭素含有量は、最大０.４%程度と推定される。

（４）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．７③のフェライト粗大粒の硬度を測定した。硬度値は１１９Ｈｖと、

フェライト結晶としてはかなり硬質であった。燐（Ｐ）など硬度を上昇させる元素を、微量固溶している

可能性が考えられる（注７）。また⑤の亜共析組織の硬度値は１３９Ｈｖであった。炭素量の増加で組織に見

合った値といえる。

（５）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）６７.４６%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

が１１.０１%と高値であった。また酸化第１鉄（ＦｅＯ）２８.３３%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）も４９.２３%と高値傾

向が著しい。金属鉄（銹化鉄部）を反映した値といえる。

また造滓成分（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）７.２０%と低値であるが、表層付着土砂

の影響を受けた値の可能性が高い。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は０.５０%、バナジ

ウム（Ｖ）０.０１%、酸化マンガン（ＭｎＯ）は０.０３%とごく微量であった。銅（Ｃｕ）も＜０.０１%と低値であ

る。さらに五酸化燐（Ｐ２Ｏ５）は０.１１%と若干高め、炭素は有機物付着で信頼度はおちるが０.１５%と低値
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であった。

以上の調査結果から、当資料は鍛冶処理途中の鉄塊系遺物と推定される。鉄素材をまとめる際に、取り

こぼした小破片の可能性が考えられる。また鉄中炭素含有量は０.１５%程度の低炭素鋼（軟鉄）であった。

ＫＵＺ－１２：流動滓

（１）肉眼観察：幅１～２⁄程の細い流動滓が複数溶着した、炉外流出滓の側面部破片である。酸化雰

囲気に曝されて表面はやや赤みを帯びるが、滓の地の色調は暗灰色である。上面は滑らかな流動状で、下

面にはごく微細な木炭痕が残存する。破面には中小の気孔が散在するが、緻密で重量感のある滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．７⑥～⑧に示す。発達した淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、非常に微

細な淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトが晶出する。砂鉄製錬滓の晶癖である。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．７⑥の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は６４７Ｈｖで、

ウルボスピネルに同定される。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）４２.７９%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.０５%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）４９.１４%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）６.５０%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）２５.０９%で、このうち酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は３.４７%とやや

高め傾向を示す。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は１５.９５%、バナジウム（Ｖ）が０.３２%、

酸化マンガン（ＭｎＯ）も０.７５%と非常に高値であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

当資料は砂鉄起源の脈石成分（ＴｉＯ２、Ｖ、ＭｎＯ）の高値傾向が著しく、砂鉄製錬滓に分類される。な

お酸化マグネシウム（ＭｇＯ）も高値傾向を示すことから、製鉄原料は火山岩（中性岩）起源の高チタン砂鉄

と推定される。

ＫＵＺ－１３：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：４０６ｇと大型で厚手の椀形鍛冶滓破片である。上面端部には、一部黒色ガラス質滓が

確認される。羽口先端溶融物の可能性が高い。滓の地の色調は暗灰色である。側面から下面は深い椀形を

呈し、表層には淡褐色の鍛冶炉床土が薄く固着する。破面には中小の気孔が点在するが、非常に緻密で重

量感のある滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．８①～③に示す。①は上面の黒色ガラス質滓部分である。また②③は滓部で、

淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体と推測される。さらに淡

灰色柱状結晶ファイヤライトも晶出する。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．８③の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は７４１Ｈｖと

硬質であった。この値から、淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固

溶体である。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）４１.２２%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）＜

０.０１%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）３１.９１%、酸化第２鉄（ ２Ｏ３）２３.４６%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）３４.６７%で、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は１.８７%と低値であった。

また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は３.７９%、バナジウム（Ｖ）が０.０９%、酸化マンガン

（ＭｎＯ）は０.２１%であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

砂鉄起源の脈石成分（ＴｉＯ２、Ｖ、ＭｎＯ）の含有率から、当資料は砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。
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ＫＵＺ－１４：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：８７７gと非常に大型で厚手の椀形鍛冶滓である。表面は茶褐色の土砂で覆われるが、

滓の地の色調は暗灰色である。上面は中央がややくぼむ形状で、１⁄大の木炭痕が点在する。下面には淡

褐色の鍛冶炉床土が薄く固着する。破面には中小の気孔が点在するが、非常に緻密で重量感のある滓であ

る。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．８④に示す。白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色盤状結晶ファイヤライトが晶

出する。さらにウスタイト粒内やその周囲の、ごく微細な淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネルとヘーシ

ナイトを主な端成分とする固溶体が認められる。これらは砂鉄系精錬鍛冶滓によくみられる晶癖である。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．８④の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は４５１Ｈｖで、ウス

タイトに同定される。

（４）ＥＰＭＡ調査：Ｐｈｏｔｏ．１４の１段目に滓部の反射電子像（ＣＯＭＰ）を示す。２８の暗色多角形結晶

の定量分析値は５９.９%ＦｅＯ－４２.０%Ａｌ２Ｏ３－５.２%ＴｉＯ２であった。ヘーシナイト（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：Ｆｅ

Ｏ・Ａｌ２Ｏ３）に同定される。また微細な淡茶褐色多角形結晶の定量分析値は、２９が７５.５%ＦｅＯ－１９.６%

ＴｉＯ２－８.３%Ａｌ２Ｏ３、３３は７４.２%ＦｅＯ－１７.２%ＴｉＯ２－６.１%Ａｌ２Ｏ３と近似する組成であった。共にマ

グネタイト（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ：ＦｅＯ･ ２Ｏ３）とウルボスピネル（Ｕｌｖｓｐｉｎｅｌ：２ＦｅＯ･ＴｉＯ２）、ヘーシナ

イト（Ｈｅｒｃｙｎｉｔｅ：ＦｅＯ･Ａｌ２Ｏ３）を端成分とする固溶体である。

また３０の白色粒状結晶の定量分析値は９８.１%FeOであった。ウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）に同定さ

れる。３１の淡灰色盤状結晶の定量分析値は６８.８%ＦｅＯ－２９.３%ＳｉＯ２であった。ファイヤライト（Ｆａｙ

ａｌｉｔｅ：２ＦｅＯ･ＳｉＯ２）に同定される。

（５）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）５４.７８%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.０８%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）５９.５６%、酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）１２.０２%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）は２３.１７%で、このうち酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は０.７９%と低

値であった。製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は２.０８%、バナジウム（Ｖ）が０.０８%、酸化マ

ンガン（ＭｎＯ）は０.１４%であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

以上の鉱物・化学組成の特徴から、当資料も砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。

ＫＵＺ－１５：流出孔滓

（１）肉眼観察：やや偏平な流出孔滓の小破片である。滓の色調は黒灰色で、上面は比較的滑らかな流

動状を呈する。下面はごく微細な凹凸が目立つ。また破面にはごく微細な気孔が点在するが、比較的緻密

な滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．８⑤～⑦に示す。⑤中央はごく微細な金属鉄粒である。５%ナイタルで腐食

したところ、過共析組織であった。周囲にはウルボスピネルが取りまき、砂鉄粒子の痕跡を留める。

また⑥⑦は滓部で、淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色針状結晶イルミナイト（Ｉｌｍｅｎｉｔｅ：

ＦｅＯ・ＴｉＯ２）、淡灰色柱状結晶ファイヤライトが晶出する。砂鉄製錬滓の晶癖である。

さらに⑥の左下には、熱影響を受けて分解・滓化の進んだ砂鉄粒子が確認される。周囲に微細なウルボ

スピネルが晶出することから、この粒子は含チタン鉄鉱（注８）と判断される。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．８⑦の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は６２８Ｈｖで

あった。ウルボスピネルに同定される。

（４）ＥＰＭＡ調査：Ｐｈｏｔｏ．１４の２段目に滓部の反射電子像（ＣＯＭＰ）を示す。白色結晶の定量分析
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値は１６が４２.８%ＦｅＯ－４.２%ＭｇＯ－５５.５%ＴｉＯ２、１９が４０.４%ＦｅＯ－２.６%ＭｇＯ－５５.６%ＴｉＯ２であ

った。イルミナイト（Ｉｌｍｅｎｉｔｅ：ＦｅＯ・ＴｉＯ２）に同定される。また１８の明白色粒の定量分析値は１３７.

３%ＦｅＯであった。金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）と同定される。

さらにもう１視野、滓部の調査を実施した。２１の暗灰色不定形結晶の定量分析値は４６.６%ＦｅＯ－２０.５%

ＭｇＯ－３４.９%ＳｉＯ２であった。鉄－苦土かんらん石類（ ）のホルトノライト（Ｈｏｒｔｏｎｏｌｉ

ｔｅ）（注９）と推定される。また２２の白色針状結晶の定量分析値は４４.１%ＦｅＯ－１.５%ＭｇＯ－５４.８%ＴｉＯ２

であった。やはり、イルミナイト（Ｉｌｍｅｎｉｔｅ：ＦｅＯ・ＴｉＯ２）に同定される。２３の淡茶褐色多角形結晶

の定量分析値は、５９.８%ＦｅＯ－３.９%Ａｌ２Ｏ３－３.６%ＭｇＯ－３７.０%ＴｉＯ２であった。ウルボスピネル（Ｕ

ｌｖｓｐｉｎｅｌ：２ＦｅＯ･ＴｉＯ２）に同定される。

（５）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）は３１.５９%と低めで、金属鉄（Ｍｅｔａｌｌｉｃ

Ｆｅ）０.１３%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）３３.９９%、酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）７.２０%の割合であった。造滓成分（Ｓｉ

Ｏ２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）４０.４８%で、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）も５.０６%と高値傾向

を示す。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は１５.７３%、バナジウム（Ｖ）が０.３３%、酸化

マンガン（ＭｎＯ）は０.８３%と高値であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

当資料は砂鉄起源の脈石成分（ＴｉＯ２、Ｖ、ＭｎＯ）の高値傾向が著しく、流動滓（ＫＵＺ－１２）と同様、

砂鉄製錬滓に分類される。なお酸化マグネシウム（ＭｇＯ）も高値傾向を示すことから、製鉄原料は火山岩

（中性岩）起源の高チタン砂鉄である。

ＫＵＺ－１６：炉壁（製錬炉）

（１）肉眼観察：熱影響を受けて内面がガラス質化した、炉壁の小破片（３０g）である。また内面表層に

は被熱砂鉄が溶着する。胎土部分は淡褐色で、細かい砂粒や籾殻が混和されている。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．９①に示す。内面のガラス質滓部分である。灰褐色粒は被熱砂鉄で、縞状

の離溶組織を持つ含チタン鉄鉱であった。

（３）化学組成分析： ２に示す。胎土部分の分析調査を実施した。強熱減量（ ）は０.６４%

と低値である。強い熱影響を受けて、結晶構造水がほとんど飛散した状態であった。また鉄分（Ｆｅ２Ｏ３）

は３.３０%とさほど高くなく、軟化性は問題なかろう。酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）は１８.４３%と通常レベ

ルで耐火性は高くは望めない。

（４）耐火度：１２９０℃であった。古代の製鉄炉の炉壁片としては、ごく一般的な範疇の耐火性といえ

る。

ＫＵＺ－１７：流動滓

（１）肉眼観察：上方から下方へ流れた後に裾部が広がる、「鳥の足状」の流動滓である。色調は黒褐

色で、表面は細い滑らかな流動状の部分と、細かい凹凸が顕著な部分とが混在する。破面には中小の不定

形の気孔が散在するが、緻密で重量感のある滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．９②に示す。発達した淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネルと、非常に微細な

淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトが晶出する。砂鉄製錬滓の晶癖である。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．９②の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は６０２Ｈｖで

あった。ウルボスピネルに同定される。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）は３９.４２%と低めであった。金属鉄（Ｍｅｔａ
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ｌｌｉｃＦｅ）は０.０６%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）４７.８５%、酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）３.１０%の割合である。造滓成分

（ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）２１.９０%で、酸化マグネシウムは（ＭｇＯ）３.１６%とやや

高めである。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は２４.１５%、バナジウム（Ｖ）が０.２５%、

酸化マンガン（ＭｎＯ）０.８４%と高値であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

以上の鉱物・化学組成の特徴から、当資料も高チタン砂鉄を原料とした製錬滓に分類される。

ＫＵＺ－１８：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：９４ｇとごく小型の椀形鍛冶滓の破片である。表面は全体が茶褐色の土砂で覆われてお

り、小さな錆膨れもみられる。滓の地の色調は暗灰色で、表面にはごく薄く木炭痕が残る。また破面には

中小の気孔が散在するが、比較的緻密な滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．９③～⑤に示す。③の小さな明白色粒は金属鉄である。５%ナイタルで腐

食したところ、ほとんど炭素を含まないフェライト単相の組織が確認された。

④⑤は滓部である。発達した淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色盤

状結晶ファイヤライトが晶出する。精錬鍛冶滓の晶癖である。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．９⑤の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は６９０Ｈｖで

あった。ウルボスピネルに同定される。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）５３.０７%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.１３%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）４４.６９%、酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）２６.０２%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）１５.８２%と低く、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）も１.４７%と少ない。

製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は７.４７%、バナジウム（Ｖ）が０.３２%、酸化マンガン（ＭｎＯ）

は０.２５%と高めであった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

砂鉄起源の脈石成分（ＴｉＯ２、Ｖ、ＭｎＯ）の含有率から、当資料は砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。

ＫＵＺ－１９：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：隣り合う側面２面が直線状に欠損した、椀形鍛冶滓の破片である。表層は薄く茶褐色

の鉄銹化物に覆われるが、地の色調は暗灰色である。上面は平坦気味で、側面から下面にかけては細かい

木炭痕が残る。また一部淡褐色の炉床土が固着する。表面や破面には細かい気孔が点在するが、比較的緻

密な滓である。

（２）顕微鏡組織：Ｐｈｏｔｏ．９⑥に示す。白色樹枝状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファイヤライト

が晶出する。さらにごく微細な淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする

固溶体が散在する。砂鉄系精錬鍛冶滓の晶癖といえる。

（３）ビッカース断面硬度：Ｐｈｏｔｏ．９⑥の白色樹枝状結晶の硬度を測定した。硬度値は４８９Ｈｖであっ

た。ウスタイトに同定される。

（４）化学組成分析： ２に示す。全鉄分（ＴｏｔａｌＦｅ）４８.０３%に対して、金属鉄（ＭｅｔａｌｌｉｃＦｅ）

０.０８%、酸化第１鉄（ＦｅＯ）４８.４３%、酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）１４.７３%の割合であった。造滓成分（ＳｉＯ２＋

Ａｌ２Ｏ３＋ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ｋ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ）は２８.５１%で、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）は２.０９%とやや低めであ

る。また製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（ＴｉＯ２）は６.０７%、バナジウム（Ｖ）が０.２０%、酸化マンガ

ン（ＭｎＯ）は０.３４%であった。銅（Ｃｕ）は＜０.０１%と低値である。

以上の鉱物・化学組成の特徴から、当資料も砂鉄系精錬鍛冶滓に分類される。
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４．まとめ

４－１．製鉄関連遺物

[野（３）遺跡からは、炉壁、製錬滓、製錬鉄塊系遺物など複数の製鉄関連遺物が出土している。調査

地区内では製鉄炉は検出されていないが、近接地域で製錬生成された鉄塊が、鍛冶原料として搬入された

可能性が高いと考えられる。こうした近接地で製鉄～鍛冶作業を行う生産体制は、青森県内の他の製鉄～

鍛冶関連遺跡でも見受けられる。（注１０）

また、分析結果の詳細は以下の通りである。

〈１〉炉壁（ＫＵＺ－１６）は、製鉄炉の炉壁破片であった。内面には熱影響を受けた含チタン鉄鉱が複

数点在しており、製鉄原料は高チタン砂鉄であった。

〈２〉分析調査を実施した鉄滓のうち、３点（ＫＵＺ－１２、１５、１７）は製錬滓に分類される。これら

の化学組成をみると、高チタン（ＴｉＯ２）、高マグネシウム（ＭｇＯ）傾向が顕著であり、火山岩起源の砂鉄

が製鉄原料である。

なお青森市内に分布する砂鉄の分析調査事例（注１１）をみても、荒川金浜地点（ＮＯＧ－１：４.５３%Ｍｇ

Ｏ、１４.９７%ＴｉＯ２）、野木遺跡（ＮＯＧ－２：５.９７%ＭｇＯ、１０.３５%ＴｉＯ２）と、同様の成分傾向がみられ

る。当遺跡の出土製錬滓も、地域に分布する火山岩（八甲田火山）起源の砂鉄を製錬した反応副生物と推

定される。

〈３〉含鉄鉄滓として分析調査を依頼された遺物のうち、２点（ＫＵＺ－３、４）は鍛冶作業前の原料

鉄（製錬鉄塊系遺物）に分類される。付着滓の鉱物組成から、どちらも高チタン砂鉄を高温製錬して造ら

れた鉄塊（鋼）である。当遺跡ではこのような製錬鉄塊系遺物が、主要な鍛冶原料であった可能性が高い。

また、これらの鉄塊には水冷組織が確認された。製鉄炉の操業後、炉内生成物を取り出す際には水中冷

却、いわゆる水鋼的工程が想定される。

４－２．鍛冶関連遺物

当遺跡からは多数の椀形鍛冶滓と、粒状滓・鍛造剥片などの鍛冶関連遺物が出土している。不純物（製

錬滓）の固着した鉄塊を鍛冶原料として、精錬鍛冶～鍛錬鍛冶作業を連続して行ったと推定される。詳細

は以下の通りである。

〈１〉再結合滓（ＫＵＺ－５）には、鍛冶関連遺物と共に、ごく微細な製錬滓の破片が多数含まれてい

る。これらは鍛冶原料鉄の付着製錬滓を、精錬鍛冶作業前に叩いて除去した屑の可能性が指摘できる。

また分析調査を実施した椀形鍛冶滓のうち、８点（ＫＵＺ－２、８、９、１０、１３、１４、１８、１９）が精

錬鍛冶滓に分類される。当遺跡では不純物の多い（製錬滓が多く付着した）鉄塊を鍛冶原料としており、

滓分を分離・除去する精錬鍛冶作業が不可欠であったと推察される。

〈２〉残る椀形鍛冶滓１点（ＫＵＺ－１）は、砂鉄起源の鉄チタン酸化物の影響がほとんどないことか

ら、鍛錬鍛冶滓に分類される。

さらに粒状滓（ＫＵＺ－６）、鍛造剥片（ＫＵＺ－７）といった、熱間での鍛打作業に伴う微細遺物群も

出土している。特に鍛造剥片は再結合滓（ＫＵＺ－５）中にも多数混在する。

これらの遺物群から、当遺跡内では熱間での鍛打加工まで行われていたと判断される。

（注）

（１）黒田吉益・諏訪兼位『偏光顕微鏡と造岩鉱物［第２版］』共立出版株式会社 １９８３

第５章　鉱物各論　Ｄ．尖晶石類・スピネル類（ＳｐｉｎｅｌＧｒｏｕｐ）の記載に加筆

尖晶石類の化学組成の一般式はＸＹ２Ｏ４と表記できる。Ｘは２価の金属イオン、Ｙは３価の金属イオンである。その組み合わせでいろいろの
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種類のものがある。（略）またこれらを端成分とした固溶体をつくる。

（２）Ｊ.Ｂ.ＭａｃｃｈｅｓｎｅｙａｎｄＡ. Ｍｕｒａｕ：ＡｍｅｒｉｃａｎＭｉｎｅｒａｌｏｇｉｓｔ,４６（１９６１），５７２

〔イルミナイト（Ｉｌｍｅｎｉｔｅ：ＦｅＯ･ＴｉＯ２）、シュードブルーカイト（Ｐｓｅｕｄｏｂｒｏｏｋｉｔｅ：Ｆｅ２Ｏ３･ＴｉＯ２）、ルチル（Ｒｕｔｉｌｅ：ＴｉＯ２）の晶出は

Ｆｅ－ＴｉＯ２二元平衡状態図から高温化操業が推定される。〕

（３）新井宏「古代日本に間接製錬法があったか」『ふぇらむ』Ｖｏｌ.５（２０００）Ｎｏ.１０

５鉄滓・銑・ 間のＰ分配理論

製錬工程で鉄滓と溶銑の間にＰがどのように分配されるか、Ｔｕｒｋｄｏｇａｎの方法を用いて熱力学的に検討した結果、Ｐの配分には温度の影響

が極めて大きく、１２５０℃以下では鉄滓に、１３００℃以上では溶銑に配分されることを明らかにした。

さらに生成鉄が製鉄炉内で溶融状態の銑鉄であったか、固相のγ（オーステナイト）鉄であったかでＰの固溶状態は異なり、γ鉄では銑鉄に比

べ１／３程度しかＰを固溶しないことを指摘している。

（４）鍛造剥片とは鉄素材を大気中で加熱、鍛打したとき、表面酸化膜が剥離、飛散したものを指す。俗に鉄肌（金肌）やスケールとも呼ばれ

る。鍛冶工程の進行により、色調は黒褐色から青味を帯びた銀色（光沢を発する）へと変化する。粒状滓の後続派生物で、鍛打作業の実証と、鍛

冶の段階を押える上で重要な遺物となる。（注１２）

鍛造剥片の酸化膜相は、外層は微厚のヘマタイト（Ｈｅｍａｔｉｔｅ：Ｆｅ２Ｏ３）、中間層マグネタイト（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ：Ｆｅ３Ｏ４）、大部分は内層ウス

タイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）の３層から構成される。このうちのヘマタイト相は１４５０℃を越えると存在しなく、ヴスタイト相は５７０℃以上で生成

されるのはＦｅ－Ｏ系平衡状態図から説明される。

鍛造剥片を王水（塩酸３：硝酸１）で腐食すると、外層ヘマタイト（Ｈｅｍａｔｉｔｅ：Ｆｅ２Ｏ３）は腐食しても侵されず、中間層マグネタイト

（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ：Ｆｅ３Ｏ４）は黄変する。内層のウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）は黒変する。鍛打作業前半段階では内層ウスタイト（Ｗｕｓｔｉｔｅ：ＦｅＯ）

が粒状化を呈し、鍛打仕上げ時になると非晶質化する。（注１３）鍛打作業工程のどの段階が行われていたか推定する手がかりともなる。（注１４）

（５）粒状滓は鍛冶作業において凹凸を持つ鉄素材が鍛冶炉の中で赤熱状態に加熱されて、突起部が溶け落ちて酸化され、表面張力の関係か

ら球状化したり、赤熱鉄塊に酸化防止を目的に塗布された粘土汁が酸化膜と反応して、これが鍛打の折に飛散して球状化した微細な遺物である。

（６）日刊工業新聞社『焼結鉱組織写真および識別法』１９６８

ウスタイトは４５０～５００Ｈｖ、マグネタイトは５００～６００Ｈｖ、ファイヤライトは６００～７００Ｈｖの範囲が提示されている。またウルボスピネ

ルの硬度値範囲の明記はないが、マグネタイトにチタン（Ｔｉ）を固溶するので、６００Ｈｖ以上であればウルボスピネルと同定している。それに

アルミナ（Ａｌ）が加わり、ウルボスピネルとヘーシナイトを端成分とする固溶体となると更に硬度値は上昇する。このため７００Ｈｖを超える値

では、ウルボスピネルとヘーシナイトの固溶体の可能性が考えられる。

（７）門間改三『鉄鋼材料学』実教出版株式会社 １９７２

…（鋼中の）Ｐ含有量が増すにつれて、強さ・かたさはしだいに上昇しているが、それに伴う伸びの減少が著しいうえ、衝撃値の低下が激しい。

（中略）またＰの衝撃値に及ぼす影響はC％の高い鋼の方が著しい…。

（８）木下亀城・小川留太郎『岩石鉱物』保育社 １９９５

チタン鉄鉱は赤鉄鉱とあらゆる割合に混じりあった固溶体をつくる。（中略）チタン鉄鉱と赤鉄鉱の固溶体には、チタン鉄鉱あるいは赤鉄鉱の

結晶をなし、全体が完全に均質なものと、チタン鉄鉱と赤鉄鉱が平行にならんで規則正しい縞状構造を示すものとがある。

チタン鉄鉱は磁鉄鉱とも固溶体をつくり、これにも均質なものと、縞状のものとがある。（中略）このようなチタン鉄鉱と赤鉄鉱、または磁鉄

鉱との固溶体を含チタン鉄鉱Ｔｉｔａｎｉｆｅｒｏｕｓｉｒｏｎｏｒｅという。

（９）前掲注（１）

第４章　主要な造含鉱物　４．７かんらん石類（ＯｌｉｖｉｎｅＧｒｏｕｐ）

かんらん石類はＸ２ＳｉＯ４で表される。ＸにはＭｇ，Ｆｅ２＋，Ｍｎ２＋，Ｃａなどがはいる。このＸの位置は２価のイオンだけで占められ、ＡｌやＦ

ｅ３＋のような３価の金属イオンはほとんど存在しない。Ｓｉの位置をＡｌが置換することもない。代表的なかんらん石としては、Ｍｇ２ＳｉＯ４（苦

土かんらん石），Ｆｅ２ＳｉＯ４（鉄かんらん石），Ｍｎ２ＳｉＯ４（テフロかんらん石），ＣａＭｇＳｉＯ４（モンチセリかんらん石）などがある。

苦土かんらん石（Ｍｇ２ＳｉＯ４）と鉄かんらん石（Ｆｅ２ＳｉＯ４）はかんらん石類で最も代表的なものであり、両者を端成分として、その間に固溶

体を作る。

（１０）最近の青森県下の製鉄～鍛冶関連遺跡の調査事例としては、以下の報告書が挙げられる。

①『新町野・野木遺跡　発掘調査報告書Ⅱ』青森市教育委員会 ２０００

②『八重菊（１）遺跡Ⅰ・Ⅱ』青森県森田村教育委員会 ２００１・２００２

（１１）前掲注（１１）①

大澤正己・鈴木瑞穂「野木遺跡出土鉄関連遺物の金属学的調査」『新町野・野木遺跡　発掘調査報告書Ⅱ』青森市教育委員会 ２０００

（１２）①大澤正己「奈良尾遺跡出土鍛冶関連遺物の金属学的調査」『奈良尾遺跡』（今宿バイパス関連埋蔵文化財調査報告第１３集）福岡県教育委

員会１９９１
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②大澤正己「重留遺跡鍛冶工房跡出土鉄関連遺物の金属学的調査」『重留遺跡第４地点』～若園線住宅移転用地整備事業関係埋蔵文化財

調査報告４～（北九州市埋蔵文化財報告書第３０３集）（財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室２００２.３

（１３）森岡ら「鉄鋼腐食化学」『鉄鋼工学講座』１１ 朝倉書店 １９７５

（１４）大澤正己「房総風土記の丘実験試料と発掘試料」『千葉県立房総風土記の丘 年報１５』（平成３年度）千葉県房総風土記の丘 １９９２
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パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

葛野（３）遺跡は、八甲田山北西麓の火砕流堆積物によって構成される舌状の丘陵地上に位置す

る。本遺跡では発掘調査により縄文時代から近代までの遺構が検出されている。

今回の分析調査では、このうち中世と考えられる木炭窯から出土した炭化材の放射性炭素年代

測定を行い、年代に関する資料を得る。また、木炭窯の炭化材および鍛冶炉出土の鉄滓付着炭化

材の樹種同定を行い、木材利用に関する資料を得る。

なお、炭化材はいずれも小片であることから、放射性炭素年代測定は少量でも測定可能な加速

器重量分析法（ＡＭＳ法）で行う。

１．試料

試料は、木炭窯（ＳＮ－０９）の１５層から出土した炭化材３点（炭１～３）と、鍛冶炉（ＳＳ－０１）

から出土した鉄滓に付着していた炭化材３点（Ｈ－１０，１１，鍛冶炉Ⅲ）である。このうち、放射

性炭素年代測定は、ＳＮ－０１の炭１を用いる。樹種同定は６点全点を対象とする。

２．方法

（１）放射性炭素年代測定

測定は、加速器質量分析法（ＡＭＳ法）で行い、放射性炭素の半減期はＬＩＢＢＹの５５６８年を用

いる。なお、測定は、株式会社加速器分析研究所が行った。

（２）樹種同定

小口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の３断面の割断面を作製し、実体顕微鏡およ

び走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

３．結果

放射性炭素年代測定および樹種同定結果を表１に示す。ＳＮ－０９炭１の放射性炭素年代測定結

果は、８０±３０ＢＰで、同位体効果による年代誤差を補正した値（補正年代）は、１００±３０ＢＰで

あった。一方、炭化材の樹種は、ＳＳ－０１Ｈ－１０が道管の分布状況から散孔材の道管配列を有す

る広葉樹であることは判別できたものの、小片で保存状態が悪いために樹種の同定には至らなか

った。その他の資料は、全て広葉樹で、３種類（クリ・カツラ・トネリコ属）に同定された。各種

類の主な解剖学的特徴を以下に記す。

・クリ（ＣａｓｔａｎｅａｃｒｅｎａｔａＳｉｅｂ.ｅｔＺｕｃｃ.） ブナ科クリ属

環孔材で、孔圏部は１～４列、孔圏外で急激～やや緩やかに管径を減じたのち、漸減しながら

火炎状に配列する。道管は短穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、１～

１５細胞高。

・カツラ（ＣｅｒｃｉｄｉｐｈｙｌｌｕｍｊａｐｏｎｉｃｕｍＳｉｅｂ.ｅｔＺｕｃｃａ） カツラ科

試料は小片でもろく、電子顕微鏡による観察はできなかった。散孔材で、管孔はほぼ単独で散

在し、晩材部へ向かって、管径を漸減させる。道管の分布密度は高い。道管は階段穿孔を有する。
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放射組織は異性Ⅱ型、１～２細胞幅、１～３０細胞高。

・トネリコ属（Ｆｒａｘｉｎｕｓ） モクセイ科

環孔材で、孔圏部は２～３列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、漸減する。道管壁は厚く、

横断面では円形～楕円形、単独または２個が複合、複合部はさらに厚くなる。道管は単穿孔を有

し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、１～３細胞幅、１～４０細胞高。

４．考察

（１）木炭窯の年代

木炭窯（ＳＮ－０９は）、谷の北斜面に構築された平面楕円形の地下式木炭窯で、斜面上位側に

煙出穴があり、下位側には盛土で前庭部が構築されている。炭化材は、窯内の床面上から出土し

ている。遺構の形態が北陸地方で検出例のある中世の地下式木炭窯と類似することから、本窯跡

についても中世の可能性が考えられている。

炭化材の放射性炭素年代測定結果は、８０ＢＰ（補正年代１００ＢＰ）であった。また、補正年代を

Ｓｔｕｉｖｅｒｅｔａｌ.（１９９８）の較正曲線を用いて暦年較正を行った結果は、中央値がＡＤ１７１０,１７

２０,１８２５,１８８５,１９１０,１９５０に交点が認められ、誤差範囲を含めると、ＡＤ１６９０～１９５０の範囲と

なる。この結果から、炭１の年代としては近世～現代までの期間が推定される。したがって、遺

構の年代として推定されている中世よりも新しい時期に構築・使用された可能性がある。

今後、木炭窯内の他の木炭についても放射性炭素年代測定を行い、複数の年代値を得ることで

さらに詳細な年代を検証したい。

（２）木炭窯・鍛冶炉の木材利用

木炭窯から出土した炭化材は、出土位置等を考慮すれば、製炭された木炭の一部などの可能性

がある。木炭窯の炭化材は、トネリコ属とクリであった。この結果から、少なくともクリとトネ

リコ属の２種類の木炭が製炭されていた可能性がある。トネリコ属は、重硬で強度の高い材質を

有し、木炭も比較的硬い。一方、クリも重硬で強度が高いが、製炭するとガサガサした柔らかい

炭になる（岸本・杉浦，１９８０）。したがって、木炭窯では異なる材質の炭を製炭していたことが推

定される。

一方、鍛冶炉の炭化材は、鉄滓に付着していたこと等から、鍛冶燃料材の一部に由来する可能

性があり、種類不明の散孔材を除くと、カツラとクリの２種類が確認された。この結果から、少

なくとも２種類の木材が燃料材として利用されていたことが推定される。



１７８４年に下原重仲によって著われた鉄山必要記事（鉄山秘書；館、２００１）によれば、鑪用の大

炭には松・栗・槙が極上で、深山ではブナもよく、杉がこれに次ぐとされる。また、桧はあまり

多く使わないのでよう分からないが、杉よりは良いともいわれ、橿は焼き方が良ければ、槙と変

わらないとされる。大炭の悪い種類としては、しで・こぶし・桜で、非常に悪いのは椎・梯・さ

るすべり等が挙げられている。一方、鍛冶用の小炭には、椎・梯・槙・樫が悪く、その他は雑木

でも悪いといって嫌う木はないが、とくに松・栗・杉が極上とされる。槙は、楢類（コナラ節・

クヌギ節）であり、梯は栃（トチノキ）と考えられている。

今回の結果では、クリが出土している点で、鉄山必要記事の記述とも一致する。鍛冶用の小炭

として極上とされるマツ・クリは、軽軟な木炭であり、燃えやすく高い火力を得るには適してい

る。このことから鍛冶用の燃料材として軽軟な木炭になる種類が利用された可能性がある。

嶋倉（１９８３）は、マツやスギの軟炭は火着きがよく盛んに燃え、鞴を用いると高熱が得られる

ので、鍛冶にはよいが、すぐ燃えてしまうので、鉄を溶かす場合は火着きのよい火力の強いもの

と、長持ちのする硬炭とをまぜた方が効果的ではないかと指摘している。しかし、このような木

材利用が行われていたかについては資料が少なく、不明である。

今後、さらに鉄生産の各過程の燃料材を調査し、木材利用の違い等についても検討したい。
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ま　と　め

本遺跡の発掘調査は八甲田霊園第２期造成工事に先立ち、平成１３～１６年の４カ年で約５０,０００

㎡を対象に実施した。当初、対象面積は約８０,０００㎡であったが、事前に実施した平成１２・１３年

度の試掘調査により、調査範囲を絞り込んで実施した。

調査の結果、竪穴住居跡２４軒、竪穴遺構５基、掘立柱建物跡１棟、土坑１５７基、溝跡７基、埋

設土器遺構２基、焼土遺構８基、円形周溝１基、木炭窯跡１基、鍛冶炉１基、ピット５４基を検出

したほか、縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、石器、土製品、鉄関連遺物がダンボール箱換

算で３０箱出土し、縄文時代中期後葉～後期前葉、縄文時代晩期後葉、平安時代を主体に、縄文時

代前期～近代に帰属する。各区毎にみると、遺構はＡ区においては標高８０～１００ｍの尾根上地形、

Ｂ区においては標高７５～７７ｍの小丘上の地形を中心に放射状に、Ｃ区においては緩傾斜の平坦

面、Ｄ区においては緩傾斜の平坦面に分布している。遺跡内における遺構の時期ごとの分布をみ

ると、縄文時代中期後葉～後期前葉の遺構は主にＡ・Ｄ区、縄文時代晩期～弥生時代前期の遺構

は、主にＡ・Ｂ区に広がっており、平安時代の遺構は、主にＢ・Ｃ・Ｄ区に広がっている。

竪穴住居跡は、縄文時代に帰属するもの７軒、平安時代に帰属するもの１５軒である。縄文時

代に帰属するものは縄文時代中期後葉～後期前葉のものと、縄文時代晩期後葉～弥生時代前期前

葉のものがある。中期のものは、ＳＩ－０１・１７・１８のような比較的小規模の住居と、ＳＩ－０２・

０３のようにやや大型で、炉跡が複数基設置される集会所や共同住居状を呈するものが認められる。

出土遺物からみるとおおよそであるが大型のものから、小型のものへの時期の推移が考えられる。

縄文時代晩期後葉～弥生時代晩期の住居跡は、撹乱や削平により全容が不明なものもあるが、円

形を呈する。壁溝がめぐり、炉はＳＩ－０４が石囲炉、ＳＩ－０５が地床炉である。平安時代の竪穴

住居跡は、拡張されているものがいくつか認められるが、住居同士の重複は少なく、土坑・溝跡

等との重複が認められる。またＳＩ－１６・ＳＩ－２７のように住居廃絶後に鉄滓の排滓場として使

用されている例もある。カマド設置壁は、遺跡全体で東壁４軒、南壁９軒、西壁１軒、北壁に地

下式と西壁に半地下式を１基づつ設置するもの１軒で、南壁に設置するものが多いという結果で

あった。カマド構造は、地下式が少なく、半地下式が多い。帰属時期については出土土器・降下

火山灰等から、９世紀後葉～１０世紀前葉と考えられる。

竪穴遺構は５軒検出した。出土遺物がほとんどないため、時期は不明である。

掘立柱建物跡はＢ区より１棟検出した。桁行１間×梁行２間である。遺物は出土していないた

め、帰属時期は不明であるが、平安時代の可能性も考えられる。

土坑は１５７基のうち、縄文時代前期・中期のフラスコ状土坑、縄文時代晩期～弥生時代の土坑、

平安時代と考えられる焼成土坑が大半を占めている。それぞれの分布範囲については縄文時代前

期・中期のフラスコ状土坑はＢ区の小丘状の頂部付近、縄文時代晩期後葉～弥生時代前期の土坑

はＡ区北東側を中心に、平安時代の焼成土坑は遺跡全体に散在している。Ｂ区の小丘状の頂部か

ら垂飾品を出土した土坑墓と考えられる遺構を検出した。

溝跡はＢ・Ｃ・Ｄ区より７基検出した。南北方向へ軸をもつもの３基、東西方向へ軸をもつも

の４基である。遺物は出土していないため、詳細な時期は不明であるが、基本層序第Ⅱ層下から

掘りこまれていることから、平安時代と考えられる。

埋設土器遺構はＡ・Ｂ区より１基づつ検出した。両者ともに第Ⅳ群ｂ類土器の胴部～底部が正
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位に埋設されており、出土土器から縄文時代晩期後葉～弥生時代前期前葉と考えられる。

焼土遺構は、Ａ区南端を中心に８基検出した。不整形を呈する焼土であるが、被熱部分は厚く

なく、削平された可能性も否定できないが、短期間の使用であったと考えられる。遺物は出土し

なかったため、帰属時期は不明である。

円形周溝はＢ区北端より１基検出した。本来、存在するといわれる墳丘や、主体部は削平のた

め確認できなかったが、北側にはなだらかな傾斜を持つ未調査部分が広がっており、未だ多くが

眠っている可能性も考えられる。また、平成１０年度に当委員会による調査で発見された新町野遺

跡の円形周溝との関連も考えられる。

木炭窯はＤ区斜面で１基検出した。遺物は出土しなかったが、出土炭化物の自然科学分析結果

から近代と考えられる。第Ⅱ章で挙げた『荒川村沿革史』によると、本遺跡近隣では炭焼きが盛ん

であったという記事があり、その記事との関連が伺える。

出土遺物は前述のように、縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、石器、土製品、鉄関連遺物

で、その主体は縄文中期後葉、晩期後葉～弥生時代前期、平安時代である。縄文時代のものは、

量的に少ないものもあるが、前期～晩期にかけて各時期の土器が出土した。特に晩期後葉～弥生

前期の資料は、市内でも例の少ない資料で、器種は深鉢・台付鉢・浅鉢・台付浅鉢・壺・甕があ

る。土師器は坏・甕・鍋、須恵器は坏・甕・壺がある。全体の傾向としては土師器に比べて、須

恵器が少なく、須恵器の多くは小片であった。前述のとおり、概ね９世紀後葉～１０世紀前葉の年

代が考えられる。

最後になりましたが、本遺跡の発掘調査及び整理作業、報告書刊行にあたり、原因者でありま

す青森市市民生活課をはじめ、関係各位・各機関に対し厚くお礼申し上げます。

本遺跡の調査員として、平成１３年度の調査開始から報告書作成までご指導いただきました

工藤一彌先生がご逝去されました。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

（担当者一同）
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４０５

写真図版



４０６

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４０７

写真図版



４０８

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４０９

写真図版



４１０

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４１１

写真図版



４１２

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４１３

写真図版



４１４

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４１５

写真図版



４１６

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４１７

写真図版



４１８

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４１９

写真図版



４２０

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４２１

写真図版



４２２

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４２３

写真図版



４２４

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４２５

写真図版



４２６

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４２７

写真図版



４２８

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４２９

写真図版



４３０

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４３１

写真図版



４３２

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４３３

写真図版



４３４

[野（３）遺跡　発掘調査報告書



４３５

写真図版










