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県中央部に位置する関市は、古くから交通の要所として栄えてきました。古

代には関所が設けられたと伝えられ、市名の由来にもなりました。その歴史は

旧石器時代までさかのぼり、市内には130か所近い遺跡が残っています。近年、

東海北陸自動車道の開通により、大規模な開発も相次いで計画され、今後の一

層の発展が期待されています｡今回の発掘調査も､岐阜県土地開発公社による、

関テクノハイランド開発事業に伴うものです。

桜ノ木洞遺跡が位置する下有知地区は、古代の有知郷に比定され、重竹遺跡

など多くの遺跡が知られています。開発予定地内の多くは、今まで考古学的な

調査の空白地帯でしたが、今回の事業に伴い、本遺跡の他にも砂行遺跡、南青

柳遺跡、深橋前遺跡などの発掘調査を行い、当地の歴史解明に大きな役割を果

たすことと思います。

本遺跡は、昭和63年に関市教育委員会により発掘調査が行われ、5世紀から

9世紀初頭の竪穴住居跡94軒の他、10世紀前半の竪穴住居跡3軒、溝1条など

が発見されています。今回の調査で確認された20軒の竪穴住居跡も、これらと

同じ集落を構成するもので、中濃地区のこの時代を代表する集落の一端を明ら

かにすることができました。また「大工｣の墨書の記された須恵器や、「美濃」

刻印須恵器、県内で3例目となる腰帯具なども出土しており、本遺跡が当時の

官簡とも関係のあった遺跡であることを示す遺物として注目されます。

最後になりましたが、発掘・整理作業に参加された方々を始めとして、多大

な御指導と御協力をいただいた関係諸機関、並びに関係者各位に厚く御礼申し

あげるとともに、本報告書が当地の歴史研究と文化財保護思想普及の一助とな

ることを祈念します。

平成12年3月

(財)岐阜県文化財保護センター

理 事 長 村 木 光 男
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本書は関市下有知字桧ノ木洞・小和田・下虹期|洞に所在する燈ノ木洞遺跡(岐阜県遺跡番号212

05-07256)の発掘調査報告書である。

本調査は「関テクノハイランド開発事業」に伴うもので、岐阜県土地開発公社から岐阜県教育委

員会が委託を受けた。発掘調査は財団法人岐阜県文化財保護センターが実施した。

発掘調査は、平成8．10年度に実施し、八賀晋三重大学名誉教授の指導のもと、平成8年度は市

原輝明・岡田吉孝・堀正人・成瀬正勝・村瀬泰啓・長谷川幸志が、平成1()年度は堀が担当した。

整理作業は平成9．11年度に実施し、平成9年度は富田雅之・堀が、平成11年度は堀が担当し、

市原・岡田・成瀬・村瀬・長谷川がこれを援助した。

本書の執筆は、以下のように行った。また編集は堀が行った。

第1～7．9章堀正人

第8章第1節植田弥生

第8章第2節藤根久・LomtatizeZauri

遺物の写真撮影は、フォトスタジオサトウに委託して行った。

地形測量および航空測量は、国際航業株式会社に委託して行った。

自然科学分析は株式会社パレオ・ラボに委託して行った。

発掘調査および報告書作成にあたっては次の方々や諸機関から御助言・御指導・御協力をいただ

いた。記して感謝の意を表する次第である。（五十音順・敬称略）

井戸幸一恵良宏坂井秀弥佐藤信篠原英政田中弘志西村勝広早川万年藤村俊

渡辺博人関市教育委員会

本文中の方位は、国土座標第Ⅶ系の座標北を示している。

土層および土器類の色調は、小山正忠・竹原秀雄1996『新版標準土色帖』日本色研事業株式

会社に従った。

遺構・出土遺物の実測図の縮尺は、図中にスケールで示したが、原則として土器は1/3，1/2のい

ずれか、木器は1/3，1/4，1/6のいずれか、金属器・石器は1/2、出土銭貨の拓本は4/5で作成し

た。

本文中で用いた遺構の略号は以下の通りである。

柱列 ……………SA井戸状土坑……SE性格不明遺構……sx

住居……………SB土坑……………SK畦畔………………K

溝状遺構… … … S D 水 田 … … ………ST柱穴・小穴………Pit

遺構番号は、原則として発掘調査時の番号を用いている。

調査記録および出土品は、財団法人岐阜県文化財保護センターが保管している。
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第4章平成8年度調査遺構

第1節平成8年度調査遺構概要

平成8年度の調査で検出した遺構面は、A・C区では3面、D区では2面である。本報告書では、

上から第1次遺構面、第2次遺構面、第3次遺構面と呼称する。ただし、C区の一部を除いて、第2

次遺構面と第3次遺構面は層位的に区別することが困難であったため、遺構の切り合い関係や出土遺

物を考慮して時期判定を行った。そのため、一部に帰属の不明確な遺構も存在する。また、遺構の略

号については例言に記した通りであるが、遺構番号については調査時における検出順に付けているた

め、必ずしも時期や地区ごとに順序だてられているとは限らない。

各区で検出した主な遺構を見ると、まずA区では、第1次遺構面から近世水田遺構5枚、中世後半

の水田遺構59枚、大溝1条などを、第2次遺構面から水田造成時に作られたと推測される暗渠状遺構

2条と中世中頃の水田遺構1枚などを、第3次遺構面から自然流路を含めて溝14条と土坑20基、ピッ

ト9基などを検出した。第3次遺構面から検出した溝は、東から西へ流れる一群と南から北西へ流れ

る一群に分けられるが、後者の埋土により多くの遺物が包含される傾向が強い。さらに最も北に位置

するSD55からは、弥生時代から古墳時代頃の梯子が出土した。これは溝にかける橋として転用され

たものが中途で折れた状態で検出したもので、このような状態で出土したのは県内で初めてである。

C区では、第1次遺構面から中世後半の水田遺構Mi枚、潅概用と推測される溝4条に加え、水田へ

の導排水のための溝3条と井戸状の土坑1基、土坑37基、ピット24基などを検出した。潅概用の溝は

いずれも畦畔に沿って東から西へ流れるが、その内の3条は、第3次遺構面から検出された古代の溝

を使用したものである｡第2次遺構面から中世前半の水田遺構11枚と潅概用の溝l状の他､土坑1基、

ピット2基などを、第3次遺構面から古代の溝11条と古墳時代初頭の溝2条などを検出したが、古墳

時代初頭の溝については古代の溝に寸断され、詳細はつかみ得なかった。

D区では、第2次遺構面は確認できなかったが、第1次遺構面から中世後半の水田遺構10枚、自然

流路2条を含めて潅概や水田への導排水のためと考えられる溝6条などを検出した。ST87と89およ

(/ST85と89の間の畦畔は人頭大の石を積み上げて補強されており、当時の水田造成の在り方を考え

る上で非常に興味深い遺構である。また第3次遺構面からは、古代および中世前半の溝11条、土坑16

基、ピット4基などを検出した。なお、各遺構面の時期設定は以下の通りである。

第1次遺構面(I期）……中世後半～近世

第2次遺構面(II期）……中世前半

第3次遺構面(Ill期）……古墳時代初頭～古代
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第2節水田遺構

平成8年度調査で確認した水田遺構は116枚で、その内訳は第14～16表に示した通りである。116枚

のうち、便宜上第1次遺構面から検出した水田遺構を「上層水田｣､第2次遺構面から検出した水田遺

構を「下層水田」に分類した。前者は調査区のほぼ全面から検出し、総数は104枚を数えるが、その

うちの5枚は近世に帰属すると考えられる。後者は12枚を数えるが、C区とA区の一部から検出し、

D区では確認できなかった。全周を確認できた遺構は上層水田42枚、下層水田4枚で、全体の39.7％

である。これらの水田ついて､面積ごとの枚数と長軸と短軸の関係をグラフ化したのが第12図である。

面積で見ると、最も大きいものが74.Ant(C区ST24)で、最も小さいものが2.8irf(A区ST66)

である。これらの水田は、面積70rrf前後の大型の水田、40m'前後の中型の水田、30m'以下の小型の水

田の3つのグループ．に分けることができそうであるが、多くを占めるのは10m'以下の水田で、総数LT)

枚を数え、全周を確認できた水田の60%近くを占める。面積の大きな水田は自ずと調査区の外に広が

る可能性が高いため、実際の数はもっと多いと考えられるが、やはり本遺跡では面積30m'以下の水田

が主体を占めると見られる。これはこの地が低湿で、緩やかではあるが斜面に立地するため、地形に

沿う形で水田を小さく区画せざるを得なかったからと思われる。また水田の平面形は不定形のものが

ほとんどで、長軸と短軸の比率もほぼ同じ水田から、6:1前後の水田まで様々である。これも地形

上の制約によるためと考えられる。その一方で、各調査区によっては水田の築き方に若干の相違点も

看取される。以下に各調査区ごとに説明を加えたい。
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A区上層水田A区からは上層水田59枚と下層水田1枚を検出した（第6．7図)｡A区では調査区の

西寄りの所をSD13が南北に流れており、SD13の東と西では水田の様相がやや異なる。SD13の束

では、等高線に沿うような形で、6～10m間隔に大畦畔が6本築かれ、その空間を3～4段に小畦畔

で区切り、東から西へ緩やかに下がっていく階段状に水田が造られている｡かって湿田であったため、

中世の耕作土と現代水田のシキ土が混じり合った場所も多く、必ずしも遺構の遺存状態は良好ではな

かった。全周を畦畔で囲まれた完全な形で検出できた遺構は25面である。斜面という地形上の制約の

ためか、第12図に見るように、検出した面積で最も大きいものは42.6m'(ST50)であるが、面積10m'

前後の小規模な水田がほとんどで、水田の平面形も様々である。水田面の絶対高が最も高いのは調査

区の東端に位置するST100の71.460mで、最も低いのがSD13の西南に隣接するST36の70.320m

で、比高差は約1.1mである。畦畔は全て三叉路状に枝分かれし、基本的に盛り土によって造られて

いる。大畦畔は幅1.5～2.0mで、水田面からの比高は25～35cmである。小畦畔は幅30～50cmで、水田

面からの比高は15～25craである。大畦畔と現代水田の畦畔はほぼ同じ位置関係にあり、大畦畔を改修

することで現代水田を造成したと推測される。その際に中世水田面を削平して平坦面を作り出してい

るため、大畦畔の東側では耕作土は厚く堆積し、西側では耕作土の堆積は浅い。さらにほとんどの大

畦畔の下段側には溝状に暗渠が掘削されており、湿田ゆえの水対策の苦労がうかがわれる。SD13の

西では上層水田4枚を検出したが、調査区の形状が三角形である上に調査面積も狭いため、規模を明

らかにできた水田は無かった。しかし全面が洪水による堆積と思われる明黄褐色砂喫土に覆われてお

り、水田の遣存状態は良好であった。水田の配置を見ると、まずSD13の西岸に沿ってST104が位

置し、それに直交する形でST103からST101の3枚が北東から南西へ階段状に造られている。ST

101の西にはさらに連続して水田が造られていたと推測される。水田面の比高差は、ST103とST102

の間で､は6cmであるが、ST102とST101で､は37cmと大きな段差がついている。またST102とST

101の間のK101-102は青灰色砂質土の地山を削りだして造られており、ST101の耕作土も青灰色の

地山に近い土で、しまりも非常に良い。面積や平面形については不明であるが、束地区に比べると畦

畔も直線的で平面形も方形に近く、比較的整った形に造られているとの印象を受ける。なお、A区上

層水田における、東地区と西地区との違いは以下の点に要約できるであろう。

①束地区では、水田が東から西へと階段状に造られているのに対し、西地区では北東から南西へ

と階段状に造られる。

②東地区では、大畦畔をつくることで水田面の比高差を調整するが、西地区では地山を削り出す

ことで、大畦畔に代わる、小規模だが強固な畦畔を造成している。

③西地区は調査面積が狭いため、断定はできないが、東地区に比べて畦畔も直線的で、水田の平

面形などにもある種の規則性のようなものがうかがわれる。

A区下層水田下層水田(ST113)は、調査区の南西角の12M・Nグリッドから検出した。検出で

きた範囲で､長軸7.8m・短軸4.lm-面積は29.1m"を計り、A区の水山の中て､も大きい部類に入る。後

述するc区の下層水田が比較的小規模であることと比べると、非常に対照的である。畦畔は青灰色の

地山を削り出して造られており、構造的にはA区上層水田と大差は無いが､上層水田であるST47.

48はST113を分割する形で作られている。C区下層水田の多くが、結合して上層水田に造り変えら

れていることを考えると、やはり対照的な性格がうかがわれる。
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C区上層水田C区からは、30枚の上層水田と11枚の下層水田を検出した（第9・10図)｡前述のとお

り、C区は南へと緩やかに傾斜していく地形で、A区のような大畦畔は見られなかった。水田を画す

る畦畔は、等高線に沿って削り出すか、土を盛り上げて構築され、その結合部はA区と同様にすべて

三叉路状である。全周を畦畔で囲まれた完全な形で検出できたものは、30面中16面である。面積74.4m'

の大型の水田(ST24)や、40m'前後の中型の水田(ST5-20)も見られるが、圧倒的に多数を占

めるのは、面積10m'前後の小型の水田であるのはA区と同様である。

上層水田30枚は、その造成の過程によって、以下の3種類に分類できる。

A:下層の溝を埋めて造成する。

B:下層水田を拡大、結合させて造成する。

C:上記AB以外の空間に、新たに造成する。

さらに、A類は埋められた溝によって4種類に細分が可能である。A類の水田の中で、SD1とS

D15を埋めて造ったA-,.A-2類は、面積も5～10m'と小規模で、畦畔が不明瞭な部分も所々に見ら
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災mh陶

第13図C区上層水田出土遺物（破片数）統計グラフ

第2表C区上層水田分類表

器

分 類 水田番号

A－， SDI5を埋めて造成 ST8、ST10、ST11、ST25、ST26、ST29、sno

A－2 SD1を埋めて造成 ST18、ST27、ST28

A－3 SD28を埋めて造成 ST4、ST5

A－』， SD1とSD9を埋めて造った中洲に造成 ST9

B 下層水田を拡大、結合させて造成 ST6、ST12、ST13、ST14、ST15、ST22、ST24

C 新たに造成 ST1、ST2、ST3、ST7、ST16、ST17、ST19、ST20、ST21、ST23
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れ、耕作土も砂質のものが多い。これも溝を埋めた跡地に造成したため、地盤が低湿で不安定であっ

たためと推測される。その一方で、SD28の上に造られたST4やST5のように、検出面積で40m'

を越すものも見られる。A-4類に分類したST9(第14図）は、長軸7.5m、短軸4.0m、面積22.9m'

を計る中型の水田であるが、SD1とSD9を埋めた中洲状の空間に造られたきわめて不安定な立地

A
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第14図ST9実測図
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1．黒褐色粘質土（部分的に黄褐色砂質上を含み、よくしまる）6．オリーブ黒色シルト（4に似るが、黄褐色砂質'三をより多く含む）
2．褐灰色粘質士（径20皿前後の小磯を含み、よくしまる）7．オリーブ黒色シルト（6に似るが、黄褐色砂質上をより多く含む）
3．黒色粘質士（黄褐色砂質土を小量含み、よくしまる）8．明黄褐色砂質土（ややしまる）
4－オリーブ黒色シルト(黄褐色砂質上や鉄斑が小量混じり､よくしまる）9.黒褐色粘質上
5．黄褐色砂質上（粒子は細かく、よくしまる）（8に似た砂質止がブロック状に混じり．柾10m前後の小磯を小量含む）

第15図K9-D1補強施設実測図
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のためか、水田造成の際に様々な工夫がなされている。特にSD1との境に築かれた畦畔(K9-D

1，第15図）は、シルト・粘質土・砂質土を盛り上げ、他の畦畔よりも大きく強固に造られている。

畦畔の上面で幅1.6m、下面で幅2.2m、水田面からの比高差は20～25cmを計り、A区の大畦畔に匹敵

する規模である。畦畔の内部には木材が埋め込まれ、杭や燦で様々に補強されている。B類は下層水

田のST105とST106を結合させたST24(74.4m')やST105とST106を結合させたST22(検出

面積で62.Om')のような大規模な水田もあれば、ST108を拡大したST13(10.lm')のような小規

模なものも見られる。C類の水田は、ST20(43.8m')やST21(29.5m')のように比較的面積も大

きく、検出時には畦畔も非常に明確に識別できたとの担当調査員の所見もある。一方、ST16(3.2

IrfやST17(6.8m')のように小規模な水田も見られる。これらのばらつきの背景には、ある種の

時期差のようなものも想定されるが、やはり地形的な制約に起因するものと思われる。ただし、A類

を中心にある程度の前後関係を想定することが可能であり、後章で詳述したい。

C区上層水田の中で特に興味深いものは、調査区南東角に位置するST3、ST4(第16図)、S

T6の3枚である。これらは水田面の絶対高で7～25cm周囲の水田よりも低位にあり、最も束に位置

するST3からST4、ST6へと階段状に造られ、水田面での比高差はST3とST4で17cm、S

T4とST6で14cmを計る。これらの水田は洪水による堆積と推測される明黄褐色砂喋土でパックさ

れた状態で検出され、遣存状態は良好で、ST4とST6からは洪水の直前につけられたと考えられ

る足跡も確認できた（図版5－7)。ST6からは足形の不明瞭な物も含めて数十ケ所で、ST4か

らは足形の比較的明瞭なものが1ケ所で確認でき、遣存状態の良好な2ケ所で石膏により足形を取り

上げた。足跡は主に畦畔と水口の周辺に残っており、大雨の際に水田の点検に来た直後に洪水による

砂喋土で覆われたものと想像される。
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C区下層水田下層水田は、調査区の東部および南部を中心に11面を検出した。概ね上層水田よりも

さらに細かく画されているが、ST105(SD17を埋めて造成)、ST115(SD3を埋めて造成)など、

上層水田のA類のような、土木工事によって造成された水田もあり、この地区の水田開発の始まりの

時期を示すものと考えたい。規模の復元が可能なものも含めて、完全な形で検出できたのは4枚s

T105．106．108．118）である。形状はきわめて不規則で、面積は最大が36.7m'(ST106)､最小

が3.0m'(ST118)で、その差も大きい。溝を埋めて造った水田に比較的大規模なもの(ST106

115など）が目立つが、いずれにせよ開田に際して、上層水田以上に地形に左右されたであろうこと

は、想像に難くない。

D区上層水田D区からは上層水田10枚を検出した(第9図)。D区はC区の束に隣接し、北から南に

向かって緩やかに傾斜する低湿地である。全体的に遺構の遣存状況は良好であったが、調査面積が狭

かったこともあり、完全な形で検出できたのは1枚(ST89)だけであった。水田の規模は傾斜の緩

やかな北側では比較的大きく、南に下るに従い小規模に区画されるようになる。北西に位置するST

88は、検出面積でno．Om'と、今回確認した水田の中で最も大きいものである。南西隅に位置するS

T86とST87は、周囲の水田よりも低位に造成されており、水田面の比高差はST85とST86では31

cmを計り、ST87とST90で63cm、同じ<ST89とで58cmを計る。ST87とST89との境の畦畔であ

るK87-89は、拳大から人頭大のチャート篠を3～6段積み上げた石垣で強固に補強されている。こ

れと同様の畦畔補強のための石垣はK85-89にも見られる。なお、ST85とST89の比高差は30cmで

ある。また、ST86．87は、A区のST101～ST103、C区のST3、ST4、ST6などと同様に、

全面を黄褐色砂喋土で覆われており、洪水の激しさがしのばれる。

K87-89補強石垣（第17図）は、長さ約2m、高さは高い所で62cm、低い所で42cmを計る。ST89

の造成時に、基盤となる暗褐色喋層を深さ30cm、幅2m程にわたって削平し、石を積み上げた後、暗

褐色粘質土と暗オリーブ粘質土を交互に7層にわたって盛り上げて石垣の裏込めとしている。さらに

裏込め土と基盤層との間の、逆三角形状に空いた空間を明黄褐色砂質土と暗灰黄色砂質土で充填し、

ST89の耕作土である暗灰黄色土で整地するといった過程を経て構築されている。全体的にK85-89

補強石垣よりも大型の操が用いられており、基礎となる石には、長さ約50cm、幅約30cm、厚さ約10cm

程の大きなものも使われている。

K85-89補強石垣（第18図）は、長さ約2.1mにわたってチャート操が2～4段積み上げられてお

り、高さは高い所で32cm、低い所で18cmを計る。K87-89補強石垣の石よりもやや小さめのものが使

用されており、最も大きなもので長さ約35cm、幅約22cm、厚さ約13cm程である。構築に際しては、｜日

K85-89の法面を石垣の掘り方として使用し、ST85の耕作土である暗灰黄色粘質土を基盤として石

を積み上げ、黄褐色粘質土と径5～10mm程の角喫を含む黄褐色粘質土、ST85の耕作土を裏込めとし

て充填して築かれている。そのため、不安定な耕作土の上に置かれた基礎となる石は、約1/3程が地

中に沈み込んだ状態で出土している。これらのことから、K85-89補強石垣はST89やST85が水田

として機能した後に造られたものと推測され、ST89の造成と同時に造られたと考えられる。K87-

89補強石垣との間には若干の前後関係が看取されるが、時間的な開きを明確にするにはいたらなかっ

た。
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第6章平成10年度調査遺構

第1節平成10年度調査遺構概要

平成10年度の調査で検出された遺構面は、B区では2面、F区では1面である。B区の2面のうち、

上層が平成8年度調査の第1次遺構面(中世後半～近世)､下層が第3次遺構面(古墳時代初頭～古代）

に、またF区の1面は第3次遺構面（古墳時代初頭～古代）にそれぞれ対応すると考えられる。した

がって遺構面の呼称や時期設定も第1節での設定に準ずることにした。B区とF区では立地が若干異

なるため、遺構は地区別に1番から取り上げ、遺構番号の前にアルファベットで地区名を表記するこ

とで区別をした。なお遺構番号については、平成8年度調査と同様に調査時における呼称に従ってい

るため、必ずしも時期ごとに順序だてられているとは限らない。

各区で検出した主な遺構は、B区では、第1次遺構面から中世後半から近世の水田遺構11枚、溝5

条、士坑18基、ピット5基などを、第3次遺構面からは溝9条、土坑3基、ピット2基などを検出し

た。F区からB区にかけては、集落が立地する丘陵が緩やかに傾斜していき、B区の9．10L、10M

グリッドの辺りがその裾部となる。水田遺構はその裾を取り巻くような形で5面と、さらにその北西

に広がる低湿地部から6面が確認できたが、平成8年度に調査したA区に隣接する11J．Kグリッド

周辺では水田遺構を確認することができなかった。そのため、前回の調査で検出した水田遺構との面

的なつながりを明らかにするにはいたらなかったが、層位や出土遺物などから見て、平成8年度調査

で確認された上層水田とほぼ同時期のものと考えたい。また、第3次遺構面から検出された溝状遺構

は、調査区の北東から南西へ流れるもの（SDB1．5．7など）と、おそらくF区の方向から流れ

てきたと推測されるもの(SDB8)の2群に分けることが可能と思われる。特にSDB1とSDB

5は、位置関係からA区12M．12Nグリッドから検出したSD64とSD63の下流の可能性が考えられ

るが、遺物の接合関係は確認できなかった。

F区からは、古墳時代から平安時代の住居跡20軒、溝8条、土坑23基、ピット143基などを検出し

た。これらの遺構のほとんどが第3次遺構面から検出されたが、中には出土遺物や切り合い関係等か

ら、明らかにII期（中世前半）以降に下がるものが含まれている。時期判定の可能な遺構については

その由を各遺構一覧表に示し、遺構分布図も分けて記載したが、遺物を出土しなかった大多数の遺構

については、便宜上1l1期に分類したものの、一部に帰属時期の不明確な遺構も含まれる。前述のよう

にF区は後世の水田開発などのため山側から谷側へ向かって所々階段状に削平され、ほとんどの住居

跡が谷側の2/3から1/2程を失っており、完全な形で検出できたものは皆無であった。住居跡はいずれ

も地山を掘り込んで造られており、地山面をそのまま床面として使用していたらしく、明確な貼床は

確認できなかった。また、20軒のうち9軒からカマドの痕跡が確認できたが、いずれも上部をかなり

削平されており、その構造を明らかにするにはいたらなかった。カマドは主に東壁に築かれており、

それ以外の壁から検出されたのは2軒であった。土坑やピットなどの遺構は、後世の削平が特に著し

かった場所を除いて調査区のほぼ全域に分布するが、柱痕などを確認できた土坑やピットは無く、建

物が建っていた確証を得ることはできなかった。
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第2節水田遺構

平成10年度調査では、B区から水田遺構を11枚検出した。内訳は第17表に示した通りである。前節

で述べた通り、水田は丘陵裾部に造成された一群（STB5．6．7．10．11）と低湿地部に造成さ

れた一群(STB1．2．3．4．8．9に分類できるが、便宜上ここでは前者をA類、後者をB

類と呼称する。A類の畦畔はいずれも地山を削りだして築かれており、特にSTBIO．11は、地山を

Ⅲ状に掘りくぼめることによって水田を構築している。B類の畦畔は主に盛り土によって構築されて

いる。A区のような大畦畔は見られないが、畦畔の幅は20～30cmで、水田面からの比高は10～15cmで

あった。畦畔の結合部はいずれも三叉路状で、平成8年度に調査したA・C．D区の畦畔と共通する

特徴である。全周を確認できたのはSTB3．4．5．6．7の5枚で、いずれも形状は不規則な不

定形である。面積の最も広いものはSTB5の27.9irfで、狭いものはSTB3の6.8rrfであった。各

水田の面積を比較すると、第70図に見るように、A類により面積の広いものが目立つ傾向がうかがわ

れる。これは、A類は丘陵裾部の比較的地盤の安定した場所に造られており、地山を削り出すことで

強固な畦畔を構築し、広い水田面積を確保することを可能としたのに対し、B類が造られた低湿地部

は地盤が不安定なため、水田も小規模に区画せざるを得なかったからと思われる。

次にB区水田の開田時期についてふれておきたい。今回検出された水田のうち、STB5．6．7

は、SDB5．6の上に造られており、STB6．7はSDB5．6の肩をほぼそのまま畦畔として

使用している。SDB5．6を人為的に埋め戻した痕跡は確認できなかったが、これらの水田はSD

B5．6の廃絶後に造成されたと解釈される。SDB5．6からは山茶碗類は出土しておらず、最も

新しいと考えられる遺物は053号窯期前後と推測される灰粕陶器であり、SDB5．6は遅くとも平

安時代の末頃までには廃絶したと考えられる。また、B区水田からは1,073点の遺物が出土しており、

その内訳を第44図に示した。他の地区と比べて土師器の占める割合が圧倒的に高く、さらに中．近世

陶器の占める割合が低いことが特徴であり、ここに他地区の上層水田よりも古い様相が垣間見られ

る。これらのことから、B区上層水田開田の上限を中世前半に求めることができ、A・C．D区の上

層水田が中世後半に比定されるのに対し、若干古い時期にさかのぼる可能‘性も考えられる。

^^

〔_）B区水出A霧 『出B聾

第70図棺ノ木洞遺跡B区水田統計グラフ
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第3節B区溝状遺構

平成10年度調査では、B区から溝状遺構を14条検出した。内訳は第21表に示したが、その大半が自
然流路であり、中には明らかに近代の撹乱であるものも含まれる。溝の埋土から遺物が出土している

ものが7条あり、第105図にその内訳をグラフ化して示した。今回の調査で確認できた溝状遺構は、
SDB2を除いて大半が第3次遺構面から検出され、B区水田の開田時には廃絶していたと考えられ

る。したがって、どの溝からも山茶碗以降の遺物の出土が少なく、他の地区の溝と比べて土師器の占

める割合が極端に高く、土師器と須恵器で全体の90％以上を占める点に特徴が見られる。なお、第71．

72図のSD断面図は、遺物を出土した溝を中心に作成した。その主なものについて以下に遺構番号順
に説明を加えたい。

SDB1第71図-1B区北の101．J、1n～Lの5グリッドの第3次遺構面から検出した、北

東から南西に流れる溝である。規模は断面を実測した部分で幅1.43m、深さ0.26mを計る。埋土は砂

質で、径2cm前後の小喫を多く含む。色調により2層に分層した。土師器を中心に770点と、前回の

調査も含めて最も多数の遺物が出土しているが、その95％以上を土師器が占め、他の溝に見られない

遺物組成を示している。出土した土師器は、おおむね松河戸II式から宇田式後期あたりに帰属すると

考えられ、5～6世紀の遺物を主に包含している。また、第5～7型式前後の山茶碗が少数出土して

おり、廃絶の時期を示すものと考えたい。なお、埋土の直上から近世の陶器碗の小片が1点出土して

いるが、これは廃絶後の混入と推測される。遺構の位置関係から、A区12M-Nグリッドから検出さ

れたSD64の下流と考えたいが、遺物の接合関係はもとより、遺物の組成や埋士の状況も共通する点

は、ほとんど見られなかった。

SDB2(第71図-2．3)B区束の10-11Lグリッドの第1次遺構面から検出した。規模は断面を

実測した部分で幅0.83m、深さ0.12mを計る。埋士は砂質で、径1cmほどの小磯が詰まっていた。11

Lグリッドの地山の裾に沿って北東から南西に向かって流れるが、埋士はSDB5埋士を切ってお

り、SDB5．6の廃絶後、ST6．7の開田に伴い掘削された溝と考えたいが、5点出土した遺物

は、須恵器が3点と灰粕陶器の最終末期の碗2点で、前節で設定した水田の開田時期よりもやや古い

時期のものである。

SDB5．6第71図-3．4、第72図-1-2)SDB5は9J．K、10K．L、11Lの5つのグ

リッドの第3次遺構面から検出した。南東から北西に流れる溝で、11Lグリッド東端では、フ･ランは

SDB2とほぼ重なり、幅0.73m、深さ0.11mと比較的小規模であるが、11Lグリッド中央部の辺り

（第71図－3）では幅4.16m、深さ0.40mと規模を大きくする。11グリッド南西部の中洲状の地山の

高まりによってSDB6と分けられるが、10Lグリッドの北西隅辺りでSDB6と合流した後は、幅

をやや狭くしながら北西に流れる。合流後の10Kグリッドの中程（第72図-1)では幅0.58m、深さ

0.39mを計る。埋土は上流と下流では若干様相を異にし、上流の第71図-4では3層に分層され、さ

らに色調や土質によって細かく分層できる。中流の第72図－1では2層、下流の第71図－3では1層

しか埋土が確認できなかった。土質などから見て、第71図－4の4層が第72図－1の1層、第71図一

3の1層に、同じく5層が第71図－3の2層に対応すると考えたい。
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SDB6は10-11Lグリッドの第3次遺構面から検出した、中洲状の地山の高まりの南側に位置す

る。規模は幅2m前後、深さは0.40m前後であり、第71図-4では埋土は大きく2層に分層でき、色

調や土質によってさらに細分できる。また中洲状の地山の南（第72図－2）では大きく3層に分層で
き、6層が1層に、7層が2層にそれぞれ対応すると考えられる。SDB5との位置関係から見て、

あるいはSDB5と同時期に流れていた可能性も考えられるが、第71図-3からは、7層→6層→5

層→4層→3層と埋土が堆積していった状況が看取され、当初SD6を流れていた溝がある時期に北
に流れを変え、SDB5に変わったと考えたい。また、SDB5からは44点、SDB6からは37点の

遺物が出土している。いずれも山茶碗以降の遺物は出土しておらず、土師器、須恵器、灰粕陶器のみ

が出土している。同じような器種構成ではあるが、その比率を見ると、SDB5は須恵器の占める割

合が高く、土師器が最も低いのに対し、SDB6では土師器が約8割を占め、須恵器、灰粕陶器の順

に割合が低くなり、SDB5よりも古い遺物組成を示していると考えられる。これもSDB6が古い

時期のSDB5であったとする仮説と、矛盾しないものと思われる。位置関係から、A区SD63の下

流と考えたいが、遺物の接合関係などの確証は得られなかった。

SDB7(第72図-3)SDB7は9．10J、10．11Kグリッドの第3次遺構面から検出した。i1k

グリッドの南の辺りでSDB1から派生し、しばら<SDB1と平行して流れた後、10Kグリッドと

10Jグリッドの境の辺りから、ゆるく蛇行しながら南へ流れを変える。幅は0.55m前後であるが、深

さは10cm前後と浅く、溝の上部は後世にかなり削平されていると推測される。埋土は1層で、下流の

9Jグリッドの周辺から22点の遺物が出土している。その多くは土師器の小片であるが、中に6世紀

前半の有蓋高坪坪部（第103図-615)や8世紀前半の坪蓋（第103図-614)が出土しており、山茶碗

類も少量出土している。したがって、SDB1とほぼ同時期に存在したと考えて大過ないと,思われる。

SDB8(第71図-3)SDB8はB区南西の9Kグリッドの第3次遺構面から検出した溝で、断面

を実測した部分での規模は、幅1.51m、深さ0.50mを計る。9Kグリットの西半分の辺りは比較的プ

ランも明確であったが、上流はプランも不明確で、A区SD69と同様に洪水に伴う自然流路と考えら

れ、南のF区丘陵部から流れてきたと考えたい。埋士は主に砂質で、シルト質土が縞状に混入する。

大きく2層に分層でき、土質や色調によってさらに細かく分層できる。77点の遺物が出土しており、

組成はSDB5に最も近いが、第5～7型式前後の山茶碗が出土する点が異なる。第71図-3に見る

ように、SDB8の埋土がSDB5の埋土を切っていることから、遺物の出土状況も、SDB5との

前後関係と矛盾しない結果が表れている。

SDB10．11(第72図-4)SDB10は10J．Kグリッドの第3次遺構面から、SDB11は10Jグリ

ッドの第3次遺構面から検出した。SDB10の規模は幅0.26m、深さ0.07m、SDB11は幅0.27m深

$0.07mと非常に小規模で、プランや規模、埋士などから同じ溝の可能性が高いが、溝の上部はかな

り削平されていると推測される。SDB11から土師器が2点出土しているが、いずれも小片のため年

代を推定するにはいたらないが、SDB10はSDB7を切っており、SDB11の上にはSTB2．3

が造られていることから、SDB7の廃絶後に機能し始め、B区水田が開かれるまでには廃絶してい

たことになり、SDB7やB1が廃絶するのが中世前半で、B区水田の開田時期が中世中頃から後半

と推定されることから、その存在期間はきわめて短期間であると考えられる。
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