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序    文 

宮城県では旧石器時代に遡るものから、近世にいたるまで各時代の遺跡が数多く知ら

れています。いずれも私達の祖先が築き上げた歴史を究明してゆく上で不可欠な資料を

内包している貴重な文化財であることはいうまでもありません。このような文化遺産を

守り、後世に伝えることは、私達にとって大きな責務であると考えております。 

近年においては、従来の開発優先に対する反省から、文化財や自然を大切にしようと

する動きがかなり浸透しつつあります。こうした状況のなか、重要な遺跡やそれを取り

巻く環境を保存し、地域づくりの一環として積極的に整備活用してゆこうとする動きが

各地に広がってきていることは、文化財保護思想のより一層の普及・啓蒙につながるも

のであり、まさに歓迎すべきことといえましょう。 

しかし、一方では頻発する開発行為により、遺跡のいくつかは破壊され、消滅する危

機にさらされているのも否めない実情です。このことに対し、宮城県教育委員会では、

各市町村教育委員会とともに、遺跡の所在や範囲等について関係者への周知を図りなが

ら、開発工事とのかかわりが生じた際には、十分な協議・調整を重ね、可能な限り保存

に努めているところです。 

本書は、開発関係機関等との保存協議に基づき、平成９年度に国庫補助を得て実施し

た発掘調査および、その他の公共事業に伴う確認調査等の報告書を収録したものです。

これらの成果が広く活用され、地域の歴史の解明の一助となれば幸いです。 

最後に、遺跡の保存にご理解を示され、調査に際しては多大なるこ協力をいただいた

関係機関の方々、さらに実際に調査にあたられた皆様に対し、厚く御礼申し上げる次第

です。 

平成10年３月 

宮城県教育委員会教育長 

遠 藤 嘉 彬 
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調 査 要 項 

(１) 遺跡名    壇の越遺跡（宮城県遺跡地名表登載番号：30040、遺跡記号ＰＮ） 

(２) 所在地    宮城県加美郡宮崎町鳥嶋 

(３) 調査原因   県営圃場整備事業 

(４) 調査対象面積 1,278,000㎡ 

(５) 調査面積   5,780㎡ 

(６) 調査主体   宮城県教育委員会 

(７) 調査担当   宮城県教育庁文化財保護課 

(８) 調査協力   宮崎町教育委員会 

(９) 調査員    天野順陽 高橋栄一 八嶋伸明 佐藤貴志 斉藤篤（宮崎町教育委員会） 

 



 

 

第 I 章 遺跡の位置と環境 

壇の越遺跡は宮城県加美郡宮崎町鳥嶋字館前に所在する。本遺跡は宮崎町役場の南東約3.5ｋｍ､大

崎平野の西端に位置し、奥羽山脈から分岐して南東に延びる丘陵群の末端部とその南側を東流する田

川の間に形成された河岸段丘上に立地している。田川は遺跡のある鳥嶋付近で蛇行しながら南にふく

らみ、東西約2.0ｋｍ、南北約1.5ｋｍの良好な立地条件を形成している｡標高48～65ｍの段丘面は大

きくみると、北東部と南西部の上下２段に分かれ、その比高差は２ｍ程である。 

壇の越遺跡は大量の墨書土器が発見されており、近接する東山遺跡（賀美郡衙推定地）との関係と

共にその性格が注目されてきた。また、本遺跡の西南端は行人塚古墳群としても登録されており、近

辺で円筒埴輪の破片が見つかっているが、戦後の農地整備により墳丘は壊され、現在は残存していな

い。 

壇の越遺跡の周辺には旧石器時代から近世にかけて多くの遺跡が分布しているが、特に古墳時代、 
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奈良・平安時代のものが多く分布している。以下、主な遺跡の特徴を述べることとする。 

縄文時代の遺跡としては石皿や丸玉などが出土している孫沢上の原遺跡、鳥屋ヶ森遺跡、うごけ・

たごけ遺跡をはじめ、多数の遺跡が段丘上を中心に認められる。 

古墳時代の遺跡としては、大規模な円墳である夷森（大塚森）古墳（辻ほか：1995）をはじめとし

て、鳥屋ヶ森古墳群・孫沢古墳群・念仏山古墳群などの群集墳、横穴墓である米泉館山横穴古墳群、

土壙墓が検出された米泉館跡（藤村：1996）などが田川北岸の丘陵上を中心に認められる。 

奈良・平安時代になると、本遺跡のある段丘の北東部と接する標高約 80ｍの台地上に、古代陸奥国

賀美郡衙と考えられている東山遺跡が広がる (宮城県多賀城跡調査研究所：1987・1988 ほか)。また、

この台地の丘陵上には掘立柱建物跡や竪穴住居跡が検出された早風遺跡（森：1980）もある。他にも

段丘北側の丘陵上には、天王裏遺跡・上の山遺跡などの包含地が多く認められる。 

中・近世になると丘陵上には孫沢城跡、地蔵館跡、米泉館跡などの館が多数作られるようになる。 

第Ⅱ章 発掘調査の成果 

１．調査の方法と経過 

壇の越遺跡の調査は、宮崎北部地区圃場整備事業に関わる事前調査である。 

宮崎町の北部地区では平成８年度から大規模な圃場整備事業に取りかかっており、本遺跡の所在す

る鳥嶋・鳥屋ヶ崎地区もその対象地区となっている。また、この地域では圃場整備と並行して県道鳥

屋ヶ崎・小野田線、柳沢・中新田線の改修と移設も計画されている。このような状況のもと平成８年

度に遺跡の範囲、遺構の密度などを把握するために、宮城県教育委員会で圃場整備事業対象地域約

1,278,000㎡についての確認調査をおこなった。鳥嶋、鳥屋ヶ崎地区には岩見壇・壇の越・片吹の３

遺跡が周知の遺跡として宮城県遺跡地図に登録されていたが、調査の結果、遺跡は段丘上では途切れ

ることがなく一つの遺跡（壇の越遺跡）として捉えられることが分かった (三好：1997)。この確認調

査の結果を基に関係者が協議をおこない、当初全域の田面を切り盛りで整備する計画であったものを、

過度の盛土、削平される部分を極力減らすなどの計画変更がなされた。今年度については、遺跡の西

側に当たる平成10年度着工予定地域のうち、用水路、道路、切り土で遺跡が壊されてしまう約5,790

㎡について事前調査をおこなうことになった。なお、今回の調査の西側については来年度以降の計画

把握のための確認調査も並行して行うこととなった。 

発掘調査は平成９年10月21日から開始した。調査範囲が用水路などに沿い東西および南北に細長

いため、現地形を考慮して調査区を１～５区に分けることとし､調査は各調査区をほぼ並行して行っ

た。 

検出した遺構の実測に際してはＸ＝－155,951.5700、Ｙ＝－3,200.2600を原点とする国家座標をも

とに３ｍ×３ｍのグリットを組んで行った｡検出された遺構については調査区内に旧河川跡が大きく入

り込む部分のみ平板測量による1/100平面図を作成した以外は、基本的に1/20平面図・断面図を作成

した。また、35ｍｍ白黒・カラースライド、６×７白黒・カラースライド写真による記録も合わせて 
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行った。 

調査終了は 12 月 26 日で調査に要した期間は約２ヶ月である。 

２．基本層序と地形 

基本層序は以下のようになる。 

第１層：10ＹＲ2/3黒褐色粘質シルト     表土（水田耕作土） 

第２層：2.5ＹＲ2/2黒褐色シルト       旧表土 

第３層：10ＹＲ7/3浅黄色粘質シルトおよびシルト 地山（遺構確認面） 

調査の結果、各調査区は旧河川が様々な方向に入り組んで流れており、河川脇の微高地状の高まり

部分に遺構が集中していることが分かった｡地形を詳しくみると､１区北側は標高56.0ｍ前後の微高

地であり､南側に行くほど地形が徐々に下がっていき､旧河川となる。２区東側は標高55.5ｍほどで、

１区から旧河川が続いており、西側に行くにしたがい徐々に高まり標高56.0ｍほどの微高地となる。

この微高地上で密度は薄いが溝跡、土壙を検出した。この微高地はさらに西側の３区、４区に行くに

したがい高くなり、４区では標高57.5ｍほどになる。４区の中央部より西側はまた､地形が徐々に下

がってきて旧河川が始まる。５区は旧河川が流れているが､標高は57.5ｍほどと高く、灰白色火山灰

ブロックが入る旧河川の堆積土上面で遺構を検出した。 
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３．発見された遺構と遺物 

今回の調査では１～５区から竪穴住居跡、掘立柱建物跡、井戸跡、溝跡、土壙、また、所々で旧河

川を検出した。遺物は古代の土師器・須恵器を中心として、その他に縄文土器片・近世陶器片などが

出土した。 

以下、各区ごとに説明を加えていく。なお、各遺構ごとに属性表を作成したため、区の特徴、特筆

すべき遺構のみを記述する。 

Ａ．古代以前 

古代以前の遺構としては３区、４区で検出した土壙がある。３区の土壙（ＳＫ69・113・115）は３

×0.4ｍほどの溝状で、断面形が｢Ｖ｣字状を呈し、深さ0.4ｍほどのものである。４区の土壙(ＳＫ91・

99・210・211・212) は１×0.5ｍほどの隅丸方形で、断面形は逆台形を呈し、深さ0.9ｍほどである｡

また、４区の土壙には底面中央部に径15ｃｍ、深さ30ｃｍほどの円形の打ち込み杭の痕跡が認められ

た。遺物が出土しておらず年代の特定はできないが、これらの土壙は形状から陥し穴と考えられる。 

Ｂ．古代以降 

(1)．１区 

南北に長いＬ字状の調査区で掘立柱建物跡１棟、柱穴列跡１列、井戸跡２基、土壙９基、溝跡19条

を検出した。これらの遺構はおもに調査区北半の地山面（基本層序第３層）で検出しており、南側は

旧河川となり、遺構はほとんど検出されなかった。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ16】 

調査区北部Ｓ190・Ｅ380付近のＳＤ15溝跡堆積土上で検出した東西１間、南北１間の建物跡である｡

ＳＤ15溝跡より新しい。柱穴は４個確認しており､すべての柱穴で径15ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認

した。平面規模は柱痕跡をもとにすると南北2.3ｍ、東西2.0ｍである。建物の方向は西側柱列で測

るとほぼ真北である。 

柱穴は長軸40ｃｍ、短軸25ｃｍほどの隅丸長方形で、深さは20～40ｃｍである。埋土は地山ブロッ

クを含む黒褐色のシルトである。遺物は出土していない。 

柱穴列跡 

【ＳＡ14】 

調査区北部Ｓ190・Ｅ374付近で検出した柱穴列跡である｡東西２間分を検出しており、すべての柱穴

で径10ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した｡平面規模は総長2.45ｍ、柱間寸法は西から1.45ｍ・

1.00ｍである。方向はほぼ真東西である。 

柱穴は長軸40ｃｍ、短軸25ｃｍほどの隅丸長方形で、深さは20ｃｍほどである。埋土は地山ブロッ

クを含む黒褐色のシルトである。遺物は出土していない｡なお､この柱穴列の北側にＳＤ２があり、こ

れに切られる掘立柱建物跡の可能性も考えられる。 

溝跡 

19条を検出した。この中でＳＤ1・2・3・4・156溝跡以外の溝跡はすべて自然堆積であり、調査区北 
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側に集中している。これらの溝跡の規模をみると幅２～４ｍの大規模なもの (ＳＤ7・8・15・17・24・

25・157・158・159)、幅１ｍ以下の小規模なもの (ＳＤ9・10・13・15・17・19・20・21・22・23・27・

155)があり、蛇行しているものも多く、これらは自然の流路と考えられる。また、南側には河川跡が

ある。 

【ＳＤ1Ａ・Ｂ】 

調査区北部Ｓ180・Ｅ380付近で検出した東西溝跡で、約20ｍ分を確認した。南側に掘りなおしてい

る。古い方（Ａ）は残存部で幅3.0ｍ、深さ0.8ｍである。断面形は逆台形を呈する。堆積土は６層

に細分され、最上層のみが人為堆積、他は自然堆積である。新しい方(Ｂ)は幅約6.5ｍ、深さ0.8ｍ

である。断面形は上部が開く逆台形を呈する。堆積土は８層に細分され、最上層のみが人為堆積、他

は自然堆積である。方向は溝の心心でみるとほぼ真東西である。 

遺物は新しい方の堆積土中より底部回転ヘラ切りの須恵器坏片・円面硯の破片が出土している。 

【ＳＤ2Ａ・Ｂ】 

調査区北部Ｓ190・Ｅ380付近で検出した東西溝跡で、約19ｍ分を確認した。北側に掘りなおしてい

る。古い方（Ａ）は残存部で幅2.2ｍ、深さ0.4ｍほどである。断面形は片側が開く逆台形を呈する｡

堆積土は４層に細分され、すべて自然堆積である。新しい方（Ｂ）は幅4.2ｍ、深さ0.6ｍである。

断面形は船底形を呈する。堆積土は８層に細分され、上部３層は人為堆積、他は自然堆積である。方

向は溝の心心でみるとほぼ真東西である。遺物は出土していない。 

【ＳＤ3Ａ・Ｂ】 

調査区北部Ｓ200・Ｅ360付近で検出した東西溝跡で、約19ｍ分を確認した。南側に掘りなおしてい

る。古い方（Ａ）は残存部で幅0.9ｍ、深さ0.7ｍほどである。断面形はＵ字形を呈する。堆積土は

５層に細分され、自然堆積である。新しい方（Ｂ）は幅3.4ｍ、深さ0.8ｍである。断面形は皿状を

呈する。堆積土は７層に細分され、自然堆積である。方向は溝の心心でみるとほぼ真東西である。 

遺物は新しい方の堆積土中から非ロクロ土師器坏片が出土している。 

【ＳＤ4】 

調査区中央部Ｓ221・Ｅ340付近で検出した東西溝跡で西側でやや北に曲がる。規模は長さ14.0ｍ以 
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上、幅3.2ｍ、深さ0.4ｍである。断面形は逆台形を呈し、堆積土は下層が自然堆積、上層が人為堆

積である。遺物は出土していない。 

【ＳＤ156】 

調査区西側Ｓ232・Ｅ311付近で検出した南北溝跡である。ＳＤ155・157溝跡より激しい。規模は 8.5

ｍ以上、幅約 0.8ｍ、深さ約 15ｃｍである。断面形は「Ｕ」字形を呈し、堆積土は黒褐色シルトの自

然堆積である。 

遺物は堆積土中から須恵器短頸壷（7-1）が出土している。 

井戸跡 

２基検出しており、１基が素掘りの井戸跡、１基が井戸枠付の井戸跡である。 

【ＳＥ28】 

調査区中央部Ｓ207・Ｅ355 付近で検出した木組みの枠をもつ井戸跡である。掘り方は長軸 1.8ｍ、

短軸 1.6ｍの不整方形で、確認面からの深さは 1.5ｍ以上である。井戸枠１辺 60ｃｍほどの正方形で、

四隅に径５ｃｍほどの丸太材を打ち込み支柱とし、その外側に幅 10ｃｍほどの横棧を渡し、さらに幅

20～60ｃｍ､厚さ５ｃｍほどの長方形の板材を縦方向に並べて打ち込んでいる。木枠の外側に地山ブロ

ックを含む黒褐色粘質シルト、黒色粘質シルトを充塡している。井戸枠内堆積土は黒褐色・黒色・暗

褐色の粘質シルトの自然堆積土である。 

遺物は井戸枠内堆積土からヘラ切り後回転ケズリの須恵器坏（6-2）、内面黒色処理の土師器坏 

(6-1)・土師器ミニチュア土器（6-3）が出土している。なお、須恵器坏の底部には｢大｣､土師器坏の底

部には「□」の墨書がある。 

土壙 

調査区中央部を中心に９基検出した。この中で平面規模が把握できるものは８基あり、径 0.7～1.6 
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ｍの円又は楕円を基調とするもの (ＳＫ12・26・29・150・152・154)、径 1.1ｍほどの隅丸方形を基調

とするもの(ＳＫ151)、長径 1.1ｍ以上、短径 0.5ｍほどの長楕円形を基調とするものがあり、深さは

20ｃｍ前後である。これらの土壙はほとんどがＳＤ4の北側に集中している。 

【ＳＫ150】 

調査区中央部Ｓ209・Ｅ359付近で検出した土壙である。平面形は径1.6ｍの円形である。深さは0.2

ｍほどである。堆積土は褐灰色砂ブロックを含む黒色シルトである。 

遺物は土師器の甕（6-4）が１点出土している。 

(2)．２区 

１区南側から西に延びる調査区である。調査区の大半をＳＤ162・163・30河川跡が通っており、遺

構を検出したのは東端部分と、調査区中央より西側のＳＤ163・ＳＤ30河川跡の間の微高地上である。

遺構検出面は基本層序第３層である。検出した遺構は掘立柱建物跡１棟、溝跡11条、土壙８基である。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ172】 

２区東側Ｓ190・Ｅ250付近で検出した南北２間以上、東西２間以上の掘立柱建物跡で南の調査区外

へ続く。柱穴は５個検出し、すべての柱穴で径15ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は南

北が3.5ｍ以上、東廻が3.5ｍで､柱間寸法は北側柱列が東から1.80ｍ・1.70ｍ､東側柱列が北から

1.75ｍ・1.75ｍである。建物の方向は東側柱列でみると北で約５°東に振れる。 

柱穴は一辺が40ｃｍほどの隅丸方形を呈し、深さは30ｃｍほどである。埋土は地山ブロックを含む

黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

(3)．３区 

２区の西側に位置する調査区である。Ｓ120・Ｅ160付近に現在使用している農道があるため、その

東側を３Ｅ区、西側を３Ｗ区とした。 

ａ．３Ｅ区 
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２区西端の河川跡が東端を通り、河川の西端から西に行くにしたがって徐々に地山が高まる調査区

である。遺構はこの微高地上に高い密度で分布する。検出面は基本層序第３層である。検出した遺構

は掘立柱建物跡 13 棟、塀跡２条、溝跡９条、土壙６基である。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ132】 

調査区中央部南側Ｓ132・Ｅ177 付近で検出した東西２間､南北１間以上の建物で､南側の調査区外へ

続く｡ＳＢ133建物跡より古い。柱穴は４個検出しており、すべての柱穴で径 15ｃｍほどの円形の柱痕

跡を確認した。平面規模は東西が 3.65ｍ、南北が 3.40ｍ以上で、柱間寸法は北側柱列で東から 1.65

ｍ・2.00ｍ、東側柱列で北から 1.65ｍ・1.75ｍ以上である。建物の方向は東側柱列でみるとほぼ真北

である。 

柱穴は一辺 40～60ｃｍほどの隅丸方形や不整形を呈し、深さは 40ｃｍほどである。埋土は地山ブロ

ックを含む暗褐色シルトである。今回検出した掘立柱建物跡の中では最大規模の掘り方を持つ。遺物

は出土していない。 

【ＳＢ127】 

調査区中央部北側Ｓ126・Ｅ177 付近で検出した東西２間、南北２間以上の建物跡で、北側の調査区

外へ続く。南側に１間分の廂が付く。ＳＢ128建物跡より新しい。柱穴は５個検出しており、うち４個

で径 15ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は身舎で東西約 2.8ｍ、南北 1.2ｍ以上とみら

れる。柱間寸法は南側柱列で西から 1.4ｍ・1.4ｍとみられる。廂の出は 1.5ｍである。建物の方向

は西側柱列でみるとほぼ真北である。 

柱穴は長径 30～50ｃｍ､短径 20～40ｃｍの楕円形や不整方形を呈し、深さは 30ｃｍほどである。埋

土は地山ブロックを含む暗褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ128】 

調査区中央部北側Ｓ126・Ｅ177 付近で検出した東西３間、南北３間以上の南北棟建物跡で、南側に

１間の廂が付く。ＳＢ127 建物跡より古い。柱穴は７個所で検出しており、うち６個の柱穴で径 15ｃｍ

ほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は桁行が西側柱列で 3.50ｍ以上、梁行が前妻で 3.30ｍで

ある。柱間寸法は桁行が西側柱列で南から 1.20ｍ・1.40ｍ・0.90ｍ以上、梁行が南妻で東から 1.2ｍ・

0.8ｍ・1.3ｍである。廂の出は 1.20ｍである。建物の方向は西側柱列でみると北で約１°東へ偏して

いる。 

柱穴は一辺が 20～30ｃｍの隅丸方形を呈し、深さは 25ｃｍほどである。埋土は地山ブロックを含む

黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ129】 

調査区中央部Ｓ126・Ｅ177 付近で検出した東西２間、東西３間以上の南北棟建物跡で、南側と西側

に１間の廂が付く｡ＳＢ130建物跡より古い｡柱穴は 11 個所で検出しており、すべての柱穴で径 15ｃｍ

ほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は桁行が西側柱列は 4.20ｍ以上、梁行が南妻で 4.90ｍで

ある。柱間寸法は桁行が西側柱列で南から 1.50ｍ・1.35ｍ・1.35ｍ以上、梁行が南妻で西から 2.80

ｍ・ 
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2.10ｍである｡廂の出は南は 1.5ｍ、東は 0.4ｍである。建物の方向は西側柱列でみると約２°東に偏

している。 

柱穴は長径 30～50ｃｍ、短径 20～40ｃｍの不整円形を呈し、深さは 25ｃｍほどである。埋土は地山

ブロックを含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ130】 

調査区中央部Ｓ132・Ｅ277付近で検出した東西３間、南北３間以上の建物跡で、北側に廂が付く。

ＳＢ129建物跡より新しい。柱穴は 10 個所で検出しており､うち８個所で径 10～15ｃｍの円形の柱痕跡

を確認した。平面規模は北側柱列が 6.25ｍ、西側柱列が 7.05ｍ以上である。柱間寸法は北側柱列が

西から 2.40ｍ・1.80ｍ・2.05ｍ、西側柱列が北から 1.50ｍ・2.55ｍ・2.40ｍ・0.60ｍ以上で、廂の出

は 1.4ｍである。 

柱穴は長径 20～30ｃｍ、短径 15～25ｃｍの楕円形を呈し、深さは 25ｃｍほどである。埋土は地山ブ

ロックを多く含む暗褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ137】 

調査区中央部Ｓ135・Ｅ186 付近で検出した南北３間、東西２間の南北棟建物跡で、南側に１間の廂

が付く。ＳＢ134・136 建物跡より古い。柱穴は 12 個検出しており、すべての柱穴で径 15ｃｍほどの

円形の柱痕跡を確認した。平面規模は桁行が西側柱列で 4.95ｍ、梁行が北妻で 3.05ｍである。柱間

寸法は桁行が西側柱列で北から 1.40ｍ・1.25ｍ・1.25ｍ、梁行が北妻で東から 1.55ｍ・1.50ｍであ

る。廂の出は 1.0ｍである。建物の方向は西側柱列でほぼ真北である。 

柱穴は一辺 30～50ｃｍの隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍほどである。埋土は地山ブロックを含む暗 
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褐色シルトである。 

遺物は身舎南西隅柱の埋土から須恵器の高台坏（稜椀）(12-1)が出土している。 

塀跡 

【ＳＡ40】 

調査区東側Ｓ147・Ｅ198付近で検出した東西に延びる材木塀跡で、4.5ｍ分を検出した。この材木塀

跡は布堀状に掘り方を掘り、丸太材を打ち込んでおり、廃絶時に材はすべて抜き取られている。 

抜き取り溝は上幅 40～65ｃｍ、深さは確認面から 25ｃｍ前後である。断面形は逆台形を呈する。堆

積土は黒色シルトと黒褐色シルトである。抜取穴の堆積土を除去すると、掘り方埋土と材木痕跡が検 

17 

 



 

出できる｡掘り方埋土は黄灰色粘質シルトである。材木痕跡は径 15ｃｍほどの円形を呈し､40～70ｃｍ

ほどの間隔で確認された。方向は材木痕跡でみるとほぼ真東西である。なお、丸太材はすべて抜き取

られたために、材の痕跡は疎らにしか検出できなかったが、実際は密にあったものと考えられる。遺

物は出土していない。 

【ＳＡ45】 

調査区西側Ｓ126・Ｅ175付近で検出した南北方向に延びる材木塀跡で、8.8ｍ分を出した。抜き取り

溝は上幅 30～50ｃｍ､深さは確認面から 30ｃｍ前後である。断面形は逆台形を呈する。堆積土は黒色

の粘質シルトである。抜取穴の堆積土を除去すると、掘り方埋土と材木痕跡が確認できる。掘り方埋

土は黒褐色の粘土質シルトである。材木痕跡は径 10ｃｍほどの円形を呈し、５～15ｃｍほどの間隔で

確認された。この塀跡もＳＡ40塀跡と同様の塀跡であると考えられる。 

遺物は掘り方埋土から須恵器の坏（11-1）が出土している。 

ｂ．３Ｗ区 

３区の農道より西側の部分である。３Ｅ区からの地山面が引き続き延びるこの調査区も地山が高い

ため調査区内全域にわたって遺構の密度が高い。遺構検出面は基本層序第３層である。検出した遺構

は掘立柱建物跡 28 棟、溝跡 24 条、土壙 24 基である。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ145】 

調査区西側Ｓ60・Ｅ95付近で検出した東西３間、南北２間の東西棟建物跡である。ＳＤ61より古く、

ＳＤ64より新しい。柱穴は７個検出しており、すべての柱穴で径 20ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認し

た。平面規模は桁行が南側柱列で 5.25ｍ、梁行が西妻で 3.75ｍである。柱間寸法は桁行が南側柱列

で西から 1.75ｍ・1.70ｍ・1.80ｍ、梁行が西妻で北から 2.0ｍ・1.75ｍである。建物の方向は西妻で

みるとほぼ真北である。 

柱穴は１辺 40～60ｃｍほどの隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍほどである。埋土は地山ブロックを含

む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ146】 

調査区西側Ｓ62・Ｅ96付近で検出した東西３間､南北２間の東西棟建物跡である。ＳＤ65より新しい。

柱穴は９個所で検出しており、すべての柱穴で径 20ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は

桁行が南側柱列で 5.10ｍ、梁行が西妻で 3.80ｍである。柱間寸法は桁行が南側柱列で西から 1.70 
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ｍ・1.80ｍ・1.60ｍ、梁行が西妻で北から 1.90ｍ・1.90ｍである。建物の方向は西妻でみるとほぼ真

北である。 

柱穴は１辺 20～30ｃｍの隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍほどである。埋土は地山ブロックを含む黒

褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ148】 

調査区中央部Ｓ73・Ｅ110付近で検出した南北２間、東西１間の南北棟建物跡で、北側に１間の廂が

付く。柱穴は７個所で検出しており、すべての柱穴で径 20ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した。平面

規模は桁行が東側柱列で 5.00ｍ、梁行が北側柱列で 3.50ｍである。柱間寸法は桁行が東側柱列で北

から 2.85ｍ・2.15ｍ、梁行が北側柱列で 3.50ｍである。廂の出は 1.00ｍである。建物の方向は東

側柱列でみると北で約３°西に偏する。 

柱穴は長径 25～40ｃｍ、短径 20～30ｃｍの楕円形、または隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍほどであ

る。埋土は地山ブロックを含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ218】 

調査区中央部Ｓ78・Ｅ120付近で検出した南北２間以上、東西１間以上の建物跡で、調査区外へ延び

る。柱穴は４個所で検出し、すべての柱穴で径 30ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認した。平面規模は東

西が 4.60ｍ以上、南北が 3.50ｍ以上である。柱間寸法は南側柱列で西から 2.40ｍ・2.30ｍ以上、

西側柱列が南から 2.40ｍ・1.10ｍ以上とみられる。建物の方向は南側柱列でみるとほぼ真東西である。 

柱穴は１辺 50～60ｃｍの隅丸長方形や、径 60ｃｍほどの円形を呈し､深さは 30ｃｍほどであり、今

回検出した柱穴の中では最大規模のものである｡埋土は地山ブロックを多く含む暗褐色シルトである｡

遺物は出土していない。 

溝跡 

この調査区では大小様々な溝跡を 24 条検出した。この溝跡の中で規模が大きく、方向・形状などか

ら何らかの区画溝と考えられるものを４条検出した。以下、区画溝跡と考えられるものについて記述

する。 

【ＳＤ61】 

調査区西側Ｓ55・Ｅ94付近で検出した北から東に向かって､調査区内でＬ字状に屈曲しながら通る溝

跡である。ＳＢ145建物跡より新しい。約 9.5ｍ分を確認した｡上幅 40～75ｃｍ、深さは 15～25ｃｍで

ある。断面形は逆台形を呈し、堆積土は黒褐色シルトの自然堆積土である。 
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遺物は堆積土中から須恵器・甕（14-4）が出土している。 

【ＳＤ65】 

調査区西側Ｓ63・Ｅ96付近で検出した東西溝跡で約９ｍ分を確認した。ＳＢ146建物跡より古い。上

幅 0.7～1.2ｍ、深さは 15ｃｍほどである。断面形は箱形を呈し、堆積土は５層に細分できる。方向は

溝の心心でみるとほぼ真東西である。遺物は出土していない。 

【ＳＤ111】 

調査区中央Ｓ84・Ｅ120付近で検出した東西溝で約 12.8ｍ分を確認した。ＳＢ221建物跡、ＳＤ109・

ＳＤ112 溝跡より新しい。上幅約 0.9ｍ、深さ 15ｃｍほどである。断面形は箱形を呈し、堆積土は３層

に細分できる自然堆積土である。方向は溝の心心でみると東で約２°南に偏する。 

遺物は２層から手持ちヘラケズリの須恵器・坏（14-2）が出土している。 

【ＳＤ121】 

調査区東端Ｓ110・Ｅ155付近で検出した西側で南に屈曲する東西溝跡で、約７ｍ分を確認した。

ＳＢ236建物跡より古く、ＳＸ122より新しい。上幅 0.8～1.2ｍ、深さ 20～45ｃｍである。堆積土は２層

に細分でき、下層は黒色シルトと灰色砂が互層を成す自然堆積土で、上層は地山ブロックを少量含む

黒色シルトの人為堆積土である。この溝は屈曲する部分で約 20ｃｍほどの段が付き南側に向かって下

がっていることから、東から南に向かって水が流れていたと考えられる。 

遺物は１層から手持ちヘラケズリの須恵器・坏（14-1）が出土している。 

(4)．４区 

農道をはさんで３区の西側に続く調査区である｡３区から続く黄褐色シルトの地山がさらに高まり､ 
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竪穴住居などがみられるようになる。調査区中央部から西側に向かっては地山は徐々に下がり、旧河

川となる。遺構確認繭は基本層序第３層である。遺構は東側の地山上で竪穴住居跡 6 軒、掘立柱建物

跡４棟、溝跡３条、土壙 19 基を検出した。 

竪穴住居跡 

【ＳＩ71】 

［位置・確認面］調査区東部の平坦面で検出した。確認面は地山面である。 

［平面形・規模］東西 3.9ｍ×南北 3.9ｍの正方形を呈する。 

［堆積土］10 層認められる。１～６・８・９層は自然流入土である。４・５・６層はカマド内部に堆

積し、焼土・炭化物を多く含むことから、カマド機能時に堆積したと考えられる。７層は煙道内部に 
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堆積し、固くしまっていること、下部に炭の付着が認められることから煙道天井部の崩落土と考えら

れる。また、住居床面上の２・３層に地山ブロック・焼土とともに大量の炭化材が残存している状況

が認められたことから、この住居は焼失住居と考えられる。 

［壁］地山を壁としており、床面からほぼ垂直に立ち上がる。壁高は最も残りの良いところで床面か

ら 20ｃｍである。 

［床］掘り方埋土を床としており、ほぼ平坦である。 

［柱穴］床面で４個(Ｐ1～4)検出した。Ｐ1～4 は住居平面形の対角線上に位置する。掘り方の平面形

は 30ｃｍ×25ｃｍほどの隅丸方形を呈し､深さ 30ｃｍほどである｡すべての柱穴で径 10ｃｍほどの円形

の柱痕跡を検出した。これらの柱穴は、その位置・形状・規模から主柱穴と考えられる。 

［周溝］壁の直下を全周し、カマドの両脇で途切れる。上幅 15～40ｃｍ、深さ 10ｃｍ前後で断面形は

逆台形を呈する。堆積土は地山ブロックを含む黒褐色シルトで埋め戻されている。また、この周溝内

には部分的に壁側に沿って､壁材の痕跡と思われる幅５ｃｍ､深さ 10ｃｍほどの黒褐色のしまりのない

堆積土が認められる。 

［カマド］北辺ほぼ中央部に付設されており、燃焼部と煙道からなる。燃焼部側壁は褐灰色の粘土で

構築されており、先端部に河原石を張り付け補強している。燃焼部底面はほぼ平坦で明確な焼け面は

確認されなかった。燃焼部底面と煙道には 20ｃｍほどの段がつく。煙道は先端部に向け緩やかに傾斜

しており、長さ 1.4ｍの先端部は 30ｃｍ×25ｃｍの隅丸方形のＰＩＴ状で、深さは確認面から 40ｃｍほ

どである。 

［貯蔵穴状ピット］東辺寄りで検出した（Ｐ5）。平面形は長幅 60ｃｍ､短軸 40ｃｍの楕円形を呈し、

深さ 25ｃｍほどである。堆積土は２層で、いずれも焼土・炭化物を多く含み人為堆積と考えられる。 

［出土遺物］床面やカマドの燃焼部堆積土から土師器鉢（17-1）・甕（17-2・3・4）が出土している。

その他にも堆積土中から非ロクロ調整の土師器甕や須恵器の坏などの破片が出土している。 

【ＳＩ73】 

［位置・確認面］調査区中央部の平坦面で検出した。確認面は地山面である。 

［重複］ＳＤ75・ＳＫ76より古く、ＳＩ74より新しい。 

［平面形・規模］東西 6.7ｍ以上、南北 6.5ｍで、西側が攪乱により壊されており、平面形は不明で

ある。 

［堆積土］21 層認められる。１～８・９・10・12～16 層は自然流入土である。９・10 層はカマド内

部に堆積し､焼土・炭化物を多く含むことから、カマド機能時に堆積したものと考えられる。12～

16 層は煙道内部に堆積しており、炭化物を多く含むことから機能時の堆積と考えられる。11 層は煙

道内部に堆積しており、下部に炭化物を含むこと・固くしまっていることから天井部の崩落土と考え

られる。 

［壁］南西から西側にかけて攪乱により壊されている。残存する部分でみると地山を壁としており、

床面からほぼ垂直に立ち上がる。壁高は最も残りの良いカマド付近で床面から 30ｃｍである。 

［柱穴］床面で３個(Ｐ1～3)検出した。Ｐ1～3 は住居平面形の対角線上に位置する。掘り方の平面形 
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は一辺 40ｃｍほどの隅丸方形を呈し､深さ 20ｃｍほどである。すべての柱穴で径 15ｃｍほどの円形の

柱痕跡を検出した。これらの柱穴は､その位置・形状・規模から主柱穴と考えられ、南西部は攪乱に

より壊されているが、南西部にもあったものと考えられる。 

［床］新旧２面ある。旧床面は掘り方埋土を床面としており、新床面は貼り床である。両者ともほぼ

平坦であるが壁際が５ｃｍほど下がる。 

［周溝］壁の直下を全周し、カマドの両脇で途切れる。上幅 15～25ｃｍ、深さ 10ｃｍ前後で断面形は

逆台形を呈する。堆積土は地山ブロックを含む黒褐色シルトで埋め戻されている。また、この周溝内

には部分的に壁側に沿って､壁材の痕跡と思われる幅５ｃｍ､深さ 10ｃｍほどの黒褐色のしまりのない

堆積土が認められる。 

［カマド］北辺ほぼ中央で検出した。燃焼部と煙道からなる。燃焼部側壁は褐灰色粘土で構築されて

いる。燃焼部底面は浅い皿状に窪んでおり､焼け面が認められる｡燃焼部と煙道は５ｃｍほど段がつき、

煙道は先端に向かって緩やかに傾斜している。長さ 1.5ｍほどの煙道の先端は直径 50ｃｍほどの円形 
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のピット状で、確認面からの深さは 25ｃｍほどである。 

［貯蔵穴状ピット］新しい床面上で２個(Ｐ4・5)、古い床面上で２個（Ｐ6・7）検出した。Ｐ4 は南

側をＳＫ76に壊されているが、平面形は 100ｃｍ以上×70ｃｍの隅丸長方形を呈すると思われる。深さ

は 20ｃｍほどである。Ｐ5は平面形が径 50ｃｍほどの円形を呈し、深さは 15ｃｍほどである。Ｐ6・Ｐ

7は新しい床面をはずした後に検出した。Ｐ6は平面形は 65ｃｍ×55ｃｍの隅丸方形を呈し､深さは 10

ｃｍほどである。 

［出土遺物］堆積土中から土師器甕(19-11)、須恵器坏（19-1・5・6・7）・蓋（19-9）・短頸壺

（19-10）・甕(20-1)、床面から土師器甕、須恵器坏（19-3・4）・高台付坏(19-8)、煙道から土師器

甕(19-12・13)、周溝から須恵器坏（19-2）が出土している。その他に堆積土中から体部に段のある内

面黒色処理の坏の破片が数点出土している。 

【ＳＩ74】 

［位置・確認面］調査区中央部の平坦面で検出した。確認面は地山面である。 

［重複］ＳＫ94・ＳＩ73より古い。 

［平面形・規模］東西 7.1ｍ×南北 7.2ｍの正方形を呈する。 

［堆積土］15層認められる。１～４・８～11 層は自然流入土である。８～11 層はカマド内部に堆積し､

焼土・炭化物を多く含むことから、カマド機能時に堆積したものと考えられる。５層 12～16 層は

煙道内部に堆積しており､炭化物を多く含むことから機能時の堆積と考えられる。11 層は煙道内部に

堆積しており、下部に炭化物を含むこと・固くしまっていることから天井部の崩落土と考えられる。 

［壁］地山を壁としており、床面からほぼ垂直に立ち上がる。壁高は最も残りの良いカマド付近で床

面から 30ｃｍである。 

［柱穴］床面で４個(Ｐ1～4)検出した。Ｐ1～4 は住居平面形の対角線上に位置する。掘り方の平面形

は一辺 40ｃｍほどの隅丸方形を呈し､深さ 20～40ｃｍほどである。すべての柱穴で径 20ｃｍほどの円

形の柱痕跡を検出した。これらの柱穴は、その位置・形状・規模から主柱穴と考えられる。 

［床］地山を床としている。ほぼ平坦であるが壁際が５ｃｍほど下がる。 

［周溝］壁の直下を全周し、カマドの両脇で途切れる。上幅 15～25ｃｍ、深さ 10ｃｍ前後で断面形は

逆台形を呈する。堆積土は地山ブロックを含む黒褐色シルトであり埋め戻されている。また、この周

溝内には部分的に壁側に沿って､壁材の痕跡と思われる幅５ｃｍ､深さ 10ｃｍほどの黒褐色のしまりの

ない堆積土が認められる。 

［カマド］北辺ほぼ中央で検出した。燃焼部と煙道からなる。燃焼部側壁は褐灰色粘土で構築されて

いる。燃焼部底面はほぼ平坦で、明確な焼け面は認められない。燃焼部と煙道はほぼ平坦である。長

さ 2.1ｍほどの煙道の先端は直径 50ｃｍほどの円形のピット状で､確認面からの深さは 25ｃｍほどで

ある。 

［貯蔵穴状ピット］床面上で４個（Ｐ5～8）検出した。Ｐ5 とＰ6 はカマド西そで脇で検出した。重複

しており､Ｐ5が新しい。Ｐ5の平面形は長軸80ｃｍ､短軸60ｃｍの楕円形を呈する｡深さはＰ5が40ｃｍ､

Ｐ6が 30ｃｍほどである。Ｐ7･Ｐ8はカマド東そで脇で検出しており、重複が認められＰ7が新しい。平 
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面形はＰ7が径 70ｃｍほど、Ｐ8が径 30ｃｍほどの円形を呈し、深さは共に 15ｃｍほどである。 

［出土遺物］カマド周辺の堆積土中から土師器甕（22-1・2・5）・甑(22-3)、堆積土中から土師器甕

（22-4）が出土している。 

【ＳＩ79Ａ】 

［位置・確認面］調査区中央部の平坦面で検出した。確認面は地山面である。 

［重複］ＳＤ75・81、ＳＫ80、ＳＩ79Ａより古く､ＳＩ84より新しい。 

［平面形・規模］周溝の位置から南北 4.2ｍ×東西 3.2ｍと考えられる。 

［堆積土］ＳＩ79Ｂ住居跡により壊されており、その下で５層が確認できる。１～３層は新しいカマド 
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の東側にある隅丸方形状の焼け面上部に堆積しており、北側に煙道ＰＩＴと思われる穴があること、堆

積土に焼土・炭のブロックを多く含んでいることから旧カマド内堆積土と考えられる。４・５層は旧

煙道ＰＩＴ内に堆積していることから旧煙道使用時の堆積と考えられる。 

［壁］ＳＩ79Ｂに拡張されて壊されているが、北側のカマドがあったと思われる部分の壁は住居使用時

をある程度反映していると思われる。この部分でみると地山を壁としており、床面からほぼ垂直に立ち

上がり、壁高は床面から 20ｃｍである。 

［床］掘り方埋土を床面としており、ほぼ平坦である。 

［周溝］周溝はＳＩ79Ｂ住居跡の床面の下で南北２ｍほど東西 80ｃｍほどを検出した｡上幅 15～20ｃｍ、

深さは 10ｃｍほどである。断面形は逆台形を呈し､堆積土は地山ブロックを含む褐灰色シルトである｡

［カマド］カマドは燃焼部側壁・煙道は取り除かれ、燃焼部底面と煙道先端部ＰＩＴが残る。焼け面は

一辺 30ｃｍほどの隅丸方形を呈する。煙道部は壊されているが､壁面が 20ｃｍほど残っていることか 
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ら、少なくともカマド底面と煙道は 20ｃｍ以上の段差があったと思われる。壁面から１ｍほど北側に

一辺 30ｃｍほどの煙道ＰＩＴが認められ、深さは 40ｃｍほどである。 

［その他のピット］床面上で８個（Ｐ5～12）検出した。Ｐ5・Ｐ6 は共に新カマドの燃焼部・燃焼部側

壁の下で検出した。平面形はＰ5は長軸 40ｃｍ、短軸 30ｃｍの楕円形を呈し､深さ 15ｃｍほど、Ｐ6は

一辺 40ｃｍの隅丸方形を呈し､深さは 20ｃｍほどである。堆積土はともに焼土を含む黒褐色のシルト

で 
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ある。Ｐ7・Ｐ8は住居ほぼ中央部で検出した。重複しておりＰ7が新しい。平面形はＰ7が長軸 60ｃｍ､

短軸 40ｃｍの不整形を呈し､深さ 20ｃｍ､Ｐ8は径 30ｃｍほどの円形を呈すると思われ､深さは 20ｃｍ

である。堆積土は共に焼土・地山ブロックを含む暗褐色シルトである。Ｐ10は中央部南側で検出した。

平面形は径 50ｃｍの円形を呈し､深さは 20ｃｍほどである。堆積土は地山ブロックを含む灰黄褐色シ

ルトである。Ｐ11・Ｐ12は調査区中央東側で検出した。重複しており、Ｐ11が新しい。平面形はＰ11が

長軸 60ｃｍ､短軸 40ｃｍの不整形を呈し､深さ 20ｃｍ､Ｐ12が長軸 60ｃｍ､短軸 40ｃｍの楕円形を呈す

ると思われ、深さは 20ｃｍである。堆積土はＰ11が地山ブロックを含む黒色シルトである。Ｐ12は黒

色砂質シルトと炭・地山ブロックを含むにぶい黄褐色砂質シルトの２層に分けられる。 

【ＳＩ79Ｂ】 

［位置・確認面］調査区中央部の平坦面で検出した。確認面は地山面である。 

［重複］ＳＤ75・81、ＳＫ80より古く、ＳＩ79Ａ・84より新しい。 

［平面形・規模］南北 3.8ｍ×東西 6.2ｍの長方形を基調とする。 

［堆積土］16 層認められる。１～９、12・13 層は自然流入土である。４・５・12 層はカマド内部に

堆積し、焼土・炭化物を多く含むことから、カマド機能時に堆積したものと考えられる。６～８層は

煙道内部に堆積しており、炭化物を多く含むことから機能時の堆積と考えられる。14～16 層は掘り方

埋土である。 

［壁］掘り方埋土を床としており、床面からほぼ垂直に立ち上がる。壁高は最も残りの良いところで

床面から 30ｃｍである。 

［床］掘り方埋土を床面としており、ほぼ平坦であるが壁際が５ｃｍほど下がる。 

［周溝］壁の直下を全周する。上幅 15～25ｃｍ､深さ 10ｃｍ前後で断面形は逆台形を呈する。堆積土

は地山ブロックを含む黒褐色シルトで埋め戻されている。また、周溝内には部分的に壁際に添って、

壁材の痕跡と思われる幅５ｃｍ､深さ 10ｃｍほどの黒褐色のしまりのない堆積土が認められる。 

［カマド］北辺西側で検出した｡燃焼部と煙道からなる。燃焼部側壁は褐灰色粘土で構築されている。 
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燃焼部底面は浅い皿状に窪んでおり、焼け面が認められる。燃焼部と煙道は 15ｃｍ程段がつき、煙道

は先端に向かって緩やかに傾斜している。長さ 1.5ｍほどの煙道の先端は直径 30ｃｍほどの円形の

ＰＩＴ状で、確認面からの深さは 25ｃｍほどである。 

［貯蔵穴状ピット］床面上で４個（Ｐ1～4）検出した。Ｐ1は南西の床面上で検出した。平面形は径 30

ｃｍほどの円形を呈し､深さ 20ｃｍほどである｡堆積土は暗褐色のシルトである｡Ｐ2とＰ3はカマド西

側で検出し､重複しており、Ｐ2が新しい。平面形はＰ2は長軸 100ｃｍ、短軸 50ｃｍほどの楕円形を呈

し、深さ 20ｃｍである｡Ｐ3はＰ2に壊されており平面形・規模は不明である。堆積土は共に焼土・炭

化物のブロックを含む黒褐色シルトである。Ｐ4は北東隅で検出した。北西をＳＤ81溝跡により壊され

ているが、平面形は長軸 80ｃｍ､短軸 60ｃｍの楕円形を呈すると思われ､深さは 20ｃｍほどである。

堆積土は焼土・炭化物のブロックを含む黒褐色シルトである。 

［出土遺物］堆積土中から土師器甕(２)、カマドそでから土師器甕(３)、掘り方埋土から須恵器蓋 
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（１）が出土している。その他に堆積土中から須恵器坏片、縄文土器片が出土している。 

【ＳＩ84】 

［位置・確認面］調査区やや東側の平坦面で検出した。確認面は地山である。 

［重複］ＳＩ79､ＳＫ78・80・91 より古い。 

［平面形・規模］新しい遺構により大きく壊されており、不明である。 

［堆積土］６層認められる。２層は煙道及びカマド構築土の崩落である。３・４層は焼土・炭を多く

含むことからカマド使用時堆積土と考えられる。５・６層は煙道使用時の堆積土である。 

［壁］北西部のみが残存しており最も残りの良い部分でみると、地山床からほぼ垂直に立ち上がり床

面から 10ｃｍほどである。 

［床］地山を直接床として使用しており、おおむね平坦である。 

［周溝］カマド西側で壁の直下を巡る。上帳５ｃｍ前後、深さ３ｃｍ前後で断面は｢Ｕ｣字状を呈する｡

堆積土はしまりのない黒褐色土である。その規模や堆積土の状況から壁材の痕跡の可能性がある。 

［カマド］北辺で検出した。ＳＩ79により壊されており､西側半分のみの検出である。燃焼部側壁は地

山を削りだし先端部に褐灰色粘土を張り付け、さらに土師器甕により先端部を補強している。底面は

ほぼ平らで径 40ｃｍほどの焼け面がある。底面と煙道の間には 10ｃｍほどの段がつく。煙道はほぼ平

らで長さ 1.2ｍの煙道の先端は径 30ｃｍほどの円形のＰＩＴ状で確認面からの深さは 25ｃｍである。 

［貯蔵穴状ピット］カマドそでの西側で２個検出された(Ｐ1・Ｐ2)。重複しておりＰ2が新しい。平面

形は共に円形でＰ1が径 30ｃｍ・深さ 10ｃｍ､Ｐ2が径 25ｃｍ・深さ 10ｃｍである｡堆積土はともに焼

土・炭のブロックを含む暗褐色土である。 
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［出土遺物］カマドそで、床面から土師器甕（27-1）・土師器坏（27-2）が出土している。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ94】 

調査区中央部Ｓ24・Ｅ50付近で検出した東西３間・南北２間の東西棟掘立柱建物跡である。ＳＢ95掘

立柱建物跡より古く､ＳＩ74竪穴住居跡より新しい。柱穴は９個所で検出しており、すべての柱穴で径

15ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認している。平面規模は桁行総長が南側柱列で 4.90ｍ、梁行総長が西

妻で 4.00ｍで、柱間寸法は桁行が南側柱列で西から 1.80・1.50・1.60ｍ、梁行が西妻で北から 2.10・

1.90ｍである。方向は西妻で測ると北で５°東に偏する。 

柱穴は１辺 35～55ｃｍの隅丸長方形を呈し､深さは 30ｃｍ前後である。埋土は地山ブロックを多く

含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ95】 

調査区中央部Ｓ24・Ｅ50付近で検出した南北３間・東西２間の南北棟掘立柱建物跡である。ＳＢ94掘

立柱建物跡・ＳＩ74 竪穴住居跡より新しい｡柱穴は 10 個所で検出しており、すべての柱穴で径 15ｃｍ

ほどの円形の柱痕跡を確認している。平面規模は桁行総長が東側柱列で 4.9ｍ、梁行総長が北妻で 4.00

ｍで、柱間寸法は縦行が東側柱列で北から 1.65・1.70・1.55ｍ、梁行が北妻で頭から 2.05・1.95

ｍである。方向は東側柱列で測ると北で約５°東に偏する。 

柱穴は１辺 20～40ｃｍの隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍ前後である。埋土は地山ブロックを多く含

む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ98】 

調査区中央部Ｓ17・Ｅ42付近で検出した南北５間・東西３間の南北棟掘立柱建物跡である。ＳＩ73・

74・79住居跡､ＳＫ80土壙より新しく、ＳＫ78土壙より古い。柱穴は 12 個所で検出しており、そのう

ち 10 個の柱穴で径 15～30ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認している。平面規模は桁行総長が南側柱列

で 7.00ｍとみられ、梁行総長が西妻で 6.00ｍとみられる。柱間寸法は桁行が東側柱列で東から

1.3ｍ・1.3ｍ・1.2ｍ・1.7ｍ・約 1.5ｍ、梁行が西妻で北から 1.8ｍ・1.8ｍ・約 2.4ｍである。方向

は西妻で測るとほぼ真北である。 

柱穴は１辺 20～40ｃｍの隅丸方形を呈し、深さは 30ｃｍ前後である。埋土は地山ブロックを多く含

む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

溝跡 

【ＳＤ72】 

調査区東端Ｓ33・Ｅ63 付近､Ｓ17 住居跡の東隣で検出した南北溝跡である。規模は幅約 1.1ｍ、深

さは 20ｃｍほどで断面形は逆台形を呈する｡堆積土は地山粒を含む黒褐色シルトの人為堆積土である。

遺物は堆積土中から底部回転ヘラケズリの須恵器坏片が出土している。 

【ＳＤ75・81】 

調査区中央Ｓ21・Ｅ40付近で検出した南北溝跡である。ＳＤ75溝跡はＳＩ73住居跡・ＳＫ77土壙を壊

す形で南北に延び､ＳＩ79住居跡北壁と接する形で一端途切れる。その北側にＳＤ81溝跡がＳＩ79住居跡

を 
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壊す形で始まるが、規模・方向からこの２条の溝跡は、ＳＩ79 住居跡付近で途切れるが一連の溝跡で

あると考えられる。規模は幅 1.2～1.4ｍ、深さ 0.5～0.7ｍで緩やかに北に傾斜している。断面形は

上部が若干開く逆台形を呈し、堆積土は褐灰色粘土・黒褐色シルト・褐灰色粘質シルト・黒褐色シル

トの４層に細分でき、上２層は人為堆積土である。 

遺物は土師器小形坏（28-1）が出土している。 

(5)．５区 

４区中央付近から北に向かう調査区である。４段にみられる河川跡から北に向かい地山が高まり、

さらに調査区の北側では旧河川、湿地となる。この地山の高まり部分で掘立柱建物跡７棟、井戸跡４

基、溝跡９条、土壙 10 基を検出した。遺構確認面は灰白色火山灰を含む河川堆積土である。 

掘立柱建物跡 

【ＳＢ181】 

調査区南側Ｎ50・Ｅ20付近で検出した東西３間以上、南北１間の東西棟で、北側に１間の廂が付く。

ＳＢ182 より新しい｡柱穴は９個で検出しており、すべての柱穴で径 15ｃｍほどの柱痕跡を確認した。

平面規模は桁行が南側柱列で 5.10ｍ以上、梁行が東妻で 4.50ｍである。柱間寸法は桁行が南側柱列

で東から 1.50ｍ・2.10ｍ・2.50ｍである。建物の方向は南側柱列でみると東で南に約 12°偏している｡ 

柱穴は長軸 20ｃｍ､短軸 15ｃｍほどの円形または不整円形を呈し、深さは 20ｃｍほどである。埋土

は地山ブロックを多く含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ186Ａ】 

調査区南側Ｎ60・Ｅ20付近で検出した東西２間以上、南北１間の東西棟建物跡である。ＳＤ189・ 
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ＳＢ189Ｂより古い。柱穴は４個所で検出しており、うち２個所で径 20ｃｍほどの円形の柱痕跡を確認

した。平面規模は桁行が北側柱列で 3.00ｍ以上､桁行が西妻で 3.3ｍである。柱間寸法は桁行が北側

柱列で西から 1.5ｍ・1.5ｍである。建物の方向は北側柱列でみるとほぼ真東西である。 

柱穴は長軸 60ｃｍ､短軸 30ｃｍほどの楕円形を呈し､深さは約 20ｃｍほどである。埋土は地山ブロ

ックを多く含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

【ＳＢ186Ｂ】 

調査区南側Ｎ60・Ｅ20付近で検出した東西２間以上、南北１間の東西棟建物跡である。ＳＤ189より

古く､ＳＢ189Ｂより新しい。柱穴は５個所で検出しており、うち３個所で径 20ｃｍほどの円形の柱痕

跡を確認した｡平面規模は桁行が北側柱列で 3.00ｍ以上､桁行が西妻で 3.3ｍである。柱間寸法は桁

行が北側柱列で西から 1.5ｍ・1.5ｍである。建物の方向は北側柱列でみるとほぼ真東西である。 

柱穴は長軸 60ｃｍ､短軸 30ｃｍほどの楕円形を呈し､深さは約 20ｃｍほどである。埋土は地山ブロ

ックを多く含む黒褐色シルトである。遺物は出土していない。 

井戸跡 

調査区の南側で２基、中央部で２基の井戸跡を検出した。すべて素掘りの井戸跡である。 

【ＳＥ190】 

調査区南側Ｎ50・Ｅ35付近で検出した素掘りの井戸跡である。平面形は径 1.5ｍほどの円形を呈し、

深さは 60ｃｍほどである。断面形は上部が若干開く箱形を呈する。堆積土は４層に細分でき、２層は

灰白色火山灰・地山を粒状に含む人為堆積土である。 
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遺物は堆積土中から近世と思われる陶器片が出土している。 

溝跡 

調査区の南側で検出した。ＳＤ198 は河川跡であり、この河川跡の堆積土上で他の溝跡は検出した。

幅は 0.2～2.0ｍと大きさにばらつきがあり､この中で意図的に作られたと考えられる溝跡はＳＤ178・

197の２条である。 

【ＳＤ178】 

調査区構側Ｎ30・Ｅ20 付近で検出した東西溝跡で 12.5ｍほどを確認した。この溝跡は東側で幅 50

ｃｍほどにすぼまりながら、調査区外へ延びる。上幅 0.5～4.5ｍ、深さ 0.2ｍほどである。堆積土は

黒褐色シルトの自然堆積土である。遺物は出土していない。 

【ＳＤ197】 

調査区中央部Ｎ75・Ｅ50 付近で検出した東西溝跡で、約 6.0ｍ分を確認した。上幅 2.5ｍ、深さは

0.6ｍほどである。断面形は皿状を呈する。堆積土は 10 層に細分できる自然堆積土である。遺物は出

土していない。 
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第Ⅲ章 考  察 

今回検出した遺構は竪穴住居跡６軒、掘立柱建物跡 55 棟、塀跡２条、溝跡 76 条、土壙 76 基、井戸

跡６基などがある。また、調査区の所々に旧河川が流れている。出土遺物には土師器・須恵器・縄文

土器・瓦・近世陶器などがあり、総数はテンバコで 10 箱になる。ここではまず、出土遺物から遺構

の年代について検討し、次に遺構について検討したい。 

１．出土遺物と遺構の年代について 

遺物は土師器、須恵器が大半を占め、他に縄文土器片、近世陶器片が出土している。古代の遺物は

竪穴住居跡からの出土が大半で、その他に溝跡、井戸跡、塀跡などからも少量の出土がある。近世の

遺物は遺構検出面の異なる５区の井戸跡から１片のみの出土である。ここではまず、遺物の出土量の

多い古代について、出土遺物、重複関係から遺構の年代を考える。次に中近世の遺構について年代を

考えることとする。 

ａ.古代 

(1)竪穴住居跡 

今回検出した６軒の竪穴住居跡からは非ロクロ調整の土師器坏・甕・甑、須恵器坏・高台坏・甕が

出土している。この中で土師器甕はすべての住居跡から出土している。出土遺物から住居の年代が押

さえられるものは次の住居跡である。 

［ＳＩ73］この住居跡からは須恵器坏が７点出土している。この坏の特徴をみると､底部切り離しが静

止糸切りで回転ヘラケズリのもの・手持ちヘラケズリのもの、切り離しが不明で手持ちヘラケズリの

ものがある。この須恵器坏は日の出山窯跡群第３群土器（古川・太田：1993）と器形・調整ともに類

似している。日の出山窯跡群第３群土器はその製作年代が８世紀第２四半紀と考えられている。また､

共伴している土師器甕はすべて非ロクロ調整で長胴形のものと球形のものである。この土師器甕は御

駒堂遺跡(小井川・小川：1982)、糠塚遺跡(小井川・手塚：1978)、観音沢遺跡（加藤・阿部：1980）

などで出土しているものと類似している。これらの出土甕類それぞれは国分寺下層式期に比定されて

おり、大きく８世紀代と考えられる。以上のことから、この住居跡は大きくみると８世紀の中におさ

まり、さらに須恵器坏から８世紀第２四半期と考えられる。 

［ＳＩ84］この住居跡からは１点のみであるが非ロクロ調整の土師器坏が出土している。この坏は体部

中ほどに内外面とも段を有し、段から上はゆるやかに内弯しながら立ち上がる。調整は非ロクロ調整

で、外面が段から上がヨコナデ、段から下がケズリ、内面はヘラミガキされ黒色処理が施されるとい

う特徴をもつ。この土師器坏は高清水町観音沢遺跡に類例が求められ、国分寺下層式期の前半期に比

定されている(加藤：1990)。また、共伴している土師器甕は非ロクロ調整の長胴形で､前述したＳＩ73

出土甕と同じ特徴を有することから、８世紀代のものと考えられる。以上のことからこの住居跡は大

きくみると８世紀の中におさまり、さらに土師器坏の年代から８世紀の前半と考えられる。 
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次に、その他の住居跡の年代について考えることにする。竪穴住居跡の重複関係は以下のとおりで

ある。 

他の住居跡は土師器・須恵器の坏類が出土していないため、遺物自体から年代を特定することは難

しい。しかし、すべての住居から非ロクロ調整の土師器甕が出土していることを考えれば、住居跡は

すべて８世紀の中におさまると考えられる。さらに、重複関係をもとに他の住居の年代を考えると次

のようになる｡ＳＩ73 住居跡は出土遺物から８世紀第２四半期という年代が考えられ､ＳＩ74 住居跡は重

複関係からこの住居より古い。また､ＳＩ84住居跡はやはり出土遺物から８世紀の前半期の古い方と考

えられ､ＳＩ79Ａ住居跡は重複関係からそれより新しいことがわかる。この住居跡からは遺構の年代を

特定する要素をもつ遺物は出土していないが、はっきりと新しい年代形態をもつ遺物が出土していな

いことを考えると、この住居跡も他の住居跡と同様に、８世紀前半の中におさまるものと考えられる｡

なお､ＳＩ79Ｂ住居跡はＳＩ79Ａを作り替えているものであるから､ＳＩ73Ａ住居跡に直接後続するもので

ある。ＳＩ71住居跡は土師器甕しか出土していないため年代の特定はできないが､他の住居が８世紀前

半の中におさまることを考えれば、この年代から大きく外れないと推測できる。 

(2)その他の遺構 

その他の遺構は遺物の出土量が少なく、遺構の年代を決定できるものは少ない。ここでは出土遺物

から年代を推定できる遺構についてのみ、年代の推定を行うこととする。 

ＳＥ28 井戸跡の井戸枠内堆積土２層から非ロクロ調整の土師器坏、底部切り離しがヘラ切りでナデ

調整される須恵器坏が出土している。土師器坏は底部から口縁部にかけて丸みをもって内弯し、調整

は非ロクロ調整で外面がヘラミガキ、内面はヘラミガキ、黒色処理が施される。このような特徴を持

つ土師器坏は清水遺跡第Ⅶ群土器（丹羽・阿部・小野寺：1981）などに出土例があり、この土器は国

分寺下層式期第２段階、８世紀後半と考えられている。このことからこの井戸跡は８世紀後半と考え

られる。 

ＳＤ1 溝跡、ＳＡ45 塀跡掘り方埋土、ＳＤ156・163 溝跡堆積土から､底部切り離しがヘラ切りでナデ

調整される須恵器坏が出土している。この須恵器坏はＳＥ28井戸跡で共伴関係が認められることから､

８世紀後半と考えられる。 

ＳＤ121 溝跡堆積土からは底部切り離しがヘラ切りで手持ちヘラケズリが施される須恵器坏が出土

している。これらはＳＩ73と同様に日の出山窯跡第３群土器に類例を求められることから､８世紀第２

四半期と推定できる。 

ＳＢ137建物跡南西隅柱穴の埋土から須恵器高台坏（稜椀）が出土している。この土器のような特徴

を持つものは、近接する東山遺跡などで出土例があり、８世紀後半～９世紀初頭と考えられる。 

ｂ．中近世 

中近世の遺物が出土しているのは５区で検出したＳＥ180井戸跡のみである｡堆積土中から近世陶器 

48 



 

片と考えられる破片が１片出土している。５区では南半部を中心に掘立柱建物跡、井戸跡、溝跡、土

壙跡が検出されているが、遺構検出面が灰白色火山灰を含む河川堆積土上であり、他の調査区と異な

る。よって、５区で検出した遺構については少なくとも灰白色火山灰降下以降（10 世紀以降）のもの

である。 

２．遺構について 

ａ．区画について 

今回検出した溝跡、塀跡の中でＳＤ１Ａ・Ｂ・２Ａ・Ｂ・３Ａ・Ｂ・65・103・111・121・156､ＳＡ

40・45は方向が真北､真東西を基準にして揃っている。第32図はこれらを模式的に示したものである。

本図をみると、溝間の間隔はＳＤ65・111間が約 20ｍ、ＳＤ111・ＳＡ40間が約 60ｍ､ＳＡ45・ＳＤ156間

が約 150ｍ、ＳＤ111・ＳＤ２Ａ・Ｂ間が約 100ｍであり､東西南北を基準とした方形の区画がみえてく

る。このような溝・塀などによる方形の区画は、古代官衙などでよく見られるものである。また､遺構

の年代は遺物の出土している遺構（ＳＤ1・121・156、ＳＡ45）でみると、おおよそ８世紀後半と考えら

れることから、この地域も北東に近接する東山遺跡（古代賀美郡衙推定地）に関連した区画と考えら

れる｡ 

ｂ．掘立柱建物跡について 

今回検出した掘立柱建物跡は３区を中心として検出しているが、部分的な調査のため建物の全容を 
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捉えられたものはほとんどない。この中で柱穴の掘り方に注目すれば､40～60ｃｍと大規模で埋土が黒

褐色シルト主体のもの①、小規模で埋土が黒色シルト主体のもの②に分類できる。また、建物の方向

をみると①はほとんど真北か真東西で前述した区画と揃ってくる。出土遺物から年代をみると、①に

分類されるＳＢ137 建物跡が８世紀後半の年代が考えられ､区画と同時期である。このことから①の建

物は区画内に方向を揃えて建っていたと考えられる。 

②に分類される建物跡は方向性から規則性を見いだすことはできない。分布状況についてみると３

区に集中しているが、これは地形的な制約があったためと考えられ、他の調査区でも検出しているこ

とを考えると規則性は見いだせない。 

ｃ．竪穴住居跡について 

今回検出した竪穴住居跡の平面形態をみると形態の把握できるものはすべて方形である。この中に

は正方形を呈するもののほかに、長方形を呈するものもある。また、規模は１辺が７ｍほどの大型の 
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ものと４～５ｍほどの小型のものがあり、規模・形態ついての斉一性は認められない。しかし、周

溝の保有率は高く、ほとんどの住居跡で全周しており、周溝に沿うかたちで壁材を据えたとみられる

痕跡も認められる。カマドについてみると、すべての住居跡で北側に作られ、白色粘土で構築されて

いる。また、カマドの中心線で住居跡の方向をみると、ほぼ真南北で揃っており、斉一性が窺われる。 

これらの住居跡は４区の微高地部分に存在し、この微高地がさらに調査区の北側、南側に展開する

ことが予想されることから、８世紀前半にはこの地区の周辺にも、さらに住居跡が存在していたと考

えられる。 

ｄ．区画のあり方 

前述したように、今回検出した古代と考えられる遺構は、東西南北を基準とした区画に基づく計画

性の上で作られたと考えられる。今回分かった年代をもとに古代の様子を考えると、まず、８世紀前

半に竪穴住居跡が南北に方向を揃えて建てられる。その後、８世紀後半になると区画が作られ、その

中に竪穴住居に代わり、方向を揃えて掘立柱建物が建てられるようである。なお、今回の調査では区

画の大きさは捉えきれなかったが、少なくとも 20ｍ前後を最小単位とした方形の区画が存在してい

たと考えられる。 

また、今回の調査で検出した区画溝跡の中でＳＤ1・2・3 は、１区北側で並行して検出している。

このように並行して溝跡が検出される例は、山王遺跡、市川橋遺跡などでも例があり、道路跡と考え

られており、この溝跡は道路側溝と考えられる。しかしながら、この溝跡を道路側溝とするには今回

の調査はあまりに部分的であること、２区の西側部分でこの溝の延びが検出されるはずであったが、

今回は確認されなかったなどの問題点がある。なお、古代には陸奥・出羽を結ぶ連絡路がこの周辺を

通っていたとする説（村上：1931、宮崎町：1973）もあることから、この溝跡は注目すべきものであ

る｡ 

本遺跡の北東約１ｋｍの丘陵上には古代賀美郡衙推定地の東山遺跡が所在する。今回確認した区画

を８世紀後半に機能していたのものとすれば、東山遺跡との関連が考えられる。このように官衙の周

辺に区画された地域が存在する例は、多賀城跡と山王・市川橋遺跡などにも例がある。しかし、今回

の調査は部分的なものであり、この周辺の様子のごく一部分しか分からなかった。来年度以降の調査

成果に期待したい。 

３．まとめ 

１. 今回の調査では竪穴住居跡、掘立柱建物跡、東西道路跡、塀跡、溝跡、土壙、井戸跡を検出した。 

２. 検出された竪穴住居跡６軒は出土遺物から８世紀前半のものと考えられ、分布する地域は河川東

側の微高地上である。このころこの地域に集落が形成されていたことを窺わせる。 

３. １区から３区にかけては、８世紀後半には東西南北を基準とする方形の区画が滞在することが分

かった。この区画の内部に掘立柱建物が計画的に配置されていたと考えられる。この区画溝の中で道

路の側溝と考えられる並行する溝跡を３条検出した。しかし、調査範囲が狭く今回の調査では道路跡

と特定することはできなかった。 

４. 本遺跡北東に近接して古代賀美郡衙推定地の東山遺跡がある。今回検出した竪穴住居跡、区画さ 
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れた掘立柱建物跡は年代も奈良時代であることから、東山遺跡に関連する施設の可能性がある。これ

は古代郡衙周辺の様子の一端を示すものである。今後調査が進み、古代郡衙周辺の集落のようすが解

明されることに期待したい。 
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１ 遺跡の位置と周辺の遺跡 

念南寺古墳は、仙台市の北西方向約 40 ㎞に位置する加美郡色麻町に所在する。色麻町の町域は、東

西に長く、西には奥羽山系の船形山（御所山）がそびえ、東に広大な大崎平野がひらけている。本古

墳の所在する四竈地区は、町域の東部に位置し、船形山系に源を発する鳴瀬川とその支流が平野部に

出て合流する地域にあたる。また､四竈地区は、町役場の所在地で、国道457号線をはじめとした幹線

道路が通過するなど、地理的、社会的に町の中心地である。 

本古墳は、町役場の南東方向約 1.5 ㎞の､鳴瀬川右岸の丘陵上に立地している｡この丘陵は、奥羽山

脈から派生し東に延び出た標高 60ｍ前後の台地である。古墳が立地する丘陵部と、鳴瀬川対岸の平野

部との比高差は 40ｍ前後あり、丘陵上からは北に大崎地方の平野部の広大な眺望がひらけている。 

周辺の遺跡 

宮城県北部の大崎地方は、日本列島における古墳分布の北辺地域である。その中にあって、本古墳

の所在する色麻町周辺地域は、前・中期の有力な古墳が多く分布し、古墳分布の中核をなす地域であ

る。当該地域において前期古墳とみられるものとしては､念南寺古墳の西方約 400ｍの同一丘陵上で近

年発見された熊野神社古墳(2)がある｡熊野神社古墳は、長軸 60ｍ前後の前方後円墳で、墳形から前期

の古墳と推定される。なお、熊野神社古墳の周辺には、さらに数基の円墳や前方後円墳の可能性のあ

る低墳丘の古墳なども確認されている。 

中期の有力古墳としては、本古墳の西北西約 1.3㎞の花川左岸に位置する御山古墳（径約 50ｍ）(3)、

同じく北西約 1.2 ㎞の鳴瀬川左岸に位置する中新田町､鹿島神社古墳（径約 50ｍ）(4)がある。いずれも

埴輪を有し、現状では二段築成の円墳とみられるが、御山古墳は前方後円墳の可能性もある。埴輪の

特徴から見ると、念南寺古墳に後続する時期のものと推定される。 

この他、念南寺古墳周辺に分布する念南寺古墳群、その西側の同一丘陵上に分析する東原因・東原

古墳群(5)・(6)がある。これらは、直径 10～30ｍの円墳からなる古墳群で、念南寺古墳を中核とした

古墳時代中～後期の古墳群と推定される。また、本古墳の立地する丘陵の斜面にうがたれた根谷地横

穴墓群(8)､東原囲横穴墓群(7)､本古墳の西北西約 1.5 ㎞の扇状地に分布する色麻古墳群などの群集墳が

ある。色麻古墳群は、横穴式石室を主体部とする円墳が多数調査され、総数 500 基を越える大規模な終

末期の群集墳であることが確認されている。 

古墳の基盤となる集落跡については、鳴瀬川左岸の自然堤防上に立地する元宿遺跡(10)､原江 (堤根

西)遺跡(11)などの包含地がある。両遺跡は、現在、ほ場整備事業に係わる確認調査が進められており､

遺跡の内容が解明されつつある。 

なお、本古墳の立地する丘陵地には、古代の窯跡が多数確認されている。これらは、一の関遺跡(17)

をはじめ周辺に分布する官衙寺院跡や多賀城跡などを供給先とした瓦窯主体の窯跡群である。古墳時

代の窯跡はいまだ発見されていないが、本古墳の埴輪を焼成した窯跡の所在も、古墳からそう遠くな

い丘陵地の中にもとめられるであろう。 
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２ 念南寺古墳群の概要 

測量調査の経過 

念南寺古墳が所在する丘陵上には､直径 10ｍ前後の円墳が 30 基以上点在している。これらは、一ま

とまりの古墳群を形成しており、念南寺古墳はその中核的な存在である。古墳が分布する範囲の大半

は、近世以降現代に至るまで、仙台藩直轄、あるいは入会地の杉林として利用され、公的に管理され

てきた。このため、一帯は大きな地形の改変を受けることなく現在に至っており、各古墳の保存状態

はきわめて良好である。このことから、本古墳と周辺の円墳群は、平成四年に「念南寺古墳群」とし

て、宮城県史跡に指定されることとなった。 

県史跡指定の手続きに先立ち、宮城県教育委員会では、平成三年度に測量調査をおこなった。現地

での作業は､「株式会社 東北地形社」に委託し、下草刈、トラバース設定、測量の順で進められた｡

下草刈終了前と測量開始前後、終了前の各段階では、東北大学文学部助手（当時）の藤沢敦氏の協力

を得て、墳麓線、傾斜変換線の確認をおこなった。調査の成果品は、トラバー網図（縮尺１／1000）

１枚、丘陵地の地形平面図（縮尺１／1000・等高線１ｍ間隔）１枚、各古墳の古墳詳細図（縮尺１

／100・等高線 25cm 間隔）10 枚である。 

調査の対象となる地域は、古墳の分布範囲をおおむねカバーする､東西 600ｍ､南北 100ｍの範囲で､

面積は約６ヘクタールにおよんだ。作成した図副（第２図）のさらに東西にも、いくつかの古墳の存

在が確認されていたが、民有地であることと下草の繁茂がひどく立ち入ることができなかったため調

査対象から割愛した。 

測量調査の成果 

測量成果をもとに、念南寺古墳群の古墳分布と地形の関係をみると、まず、古墳の分布は、東西方

向に延びる南北幅 100ｍの丘陵上に限られている。さらに、この丘陵上部は､鳴瀬川に流れ込む中小の

沢によって樹枝状に解析されることで、いくつかの舌状の台地に分断されており、多くの古墳は、こ

れら尾根筋の高みや舌状の地形を利用して造営されている(第２図)。第２～３、24～29 号墳は、念南

寺古墳の東方の台地上にまばらに分布しているが､第５～23 号墳は、念南寺古墳の西方約 200ｍのやせ

尾根上に、墳裾を接し、列をなすように並んでいる。 

各古墳の個々の墳丘の残存状況は、送電鉄塔建設により大きな削平を受けている第13号墳と第３号

墳に盗掘の痕跡がみられるのを除けば､墳丘の残りは概してよい｡墳形は、円墳が主であるとみられ

るが、第９・18・20 号墳など、いくつかのものに等高線が直線的に巡る部分が見られ、方墳である可

能性もある。しかし、発掘調査を経ていない現時点では明確でない。 

各古墳の規模は、径 20ｍ弱の３号墳を最大として、それ以外は 10ｍ前後の小規模なものが多い。ま

た、墳丘の高さも､墳麓線の最も高い部分の標高を基準にすると１～２ｍ程度にすぎないものが多い｡

この他、第４号墳と第５号墳の間や、第６号墳周辺に不規則な地膨れ状の地形がある。これらも低い

墳丘である可能性もあるが、今回は、古墳としては認定しなかった。 
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３ 念南寺古墳の概要 

念南寺古墳は、前方部を東南東に向けた全長約 56ｍの前方後円墳である。墳丘の主軸方向は、前方

部の中軸線を基準とした場合、東で18度南に振れている。墳丘の周囲には馬蹄形の周壕が巡る。念南

寺古墳の時期については、これまで表採されている埴輪の検討などから５世紀後半に位置づけられて

いる (藤沢 1994)。 

墳丘 

墳丘の規模は、周壕底の墳麓線での計測によると、長軸約 56ｍ､後円部径 39ｍ､前方部長 21ｍ､前方

部幅 21ｍ､後円部高７ｍ、前方部高２ｍである。 

墳丘の平面形をみると、後旧部は墳裾が正円形を描いているが、前方部については、左右の側辺や

前端のラインは左右対称形にならない。これは、立地する丘陵の地形的制約を受けた結果と考えられ

る。 

立面形は、前方部が低平なのに対し、後円部が急峻で高いのが特色である。また、後円部の北側か

ら西側にかけて標高 55ｍの高さに、幅１～２ｍの平坦面が巡り、北の平野部側から見れば、後円部は

２段築成にみえる。ただし、現況では南側には平坦面は確認できない。また、後円部の平坦面の上下

では墳丘斜面の傾斜が異なり、上段は約40度と急であるが、下段は約38度とやや緩やかである。 

なお、前方部前端から後円部墳頂の神社に向かって設けられている参道は、墳丘を「Ｖ」字状に大

きく削りこんで坂道としたもので、両側に墳丘積土の露頭がみられる。この露頭の土層断面を観察す

ると、前方部の標高 55.5ｍ前後と後円部の標高 56.5ｍ前後の高さに旧表土とみられる黒褐色の土層が

みられ、前方部から後旧部の下段にかけては旧表土以下を削り出して整形し、前方部の前端部上面と

後円部の上段については盛り土により築成したことが確認された。 

墳丘の外表施設としては、墳丘斜面のボーリング調査により、後円部の上段の斜面で葺石とみられ

る礫群の存在が確認される。また、墳丘の各所からはこれまで多くの円筒・朝顔形・形象埴輪の破片

が採取され、東北歴史資料館・東北学院大学・古川高校・個人などに所蔵されている。形象埴輪には､

人物（腕・髷）・馬 (胴・辻金具？)、家の一部とみられる破片などがある。形象埴輪の破片は前方部

前端付近で多く採取されているようである。 

周壕 

周壕は墳丘周囲を全周し、東西では丘陵の尾根を切断するように掘り込まれている。 

平面形態は、前方部の中軸線を基準とした場合、東・西・南側は周壕の平面形が整った馬蹄形を呈

するが、北側は周壕幅が狭く対称形になっていない。周辺の地形からみて、東西南側の形態が本来の

築造企画に則った形態で、北側は地形的制約を受けたものとみられる。 

周壕の底面はほぼ平坦であるが､場所によって高低差がある。南西側の後旧部裾で 54.5ｍ､東側の前

方部前端裾で 54.0ｍと高く、南側のくびれ部付近や北側の後円部裾では 53.5ｍと低くなっている｡こ

のうち、レベル差の著しい後円部前端の周壕底には比高 50cm の段差がみられる。 

 



 

 

 

75 



 

77 



  

78 

 

78 



  

79 

 

79 



  

80 

 

80 



  

81 

 

81 



 

 

４ 調査の方法と経過 

調査に至る経過 

今回の念南寺古墳の調査の契機は、後円部墳頂にあった社殿が老朽化し、その建替えが計画された

ことによる。宮城県文化財保護課では、社殿建替計画の協議書の提出を受け、色麻町教育委員会、社

殿建設関係者等と現地で協議した。その結果、墳頂部の概要を把握するための確認調査が必要である

と判断し、同地の確認調査を実施することにしたものである。 

念南寺古墳の後円部墳頂は、西側から南北にかけての縁辺部が一段高く、社殿の建っていた中央部

は窪んでいた。このうち、西側縁辺部には埴輪列の基底部が残存することが表面観察で確認されてお

り、この標高 60.5ｍの面が後円部墳頂の本来の高さであると推定されていた。一方、中央部の一段低

い平坦面は現標高が 60.3ｍで、過去の社殿建設により改変され、20～30cm の削平を受けたものと推定

された。 

これらの知見をもとに、(1)削平を受けたとみられる平坦面の上面を精査し、埋葬施設の状況を把握

すること､(2)西側縁辺部にトレンチを設定し、埴輪列基底部の残存状況を確認すること、の２点を調

査の目的として設定した。念南寺古墳の主体部については、礫郭や木棺などを想定し、調査ではその

掘り方のプランが検出されるであろうと予想した。このため、調査期間を１～２週間として調査計画

をたてた。 

調査の経過 

調査開始直後、墳頂に石棺の蓋が露出しているのが発見され、埴輪列も予想以上に残りのよいこと

が確認され予想外の展開となった。しかし、調査はあくまでも保存を目的としていたため、石棺につ

いては、内部の精査はおこなわず、概要を把握するにとどめた。 

調査の記録は、縮尺 1／10 の平面・断面実測図を作成し、モノクロ・リバーサルの写真を撮影した｡

調査後は、石棺周囲を山砂で埋め戻し、検出した埴輪列は取り上げることにした。調査最終日の７月

14日には、現地で説明会を実施し一般に公開した。なお、墳頂にあった社殿は関係者の協力を得て古

墳の南側へ移転した。 
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５ 調査の成果 

調査は、後円部墳頂中央の削平を受けている区域を精査し、その西側には埴輪列を確認するための

幅３ｍのトレンチを設定した。その結果、石棺と埴輪列が検出された。以下では、石棺を中心とする

埋葬施設と、埴輪列の状況について、それぞれその概要を記す。 

①埋葬施設 

後円部の中央やや南よりの位置に原位置を保つとみられる石棺とその掘り方のプランが検出され

た。石棺周囲は盗掘を受けていたため、この盗掘坑の北東部１／４を掘り下げ、石棺の概要を把握す

ることにした。石棺内部の精査はおこなわなかった。 

石棺 

軟質の凝灰岩を刳り抜いて作られた石棺である。直方体の棺身（棺本体）に、四面に斜めの面取り

がなされた屋根形の蓋が被せられている。蓋上面の左右の長側辺斜面に繩掛突起が二つずつ、計四つ

付いている。繩掛突起は径 20cm、長さ約15cm の円柱状で、斜め上方に突出している。 

棺身については全体を掘り下げていないので全容は明らかでないが、突起のない箱形を呈するもの

と推定される。棺身は厳密な直方体ではなく、下半がわずかにすぼまり、底面に丸みをもって移行す

る。蓋と身の合わせ口は平縁である。 

棺の外側の大きさは推計で、長さ 260cm、幅 110cm、身の高さ 50cm、蓋の高さは残存部分で 35cm であ

る。棺の壁の厚さは、破損した東側短辺の棺身の縁部分で約 10cm である。 

棺の表面には刃物による幅 10cm 前後の帯状の加工痕が縦方向にみられる。石棺の石材は、多孔質の

軽石状の凝灰岩で、軟質でもろく、比重は 10 立方センチメートルあたり 1.5 ㎏と岩石としては軽い。地

質学的には中新世後期以降のもので本古墳の立地する丘陵の基盤層をはじめとして周辺地域に広範に

分布する。化学分析等による産出地の特定は対象地が絞り込めず、現状では困難である (註)。 

石棺蓋の上面には盗掘によるとみられる楕円形の穴が開口している。蓋は中央で東西に大きく２つ

に割れ、さらに東半部は南北に折れ３分割されている。棺内部の状態は不明であるが、石棺蓋上部の

風化が著しく、棺内部に黒色土層が自然堆積している状況などから、盗掘を受けたようである。 

石棺掘り方 

掘り方は、平面形が東西 7.0ｍ、南北 4.3ｍの隅丸長方形で、石棺はそのほぼ中央に位置している。

確認面から掘り方底面までの深さは約 80cm である。石棺および掘り方の長軸方向は真東西方向で、前

方部の中軸線を基準とした場合、墳丘の軸方向とは東で北に約18度の傾きがある。 

掘り方は、墳丘積み土に似た褐色土で埋め戻されている。ただし、石棺周囲は盗掘を受け、底面ま

で攪乱されている。このため本来の石棺周囲の状態については不明確な点が多い。また、掘り方の壁

面や底面の状態についても部分的な調査であったため不明確な点が多い。しかし、石棺の下部に敷石

とみられる小礫が確認されること、あるいは盗掘坑の埋土に拳大・人頭大の礫が多数混入しているこ

となどから、石敷きや、石室もしくは石槨に類する石組み施設が存在した可能性が想定される。 

（註）仙台市科学館副館長・佐々木隆氏、指導主事・板橋誠二氏、石田琢次氏のご教示による。 
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石棺の盗掘坑 

石棺は、蓋上部に楕円形の穴があけられ、内部は盗掘を受けているとみられる。また、石棺周囲に

は平面形が不規則な楕円形を呈し、深さが掘り方底面まで達する大規模な盗掘坑がある。 

盗掘坑は掘り方埋土とほぼ同質の褐色土で埋め戻されている。この埋土中からは、破壊された石棺

の破片や埴輪片、土師器甕・高坏、石製模造品、礫などが出土した。盗掘坑埋土の上部は、石棺を中

心に皿状に窪んでおり、窪み内には黒色土層が自然堆積していた。黒色土層の下部には平安時代に降

下した灰白色火山灰層が堆積していることから､石棺が盗掘を受けた時期は平安時代以前とみられる｡ 

盗掘坑出土遺物 

石棺周囲の盗掘坑埋土から、石製模造品・埴輪片・土師器が出土した。このうち土師器甕は石棺の

北東部の盗掘坑内から、ほぼ完形で潰れた状態で出土している(第９図参照)。 
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石製模造品（第11図） 

石製模造品は有孔円盤、鏡、鎌、斧などがある。 

有孔円盤：(1)～(5)：５点ある。小型で二孔を有するもの(1)～(3)と、大型で中央に一孔を有するもの

(4)・(5)の二種がある。小型のものはさらに、楕円形で、長軸方向の縁辺に寄った対象の位置に孔が

あけられたもの(1)・(3)と、おむすび形で上部に寄った位置に孔があけられたもの(2)とがある。 

いずれも節理の発達した粘板岩を素材とし、母岩から剥離した貝殻状の剥片の周縁を打ち欠いて整

形し、研磨して仕上げている。(5)の背面の一部には工具の加工痕がみられる。いずれも周縁部につい

ては細かい研磨が加えられているが、表裏は研磨が全面に及ばず、整形の際の荒い剥離面がそのまま

残る部分が多い。 

鏡：(6)：背面に紐を浮き彫りにした鏡である。紐の位置は背面の一方に偏っている。紐の上部は欠

損し形状は不明であるが、基部は平面形が楕円形を呈している。紐の中央の短軸方向に緒通孔が溝状

に彫り込まれている。鏡面は丁寧に研磨されているが、部分的に工具の加工痕や剥離面が残る。背面

は全面に工具の加工痕が残る。 

鎌：(7)：刃部先端が内湾する曲刃鎌である。基部は欠損している。刃、背部は丁寧に研磨されてい

るが、表裏面には剥離面が残る部分もある。 

斧：(8)：半身が剥落したもので全体形は判然としない。肩部と推定される部分が残るが、基部、刃

先とも欠損し、肩部からやや離れた側辺よりの位置に孔がある。側面、肩部は粗く研磨されている。 

斧：(9)：半身が剥落したもので全体形は判然としない。基部側は欠損し、刃部から側辺にかけての

部分のみが残る。表面や側辺部には工具の加工痕がみられるが、表面の基部よりには剥離面が残る部

分もある。刃部は研磨されている。 

斧：(10)：表裏面が剥落したもので全体形は判然としない。角張った基部と湾曲する刃部がみられ､

基部の隅よりに孔がある。表面の残る刃部付近は工具の加工痕が残り、側辺は粗く研磨されている。 
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土師器（第12図） 

甕と高坏がある。 

甕 ：(1)：ほぼ完形である。器表面は剥落が著しい。長胴で、最大径は体部中位にある。頚部が直

立気味に立ち上がり口縁部でわずかに開く。器面調整は外面の底部周辺がケズリ、体部がヘラナデ、

口縁部がヨコナデ、内面はヘラナデである。 

高坏：(2)：脚裾部の破片である。中空の脚体部から脚裾部が屈曲せずに開く。器面調整は外面がヘ

ラナデ、裾部はヨコナデ、内面はヘラナデである。 

埴 輪（第13図） 

１・２は円筒埴輪の口縁部資料である。ゆるやかに外反し、端部でわずかに凹む。外面調整はタテ

ハケの後ヨコナデが施される。内面調整は、横方向のナデの後ヨコナデが施される。 

３～５は朝顔形埴輪の破片資料である。３は口縁部破片で、ゆるやかに外反し、端部でわずかに凹

む。外面調整はタテハケの後ヨコナデが施される。内面調整は、横方向のハケの後ヨコナデが施され 
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る。４は頚部破片で、外面調整はタテハケ、内面調整は、頚部より上が横方向のハケ、頚部より下が

ナデと思われる。凸帯は上・側・下面とも強くナデられており、側面が凹む台形を呈する。５は肩部

破片で、外面調整はタテハケの後かるくナデられている。内面調整は横方向のナデと思われる。 

６は胎土、焼成、器面調整など埴輪と同様の製作技法がとられているものである。底径 9.0cm で、底

部から内湾しながら外傾する。調整は、内外面ともハケで、外面下端で手持ちヘラケズリが施される｡

形象埴輪の一部である可能性が考えられる。 

②埴輪列 

後円部墳頂の西側縁辺部で、弧状に並ぶ埴輪列基底部を８個体分（№１～№８）検出した。埴輪列

はみかけの墳頂平坦面の西縁から約0.8ｍ内側にあたる｡埴輪列は幅40～50cm､深さ約10cmの溝状の据

え方を掘り、その底面に基底部を約10cm 程の間隔をあけて立て並べ、墳丘積土とほぼ同質のにぶい黄

褐色土で埋め戻している。 

埴輪上部及び基底部の一部は、後世の削平、植林によって壊されており、残存する基底部も押しつ

ぶされた形で検出しているが、ほぼ現位置を保っていると考えられる。なお、№４については、基底部

の痕跡のみを確認している。 

埴輪列基底部は№１～３・５～７の６個体分取り上げている。また埴輪列確認の際に周辺から多数

の埴輪片が出土している。埴輪には円筒埴輪・朝顔形埴輪があり、そのいずれにも黒斑は認められな

い。なお、第２表に破片集計を表す。 

第14図４～９は据えられていた基底部で､口縁部まで復元できたものはない｡４～７は､底径 22～26cm

で、底部からわずかに外に開き、８．９は、底径 26～30cm で､底部からほぼ直立するものである。 
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凸帯は３条まで確認されている。凸帯は上・側・下面とも強くナデられており、側面がわずかに凹む

台形を呈する。外面調整は、１次調整にタテハケが施され、１次タテハケのみのもの(5)～(8)と、２次

Ｂ種ヨコハケを有するもの(4)・(9)がある。内面調整は、縦及び斜方向のナデ、縦方向のハケが施され

る。スカシ孔は確認できるものは径６～８cm のゆがんだ円形で、第２段もしくは第３段に２個ある。 

第14図１～３は円筒埴輪の破片資料である。１・２は口縁部破片で、口縁部の形状はゆるやかに外

反し、端部はわずかに凹む。外面調整は、タテハケの後ヨコナデが施される。内面調整は、横方向の

ハケの後部分的に横方向のナデが施される。３は凸帯とスカシ孔がある破片である。 

第15図１～４は朝顔形埴輪の破片資料である。１・２は口縁部破片で、外面調整はタテハケ後ヨコ

ナデ、内面調整は横方向のハケを行った後に横方向のナデを行い、さらにヨコナデを施す。口縁端部

は１は平らで、２はやや凹む。３・４は頚部破片で、外面調整はタテハケ、内面調整は頚部より上で

は横方向のハケ、頚部より下では横方向のナデかと思われる。凸帯は側面が凹む台形を呈する。 
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６ 考察 

今回の調査は、保存協議を目的とした調査であったため、埋葬施設等についての詳細な調査は行わ

なかった。こうした調査の限界をふまえた上で、盗掘坑出土遺物、埴輪列、石棺について考察を加え

ることにする。 

①盗掘坑出土遺物について 

盗掘坑出土遺物には、埴輪、土師器、石製模造品がある。ここでは土師器、石製模造品の年代や性

格について検討し、埴輪については後項の埴輪列に含めて検討することにする。 

土師器 

甕と高坏がある。 

甕はほぼ完形で、器形的、技法的特徴から、東北地方南部の土師器編年（民家 1957）における南小

泉式期～住社式期のものと推定される。南小泉式期・住社式期については編年の細分が試みられてい

る(加藤 1990)。これによれば、上記の甕の特徴として、長胴化が著しく体部外面の調整がヘラナデに

よるという点が注目され、本資料は南小泉式期でもより新しい段階から住社式期でも古い段階に位置

付けることができよう。 

高坏は脚裾部のみの破片である。南小泉式期のものとみられるが、全体形が不明であるため編年的

位置は判然としない。小型であることや器面調整が雑であることなどからみれば、南小泉式期でもよ

り新しい段階のものである可能性が高い。 

これらの土器が、埋葬施設に伴うものなのか、あるいは盗掘の際に混入した遺物なのかは明確でな

い。 

石製模造品 

有孔円盤、鏡、鎌、斧がある。東北地方において、石製模造品は主に南小泉式期に通有の遺物とさ

れる。形態や技法をもとにした詳しい時期比定は困難であるが、曲刃鎌が含まれていることから、年

代的には５世紀後半以降のものとみられる。 

今回の調査で発見された各器種のうち、有孔円盤については周辺地域の集落跡・祭祀遺構等からも

多くの資料が出土しているが、鏡・鎌・斧などの具象的な模造品がまとまって出土した例はきわめて

稀少である。とくに、鏡の紐・鎌の刃部・斧の肩などの細部の表現が、実物に即した精密なものであ

ることは注目される。 

これらは古墳の埋葬施設周辺で行われた葬祭に関わる儀礼に使用された遺物とみられるが、石棺内

部に埋納されていた遺物なのか、棺外にあった遺物なのかは明確でない。 
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②埴輪について 

埴輪は、埴輪列及びその周辺から出土している他に、石棺周囲の盗掘坑埋土からも出土している。

埴輪列及びその周辺出土の埴輪と石棺周囲の盗掘坑出土の埴輪には大きな差異は認められないことか

ら、ここでは一括して取り扱うことにする。円筒埴輪、朝顔形埴輪がある。 

円筒埴輪 

円筒埴輪は底部から口縁部まで復元できたものはないが、各破片の特徴から３条凸帯の円筒埴輪と

考えられる。器形、スカシ孔の位置及び外面調整によって以下のように分類される。 

Ａ類（第14図３～７） 

底部からわずかに外に開くもので、口縁部はゆるやかに外反する。凸帯は３条巡ると考えられ、底

径 22～26cm で､口径 30cm 前後､器高 45cm 前後と推定される。各段の長さは凸帯中心で計ると、最下段

が 12～13cm、第２・３段、最上段が 10～11cm となり、やや最下段が広いようである｡凸帯は上・側・

下面とも強くナデられており、側面がわずかに凹む台形を呈する。凸帯貼り付けの際にかるくヨコナ

デし、再度強くヨコナデしている。内面調整は、縦及び斜方向のナデ、縦方向のハケがみられ、口縁

部付近では横方向のハケの後横方向のナデが施される。スカシ孔の位置は、確認できるものでは第２

段に２個あり、径６～８cm のややゆがんだ円形である。外面にタテハケ後底部近くをかるいヨコナデ

もしくはケズリがみられるもの（第14図４・７）があるが、これは体部下端の粘土の整形のためと考

えられる。外面調整の違いから細分される。 

１類：１次タテハケの後、２次Ｂ種ヨコハケを有するもの（第14図４） 

２類：１次タテハケのみのもの（第14図３・５～７） 

Ｂ類（第14図８・９、第13図１） 

底部からほぼ直立するもので､口縁部はゆるやかに外反する｡凸帯は３条と考えられ､底径 26～

30cm で､口径 34cm 前後､器高 45cm 前後と推定される｡各段の長さは、Ａ類とほぼ同じである｡凸帯は

上・側・下面とも強くナデられており、側面がわずかに凹む台形を呈する。内面調整は、縦及び斜方

向のナデがみられ、口縁部付近では横方向のハケの後横方向のナデが施される。スカシ孔の位置は、

第２段にあるもの (ａ類)、第３段にあるもの（ｂ類）があり､いずれも２個である。スカシ孔は径６

～８cm のややゆがんだ円形である。外面調整の違いから細分される。 

１類：１次タテハケの後、２次Ｂ種ヨコハケを有するもの（第14図９） 

２類：１次タテハケのみのもの（第14図８、第13図１） 

朝顔形埴輪（第13図３～５、第15図） 

朝顔形埴輪はすべて破片資料で、全体の特徴を知りうるものはない。 

口縁部から頚部にかけて、外面調整はタテハケ、内面調整は横方向のハケを行った後に横方向のナ

デが施される。口縁端部は内外面ともヨコナデを施す。端部はやや凹むものと平らのものがある。頚

部から肩部にかけて、外面調整はタテハケ後かるいナデ、内面調整は横方向のナデかと思われる。頚

部凸帯はＭ字形もしくは側面が凹む台形を呈する。 

これらの埴輪の製作工程は、基部は、粘土帯を円形にめぐらして成形し、各段ごとの製作に一定の 

95 



 

休止期間を設け、小工程を反復しながら成形を行ったものと推定される。基部の粘土帯の幅は６～８

cm前後と思われる｡積み上げられた粘土紐の幅は1.5～2.0cmである。器厚は第２・３段付近で1.0～1.3cm､

基部で 2.0～2.6cm である。底面には棒状の圧痕が数条みられることから、目の粗いスノコ状のもの

の上にのせられていたと推定される。焼成は、いずれの破片とも色調が明赤褐色や橙色を呈し、黒

斑がみられないことから、すべて窖窯で焼かれたものであることがわかる。 

埴輪の年代 

ここでは、主に出土している円筒埴輪を中心に、その年代について考察してみたい。 

円筒埴輪の編集は、川西宏幸氏の｢円筒埴輪総論｣（川西 1978）によって確立された。その後川西氏

の編年に基づき、各地で埴輪編年の細分が行われている。東北地方南部でも、川西編集のⅢ期以降に

埴輪が継続的に用いられるようになることが確認されており、その変遷は４段階に区分されている(辻

1986)。これらの研究成果をもとに本古墳出土の円筒埴輪の編年的位置付けについて検討してみたい｡ 

まず、本古墳出土の円筒埴輪の特徴を確認しておくと、いずれも３条の凸帯が巡るもので、器形的

には開き気味に立ち上がるＡ類と、直立するＢ類とがある。製作技法では、外面調整において１次タ

テハケの後２次Ｂ種ヨコハケを有する１類と、１次タテハケのみの２類とがあり、２類が主体をなす｡

数量的には１類のものは少なく、破片資料で47 点中３点､埴輪列では６個体中２個体に認められる。

またＢ種ヨコハケについては近年その細分がなされており、本古墳のものはＢｃ種にあたる (一瀬

1995)。念南寺古墳では、これらの異なった特徴をもつ円筒埴輪が、埴輪列に使用されていることがわ

かる。 

以上の特徴を有する本古墳の円筒埴輪は、窖窯焼成であること、２次調整ヨコハケの技法がみられ

ること、などの特徴から川西編年のⅣ期に位置づけられる。さらに、Ⅳ期の埴輪の製作技法について

は、時期が降るにつれ２次調整ヨコハケが省略されるという傾向が指摘されており、２次調整ヨコハ

ケの消失がⅤ期の円筒埴輪の指標とされている。したがって、２次Ｂ種ヨコハケを有する１類が少な

く、１次タテハケのみの２類が主体をなす本古墳の埴輪についてはⅣ期でもその後半段階に位置づけ

られる。同様の２次調整省略化の傾向は、東北地方南部の埴輪についても指摘されている (辻 1986)｡

辻氏は２次調整ヨコハケのあるものとないものが共存する段階を第２段階、２次調整ヨコハケが省略

された直後を第３段階としている。本古墳の埴輪はその第２段階に位置づけられよう。 

宮城県内では、仙台市裏町古墳(伊東 1974)、利府町郷楽１号墳(庄子他 1990)、台町103号墳（藤沢

1992）で２次Ｂ種ヨコハケを有する円筒埴輪が出土している。 

仙台市裏町古墳は全長約 50ｍの前方後円墳で竪穴式石室を有する古墳で、円筒埴輪､朝顔形埴輪の

他に、ＴＫ208型式の須恵器、乳文鏡などが出土している。埴輪には、スカシ孔が半円形のＡ群とスカ

シ孔が円形のＢ群があり、Ａ群において外面調整に２次Ｂ種ヨコハケ（Ｂｃ種）を有するものと１次

タテハケのみのものがある。円筒埴輪は２条凸帯で、Ａ類が底径 11～13cm､口径約 24cm､器高約 40cm､

Ｂ類が底径 17～20cm、口径 26.5～29cm、器高 44～47cm である｡裏町古墳出土埴輪は供伴する須恵器か

らＴＫ208型式の時期に位置付けられている (藤沢 1987)。 
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利府町郷楽１号墳は周溝の一部が検出されており、円筒埴輪、朝顔形埴輪の他に土師器高坏などが

出土している。円筒埴輪には、横位のハケメが施されるＢ１類と縦位のハケメのみのＢ２類があり、

Ｂ２類が主体をなしている。横位のハケメにはＢ種ヨコハケ（註１）が含まれている。円筒埴輪は２

条凸帯で、底径 14～17cm､口径 23～28cm､器高 38～41.5cm である。郷楽１号墳出土埴輪は、裏町古墳

出土埴輪、富沢埴輪窯跡出土埴輪よりも時期が降るとし、また供伴する土師器高坏が南小泉Ｃ段階(丹

羽 1984) よりも後出的であるとしている。南小泉Ｃ段階は、類例として大河原町台ノ山遺跡があげら

れ、ＴＫ208の須恵器が供伴していることから、その時期に位置付けられている。 

また丸森町台町103号墳の円筒埴輪は､３条で凸帯で、底径約24.5cm､口径31.1cm､器高49.5cmである。

本古墳の円筒埴輪と形態、法量など共通する部分がみられるが、台町103号墳では押圧技法（註２）が

みられるなど違いも認められる｡なお、宮城県内で人物埴輪が出土しているのは、本古墳と台町103号

墳である。台町103号墳出土埴輪は、埴輪の特徴から５世紀後葉から末葉に位置付けられている(今津

1988)。 

裏町古墳、郷楽１号墳出土の円筒埴輪は「ハ」の字状に開く２条の凸帯を持つもので、円筒状を呈

し３条の凸帯を持つ本古墳の円筒埴輪とは形態的な違いがある。円筒埴輪の編年では、新しくなるに

つれ底径の矮小化が指摘されていることから、裏町古墳、郷楽１号墳出土例よりも底径の大きい本古

噴出土例がより古い可能性も考えられる。 

しかし、器面調整において、１次タテハケのみのものが主体をなし、２次Ｂ種ヨコハケがわずかに

みられるという組成は裏町古墳、郷楽１号墳出土例と類似している。また台町103号墳は、公表されて

いる埴輪が部分的であるため全体を比較できないが、３条凸帯の円筒埴輪や形象埴輪などに本古墳と

共通した要素がみられ、近接した時期のものと考えられる。 

以上のことから、本古墳出土の円筒埴輪は、裏町古墳、郷楽１号墳、台町103古墳とほぼ同時期もし

くはやや古いもので、埴輪編年のⅣ期後半に位置づけられよう。実年代については５世紀後葉を中心

とした年代が想定される。 

註１：報文中で図示している中に明確なＢ種ヨコハケはないが、写真（Ｐ254）で紹介されている。 

註２：川西宏幸氏が｢円筒埴輪総論｣（1978）において、凸帯の側面を板状の工具で押圧する方法とし

ている。 

③埋葬施設について 

前方後円墳の後円部墳頂に、複数の埋葬施設が設けられた例は少なくない。念南寺古墳についても､

今回発見された石棺が後円部の中央から南に寄った位置の、浅い場所に埋納されていることから、石

棺以外の埋葬施設が潜在する可能性はなお残されている。 

今回の調査では、他の埋葬施設の存在を示す事実は確認されなかったが、ここでは、石棺の埋納状

況、類例と年代、盗掘の時期などについて、そうした点に留意しながら検討しておきたい。 
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石棺の埋納状況について 

今回発見された石棺は、埋納時の原位置を保っているという点で、全国的にも貴重な調査例である。

そこで、ここではその埋納方法にかかわるいくつかの問題点について検討することにしたい。 

今回の調査成果から石棺の埋納方法を復元すると、１）墳頂面に隅丸長方形の掘り方を掘り、２）

そのほぼ中央に石棺を埋納し、３）掘り方を墳丘積土とほぼ同質の土で埋め戻す、という一連の工程

が想定される。 

石棺の埋納方法に関してまず注目されるのは石棺の方向である。発見された石棺および掘り方の長

軸は墳丘の軸線とは異なる真東西方向を示し、石棺埋納に際して墳丘の軸線ではなく方位を基準とし

ていることがわかる。このような東西方向に長軸をもつ埋葬施設の例は、東北地方南部・関東北東部

の前期から中期にかけての古墳に広くみられるもので、死者の頭位を東に向ける埋葬方法に関係する

と考えられている (小林：1989)。 

石棺の埋納方法については、石棺下部に敷石がみとめられること、盗掘坑の埋立に礫が多数混入し

ていることなどから、石棺を直接土中に埋めたわけではなく、本来は竪穴式石槨のような石組や石敷

を伴っていたと考えられる。後にみるように、この種の石棺の類例の多くが竪穴式石槨中に埋納され

たものであることから、当石棺についてもそうした施設を有していた可能性は高い。 

次に注目されるのは、石棺が墳頂のきわめて浅い場所に埋納されているということである。石棺蓋

上部の標高を、西側周縁部で検出された埴輪列の基底部の高さと比較すると、石棺蓋上部が円筒埴輪

の第二凸帯の高さを上回る。埴輪列の据え方確認面の標高が、本来の墳頂の高さをほぼ示していると

考えられるので、墳頂中央に一定の盛土をしない限り、石棺の蓋は上部が地表に露出してしまうこと

になる。石棺の埋納時に蓋が露出していたとは考えにくく、石棺の埋納時には、後円部中央付近に一

段高い壇状の施設などが設けられていた可能性も想定されよう。 

石棺の類例と年代 

ここでは、全国的な石棺研究の成果（間壁・間壁1974）（和田1976・1994）（高木・渡辺1989）（徳江

1994）に拠りながら、念南寺古墳の石棺の系譜と年代的位置付けを検討してみたい。 

石材を刳り抜いて棺の身と蓋を作り、身や蓋に繩掛突起を削りだした刳抜式（くりぬきしき）石棺

は、古墳時代の５・６世紀に全国各地の有力古墳の埋葬施設として用いられており、割竹形（わりた

けがた）・舟形（ふなかた）・長持形（ながもちがた）・家形（いえがた）など、形態によりいくつ

かの呼称がある。ただし、おのおのの形態による分類や定義は必ずしも定まったものではなく、折衷

的な形態や特異な特徴をもつものも少なくない。 

系譜的には５世紀代に九州・四国地方で発展した割竹形・舟形の石棺と、近畿地方を中心として展

開した長持形石棺とが相互に影響を及ぼし合う中で家形石棺が成並し、６世紀代には定型的な家形石

棺に集約されていく。念南寺古墳で発見された石棺は、こうした石棺の系譜の中でどのように位置付

けられるだろうか。 

念南寺古墳の石棺をみると、棺身の全容は明らかになっていないが、蓋は四面に斜めの面取りがな

された屋根形のもので、蓋の側面に繩掛突起が２対付いている。当石棺は、これらの形態的特徴から 
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みて、家形石棺の基本的な形態的特徴を備えているとみなすことができる。ただし、棺身が厳密な直

方体ではなく、下半がわずかにすぼまり、底面に丸みをもって移行すること、繩掛突起が円柱状で上

向きに付いていることなどの点では、舟形石棺の特徴を部分的に残していると考えられる。 

これに類似した特徴を有する石棺を東北・関東地方に求めると、群馬県高崎市岩鼻二子山古墳 (前

方後円墳全長 115ｍ)、宮城県仙台市一塚古墳(円墳 径 20～30ｍ)出土の石棺の２例がある。両者とも

屋根形で側面に２対の突起が付くという蓋の形態は念南寺古墳の石棺に類似している。ただし、これ

らの蓋と身の合わせ口が両者とも印籠縁であること、棺身にも突起が付くことなどの点で異なる。 

岩鼻二子山古墳では五神四獣鏡、鉄鍬、鉄鉾、直刀、石製模造品（鏡・刀子・斧）などが出土して

いる。一塚古墳では六乳鳥文鏡、硬玉製勾玉、碧玉製勾玉、ガラス小玉、滑石製臼玉、金環などが出

土している。これら二つの石棺については、突起形式や形態に長持形石棺の影響を受けつつ成立した

舟形石棺とみる見解（徳江 1994・藤沢 1994）がある。念南寺古墳の石棺は、蓋や身の形態的特徴など

から、これらと同じ舟形石棺の系譜上にはあるものの、より家形の石棺に近い形態のものとみること

ができ、時期的にもこれらに後続するものと考えられる。 

さらに石棺の類例を全国に求めると西日本を中心に以下のようなものがあげられる (註３)。 

所在地     古墳名      墳丘・規模       主体部  石材 

大阪府藤井寺市 長持山古墳２号棺  （円墳 径 40ｍ）         阿蘇凝灰岩 

奈良県桜井市  兜塚古墳石棺    （前方後円墳全長約 50ｍ） 石槨  阿蘇凝灰岩 

奈良県奈良市  野神古墳石棺    （前方後円墳か、規模不明）石槨  阿蘇凝阪岩 

岡山県長船町  築山古墳石棺    （前方後円墳全長 82ｍ）      阿蘇凝灰岩 

大分県大分市  王ノ瀬天満宮所在石棺（出土地不明）          阿蘇凝灰岩 

これらと、念南寺古墳の石棺を比較すると、身に突起をもたないこと、屋根形の蓋とそれに付く円

柱状の突起の位置や形態が極めて類似していることなどが指摘できる。しかし、蓋と身の合わせ口が

平縁であること、石材は軟質の凝灰岩で地元産と推定されることなどの点で相違がある。棺蓋や棺身

の形態的な類似性は石棺の制作時期が近いことを示すと考えられるが、棺蓋と身の合わせ口が平縁で

ある点などは、他の類例に比べ念南寺古墳の石棺がやや後出的要素をもつものとみることができる。 

以上の類例との比較から、念南寺古墳の石棺は全国的にみてもより古式の家形石棺の１例としてと

らえることができ、その制作時期は、西日本の類例とほぼ同時期かそれよりやや新しい段階に位置づ

けるのが妥当と考えられる。これを前方後円墳編年(広瀬 1992)の中でみると、野神古墳、築山古墳、

長持山古墳、兜塚古墳あるいは先の岩鼻二子山古墳などの類例が、出土遺物などからいずれも７期に

位置づけられている。 

７期は須恵器編年のＴＫ216～ＴＫ208型式期、８期は須恵器編年のＴＫ23～ＴＫ47型式期に対応す

る。実年代の比定については諸説があるが、念南寺古墳の石棺の製作時期については、大阪府陶邑に

おける須恵器編年（田辺 1981）からＴＫ208～ＴＫ23型式期にあたる５世紀後葉の年代を想定しておき

たい。 
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註３：これらの譜例は、古式の家形石棺として紹介されている場合が多い。しかし、阿蘇山の溶結凝

灰岩を使用して制作されていることなどから、九州系の舟形石棺が蓋の突起形式や形態に畿内の

長持形石棺の影響を受けつつ成立した舟形石棺とみる見解(和田 1994)（高木 1994）も示されてい

る。 

④まとめ 

これまで、念南寺古墳については、表採された埴輪や墳形などから、築造年代や墳形についていく

つかの検討がなされてきた（氏家 1984）(藤沢 1994)｡築造年代に限ってみると、氏家は５世紀後半段

階に、藤沢は前方後円墳編集の７期に位置づけている。 

今回の調査成果により、念南寺古墳の造営年代に関しては、埴輪列と石棺の二種類の遺物について

より詳しい年代を推定することが可能となった。まず、後円部墳頂の西側縁辺に立て並べられた埴輪

列についてみると、外面調整に２次Ｂ種ヨコハケがわずかながらみられることから、円筒埴輪編年の

Ⅳ期に位置づけられた。次に、石棺については、形態的に古式の家形石棺とみることができ、その制

作時期は前方後円墳編年の７期後半～８期前半頃と推定された。時期的にはいずれも５世紀後葉の年

代が想定されよう。 

今回の墳頂部の調査で、家形石棺以外に埋葬施設の存在は確認されなかった。潜在する埋葬施設が

他にないのであれば、発見された家形石棺は念南寺古墳の単独の埋葬施設であり、念南寺古墳の埋葬

施設として埴輪列の樹立と時を同じくして埋納されたものと考えられる。そうした場合、石棺が南よ

りの浅い位置に埋納されているという事実は、後次的に埋葬施設を設置した制約の結果ではなく、こ

の種の石棺の埋納方法の特殊性を示すものと考えられる。しかしながら、今回の調査は墳頂部の全面

を精査したものではなく、墳頂部の他の場所に石棺以外の埋葬施設が潜在する可能性はなお残されて

いる。 

石棺の形態に関しては、畿内を中心とした西日本の古式家形石棺との強い類似性を示していること

が注目される。西日本ではこの種の石棺がいずれも九州の阿蘇溶結凝灰岩を使用しているのに対し、

念南寺古墳のものは在地の石材を用いている。西日本と異なる石材を用いながら、ほぼ同形態の石棺

を制作している東国の石棺の例として、群馬県伊勢崎市お冨士山古墳の長持形石棺が著名である。お

冨士山古墳の長持形石棺については畿内の工人が東国に来て制作したものと推定されている（白石他

1984）が、念南寺古墳の石棺についてもそれと同様の想定が可能であろう。こうしたことは、北辺の

一首長であった念南寺古墳の被葬者と中央政権との結びつきの強さを示すものとして注目されよう。 
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