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序 

宮城県には、古代から各時代にわたっての多くの遺跡があることは周知のと

おりであり、これら遺跡は、豊かな自然と、長い伝統の中で培われ、育まれて

来た遺産であります。このような貴重な先人の文化遺産を保存し活用するとと

もに、将来に伝えることは、現代に生きる私達の大きな責務と考えます。近年､

地域開発事業が進展するにつれて、文化財の保護が県政のなかで重要な位置を

占めるに至ったのも当然のことといえます。 

この度、産業経済開発の大動脈として、各方面から期待を寄せられている東

北縦貫自動車道の建設が、遺跡の豊富な仙台平野を南北に縦貫して計画され、

工事は急速に進み、まもなく全線開通の運びとなっております。 

この東北縦貫自動車道は、極力遺跡を避けるように計画されましたが、調査

の結果、新たに発見されました遺跡を含めて、最終的には54遺跡が確認されま

した。宮城県教育委員会及び日本道路公団仙台建設局では、関係各方面の御協

力を得て、これらの遺跡について、昭和44年度から発掘調査を実施し、記録保

存に努めて参りました。本報告書は、昭和 48 年・昭和 49 年の２回にわたって

実施した上深沢遺跡に関するものであります。これまで、発掘調査の結果につ

いては､その概略を報告して参りましたが、本遺跡に関する報告書をいわば正式

な東北縦貫自動車道調査報告書の第１冊目として取上げ、刊行する運びとなっ

たものであります。 

ここに、関係各位の御尽力を謝すとともに、本書が記録保存の成果として、

埋蔵文化財の活用に、さらに学術研究に役立つことを切に願ってやまない次第

であります。 

昭和 53年３月  

宮城県教育委員会 

教 育 長 津 軽 芳三郎



発掘調査に至る経過 

東北縦貫自動車道にかかる宮城県内の埋蔵文化財の取扱いについては、文化庁と日本道

路公団との埋蔵文化財包蔵地の取扱いに関する覚え書に基づいて、宮城県教育委員会がそ

の調査にあたっている。 

昭和42年５月、白石市から蔵王町間を皮切りに、仙台市以南の自動車道予定路線の発表

があり、路線敷の遺跡分布調査を国庫補助事業として実施し、23遺跡を確認した。また、

この年に東北縦貫自動車道遺跡緊急調査対策委員会を発足させ、対策を講ずることになっ

た。仙台市から岩手県境までの路線の発表は、昭和44年６月から昭和45年11月まで４回に

わたって行なわれた。仙台市以北についても分布調査を実施した結果、28遺跡を確認した。 

上深沢遺跡は昭和46年５月の分布調査で新しく発見されたものである。発見当時、遺跡

の大部分は杉林で、台地つけ根の西斜面にある狭い畑地から縄文土器片、剥片が数点発見

されたに過ぎない。発見された遺物と地形的な特徴から縄文時代の集落跡の存在が予想さ

れた。したがって、遺跡として登録し､工事前に記録保存のための発掘調査の必要がある

ことを通告し、道路公団と協議の結果、計画変更が不可能なため、事前調査をすることに

なった。 

東北縦貫自動車道の路線敷にかかる遺跡の発掘調査は、昭和45年２月から開始され、上

深沢遺跡の発掘調査は昭和48・49年に実施された。 

昭和48年度は、当初御所館遺跡をはじめ７遺跡を調査対象として計画し、調査費を

12,000,000円とした。その後、藤屋敷遺跡他２遺跡の調査を新たに計画し、5,289,000円

の予算を追加した。また、諸般の事情から当初予算に対しても12,129,000円を追加補正し、

その結果、昭和48年度の調査費総額は24,129,000円となった。上深沢遺跡は昭和48年度に

調査を実施した自動車道関係遺跡の最終として、10月から開始した。調査は12月27日まで

行なったが、悪天候のため一時打ち切り、新年度に再開することにした。 

昭和49年度の調査は昭和48年度の調査成果を踏まえ、大規模な縄文時代の集落跡である

ことなどから、約３ヶ班を投入し、４月15日から調査費9,752,000円を計上して再開した。 

その結果、宮城県内として例のない縄文時代中期の竪穴住居跡が21軒も台地縁辺に発見

され、縄文時代集落のあり方を示す遺跡であることが明らかとなったので、６月１日に現

地説明会を開催し、その成果を地元はもとより、県民の方々に公表した。しかし、遺跡の

規模が予想以上であったため予定期間で調査は終了せず、工事関係者と数度にわたる調査

期間について協議を行ない、調査を続けた。調査が完了したのは８月であった。 

この間、種々御世話いただいた大衡村教育委員会はじめ、関係者各位に敬意を表したい。 

 



例 言 

１. 本書は東北自動道遺跡発掘調査報告書１分冊として、昭和48・49年度に発掘調査を実

施した上深沢遺跡について作成したものである。 

２. 調査期間：昭和48年10月15日～12月27日（第１次調査） 

昭和49年４月15日～８月２日（第２次調査） 

３. 発掘調査面積：2,575㎡ 

４. 遺跡記号：ＡＮ 

５. 調査主体者：宮城県教育委員会・日本道路公団 

６. 調査担当者：宮城県教育庁文化財保護課 

発掘調査・遺物整理担当者 

発掘調査：氏家和典・平沢英二郎・藤沼邦彦・白鳥良一・鈴木惣之助・高橋守克・阿部恵・

宮崎敬典・恵美昌之・手塚均・阿部博志・熊谷幹男・中島直・遊佐二郎･柳田俊

雄・田中則和・青沼一民・後藤幸雄・林和男・真山悟・清野俊太朗・芳賀寿幸 

遺物整理・報告書作成:後藤勝彦・平沢英二郎・白鳥良一・鈴木惣之助・斎藤吉弘・小井川

和夫・加藤道男・丹羽茂・高橋守克・佐藤好一・阿部恵・手塚均・熊谷幹男・中

島直・後藤幸雄・清野俊太朗・阿部博志 

７. 調査協力機関：大衡村教育委員会 

８. 発掘調査および調査資料の整理において､次の方々からご指導､ご助言を賜った｡(敬称略) 

楢 崎 彰 一（名古屋大学文学部教授） 

藤 沼 邦 彦（東北歴史資料館） 

岡 村 道 雄（東北大学文学部助手） 

清 水 芳 裕（京都大学研究生） 

柳 田 俊 雄（東北大学文学部博士課程） 

阿 部 正 光（仙台育英学園） 

９. 石器の材質同定は玉生志郎・富樫茂子氏（東北大学理学部博士課程）による。 



10. 本書に掲載した地形図・空中写真は建設省国土地理院長の承認を得て、同院発行の５

万分の１、2.5万分の１地形図、１万分の１空中写真を複製したものである。 

（承認番号）昭53東複、第29号 

11. 本書の図版・観察表は次の要項に従って作成されている。 

(1) 遺跡における層相の色調観察は、小山・竹原編・著（1973）:『新版標準上色帖』日

本色研事業株式会社を使用し、土性区分については国際土壌学会法の基準を参照した。 

(2) 遺物における色調の観察は､｢Ｔodays Ｃollor 200｣ ＮＩＰＰＯＮ ＳＨＩＫＩＳＡＩ

ＳＨＡを使用した。 

(3) 遺物の微細な観察には、オリンパス三眼鏡筒式実体顕微鏡ＸＴＲを使用した。 

(4) 遺構遺物の実測図は次の縮尺に統一してある。 

遺構配置図：1/400 

住居跡全体図・土壙：1/60 

住居跡細部：1/30

縄文土器・須恵器・陶磁器・礫石器:1/3

土偶･斧状土製品･円板状土製品･剥片石器とその素材･磨製石器･石製装身具：2/3

12. 本書には、付編として、安田喜憲氏による「仙台湾周辺における後氷期の地形変化･

海水準変動と人類の居住」を掲載した。これは、上深沢遺跡を理解するために、広い視

野から地形環境とその変遷を調査したものである。 
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Ⅰ．遺跡の位置と地形環境 

 



位置と周辺の地形 

上深沢遺跡は宮城県黒川郡大衡村駒場字上深沢に位置している。大衡村は宮城県の県庁所在

地である仙台市の北21㎞の国道四号線沿いにある。上深沢遺跡は大衡村役場から、さらに北東

約５kmの地点に位置している。 

上深沢遺跡の位置する宮城県北部の地形を大きく見ると西側に奥羽山地帯、東側に北上山地

帯があり、その間に奥羽山地麓と中部低地帯が広がっている。奥羽山地帯は南北に長く、禿山

地などの奥羽山地と栗駒火山地・鬼首火山地・鳴子火山地・船形火山地などの火山群からなっ

ており、山形県との境をなしている。北上山地は、岩手県から続く南北に長い山地でその東側

は太平洋に面している。奥羽山地帯と北上山地帯の間には北上川・鳴瀬川とその支流が流れ、

奥羽山麓帯の丘陵を開析し、その流域に中部低地帯の段丘・扇状地・沖積地を形成している｡ 

鳴瀬川の支流である吉田川は、東流しながら奥羽山麓帯の加美丘陵・大松沢丘陵・松島丘陵 
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を開析し、吉田川低地帯に段丘群と沖積低地を発達させている。 

上深沢遺跡は吉田川の支流である鶴田川によって形成された緩やかな起伏をもつ段丘上に

立地している。上深沢遺跡の立地する段丘の背後には丘陵が続き、北側前面には沖積低地が広

がっている。 

上深沢遺跡の地形環境を考えるために、遺跡周辺の地形について、地形面・段丘上に堆積し

ている火山灰・遺跡周辺の微地形とその形成過程について検討を加えてみたい。 

地形面の分布 

吉田川中流域の左岸ならびに吉田川の支流鶴田川上流域の地形分類図を第３図に示す。地形

は丘陵・高位段丘・中位段丘・低位段丘・沖積低地に区分される。 

丘陵 

丘陵は第三紀の凝灰岩・頁岩・粘土層などからなり､標高50～100ｍ前後の高度にわたって分

布している。丘陵は小支谷によって樹枝状に開析されているが、灰白色凝灰岩、軽石流の分布

地域（例えばＬoc．①・②・③等）においては、標高80ｍ前後に顕著な平坦面が存在する。 

高位段丘 

吉田川の左岸においては、高位段丘面は標高60ｍ前後、現河床との比高50ｍ前後のところに

認められる。地形の残りは悪く、侵蝕が進んでいる。Ｌoc．⑫ においては、斜交層理のある

層厚２ｍ前後の粗砂層と、層厚１ｍ前後の暗褐色のクサリ礫層が認められる。クサリ礫の最大

径は15㎝、一般に１～２㎝の亜円礫からなっている。吉田川の左岸ではこの他、丘陵頂部付近

に部分的にこの高位面が認められる。一方、鶴田川流域においては、高位面に比定される地形

面が空中写真からは判読されるが、段丘礫が認められる露頭は観察できなかった。 

中位段丘 

吉田川左岸においては、中位段丘は大和町相川付近に標式的に発達する。中位段丘面の標高

は30～40ｍ前後、現河床との比高は20～30ｍ前後である｡Ｌoc．⑬においては､段丘堆積物は層

厚３～４ｍ前後の褐色砂礫層からなり、斜交層理のある層厚40㎝前後の褐色砂層を中部にはさ

む。礫の最大粒径は15㎝、一般に２～３cmの亜円礫が多く、マトリックスは組砂で、岩質は安

山岩・砂岩を主とする。砂礫層の下部には砂質分の多い黒色泥炭質粘土の薄層がはさまれる｡

この中位段丘の発達は顕著で、吉田川の左岸に広く認められる。一方、鶴田川の上流域におい

て、この中位段丘に比定される段丘面は三本木町椎路に標式的に発達する。地形面の標高は40

～50ｍ前後で、現河床との比高は20～30ｍ前後である｡Ｌoc．⑧においては､層厚１ｍ前後の褐

色の亜円礫層が認められる。最大粒径20㎝、一般に５㎝前後で、マトリックスは褐色の粗砂で

ある。山岩質は安山岩･砂岩を主とする｡Ｌoc.⑨においては､礫層は40㎝前後と薄く、粒径も最

大５㎝、一般に２～３㎝前後の亜円礫からなる。礫層の上部には灰白色凝灰岩の二次堆積物と 
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思われるものが１ｍ前後の層厚で堆積する。 

低位段丘 

吉田川左岸の本流沿いにおいては、低位段丘は中位段丘の崖下に小規模に発達するにすぎな

い。これに対し、小支谷の谷底には顕著に発達する。低位段丘上面の標高は15ｍ前後、現河床

との比高は２～５ｍ前後である｡Ｌoc．⑭においては､最大粒径10㎝、一般に３～５㎝の亜円礫

からなる砂礫層が２ｍ前後の層厚で堆積し、中部に斜交層理のある砂層が堆積する。一方、鶴

田川の上流域においては、この低位段丘面の発達は顕著である。標高は30～40ｍ前後に分布し､

沖積低地との比高は２～３ｍ前後である。三本木町田畑には標式的に発達する。この低位段丘

の露頭にはＬoc．④･⑤･⑥･⑦等にみられるように、いずれも段丘礫層と認められる堆積物の

発達が悪い。 

沖積低地 

吉田川中流域の沖積平野の標高は10ｍ前後、鶴田川上流域では20～30ｍ前後である。鶴田川

上流域の沖積層は薄く、主に青灰色粘土層からなっている。 

火山灰 

この地域で認められる火山灰の模式的層序は第４図に示す如くである。火山灰は大きく下位

の褐色系火山灰、上位の黒色系火山灰に二分される。さらに細かくみると、下位の褐色系火山

灰層は、下部の褐灰色粘土質火山灰、上部の黄色パミスを含む赤褐色シルト質火山灰に区分さ

れる。また上位の黒色系火山灰も下部の砂質分の多い火山灰質の黒褐色シルト層・中部の暗褐

色シルト質火山灰層・上部の黒色火山灰層に細分される。丘陵頂部・高位段丘面・中位段丘面

上には、下位の褐色系火山灰層と上位の黒色系火山灰層が堆積している。一方、低位段丘面上

には、下位の褐色系火山灰層を欠き、上位の黒色系火山灰層の最上部のみが堆積している。 

遺跡周辺の微地形とその形成過程 

第３図の地形分類図から明らかなように､上深沢遺跡は鶴田川の形成した中位段丘面上に立地

する。上深沢遺跡が立地する中位段丘面はさらに細かにみると二つの面に区分される。すなわ

ち、段丘面の原面が残っている平坦面と、その前面の緩斜面とに区分される。縄文時代中期の

上深沢遺跡はこの平坦面と緩斜面の最上部に立地する。 

遺跡の立地する平坦面を詳細に観察すると、南側から北東にのびた舌状をしている。この舌

状台地は基部の幅はせまいが北側にのびるに従って次第に広くなり､中央部で幅約50ｍの平坦面

を形成する。この平坦面は中央部から北東へ幅をせばめながらさらに延びて緩斜面に至る。ま

た、この舌状台地には基部の東西に比較的深い谷が認められる他、台地先端付近の北側と北西

側に僅かな凹地状をした小さい谷が形成されている (第５図)。 

舌状台地の平坦面には微起伏が認められる。台地の基部が最も高く (標高47～48ｍ)､北側に 
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向かうに従って次第に低くなり（標高46～47ｍ）緩斜

面へと続く。住居跡等の遺構が発見されたのは平坦面

の周縁である。 

第６図に上深沢遺跡の模式断面図を示す。層序につ

いて簡単に述べると、①表土層・②黒色火山灰層・③

暗褐色シルト質火山灰層・④火山灰質の黒褐色シルト

層・⑤褐色系火山灰層・⑥灰白色凝灰岩の二次堆積層・

⑦段丘礫層・⑧第三紀凝灰質頁岩となる。この中で②

～④の火山灰層とシルト層は縄文時代中期以後に堆積

したものである。⑤～⑦は段丘堆積物であり、⑧は基

盤を形成している。 

舌状台地の基部から中央部の平坦面には①表土の下

に⑤褐色系火山灰層と⑥灰白色凝灰岩の二次堆積層が

あり、②～④の黒色系火山灰層は認められなかった。

②～⑤の黒色系火山灰層が堆積していたのは平坦面の

周縁とそれに続く緩斜面である。また、平坦面北側の

周縁で比較的標高の低い部分には⑤褐色系火山灰層下

にみられる段丘礫層が部分的に露出していた。 

以上のことから遺跡の立地する舌状台地は次のよう

な形成過程をたどったものと推定される。 

１、第三紀凝灰質頁岩の基盤に河川によって供給された礫層が堆積する。 

２、礫を供給していた河川の運搬力が弱まった段階で、灰白色凝灰岩の二次堆積層が形成さ

れ、さらに褐色系火山灰層が堆積する。 

３、段丘堆積物（礫層・灰白色凝灰岩の二次堆積層・褐色系火山灰層）およびその大部分の

基盤が侵蝕され、小支谷を伴う舌状の台地が形成される。 

４、縄文時代中期になると、舌状台地周縁に火山灰質黒褐色シルト層が形成され、堆積する｡ 

５、段丘堆積物および火山灰質黒褐色シルト層の上に暗褐色シルト質火山灰・黒色火山灰層

が堆積する。 

したがって中位段丘上面が侵蝕されて舌状になったのは、褐色系火山灰降灰前後の頃と考え

られる。また、黒色系火山灰の下部から縄文時代中期の遺物が多量に出土することから、段丘

緩斜面は縄文時代中期の人々が居住した当時、既に形成されていたとみることができる。 
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周 辺 の 遺 跡 

上深沢遺跡は吉田川の支流である鶴田川が形成した段丘上に立地している。吉田川が、奥羽

山地帯から枝わかれした加美丘陵・富谷丘陵・松島丘陵と大松沢丘陵を開析しながら東流し、

その流域に河岸段丘や沖積低地を発達させていることは、既に述べた。これらの丘陵や段丘･

沖積低地には数多くの遺跡が分布している。第７図は吉田川および鶴田川流域における、上深

沢遺跡周辺の遺跡群を宮城県遺跡地図および宮城県遺跡地名表（宮城県教委：1976）に基づい

て示したものである。この範囲において確認される遺跡の数は158であるが、これらの遺跡に

は、古くからの調査によって知られているものの他に、東北自動車道・東北新幹線・仙台北部

中核都市構想等に伴う分布調査や、各町における町史編纂事業のための資料収集調査等によっ

て新たに確認されたものも含まれている。 

ここでは、上深沢遺跡の歴史的環境を理解するために、吉田川および鶴田川流域における上

深沢遺跡周辺の遺跡について、概観してみたい。なお、旧石器時代の遺跡は未だ確認されてい

ないので、縄文時代以降の遺跡について述べることにする。 

縄文時代の遺跡 

縄文時代の遺跡は50確認されている。 

早期の遺跡は知られていないが、最近の調査によると、第７図の範囲外であるが、吉田川上

流の丘陵麓にある根古遺跡から貝殻文土器が出土しているという (高橋他：1975)。このこと

は、上深沢遺跡周辺においても今後、縄文時代早期の遺跡が発見される可能性があることを示

している。 

前期の遺跡としては鶴田川の支流である小迫川流域の丘陵斜面に立地する石竹貝塚(157)が

知られている。前期の遺物が出土しているのは、蜆貝からなる北貝塚で、「大木４・５・６式

土器併行」土器の出土が報告されている (加藤：1952)。 

中期の遺跡としては上深沢遺跡をはじめとして、12遺跡が知られている。発掘調査が行なわ

れたものとしては、大松沢貝塚（118）・勝負沢遺跡（108）がある。大松沢貝塚は鶴田川の支

流である新堀川流域の丘陵斜面に立地する蜆貝からなる貝塚で、昭和27年に「大松澤村貝殻塚

調査会」が結成され、本格的な発掘調査が行なわれた (加藤：1952・1956)。大木８ｂ式土器

の一括遺物を出土した貝塚として注目されている。勝負沢遺跡は吉田川右岸の舌状台地突端部

に立地している。昭和47年に実施された宮城県教育委員会の発掘調査によって、石組炉をもつ

竪穴住居跡２軒と遺物包含層が発見された。遺物としては多量の大木８ｂ式土器および大木９

式土器の他に石鏃・石槍・石匙・石錐・石皿・凹石・打製石斧・磨製石斧などの石器が出土し

た (宮城県教委：1973、高橋他：1975)。これらの他に、中期に属する遺跡としては上深沢東 

 9 



遺跡（２）･海老沢遺跡（３）･熊野沢遺跡（32）･奥田金沢遺跡（33）･金谷遺跡（61）･安楽

院遺跡（65）･新坂囲遺跡（81）･斉の前遺跡（84）･屋舗前遺跡（134）･遠多田遺跡（136）･

鳥屋場山遺跡（153）･石竹貝塚（157）などがあり、吉田川とその支流に面する丘陵麓や段丘

上に立地している (加藤：1952、高橋他：1975、鹿島台町史編委：1971、宮城県教委：

1976)。 

後期の遺跡としては安楽院遺跡（65）･原遺跡（139）･石竹貝塚（157）が知られている。安

楽院遺跡は吉田川の支流である善川右岸の低い台地、原遺跡は吉田川右岸の台地、石竹貝塚は

既に述べたように小迫川流域の丘陵斜面に立地している。また、石竹貝塚で後期の遺物を出土

しているのは蜆貝からなる南貝塚で､｢堀ノ内式併行の遺物を出土している｣ ことが報告され

ている (加藤：1952、後藤：1962)。 

晩期の遺跡としては、小沓樹遺跡（59）･金谷遺跡（61）･中興寺遺跡（64）･別所遺跡(105)・

浦木戸遺跡（132）が知られている。別所遺跡は丘陵の中腹に立地しているが、その他は善川

や吉田川流域の低い台地上に営なまれている。 

以上のように、縄文時代の遺跡は丘陵の中腹・斜面・麓や段丘・台地などに立地している｡

その中で、比較的多いのは丘陵麓や段丘・台地などである。また、以上に述べた他に縄文時代

の遺跡は30箇所知られているが、いずれも丘陵麓や段丘上に営なまれているものが多い。 

弥生時代の遺跡 

弥生時代の遺跡としては要害遺跡（83）･深谷遺跡（119）が知られている。要害遺跡は北西

方向から吉田川に注ぐ小河川流域の丘陵麓に、深谷遺跡は吉田川の支流である新堀川と小迫川

にはさまれた丘陵斜面に立地している。両遺跡からは、弥生時代特有の石器である石庖丁が発

見されている。 

古代の遺跡 

古代に属する古墳・奈良・平安時代の遺跡には集落跡・古墳・窯跡などがある。 

集落跡として発掘調査された遺跡はまだないが、土師器や須恵器が発見され、包含地として

登録されている遺跡が42ある。第７図の範囲外ではあるが隣接した富谷町原前南遺跡では平安

時代の住居跡が３軒発掘調査され、古代の集落跡であることが明らかとなった (宮城県教委：

1973)。このことは、包含地とされている遺跡の中に集落跡がかなり含まれている可能性が強い

ことを示している。 

古墳としては高塚古墳と横穴古墳があり、前者が13遺跡、後者が３遺跡知られている。これ

らの中で発掘調査が行なわれたものとしては、諏訪古墳（138）･山中古墳（137）･大小寺古

墳（129）･鳥屋八幡古墳（101）･別所横穴古墳（104）などがある。いずれも、吉田川右岸の台

地・段丘・丘陵に立地している。諏訪古墳は台地上に立地する円墳で粘土槨を内部構造とし、墳 
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頂部と墳丘裾部には埴輪列（円筒埴輪・朝顔形埴輪）がめぐらされている (東北学院大考研

部：1972、大郷町文化財保護委：1972)。山中古墳は諏訪古墳と隣接した台地上に立地する

円墳で、粘土槨を内部構造とし、墳頂端部に埴輪列（円筒埴輪・朝顔形埴輪）がめぐらされ

ている (東北学院大考古学研究部：1974)。大小寺古墳は丘陵に立地する円墳で、粘土槨を内

部構造としている (大郷町古墳発掘調査団：1968)。鳥屋八幡古墳の２号墳は丘陵中腹に立地

する円墳で、横穴式石室を内部構造としている (大和町教委・大和町文化財保護委：1972)。

別所横穴古墳は丘陵中腹に立地する横穴古墳群で５基が調査されている (高橋他：1975)。以

上の古墳の他に、発掘調査は行なわれていないが、測量調査されたものとして、真山古墳があ

る。真山古墳は全長60ｍの前方後円墳で、埴輪が発見されている (東北学院大学考古学研究

部：1975)。 

窯跡としては鳥屋窯跡群がある。鳥屋窯跡群は吉田川の支流である西川の左岸の丘陵斜面に

立地し、天が沢地区（102）と三角田南区（103）の２群の須恵器窯からなっている (大和町教

委・大和町文化財保護委：1972、東北学院大学考古学研究部：1975)。 

以上のように、古代の遺跡は丘陵・段丘・台地・沖積地等に数多く見られる。 

中世以降の遺跡 

中世以降の遺跡としては城館跡・経塚などがある。 

城館跡は約40確認され、その大部分は丘陵に立地している。この中で、発掘調査されたもの

としては八谷館跡（75）･御所館跡（74）･駒場小屋館跡（７）などがある。いずれも丘陵に立

地し、土塁・空堀がめぐらされ、平場からは建物跡や各種の遺構が発見されている (宮城県教

委：1973・1975)。駒場小屋館跡は上深沢遺跡に面した南側の丘陵に立地し、空堀・土塁・堀

立柱建物跡の他に通路や門も検出されている。出土遺物には中世の陶器・中国明代の白磁・染

付・石臼などがある。 

経塚としては館山経塚（114）がある。館山経塚（二の関経塚）は門前城跡（113）の頂上に

あり、永和２年の銘のある青銅製経筒が出土している (藤沼邦彦：1975)。 

上深沢遺跡周辺に分布する遺跡群について概観した。このことから、上深沢遺跡周辺の丘陵・

段丘・台地・沖積低地には旧石器時代の遺跡を除き、各時代の遺跡が存在することが明らか

となった。 
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Ⅱ．調査の方法と経過 

 



調 査 の 方 法 

上深沢遺跡の調査は原則として以下のような方法を用いた。 

調査対象範囲の選定 

分布調査当時、遺跡の大部分は杉林や荒地になっており、僅かに台地の南西斜面にある狭い

畑地から少量の縄文土器片や剥片が採集されたのみであった。しかし、台地の地形からみて、

付近にこれらの遺物に関連する遺構の存在が予想されたため、東北自動車道にかかる台地部分

のほぼ全域約4,900㎡を調査対象に選定した。 

調査区の設定 

地区設定を計画的にするため、調査対象範囲全域にグリッドを設定した。グリッドは台地の

地形を考慮し、東北自動道の中心杭ＳＴＡ161＋00とＳＴＡ160＋60を選び、両者を結ぶ線およ

び、これに直交する線を基準線とし、ＳＴＡ161＋00を原点として３ｍ単位に割り付けられた。

地区名は東西方向をアルファベット、南北万向をアラビア数字であらわし、両者の組合わせで

呼ぶこととし、原点の北東の区をＨ44区と定めた｡また､原点を中心にしてその北東地域に含ま

れる地区を一括してＮＥ区､北西地域のものをＮＷ区､南東地域のものをＳＥ区､南西地域のも

のをＳＷ区とする中地区名をつけ、必要に応じて中地区名を用いた。 

発掘の方法 

ａ．探索トレンチの設定と全面発掘 

まず、調査対象範囲内における基本的な層位および遺構の分布状況を調べるため、４～５グ

リッドを１単位とした東西に長い探索トレンチを南から北へ一列おきに設定した。遺物を含む

層や遺構が検出された場合は、その具体的内容と配置関係などを究明するため、それらに関連

する地区について全面発掘を行なった。ただし、道路敷外に層や遺構の一部がのびている場合

は調査区を拡張し、その大部分が道路敷外に広がっている場合は拡張しないで調査を行なった。 

ｂ．遺構調査の方法 

検出された遺構については遺構の種類ごとに発見順に番号を付けた｡この場合､単一遺構とし

て遺構番号を付けた後に、複数の遺構の切合いが認められた際には、両者をアルファベットの

記号で区別した｡ただし､ピット群の場合には煩雑さをさけるため遺物が発見されたものだけに

限定した。遺構の精査にあたっては特に以下の点に留意した。 

(ⅰ)遺構の確認面を検出し､その遺構がどの面から掘り込まれたかを検討し、当時の生活面や

遺構と基本層位との関係、遺構相互の新旧関係などを把握すること。そのため、遺構の輪郭を

できるだけ上層で検出するように努めた。 
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(ⅱ)遺構内の堆積土を観察し､遺構廃絶後の埋没過程を検討することによって、遺構の廃絶の

され方や堆積土中の遺物と遺構との関係などを把握すること。そのため、原則として遺構内に

は十字に断面観察用の畔を残し、四分法による発掘を行なった。住居跡から出土した遺物が廃

絶時のものか廃絶後に流入したものなのかについては特に注意を払った。 

(ⅲ)住居跡では特に炉や埋設土器､貼り床などの精査に注意を払った。炉や埋設土器について

は形態的特徴や機能を明らかにするため、埋まり方、石の配列状況や抜き取り痕跡、各部の焼

け具合などを詳細に観察し、実測図に記録した。 

(ⅳ)遺構の構築方法および構築手順を明らかにするため､写真撮影および平面実測終了後、遺

構の床（底）面や細部（炉・埋設土器など）をさらに掘り下げ、観察と記録を作成した。この

作業はそれまでの調査における遺構細部の見落し（周溝や柱穴など）や下部遺構との重複がな

いかどうかの補足調査を兼ねるものであった。 

ｃ．遺物の取り上げ 

(ⅰ)遺物は原則として地区ごとに､遺物カードに出土年月目・地区名(または遺構名)・細部名

(遺構の場合)・出土層位などを記入して取り上げた。 

(ⅱ)遺構からの出土遺物のうち､その遺構に直接関係するもの（埋設土器や床面および細部出

土のものなど）や年代決定資料となり得るものについては出土レベルと位置を平面図に記録し､

遺物番号を付けて取り上げた。また、遺物包含層出土のものでも、層理面に沿って一括出土し

たものは同様に取扱った。 

(ⅲ)遺跡の基本となる層からは､花粉分析を行なうため各層ごとに数ブロックずつ土層サン

プルを採集した。 

ｄ．実測図の作成 

断面図：断面図は基本層位および基本層位と遺構との関係を示す遺跡断面図と、遺構の堆積

土の状態や遺構細部のあり方を示す遺構断面図を作成した。原則として両者とも原図の縮尺は
1/20であるが、後者のうち炉や埋設土器などの細部については必要に応じて

1/10の縮尺を用いた｡

断面図には各層ごとに土色・土性・混入物・堅さ・遺物のあり方などの注記を行なった｡なお､

土色は「新版標準土色帖」(小山・竹原：1967)によった。土性については国際土壌学会による

粒径区分を参照した。 

平面図：平面図は発掘区全体をおおうものと遺構（細部）や遺物包含層での遺物の出土状況

を記録するため部分的なものとがある。原図の縮尺は前者を1/20、後者を
1/10とした。発掘区全体

をおおう平面図は南西部の一部を平板測量、その他の地域を遣り方測量により作図した。各平

面図にはそれぞれレベルを記入してある。 
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ｅ．写真記録 

記録として撮影した写真には、35ミリ版モノクロ写真、35ミリ版カラーリバーサル写真（ス

ライド用）･４×５インチ版モノクロ写真がある。これらは記録の種類によっておおよそ以下の

ように使い分けた。 

調査経過・メモ的な記録……35ミリ版モノクロ写真・35ミリ版カラーリバーサル写真 

遺構写真・重要な記録………４×５版モノクロ写真・35ミリ版モノクロ写真・35ミリ版カラ

ーリバーサル写真 

層の土色・焼土・焼石など…35ミリ版カラーリバーサル写真 

f．その他の記録 

(ⅰ)調査日誌……調査経過や調査時における問題点をメモした。 

(ⅱ)遺構カード…住居跡については観察もれをなくし、統一的な記録を残すため遺構カード

を作成し、調査結果をまとめて記入した。 

調 査 の 経 過  

第１次調査は、昭和48年10月15日に開始し、立木などの地上物件の撤去のあと東西40ｍ、南

北105ｍの範囲にグリッドを設定した。Ｈ区を除いて、東側は４グリッド、西側は５グリッド

を１単位としたトレンチを一列おきに設定し調査を進めた。その結果、台地の中央平坦部では

堆積土が薄く、表土の下がすぐ地山になっている。台地縁辺およびその斜面では、表土から地

山までの堆積土は比較的厚く、基本的には４つの層が認められた。台地平坦部南西側で竪穴住

居跡などの遺構や土器・石器などの遺物が発見され、縄文時代中期の集落跡であることが明ら

かになった。しかし、12月以降天候が悪化したため調査を一時打ち切った。 

第２次調査は、昭和49年４月15日に開始された。第１次調査で発見された縄文時代中期の集

落跡がどのような構造をもつかを明らかにすることを目的に調査対象区のほぼ全域の発掘を

行なった。その結果、台地の平坦部から北斜面住居跡の濃密な分布が認められた。台地先端付

近の北西側にみられる僅かな凹地状をした小さい谷の部分には、同時代の遺物包含層が発見さ

れ、その中から多量の土器や石器などが出土した。このほかに、土壙・ピット群・溝などの遺

構、古代～現代にかけての遺物遺物などが発見された。 

５月下旬には、遺構の検出をほぼ終え、遣り方設定を行ない、平面実測に入った。 

６月１日、調査の途中であったが、遺跡の性格がほぼ明らかになったので現地説明会を開催

した。その後、継続して実測と写真の撮影を行なった。発掘調査のいっさいを終了したのは９

月２日である。発掘面積は､2,575㎡であり、調査期間は約６ケ月間であった。 
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整 理 の 方 法  

遺構・遺跡実測図整理の方法 

発掘調査時に作成した図面には、平面図・断面図などがある。平面図は４地区 (ＮＥ･ＮＷ･

ＳＥ･ＳＷ)に大別して、各地区ごとに図面に番号を付けた。断面図は遺跡の堆積層を示すもの

と、遺構の堆積層を示すものに分類した。次に、遺構平面図と遺構断面図、さらにそれらと遺

構注記カードとの間に矛盾がないかどうかを検討した。その際、遺構の確認面・遺構の重複関

係・層の堆積状況・堆積層と遺物との関係などにとくに重点をおいた。検討終了後、遺構ごと

に第２原図を作成した。図化にあたっては次の点に留意した。柱痕跡と掘り方の識別できたピ

ットについては、掘り方上端と柱痕跡の上端・下端を図化した。遺構と面接関係しない木根な

どのピット、後世の溝などは落ち込み記号で区別した。 

また、遺跡における遺構のあり方を検討するために遺構配置図を作成し、発掘区とその周辺

の地形を等高線で表わした。さらに、遺跡の全体的な微地形（傾斜）と基本層位を理解しやす

くするために、現地で作成した図面をもとにして遺跡全体の基本層位図を編集した。この基本

層位図は、小縮尺の遺跡断面図と大縮尺の層位柱状図から構成され、その中には遺跡において

観察される基本的な層の特徴・層位・分布状態が図化されている。 

遺跡の検討を行なうにあたり、第９図のような住居跡の部位名称とその計測基準を定めた｡

住居跡の規模は対称軸を基準とし、それを長軸・短軸・軸として表わした。最も長い軸を長軸

それに直交する軸を短軸とし、長軸と短軸の長さがほぼ一致するものを軸とした。炉の規模を

検討するにあたっては、軸長・最大幅で表わした。その際、軸長は最も長い対称軸で計測した｡ 
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遺物整理の方法 

上深沢遺跡から出土した遺物は縄文土器・須恵器・陶磁器・その他の土製品・剥片石器とそ

の素材・磨製石器・礫石器・石製装身具等で平箱にして約100箱分である｡これらの遺物を洗浄

し、遺構・地区・層位等の名称を記入し、接合作業を行なった。その後、これらの資料につい

て遺物の特性に応じて、次のような整理と記録の作成を行なった。 

ａ．縄文土器・須恵器・陶磁器 

縄文土器については接合作業の終了後、次のような整理と記録の作成を行なった。 

Ⅰ．整理の手順 復元可能資料 

口縁部資料 

胴部資料①・② 

底部資料 

胴部資料③ 

バインダー17 に
よる強化処置 
 
地文の種類によ
る数量の記録 

記入もれの点検  接合作業  接合終了  遺物の分類 

※復元可能資料：接合作業によって1/4以上に復元されたもの 

胴部資料①  ：地文以外の文様をもつもの 

胴部資料②  ：縄文以外の特異な地文をもつもの 

胴部資料③  ：地文のみのもの 

実側図・破片実測図・拓本の作成  台帳への登録  復元・着色作業  写真撮影 

Ⅱ．図化の基準 

復元可能資料     正面図（1/1）・展開図（
1/2）を作成。 

破片資料（口縁部・胴部①・胴部②・底部）     破片実測図もしくは拓本を作成 

Ⅲ．登録の方法 

遺構出土土器（住居跡など）：遺構単位に一連番号を記入する。 

例：第１住居跡図№１・第１住居跡№２…………第１住居跡№99…… 

各区出土の土器：遺跡全体を３ブロックに分け、各ブロック単位に一連番号を記入する。 

第Ⅰブロック：Ａ～Ｍ―21～45区。登録は10001から始まる番号。 

第Ⅱブロック：Ａ～Ｍ―46～50区。登録は21001から始まる番号。 

第Ⅲブロック：Ａ～Ｍ―51～53区。登録は31001から始まる番号。 

復元可能資料については、一括して遺跡単位の一連番号を記入する。 

例、Ｐo.１・Ｐo.２………Ｐo.15………Ｐo.29・Ｐo.30 

なお、縄文土器の実測図は一定の基準に従って作成されている。その原則は傾斜の変換する

部分をとらえ、線として図化する方法である。この原則に従って文様を表現するとき、隆文や

沈文の上端を太い線、下端を細い線であらわしている。地文として施文されている縄文の図化

は、施文原体とその施文方法（方向・工程など）が理解しやすいように、条・節・節における

繊維の走向等を明確にするようにした。具体的図化の方法は第10・11図に模式図として示した｡ 

須恵器・陶磁器の整理・記録の方法は縄文土器の場合に準じてある。大きく異なるのはバイ

ンダー17による強化処置が省かれている点である。なお、陶磁器については、残存状態1/4以下

であっても、口縁部等によって器形が判明する場合、実測図を作成してある。 
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ｂ．その他の土製品（土偶・斧状土製品・円板状土製品） 

土器・陶磁器以外の土製品はバインダー17による強化処置の後、すべて実測図を作成し、出

土地区・層位等とともに台帳に登録した。そして、土偶・斧状土製品・円板状土製品の順に遺

跡単位の一連番号を記入した。 

ｃ．剥片石器とその素材 

剥片石器とその素材については実測図作成以前に第１群（石鏃）･第２群（石匕）・第３群

（石錐）・第４群（不定形石器）の石器と剥片および石核に分類し種類ごとに遺跡単位の一連

番号を記入し、出土地区・層位等とともに台帳に登録した。 

登録の終了した剥片石器とその素材については、次のような基準に従って、記録を作成した｡ 

石器（第１～４群）     実測図（1/1）と観察表の作成 

完形の剥片・石核      実測図（1/1）と観察表の作成 

一部破損している剥片・石核     数量の記録 

実測図を作成した剥片石器については、第12図に示した基準に基づいて計測と石材の同定作

業を行なった。各石器群の計測に関しては、原則として基準線（Ｂ.Ｌ.）を設けることにした｡

しかし、第４群の石器については、適切な基準線を設定することができず、計測方法が任意な

ものとなってしまった。この他、剥片の計測についてはおもに、林謙作の見解（林：1969）に

従うことにした。 

剥片石器については、実体顕微鏡を用いて、使用痕跡の観察を行なった。ただし、第４群石

器の使用痕跡と剥片や石核の二次的使用痕跡については十分な観察を行なうことができなかっ

た。剥片石器において観察された使用痕跡の種類と、その一般的特徴は次のようなものである｡ 

磨耗痕：石器の剥離面およびその稜線が鋭利さを失ない、幾分滑らかになり、鈍い光沢を生

じたもの。 

擦 痕：明瞭な線状の割れ目。側縁が鋭く、非常に細い線。比較的広く、平坦な剥離面に生

じる。 

線状痕：細い線状の凹み。側縁は幾分鈍く、丸味をもつ。比較的広く、平坦な剥離面に生じ

る。 

ｄ：磨製石器・礫石器・石製装身具 

磨製石器・礫石器・石製装身具については、実測図作成以前に磨製石斧・磨製石剣・凹石・

磨石・石皿・砥石・石磨臼・石製装身具に分類し、種類ごとに一連番号を記入し、出土地区・

層位等とともに台帳に登録した。これらはすべて1/1の実測図を作成し、形態の他に観察可能な

範囲内で製作痕跡や使用痕跡の図化を行なった。実測図を作成したものは第13図に示した基準

に基づいて計測と石材の同定作業を行なった。 
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Ⅲ．発見された遺構と遺物 

 



遺跡の基本層位 

遺跡は台地中央の平坦部およびその周囲の緩斜面に立地している。台地中央部をほぼ南北に

縦断する調査区内では、北側および西側が緩かな斜面になっている。また、調査区北半では、

東側も僅かに斜面になっている。縄文時代およびそれ以降の堆積層は、中位段丘の堆積層の上

に認められる。層の厚さは台地平坦部では約15㎝と薄く、北側の傾斜面では、約100㎝でやや

厚い。表土から地山までの堆積層には、基本的に４枚の層が認められた。上部からI～Ⅳ層と

命名した。以下各堆積層の状況と分布・遺構との関係などについて概略を述べる。 

〈第Ⅰ層〉 

第Ⅰ層はシルトで構成される層で、間隙性がありやや柔かい。全体的な色調は暗褐色(7.5Ｙ

Ｒ3/4)である。この層は草木根や最近の耕作などによる撹乱が著しい。層は調査区全域に広が

っており、層の厚さも10～20㎝とほぼ一定している。出土遺物には縄文時代・平安時代および

中・近世から現代に至る各時期のものがみられるが、いずれも小破片が多い。遺物の分布では､

38区・39区付近を境にして、北側地区では縄文時代の遺物が多く、南側地区では、中・近世の

遺物が多い傾向が認められた。 

〈第Ⅱ層〉 

第Ⅱ層は第Ⅰ層と同じくシルトで構成される層であり、木草根や耕作による攪乱が少なく、

しまりがありやや堅い。全体的な色調は黒褐色（7.5ＹＲ2/2）である。層は調査区平坦部を除く

全域にわたって分布し、地山の傾斜に沿った堆積状態を示している。層の厚さは地区によって

異なり、台地平坦部縁辺では数cm、斜面下部の最も厚い部分で20cmほどである。出土遺物には

縄文時代のものが多いが、中世・近世以降のものも含まれており、遺物の分布にもとづくにま

とまりはみられない。この層には表土からいくつかの新しい掘り込みが認められる。 

〈第Ⅲ層〉 

第Ⅲ層はシルトによって構成される層で、土質は均質で比較的しまりがあり堅い。色調は暗

褐色（7.5ＹＲ3/3）である。層の厚さは15～20cm後でほぼ一定している。また、上層からの攪

乱も少なく非常に安定した層である。層は台地平坦部の縁辺および緩斜面に分布している。こ

の層は基本的には遺物を含んでいない。第Ⅲ層では、第Ⅰ層および第Ⅱ層からの新しい掘り込

みがわずかに認められた。 

〈第Ⅳ層〉 

第Ⅳ層はシルトで構成される層で、比較的しまりがありやや堅い。全体的な色調は、黒褐色

（10ＹＲ3/1）である。この層は土質・土色が必ずしも一定しておらず地区によって多少異なり、 
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a・b に細分されるところもある｡層は第Ⅲ層と同じく台地平坦部の縁辺および斜面に分布し地山

の傾斜に沿った堆積状態を示している。層の厚さは地区によって異なり、最も厚い斜面下部で

約50cm である。第Ⅳ層中には縄文時代中期の遺物が認められるが、とくに、Ｄ49 区を中心と

した地域では良好な遺物包含層が形成されており、多量の土器･石器が発見された。他の地域で

は、遺物は比較的少なく、出土状況にもまとまりは認められなかった。縄文時代中期の遺構のう

ち竪穴住居跡のいくつかは、第Ⅳ層上面と第Ⅳb層上面で確認された。 
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遺 構 の 分 布  

今回の調査で発見された遺構には、竪穴住居跡21軒・土壙６基・ピット群・数本の溝などが

ある。 

台地は標高46.5ｍ付近を境にして、平坦部から緩斜面へと移行する。遺構は、台地の平坦部

から緩斜面にかけて分布する。 

竪穴住居跡群は、その位置より次の６地区に大別される。 

Ⅰ区……第１・４・６・19・20・21住居跡 

Ⅱ区……第7a・7b・８・9a・9b・17住居跡 

Ⅲ区……第16住居跡 

Ⅳ区……第２・10・12・13・14・15住居跡 

Ⅴ区……第３住居跡 

Ⅵ区……第18住居跡 

Ⅰ区の住居群は台地西側の標高46.7ｍ付近に位置する。Ⅱ区の住居跡群は台地北西の標高

46.5～46.7ｍ付近に位置する。Ⅲ区の住居跡は北西の緩斜面がゆるやかになる標高44.5ｍ付近

に位置する。Ⅳ区の住居跡群は台地北側の標高45.5ｍ付近に位置する。Ⅴ区の住居跡は台地北

東の標高46.5ｍ付近に位置する。Ⅳの住居跡は台地南側の標高46.7ｍ付近に位置する。 

以上のことから、竪穴住居跡群は台地平坦部が緩斜面に移行する部分（Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

区）と緩斜面（Ⅲ区）の中の小さな平坦面に位置していることがわかる。 

ピット群は標高46.7～47.0ｍ付近の台地平坦部ほぼ全域に分布するが、特に台地東南部に集

中して認められる。 

土壙は、台地平坦部と緩斜面上に分布している。 

溝は台地平坦部を不規則な方向に走っている。 

その他、台地北側緩斜面に多量の遺物を含む良好な遺物包含層が認められた。 
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住居跡とその出土遺物  

第１住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区の北端に位置し、Ｂ・Ｃ―41・42・43区の第Ⅳ層上面で確認した。 

重複・増改築：本住居跡の外側で、南から東へ走る周溝状の溝と重複しており、本住居跡は

それを切って構築されている。柱穴の配置・複数の炉の存在から重複・改築も考えられるが、

それらについてはよくわからない。 

平面形：長軸約6.5ｍ、短軸約6.4ｍのほぼ円形である。長軸の方向はＳ―86°―Ｗである。

また住居跡内面積は約32.3㎡である。 

堆積土：３層に大別される。第１層は住居跡全面を覆っている。第２層は壁周辺を除き、床

面上に堆積している。第３層は壁ぎわに認められる。 

床面：地山まで掘り込んで床面としている。床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：第Ⅳ層と地山を壁としている。残存する壁高は約10～15cmであり、その立ち上がりは比

較的ゆるやかである。 

周溝：１炉の部分を除き、ほぼ全周している。幅20cm前後、深さ約10cmで断面は「Ｕ」字形

である。また周溝内には７個のピットが検出されている。 

柱穴：住居跡内より38個のピットが検出されている。いずれも柱痕跡は認められなかった。

ピットの形・大きさ・深さ・堆積土等を検討した結果、次のピットには配置の規則性が認めら

れ､それらは柱穴と考えられる｡南側はＰ3・Ｐ1・Ｐ9・Ｐ16（Ａ列）であり､北側はＰ38・Ｐ18･Ｐ11・

Ｐ14（Ｂ列）とＰ5・Ｐ8・Ｐ7・Ｐ14（Ｃ列）の２通りである。これらのピットは、掘り方の径が

30cm以上、深さ30cm以上、堆積土が暗褐色土と共通している。ただし、Ｂ列とＣ列の新旧関係

は不明である。以上にもとづき、Ａ列とＢ列、Ａ列とＣ列の２通りの組み合わせが考えられる

ことから､Ａ列に対応する北側のピット列はＢ列からＣ列または、Ｃ列からＢ列への柱の建て

替えが行なわれた可能性がある。いずれにしても柱穴には、炉の軸の延長線を対称軸として４

個ずつ配置されるという規則性が認められる。 
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炉：住居跡内床面上で２基の炉が検出された。 

１号炉 

〔位置・方向〕住居跡東側に位置し､土器埋設部は住居跡のほぼ中心部におかれ､掘り込み部端

は東側壁の一部となっている。炉の長軸方向はＳ―86°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長340cm、最大幅170cmのダルマ形である。面積は約3.6㎡である。 

〔構造〕土器埋設部、石組部Ⅰ(閉鎖)、石組部Ⅱ(閉鎖)、掘り込み部の４部からなる。 

〈土器埋設部〉径30cmの鉢形土器の胴部を埋設している。 

〈石組部Ⅰ・Ⅱ〉石組部Ⅰ・Ⅱは約110×120cmのほぼ方形である。石組部Ⅰ・Ⅱは一列に並ぶ

５個の石で区画されている。石組部Ⅰの底面は住居跡床面より約15cmほど低い。石組部Ⅱの底

面は、床面より約９cm低く、掘り込み部に向って傾斜している。また、石組部Ⅱと掘り込み部

は、二列に並べられた12個の石で区画されている。 

〈掘り込み部〉約190×120cmの台形である。掘り込み部底面は、住居跡床面より約10～13cm

低くほぼ平坦で、住居跡壁に近い部分はくぼんでいる。また、左右両側壁沿いに４個のピット

が検出されている。石組部Ⅱとの境から両側壁沿いに長さ約30～40cm、幅約20cm、深さ約３cm

の溝がある。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に、土器埋設部では土器が埋設され、石組部では埋土に石がのっ

ている。石は２～３段に積まれている。両側壁石は、奥壁石および石組部Ⅱと掘り込み部を区 
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画する石にかぶっている。また、奥壁石、両側壁石と石組部Ⅰ・Ⅱを区画する石との関係はわ

からない。これらのことから、炉の構築手順は次のようになる｡①炉全体の掘り方（土器埋設

部と石組部・掘り込み部）を掘る｡②土器を埋設する。奥壁石・石組部Ⅰ・Ⅱを区画する石、

石組部Ⅱと掘り込み部を区画する石をすえる｡③両側壁石をすえる｡②・③の過程では、掘り方

に土がつめられている。 

〔使用痕跡〕石組部Ⅰ・Ⅱの石および底面とも火熱を受けているが、石組部Ⅰの石と底面がと

くに著しい。また、石組部Ⅱの掘り込み部に近い部分の底面には、比較的多く木炭が認められ

た。埋設土器内には焼土が入っており、土器周辺の床面上には焼土が認められた。 
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２号炉 

〔位置〕住居跡西側壁の近くに位置している。 

〔平面形〕約65×50cmの楕円形である。 

〔構造〕埋設土器（径約30cmの深鉢形の胴部）とそのまわりの８個の石からなる。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に土器が埋設されており、その上に石がかぶっている。このこと

から炉の構築手順は次のようになる。①全体の掘り方を掘る。②土器を埋設する。③石をすえ

る｡②・③の過程では、掘り方に土がつめられている。 

〔使用痕跡〕埋設土器内から焼土と木炭が検出された。 

その他の施設：住居跡内の北西部には埋設土器がある。径約25cmの鉢形土器である。この埋

設土器はＰ36と接している｡両者の関係については不明である。また、埋設土器の南側には焼土

があった。その他、床面上に２個所の焼面が検出された。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・炉・周溝・ピットなどから、遺物が出土している。遺物の

種類および出土量は、第８表に示したとおりである。 

〔堆積土〕第１～３層から遺物が出土した。第１層中および第２層との境目付近からは、層理

面にそった状態で多量の遺物が出土した。これらの中には、完形に近い大形の土器片も含まれ

ている。第２層・第３層からは出土量は少なく、遺物も層中に不規則な角度で入りこんでいた｡ 

〔床面・細部〕床面からは多量の遺物が、床面にほぼ張りついた状態で出土した。これらの中

には３点の大形土器片が含まれている。１号炉・掘り込み部の堆積土中からは、完形品１点を

含むやや多量の遺物が出土した。２号炉・周溝・ピットからは、少量の土器片が出土したが､

出土状況にはとくにまとまりは見られなかった。その他、１号炉および２号炉の一部として､

埋設された土器がある。 
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土製品解説 

土偶：図１は頭部・右腕部・胴下端部を欠くが、残存部が多く、ほぼ全体の形状を知ること

ができる。平面形は、両手を左右に水平に広げた「 」字形をとり、横断面は、隅丸長方形を

なす扁平な板状土偶である。胴中央部から胴下部にかけては、幅がせばまり、厚さを増してい

る。乳房と正中線がみられ、正中線は、２列の刺突を伴う隆起線によって、両乳房から胴下部

にかけて「Ｙ」字状に表現されている。残存部では貫通孔はみられない。文様は、胴上部およ

び胴中央部では、正面・背面ともに横方向の平行沈線文、胴下部では、正面に縦方向ないし胴

側縁にそった平行沈線文、背面中央に「Ｌ」状文、その両側に弧状の平行沈線文が施文されて

いる。図２は右胴上半部から胸部にかけて残存している。残存部が少なく、全体の形状は不明

な点が多い。形態的には偏平な板状土偶で、突き出した感じの乳房が表現されている。乳房の

つけ根の部分に接合痕跡をとどめていることから、粘土の張り付けによって、乳房を表現して

いることが観察される。残存部には文様は認められず、強いナデによる調整痕が凹みとして残

っている。図３は２と同じ残存部をもつ扁平な板状土偶で、肩から胴側部に貫通する２個の小

孔が穿たれている。胴側縁の割れ目は滑らかな面をしており、成形の際の素地土の重ね目と思

われる。文様としては、正面・背面ともに横方向にはしる平行沈線文がみられる。 

斧状土製品：図４は先端部が欠損しているため、全体形は不明である。断面形は楕円形であ

る。基部は、幅がやや広くなっており、左右に貫通する孔が穿たれている。表裏面および側面

に、Ｌ縄文が縦に回転施文されている。 

円板状土製品：土器の胴部破片に加工を加えて円形にしたもので、図６・７では周縁を敲打

調整した後、研磨を行ない平滑に仕上げている。表面には、素材となった土器の文様を残して

いる。 
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第６住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区東端に位置し、Ｄ―39区の地山面において炉が検出された。住居跡全

体が削平されており、平面形・堆積土・床面・壁・周溝などは不明である。 

重複：削平のため壁・周溝などは検出されず平面形は不明である。そのため、他の遺構と

の重複関係は不明である。 

柱穴：炉周辺から 40 個のピットが検出されているが、その大きさ・形・深さ・堆積土・

配置等を検討したが、柱穴は明らかにできなかった。 
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炉 

〔平面形・方向〕平面形は軸長約2.1ｍ、最大幅約1.2ｍのダルマ形で、炉の軸方向は、Ｎ―52°

―Ｅである。 

〔構造〕掘り込み部Ⅰ・Ⅱからなる。掘り込み部Ⅰ・Ⅱは一列に並ぶ７個の石で区画されてお

り、西側を掘り込み部Ⅰ、東側を掘り込み部Ⅱとした。掘り込み部Ⅰ・Ⅱの底面は確認面より

約５～10cm掘り込まれている。掘り込み部Ⅰの先端には径約30cm、深さ約16cmのピットがある。

また、掘り込み部Ⅱにも壁沿いに６個のピットがある。 

〔構築方法〕炉の掘り方埋土に石がのっていることから、炉の構築手順は次のようになる｡①

全体の掘り方を掘る｡②石をすえる。この場合、石は土を埋めながらすえられている。 

〔使用痕跡〕掘り込み部Ⅰ・Ⅱとも火の焚かれた明瞭な痕跡は確認できなかった。 

その他の施設：炉の西側の地山面で、約100×70cmの楕円形の焼面が検出された。 

遺物の出土状況：いくつかのピットから、少量の土器が出土している。これらのピットが、

本住居跡に伴うものかどうかは、明らかにできなかった。 
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第19住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区東側に位置し、Ｄ―40区の地山面で炉の一部を検出した。炉の周辺は削

平を受けているため、住居跡の平面形・堆積土・床面・壁・柱穴等は不明である。 

重複：炉は約60×50cmのピット(ピットＡ)によって切られている｡また､炉の一部とピットＡ

は地山質の堆積土（貼床？）で覆われている。この堆積土は本住居跡廃絶後のものであるが、

その性格については不明である。 

炉：住居跡の平面形が不明のため、炉の位置は不明である。また、炉はピットによって壊さ

れており、平面形・規模および方向も不明である。石組は「Ｕ」字形に残っている。石組は幅

約25cmの掘り方を掘って、そこに土をつめながらすえられている。残存する石組部底面は火熱

をうけた痕跡が認められる。 

遺物の出土状況：炉の堆積土中から、少量の土器が出土した。その他、貼床状堆積土･ＰＡ

からも少量の土器が検出した。 
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第20住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区西端に位置し、Ｂ―40・41区の第Ⅳ層上面で確認した。 

重複：第４住居跡と重複し、周溝を切っていることから、本住居跡は第４住居跡より新しい｡ 

平面形：全掘していないため、平面形・規模等は不明である。 

堆積土：４層に大別される。発掘範囲が狭いため、各層の住居跡での広がりは不明である。 
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床面：地山まで掘り込んで床面としており、平坦で堅い。 

壁：第Ⅳ層と地山を壁としている。最も保存のよい北側壁は約35cm残存しており、その立

ち上がりは、比較的急である。 

周溝：壁に沿ってめぐり、炉の掘り込み部に接続している。幅約15cm、深さ約５～10cmで、

断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：炉掘り込み部内から３個のピットが

検出され、Ｐ1には柱痕跡が認められた。しか

し、発掘部分が狭いため、柱穴の配置等につ

いては不明である。 

炉：東側壁にとりついた掘り込み部の一部が検出されただけである。したがって、平面形・

規模は不明である。住居跡床面から掘り込み部底面までの深さは約30cmある。掘り込み部に

は火熱をうけた痕跡は認められなかった。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・炉から遺物が出土している。出土遺物の種類および出土

量は、第15表に示したとおりである。 

〔堆積土〕第１～３層から遺物が出土している。遺物は第２層に集中し、とくに第３層との

境界付近では層理面にそった状態で多量の遺物が出土した。 

〔床面・細部〕床面および炉の掘り込み部から、少量の遺物が出土した。 
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第４住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区中央部に位置し、Ｂ・Ｃ―40・41区の地山面において、周溝及び炉を検

出した。住居跡の大部分が削平されているため、堆積土・壁は残っていない。 

重複：第20住居跡と重複している。本住居跡南西部は第20住居跡によって切られている｡ま

た、住居跡東南部は後世の溝と重複していると考えられる。 

平面形：長軸約6.5ｍ、短軸約6.1ｍのほぼ円形である。長軸の方向はＮ―78°―Ｗである｡残

存する周溝から推定される住居跡内面積は、約31.1㎡である。 

床面：削平のため使用時の床面は、ほとんど残存していないが、炉の西側の焼土下にはわず

かに認められる。 

周溝：第20住居跡および後世の溝との重複部分を除きほぼ全周している。幅約15cm、深さ約

10cmであり、断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：住居跡と推定される範囲内から検出されたピットは31個である。柱痕跡が確認できた

ピットはない。ピットの形・大きさ・深さ・堆積土をもとに検討した結果、Ｐ1･Ｐ2･Ｐ4･Ｐ17･

Ｐ7･Ｐ14･Ｐ28はピットの径約40cm、深さ約35cm、堆積土が暗褐色と共通している。これらは、炉

の軸を延長した線に対称に並ぶという規則性が認められ、これらは本住居跡の柱穴と考えられ

る。その配置から考えた場合P7に対応する南側のピットは検出されなかった。削平されてしま

った可能性がある。 
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炉 

〔位置・方向〕住居跡内東側に位置し、炉の東端は東側周溝から約20cm内側にある。長軸の方

向はＮ―78°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約210cm、最大幅110cmダルマ形である。面積は約1.7㎡である。 

〔構造〕土器埋設石組部と掘り込み部からなる。 

〈土器埋設石組部〉石組により約90×90cmの五角形の区画を作っている。奥壁に接して径約

25cmの鉢形土器を斜めに埋設している。この埋設土器の外面には部分的に土器片が貼りついた

状態で認められる。 

〈掘り込み部〉約120×110cmの方形である。石の頂面から掘り込み部分底面までの深さは約

18cmである。底面は土器埋設石組部に向かって傾斜している。 

〔構築方向〕炉全体の掘り方埋土に石がのっている。石は奥側壁では２段に積まれている。ま

た下段の石は埋設土器の上にのっている。このことから、炉の構築手順は次のようになる｡①

全体の掘り方を掘る｡②土器を埋設する｡③石をすえる (下段→上段)｡土器と石は掘り方に土

をつめながら埋設されている。 
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〔使用痕跡〕埋設土器内外面およびその掘り方埋土の土器と接する部分は焼けている。石組は、

全体に火熱を受けて赤変しているが、埋設土器周辺の石は、とくにそれが著しい。また、石組

部先端の掘り方埋土上面と床面上は、焼土が残っている。掘り込み部には火熱をうけた痕跡は

認められなかった。 

その他の施設：炉の西側の地山面で３カ所焼面が検出された。 

遺物の出土状況：Ｐ3･Ｐ5･Ｐ8から、少量の土器が出土している。その他、炉の一部として埋

設された土器がある。 
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第21住居跡 

遺構の確認：第Ⅰ区中央部に位置し、Ｃ・Ｄ・Ｅ―41･42区の地山面において、周溝と焼面

を検出した。 

重複：本住居跡のほぼ中央部は後世の溝に、南側周溝は後世のピット（Ｐ9･Ｐ13）によって切

られている。また、本住居跡は第４住居跡との重複が考えられるが、南西部が削平されている

ため、その新旧関係は不明である。 

平面形・規模：残存する周溝と柱穴の配置から長軸約4.4ｍ(推定)、短軸約3.7ｍの楕円形と

考えられる。長軸の方向はＮ―50°―Ｅである｡推定される住居跡内面積は約14.1㎡である。 

周溝：南西部を除き、住居跡の3/4ほどめぐっている。幅約20cm、深さ４～20cmほどであり、

断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：住居跡と推定される範囲内から17個のピットが検出されたが、柱痕跡を確認できたピ

ットはない。Ｐ1・Ｐ2・Ｐ3は径約25cm、深さ約15cmと共通しており、柱穴の可能性がある。Ｐ1・

Ｐ2･Ｐ3の配列から考えて、本住居跡は柱穴が４個であると推定され、Ｐ2に対応するものは後世

のピット（Ｐ13）に破壊されていると考えられる。 

炉：住居跡中央よりやや南に偏ったところに焼面が検出された。焼け面の上面は削平され､

南側は後世の溝によって切られている。焼面の残っている部分は約20×10cmである。 

遺物の出土状況：周溝から少量の土器が出土した。 
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第7a住居跡 

遺構の確認：第Ⅱ区に西側に位置し、Ｆ―46区の地山で確認された。 

重複・増改築：北側は、第7b住居跡に切られている。 

平面形：南側と東西側の一部が残っており、平面形は方形を基調とするものと考えられる。

住居跡残存部の面積は約1.6㎡であるが、推定される住居跡内面積は不明である。 

堆積土：堆積土（暗褐色土）が、１層認められる。 
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床面：地上まで掘り込んで床面としている。 

壁：残っている壁の高さは約10cmである。その立ちあがりはゆるやかである。 

周溝：認められない。 

柱穴：住居跡の床面から３個、住居跡と推定される範囲内から17個、計20個のピットが検出

されている。いずれも柱痕跡は認められない。以上のピットについて、形・大きさ・堆積土等

を検討したが、本住居跡に伴う柱穴は明らかにできなかった。 

炉：床面の残っている範囲では、認められなかった。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・Ｐ2から、少量の遺物が出土している。 
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第7b住居跡 

遺構の確認：第Ⅱ区西端のＦ46区に位置し、南側は第7a住居跡堆積土上面、東・西側は地山

面で確認した。 

重複：第7a住居跡を切って構築されている。 

平面形：南壁と東・西壁の一部が残っており、平面形は方形を基調とするものと考えられる｡

住居跡残存部の面積は約4.2㎡である。 

堆積土：堆積土（暗褐色土）が一層認められる。 

床面：地山まで掘り込んで床面としている。床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：最も保存のよい南壁で約15cm残存しており、その立ちあがりは比較的ゆるやかである｡ 

周溝：認められない。 
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柱穴：床面および住居跡と推定される範囲内から 17 個のピットが検出された。いずれも柱

痕跡が認められない。それらのピットについて、形・大きさ・深さ・堆積土等を検討したが、

本住居跡に伴う柱穴は明らかにできない。 

炉：床面上に約30×30cmの焼面が検出された。 

遺物の出土状況：堆積土・床面からの少量の遺物が出土している。 
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第８住居跡 

遺構の確認：第Ⅱ区西側に位置し､Ｆ・Ｇ―47・48・49区の地山面において確認した。 

重複：第４土壙と後世の溝によって本住居跡は切られている。また、本住居跡は第9a･9b住

居跡との重複が考えられるが、東と南側は削平されているため、その新旧関係は明らかにでき

なかった。 

平面形：残存する壁・周溝から、軸長約4.6ｍのほぼ円形であると考えられる。残存する住

居跡内面積は約16.2㎡であり、また推定される住居跡内面積は約18.4㎡である。 

堆積土：堆積土は、３層に大別される。第１層は、住居跡全面を覆っている。第２層は、床

面上に堆積しており、住居跡床面のほぼ全域を覆っている。第３層は、壁沿いに認められる｡ 
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床面：地山まで掘り込み、床面としている。残存する床面は、ほぼ平坦で堅い。 

壁：残存する壁の高さは、最も保存の良好な東側で約15cmある。立ち上がりは比較的急であ

る。 

周溝：土壙で切られている部分や削平を受けている北側を除き、住居跡の2/3ほどめぐってお

り、炉の掘り込み部に接続する。幅約15cm、深さ約10cmあり、断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：床面および周溝から15個のピットが検出されているが、形・大きさ・深さ・堆積土等

を検討した結果、Ｐ1～Ｐ5･Ｐ7は、ピットの径20cm以上で底面のレベルがほぼ一致し、堆積土が

黒褐色土と共通している。これらは、Ｐ5とＰ7を対称軸とし３個ずつ対称に配置されるという

則性が推定され、本住居跡に伴う柱穴と考えられる。配置から考えて、Ｐ6に対応する北側のピ

ットは削平されてしまったものと思われる。 

炉 

〔位置・方向〕住居跡東側に位置し、炉の東端は住居跡東側壁の一部となっている。炉の長軸

の方向は、Ｓ―72°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約200cm、最大幅約150cmのダルマ形である。面積は約2.1㎡である。 

〔構造〕石組部と掘り込み部からなる。 

〈石組部〉約80×65cmの長方形である。床面から底面までの深さは約10cmである。残っている

石は奥壁添いに３個ある。石組部と掘り込み部は一列に並ぶ６個の石で区画されている｡また､

石組部の石の一部は、わずかに掘り込み部に張り出している。 

〈掘り込み部〉約120×160cm台形である。床面から底面までの深さは約20cmある。掘り込み部

東端には、１個のピットが検出されている。 

〔構築方法〕石組部には、石が掘り方埋土の上に並べられ、その下に掘り方がある。掘り込み

部は、掘り方と底面が一致している。このことから構築手順は次のようになる。①炉全体の掘 
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り方を掘る。②石組部掘り方に土を埋めて底面を作り石を配置している。石の配置の手順につ

いてはわからない。 

〔使用痕跡〕奥壁に残っている３個の石と石組部底面の奥壁に近い部分に火熱をうけた痕跡が

認められる。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・炉・周溝・ピットから、遺物が出土している。遺物の種類

および出土量は、第26表に示したとおりである。他の住居跡に比べて、遺物の種類・出土量と

もに豊富である。 

〔堆積土〕第１～３層から遺物が出土した。遺物は第２層からの出土量が圧倒的に多く、第

１層がこれに次いでおり、第３層は少ない。出土状況をみると、第１層および第２層との層理

面に、遺物が集中していた。第２層上面からは、完形に近い大形の土器片も出土した。 

〔床面・細部〕床面からは床に張りついた状態で、ややまとまって土器が出土した。炉の掘

り込み部の堆積土中から、少量の遺物が出土した。その他、ピットからも微量の土器が出土し

ている。 
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第9a住居跡 

遺構の確認：Ⅱ区の中央に位置し、Ｇ・Ｈ―47・48区地山面で確認した。 

重複：第9b住居跡、後世の溝と重複している｡第9a住居跡の床は第9b住居跡の周溝を埋めて

作られていることから本住居跡が新しい。本住居跡は第８住居跡との重複も考えられるが南西

部が削平されているため、その新旧関係は把握できなかった。 

平面形：残存する壁・周溝から長軸約5.6ｍ、短軸約4.8ｍの楕円形であると考えられる。長

軸の方向は、Ｎ―６°―Ｗである｡残存する住居跡内面積は約13.6㎡であり､推定される住居跡

内面積は約22.1㎡である。 

堆積土：住居跡内の堆積土は１層認められ、床面全体に広がっていた。 

床面：住居跡中央部は黄褐色の粘質土を貼って床面とし、それ以外の部分は地山まで掘り込

んで床面としている。床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：東から南側にかけて残っている。最も保存の良い南側で壁の高さは約13cmである。その

立ちあがりは比較的ゆるやかである。 

周溝：南側と北東部に認められ、南側の周溝は炉の掘り込み部に接続している。両者とも幅

約15cm、深さ約５cmで、断面が「Ｕ」字形である。 

柱穴：住居跡内と推定される範囲から26個のピットが検出された。柱痕跡が認められたもの

はＰ1だけである。これらのピットについて、形・大きさ・深さ・堆積土・配置等を検討した結

果､Ｐ18・Ｐ15・Ｐ13・Ｐ5・Ｐ3・Ｐ11はピットの大きさが径25cm前後で底面のレベルがほぼ一致し、

堆積土が黒褐色土と共通している。これらは、炉の軸線を延長した線上に１対、その線を対称

軸として３個ずつ配置されるという規則性が推定され、本住居跡の柱穴と考えられる。配置か

ら考えてＰ5とＰ18に対応するピットの存在が推定されるが、その部分が削平されており明らか

ではない。 
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炉 

〔位置・方向〕住居跡内南側に位置し、炉の南端は住居南側壁の一部になっている。軸の方向

は、Ｎ―６°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約210cm、最大幅140cmで平面形はダルマ形である。その面積は､約2.0㎡

である。 

〔構造〕石組部と掘り込み部からなる。 

〈石組部〉約80×70cmの三角形である。住居跡床面から底面までの深さは約８cmである。石は

壁沿いに13個ある。その他、石の抜き取り痕と思われるピットが３個存在している。また、底

面には、土器が敷かれており、その下には約33×22cmの楕円形で、深さ約７cmのピットが検出

され、中から胴部土器片９点が出土している。 

〈掘り込み部〉約120×40cmの台形であり､住居跡床面から底面までの深さは約15cmである。掘

り込み部内の南側にはピットが１個（Ｐ5）検出されている。底面は10cm程くぼんでいる。 

〔構築方法〕炉の掘り方の石組部にはピットがあり、その中に土器が埋設されている。その埋

設土器の上には土がつめられており、炉の底面となっている。底面の壁沿いには石がのってお

り、底面中央には土器が敷かれている。これらのことから、炉の構築手順は次のようになる。

①全体の掘り方を掘る。②石組部掘り方底面に土器を埋設する。③石組部掘り方底面の上に土

を埋めて石組部の底面とする。④石をすえる。土器を底面に敷く。 

遺物の出土状況：第9a住居跡に伴う遺物には、床面から出土した微量の土器と、１号炉の石

組部床面に敷かれた土器がある。その他、Ｐ1･Ｐ2からも、少量の土器が出土している。 
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第9b住居跡 

遺構の確認：Ⅱ区の中央の、Ｇ・Ｈ―47・48 区に位置し、南側は地山面で北側は第9a 住居跡

の貼床下で確認した。 

重複：第 9a 住居跡と後世の溝に切られている。第８住居跡との重複が考えられるが、北西部

が削平されているため、その新旧関係を明らかにすることはできなかった。 

平面形・規模：残存する壁・周溝から軸長約 4.5ｍのほぼ円形であると考えられる。残存する

住居跡内面積は約14.5㎡であり、推定される住居跡内面積は約19.0㎡である。 

堆積土：堆積土は南側において１層（黒褐色7.5ＹＲ2/2シルト）が認められた。 

床面:第9a住居跡周溝の南側部分にほぼ平坦で堅い床面を検出したが、その他では不明である。 

壁：南側だけに壁が残っており、その高さは約10cmである。そのたちあがりは急である。 

周溝：北西部を除き住居跡の約3/5ほどめぐっており、炉の掘り込み部に接続している。幅約20cm、

深さ約10cm、断面形は「Ｕ」字形である。 

柱穴：本住居跡床面上ならびに住居跡と推定される範囲内から 26 個のピットが検出されてい

る。そのうち柱痕跡の認められたものはＰ1だけである。26 個のピットについて、形・大きさ・

深さ・堆積土・配置等を検討した結果､Ｐ17･Ｐ14･Ｐ24・Ｐ26･Ｐ27･Ｐ2･Ｐ6･Ｐ20には､ピットの径25cm

前後で床面のレベルがほぼ一致するという共通性がある。これらは、Ｐ26とＰ20を結ぶ線を対称軸

とし、３個ずつ配置されるという規則性が認められ、これらは本住居跡の柱穴と考えられる。 

炉 

〔位置〕住居跡内南側に位置し、炉の南端は住居跡南側壁の一部になっている。 

〔平面形・規模〕第9a住居跡に切られており、全体の平面形および規模は不明である。 

〔構造〕掘り込み部の一部が残っている。住居跡床面から底面までの深さは約 15cm である。底

面南端には１個のピットがある。 

〔構築方法〕炉の掘り方がそのまま掘り込み部になっている。 

〔使用痕跡〕残存部には火熱を受けた痕跡は認められない。 

遺物の出土状況：本住居跡に伴うことが明確な遺物は、炉の掘り込み部出土のものである。 
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土偶解説：平面が「 」字形の偏平な板状土偶で、胴中央部から胴下部にかけて幅がせばまり

厚さを増している。平行沈線と刺突により正中線が表現されている。乳房はみられない。正面・

背面ともに横方向ないし胴側縁にそった平行沈線が施文されている。 

 

 116 



 

第17住居跡 

遺構の確認：第Ⅱ区の東側に位置し、Ⅰ・Ｊ―47・48区の地山面において、周溝と焼面、ピッ

ト等を検出した。住居跡全体が削平されているため、堆積土・壁等はほとんど残っていない。 

重複：重複は認められない。 

平面形：長軸約4.2ｍ 短軸約3.7ｍの楕円形である。長軸の方向はＮ―72°―Ｅである。残存す

る周溝から推定される住居跡内面積は、約13.1㎡である。 

床面：炉の西側にわずかに認められた。地山を床面としており、床面は平坦で堅い。 

周溝：南東部を除き、住居跡の4/5ほどめぐっている。幅約20cm、深さ約５cmあり、断面は「Ｕ」

字形である。 

柱穴：住居跡と推定される範囲内から、36個のピットが検出されている。これらの中で柱痕

跡が判明したピットは、２個（Ｐ6･Ｐ14）あるが、形・大きさ・深さ・堆積土・配置等について 
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検討した結果、規則性は認められず柱穴について明かすことはできなかった。 

炉：住居跡内中央よりやや北東にかたよったところに約110×60cmの焼面が認められた。 

遺物の出土状況：床面から少量の土器が出土した。その他、各ピットからも少量の土器が出土

しているが、これらのピットが、本住居跡に伴うかどうかは、明らかにできなかった。 
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第16住居跡 

遺構の確認：第Ⅲ区に位置し、Ｃ・Ｄ―51・52区の地山面で炉及び周溝の一部を検出した。 

重複：認められない。 

平面形・規模：西半分は削平をうけているが、周溝の状態により円形を基調とする平面形と考

えられる。住居跡残存部の面積は約8.4㎡である。 

堆積土：削平のためほとんど残存していない。 

床面：炉周辺だけに認められ、地山面を床面としている。床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：検出されなかった。 

周溝：住居跡東側をほぼ半周し、炉の掘り込み部に接続している。幅約15cm、深さ約７cmであ

り、断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：住居跡床面および住居跡と推定される範囲内から合計22個のピットが検出されている｡

いずれにも柱痕跡は認められなかった。22個のピットについて、大きさ・深さ・堆積土・配置等

を検討した結果、Ｐ11・Ｐ8・Ｐ22・Ｐ16・Ｐ21・Ｐ15・Ｐ2・Ｐ12は径約20cmで底面のレベルがほぼ一

致し、堆積土も黒褐色土と共通している。これらはＰ21とＰ11を結ぶ線を対称軸として３個ずつ配

置されるという規則性が認められ、これらが本住居跡の柱穴と考えられる。 

炉 

〔位置・方向〕住居跡東側に位置し、軸の方向はＮ―66°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約180cm、最大幅約110cmのダルマ形である。炉の面積は､約1.5㎡である｡ 

〔構造〕掘り込み部Ⅰ・Ⅱからなる。掘り込み部ⅠとⅡは７個の石によって区画されている。掘

り込み部Ⅰは約60×60cmの丸みを帯びた三角形であり、住居跡床面から底面までの深さは約７cm

ある。掘り込み部Ⅱは、約120×110cmの方形である。住居跡床面から底面までの深さは約15cmで

あり、底面は東側に傾斜している。また底面及び壁際に３個のピットがある。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方の上に掘り込み部Ⅰと掘り込み部Ⅱを区画する石がのっている。

このことから、炉の構築手順は次のようになる。①全体の掘り方を掘る。②掘り方に石をつめ 
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ながら掘り込み部Ⅰ・Ⅱを区画する石をすえている。 

〔使用痕跡〕掘り込み部Ⅰの奥壁沿いに底面が火熱をうけ赤変している。また、掘り込み部Ⅰ・

Ⅱを区画している石の上面と掘り込み部Ⅰに面した部分も火熱をうけて赤変している。なお、掘

り込み部Ⅱにはそのような痕跡は認められなかった。 
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遺物の出土状況：床面から少量の遺物が出土した。また、炉掘り込み部Ⅱの堆積土中からは､

大形の土器片などが、ややまとまって出土した。 
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第10住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区西端に位置し、Ｇ―51・52区の地山面において炉だけを検出した。炉の

周辺が削平されているため､住居跡の平面形・堆積土・床面・壁・周溝・柱穴等は不明である｡ 

炉 

〔方向〕長軸の方向はＮ―５°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約90cm、最大幅約60cmの楕円形であり、その面積は約0.42㎡である。 

〔構造〕石組部Ⅰ・Ⅱ・Ⅲからなる。石組部Ⅰ・Ⅱは約70×50cmの楕円形に石を配し、石の頂

面から底面までの深さは約10cmである。石組部Ⅰ・Ⅱは４個の石で区画されている｡なお､石組

部Ⅰの石は二段になっている。石組部Ⅲは、石組部Ⅱの南に石が「Ｌ」字形に配されたもので

ある。 
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〔構築方法〕炉全体の掘り方埋土上に石がのっている。この場合、炉の掘り方は石組部Ⅰ・Ⅱ

が楕円形、石組部Ⅲが「Ｌ」字形である。石組部Ⅰ・Ⅱの両側壁石が奥壁石、石組部Ⅰ・Ⅱを

区画する石の上にのっている。また、石組部Ⅲの石は石組部Ⅱの石にのっている。これらのこ

とから、炉の構築手順は、次のようになる。①全体の掘り方を掘る。②奥壁石、石組部Ⅰ・Ⅱ

を区画する石をすえる。③石組部Ⅰ・Ⅱの両側壁石、石組部Ⅱ・Ⅲを区画する石をすえる。④

石組部Ⅲの石をすえる。②～④の過程では、掘り方に土がつめられている。 

〔使用痕跡〕石組部Ⅰの石および底面は火熱を受け赤変しているが、石組部Ⅱ・Ⅲにはその

ような痕跡が認められない。ただ、石組部Ⅲには焼けた痕跡の認められる石が３個ある。 

遺物の出土状況：本住居跡に伴うことが明確な遺物は、認められなかった。 

 

第２住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区北西のＨ・Ｉ・Ｊ―51・52区に位置し、南と西側は第13住居跡堆積土第

１層上面において、北と東側は地山面において確認した。 

重複：第13層住居跡との重複が認められる｡(１)南側および西側は、第13住居跡堆積土を掘

り込んで壁としている｡(２)第13住居跡の炉を切って、周溝がめぐっている｡(３)第13住居跡の

炉の一部を削平して床面としている。以上から、本住居跡は第13住居跡より新しい。 

平面形・規模：長軸約6.0ｍ、短軸約5.7ｍのほぼ円形で、住居跡内面積は約29.0㎡である。

長軸方向はＮ―２°―Ｗである。 
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堆積土：住居跡北側を除くほぼ全面に残っており、３層に大別される。第１層は住居跡全面

を覆っており、北側では床面上に堆積している。第２層は南側から中央にかけての床面上に堆

積している。第３層は南・東・西側の壁沿いに認められる。 

床面：地山まで掘り込んで床面としており、床面は堅くほぼ平坦である。住居跡のほぼ中央

で地山には違いが認められ、南側は砂礫を含む黄褐色粘土、北側は浅黄橙色粘土である。 

壁：南側は第13住居跡堆積土および地山を壁としており、最も保存の良好なところで高さ約

45cm残存している。壁の立ち上がりは、比較的ゆるやかである。北側は、削平のため周溝が確

認されただけで壁は残存しない。 

周溝：住居跡をほぼ全周し、南側では壁に沿ってめぐっている。幅約18cm、深さ約10cmであ

り、断面は「Ｕ」字形である。また、南西部で周溝が長さ約２ｍにわたって切れて、その外側

に幅22cm、深さ10cm、断面「Ｕ」字形の溝が認められる。 

柱穴：この地域では、第２・13・15住居跡の３軒が重複しており、その各々に伴うピットを

区別することができなかった。したがって３軒の住居跡に伴うと考えられるピットを一括して､

通し番号で記載した。第２住居跡内からは、26個のピットが検出された。そのうち柱痕跡を確

認したピットは､Ｐ5･Ｐ6･Ｐ8･Ｐ9･Ｐ13の５個である。これらの５個のピットを中心として､形・

大きさ・深さ・堆積土等の要素を加えて検討した結果、Ｐ1･Ｐ2･Ｐ3･Ｐ4･Ｐ5･Ｐ6･Ｐ9･Ｐ13は柱痕

跡の径約20cmで深さが約50cm前後、堆積土が暗褐色土と共通している。これらは、炉の軸を延

長した線に対称に並ぶという規則性が認められ、本住居跡の柱穴と考えられる。 
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炉 

〔位置・方向〕住居跡内南側に位置し、炉の南端は、南側周溝から約30cm離れている。軸の方

向は、Ｎ―２°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約290cm、最大幅約260cmでダルマ形である。また、石組部先端から約10cm

離れて埋設土器がある。炉の面積は、約4.0㎡である。 

〔構造〕土器埋設部・石組部・掘り込み部からなっている。 

〈土器埋設部〉埋設土器は径約20cm深鉢形土器の胴部である。 

〈石組部〉奥壁・左右側壁に２段ないし３段の石を積みあげ、掘り込み部との境には、石を

一列に配し約105×100cmの方形の区画を作っている。住居跡床面からの深さは約20cmであり､

掘り込み部に向かっていくぶん傾斜している。 

〈掘り込み部〉約160×260cmの長方形である。床面から底面までの深さは約20cmである。底

面は石組部に向かって傾斜している。また、掘り込み部には、４個のピットが検出された。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に土器埋設部では土器が埋設されており、石組部では埋土上に石

がのっている。石組部は掘り方に土をつめて底面としている。その埋土は石組部の石にかぶっ

ているが、石組部と掘り込み部を区画する石はその上にのっている。石組部の奥・側壁石は２

～３段に積まれており、両側壁北端の石は奥壁石にかぶっている。また両側壁南端の石は、石

組部と掘り込み部を区画する石にのっている。これらのことから、炉の構築手順は、次のよう

になる。①全体の掘り方を掘る。②土器を埋設する。奥壁下段の石をすえる。③掘り方底面に

石をつめて石組部の底面とする。④石組部と掘り込み部を区画する石をすえる。⑤両側壁下段

の石をすえる。⑥上段の石をすえる。 

〔使用痕跡〕使用痕跡としては次のようなものが認められる。土器埋設部には、焼土が入って

いるが底面および側面は焼けた痕跡は認められない。石組部の石および底面は、火熱を受けて

赤変しており、とくに奥壁に近い部分ではそれが著しい。また、上段の石には、表面のほかに

裏面も焼けているものが認められる。なお、掘り込み部には、火熱をうけた痕跡は認められな

かった。 
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遺物の出土状況：堆積土・床面・炉・周溝・ピットから、遺物が出土している。遺物の種

類および出土量は、第40表に示したとおりである。他の住居跡に比べて、遺物の種類・出土

量はやや多い。 

〔堆積土〕第１～３層から遺物が出土した。各層とも層中に少量の遺物が、不規則な角度で

りこんでいた。 

〔床面・細部〕床面からはやや多量の遺物が、床面に張りついた状態で出土した。炉の石組

部・掘り込み部から、比較的多くの遺物が出土した。とくに､掘り込み部の底面直上には､遺

物が多く、その中には３個の大形土器片が含まれている。周溝・ピットからは、少量の土器

片が出土したのみである。 
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第13住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区西側のＨ・Ｉ・Ｊ―50・51区に位置し、南側は第15住居跡の堆積土上面

において、西側は地山面において確認した。 

重複：本住居跡は北側が第２住居跡によって切られている。また、第15住居跡との重複も認

められる。本住居跡の南側壁は、第15住居跡の堆積土を切って構築され、さらに、第15住居跡

の炉を切って本住居跡の炉が構築されている。したがって、本住居跡は第２住居跡より古く第

15住居跡よりは新しい。 

平面形・規模：北側が第２住居跡によって切られているため、全体の平面形は不明であるが､

残存する壁及び周溝の状態から推定して、円形を基調とするものと考えられる。住居跡残存部

の面積は約11.8㎡である。 

堆積土：基本的には２層に分けられる。第１・２層とも住居跡残存部全体を覆い、第２層は

床面上に堆積している。 

床面：地山まで掘り込んで床面としており、床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：南側だけに認められ、第15住居跡の堆積土と地山を壁としており、保存の良好な部分で

高さ約40cmである。壁の立ちあがりは、比較的ゆるやかである。 

周溝：両側から西側にかけ、壁に沿ってめぐっている。幅約20cm、深さ約10cmであり、断面

は「Ｕ」字形である。 

柱穴：本住居跡床面および炉掘り込み部から検出されたピットは７個である。いずれも柱痕

跡は認められなかった。７個のピットに第２住居跡発見のピットを加えた計38個のピットにつ

いて、形・大きさ・深さ・堆積土・配置などを検討した結果､Ｐ18･Ｐ15･Ｐ26･Ｐ27･Ｐ6･Ｐ8･Ｐ11・

Ｐ19は掘り方の径40cm前後で底面レベルがほぼ一致し、堆積土が黒褐色と共通している。それ

らは､Ｐ18とＰ6を結ぶ線を対称軸として３個ずつ配置されるという規則性が認められ、これらが

本住居跡の柱穴と考えられる。 

炉 

〔位置・方向〕住居跡内の北東部に位置し、炉の北東端は壁の一部となっている。また、炉の

北側は第２住居跡によって壊されている。軸の方向は、Ｎ―40°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕残存する軸長約240㎝、最大幅約260㎝のダルマ形である。 

〔構造〕掘り込み部Ⅰ・Ⅱからなる。 

〈掘り込み部Ⅰ〉第２住居跡によって破壊されており、底面がやや凹んで残存しているにす

ぎない。残存する部分は約70×80cmの長方形である。また、掘り込み部Ⅱとの境には、９個の

石が一列に並べられている。 

〈掘り込み部Ⅱ〉約170×260cmの逆台形であり、底面はすり鉢状に凹んでいる。中央部にピ 
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ットが１個ある。 

〔構築方法〕炉の掘り方に石がのっていることから、炉全体の掘り方を掘って炉の底面とし、

掘り込み部Ⅰ・Ⅱを区画する石がすえられている。 

〔使用痕跡〕掘り込み部Ⅰの底面および掘り込み部Ⅰ･Ⅱを区画する石の上面と掘り込み部Ⅰに

面した部分が火熱をうけて赤変している｡掘り込み部Ⅱには､そのような痕跡は認められなかった。 

遺物の出土状況：堆積土・炉・ピットから、遺物が出土している。遺物の種類および出土量

は、第41表に示したとおりである。他の住居跡に比べて、遺物の種類・出土量ともに少ない｡ 

〔堆積土〕第１・２層から遺物が出土した。出土量は少ない。 

〔細部〕炉の掘り込み部堆積土中からやや多くの土器が出土した。また､Ｐ19からも微量の土器

が出土している。 
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第15住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区の西側に位置し、Ｈ・Ｉ・Ｊ―50区の地山面において確認した。 

重複：本住居跡は、北側で第13住居跡に切られている。また、東側で第12住居跡と重複して

いるが、その新旧関係は確認できなかった。 

平面形・規模：北側が第13住居跡によって切られているため、全体の平面形は不明であるが

残存する壁・周溝の状態から推定して、円形を基調とするものと考えられる。南東部では炉掘

り込み部西側に張り出しが認められ、この張り出し部の壁に沿って溝がめぐっている。また､

この張り出し部と住居跡との関係を検討した結果、平面・断面観察において切り合い関係は認

められなかった。住居跡残存部の面積は約5.1㎡である。 

堆積土：基本的には、１層認められる。残存する床面全域を覆っている。 

床面：地山まで掘り込んで床としており、床面はほぼ平坦で堅い。張り出し部の床面は、約

10cm高い。 

壁：南側だけに認められ、その高さは、最も高いところで約40cmである。また、壁の立ち上

がりは急である。 

周溝：周溝は南側中央から東側にのび、炉の掘り込み部に接続している。張り出し部の周溝

は壁に沿ってめぐっている。両者はともに幅約10～16cm、深さ約10cm程で、断面は「Ｕ」字形

である。また、張り出し部の周溝は、壁にえぐり込まれている。 

柱穴：本住居跡内から検出されたピットは５個である。いずれも柱痕跡は認められない。こ

の５個のピットと第２・13住居跡から検出されたピットを加えて、形・大きさ・深さ・堆積土

等を検討したが、柱穴は明らかにできなかった。 

炉 

〔位置〕炉は住居跡南東部に位置し、その南東端は住居跡壁の一部になっている。 

〔平面形〕第13住居跡によって北西部が切られており、掘り込み部の一部が残存しているにす

ぎない。全体の形および規模は不明である。残存する掘り込み部は、110×140cmの長方形をし

ている。 

〔構造〕残存する掘り込み部の底面は、住居跡床面からの深さが約10cmであり、すり鉢状にく

ぼんでいる。掘り込み部の中央には１個のピットがある。 

〔構築方法〕住居跡床面を掘り込んで掘り込み部としている。 

〔使用痕跡〕残存する掘り込み部には、火熱を受けた痕跡は認められない。 

遺物の出土状況：堆積土中から少量の土器が出土した。 
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第12住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区の東に位置し、Ｉ・Ｌ―50区の第Ⅳb層上面で確認した。 

重複・増改築：西側で第15住居跡と重複しているが、その新旧関係を把握することができず

不明である。また、本住居跡内には、二基の炉がある。１号炉と２号炉が重複しており１号炉

が新しい。しかも、１号炉は本住居跡壁の一部となっており、１号炉は明らかに本住居跡に伴

う炉であるが、２号炉については、本住居跡に伴う古い炉か、他の住居跡に伴うものなのか不

明である。 

平面形・規模：住居跡北側は削平をうけているが、残存する壁や周溝から楕円形の住居跡と

推定される。住居跡残存部の面積は約15㎡である。また、推定される住居跡内面積は、約28.2

㎡である。 

堆積土：基本的には、２層認められる。第１層は、住居跡南東部だけに広がっているが、第

２層は、住居跡床面全域を覆っている。 

床面：地山まで掘り込んで床面としており、床面はほぼ平坦で堅い。 

壁：南側だけ良好に残っており、高さ約30cmでほぼ垂直に立ちあがる。 

周溝：炉の部分を除き、南・東西に認められ、住居跡の2/3ほど検出された。幅約20cm、深さ

約10cmであり、断面は「Ｕ」字形である。 

柱穴：住居跡床及び住居跡と推定される範囲内から14個のピットが、検出されている。その

うち、柱痕跡の認められたものは､Ｐ6・Ｐ12の２個である。12個のピットについて、形・大きさ・

深さ・堆積土等を検討した結果、Ｐ2・Ｐ3・Ｐ4・Ｐ12・Ｐ5・Ｐ11・Ｐ6・Ｐ10はピットの掘り方の

径が40cm前後で深さが31cm以上、堆積土が黒褐色または暗褐色の近似した土と共通している｡

それらには、１号炉の軸の延長線を対称軸として４個ずつ配置されるという規則性が認められ､

これらは本住居跡に伴う柱穴と考えられる。 
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炉：１号炉と２号炉の２基が検出されている。 

１号炉 

〔位置・方向〕住居跡南側に位置し、炉の南端は壁の一部になっている。軸の方向は、Ｎ―

９°―Ｗである。 

〔平面形・規模〕軸長約300cm、最大幅約170cmのダルマ形である。面積は約3.2㎡である。 

〔構造〕土器埋設部・石組部Ⅰ・石組部Ⅱからなる。 

〈土器埋設部〉埋設土器は径約30cmの深鉢形土器の胴部である。 

〈石組部Ⅰ〉約95×95cmの方形である。石は、東西両側壁添いに８個残っているだけであ

る。底面は、奥壁添いと石組部Ⅱに近い方が、他の部分より約５cm程凹んでいる。 

〈石組部II〉約170×160cmの楕円形である。底面は南側が約30cm程凹んでいるが、全体と

しては、ほぼ平坦である。東側には10個の石が南北に並んで検出された。西側では石が残って

なかったが、溝状の掘り方が検出された。また、底面の平坦部にピットが２個、くぼみの南端

で斜めに掘られたピットが１個検出された。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に土器埋設部では土器が埋設され、石組部Ⅰ・Ⅱでは埋土の上に

石がのっている。石組部Ⅰの側壁石は石組部Ⅰ・Ⅱを区画する石の上にのっており、さらに石

組部Ⅱの石は石組部Ⅰの側壁石にのっている。これらから、炉の構築手順は、次のようになる｡

①全体の掘り方を掘る。②土器を埋設する。石組部Ⅰ･Ⅱを区画する石をすえる。③石組部Ⅰ

の石をすえる。④石組部Ⅱの石をすえる。②～④の過程では、掘り方に土がつめられている。 

〔使用痕跡〕石組部Ⅰの石及び奥壁添いの底面が、火熱を受けて赤変している。石組部Ⅱでは､

そのような痕跡は認められなかった。 

２号炉 

〔位置・方向〕住居跡のほぼ中央に位置し、軸の方向はＮ―22°―Ｅである。 

〔平面形・規模〕南東部は１号炉に切られている。軸長約130cmで丸味を帯びた三角形である。 

〔構造〕土器埋設部と、掘り込み部に分けられる。 

〈土器埋設部〉鉢形土器を斜めに埋設したものである。 

〈掘り込み部〉住居跡床面から底面までの深さは約５cmであり、底面は、ほぼ平坦である｡ 
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また、１号炉埋設土器の掘り方にこわされた土器が東側にある。この土器が２号炉に伴うもの

かどうかは不明である。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に、土器が埋設されている。このことから、炉の構築手順は、次

のようになる。①全体の掘り方を掘る。②掘り方に土をつめながら土器を埋設する。 

〔使用痕跡〕埋設土器及びそれに接する掘り方内埋土は火熱をうけて赤変している。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・１号炉・ピットから、遺物が出土している。遺物の種類お

よび出土量は、第47表に示したとおりである。他の住居跡に比べて、遺物の種類・出土量とも

に豊富である。 

〔堆積土〕第１～２層から遺物が出土している。第１層からは、層理面にそった状態できわめ

て多量の土器が出土した。第２層からの遺物の出土量は少なく、遺物は層中に、不規則な角度

で入りこんでいた。 

〔床面・細部〕床面からは少量の遺物が、出土したのみである。１号炉の堆積土中からは、掘

り込み部を中心に、大形の破片２個を含む比較的多量の土器が出土した。また、ピットからも

少量の遺物が出土している。その他、１号炉および２号炉の一部として埋設された土器がある。 
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第14住居跡 

遺構の確認：第Ⅳ区東南に位置し、Ｌ―50区第Ⅳb層中で炉だけが検出された｡炉の周辺が削

平されているため、住居跡の平面形・堆積土・床面・壁・周溝・柱穴等は不明である。 

炉 

〔方向〕長軸の方向はＮ―80°―Ｅである。 

〔平面形・規模〕長軸約90cm、短軸約70cmの楕円形である。その面積は約0.6㎡である。 

〔構造〕「コ」字形に石が二段に配されている。 

〔構築方法〕炉全体の掘り方に石がのっている。両側壁石は、奥壁石にのっている。これらの

ことから、炉の構築手順は、次のようになる。①全体の掘り方を掘る。②奥壁石をすえる。③

両側壁石をすえる。②・③の過程では掘り方に土がつめられている。 

〔使用痕跡〕炉の西端を除いてほぼ全体が火熱をうけて赤変しているが、とくに奥壁付近はそ

の痕跡が顕著である。 

遺物の出土状況：炉の堆積土中から少量の土器が出土した。 
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第３住居跡 

遺構の確認：第Ⅴ区東端に位置し、Ｌ・Ｍ―47・48区の地山面において確認した。 

重複・増改築：重複は認められない。本住居跡では柱の建て替えが認められる。 

平面形・規模：北壁は削平されているが、残存する長軸約4.2ｍ、短軸約3.2ｍの長方形であ

る。長軸の方向はＮ―14°―Ｅである。住居跡残存部の面積は約11.0㎡である。 

堆積土：４層に大別される。第１層は住居跡中央部に認められ、南から北に傾斜している。

第２層は住居跡東から流れ込み、住居跡中央に及んでいる。第３層は東から流れ込み、住居跡

中央部の床面上に堆積している。第４層は北・西側から流れ込み、住居跡北西部壁沿いの床面

上に堆積している。 

床面：地山まで掘り込んで床面としており、床面は堅く平坦である。 

壁：北壁は残っていないが、残存する壁の高さは、南側で約20cmであり、壁の立ちあがりは

比較的急である。 

周溝：認められない。 

柱穴：住居跡床面及び住居跡と推定される範囲内から、25個のピットが検出されている。い

ずれも柱痕跡は確認できなかった。これらは、堆積土の類似からみて、Ａグループ（Ｐ1～Ｐ6・

Ｐ9･Ｐ21･Ｐ22）とＢグループ（Ｐ7～Ｐ18･Ｐ20）に大別される。それらについて、形･大きさ･深さ・

位置などからＰ1～Ｐ6とＰ10～Ｐ15の配置に規則性が認められる。両者とも径40cmほどのピット

であるが前者の堆積土が黒褐色、後者が暗褐色であり、Ｐ6を除き前者の掘り方は深い。また両

グループには重複関係があり､Ｐ1～Ｐ6が第１次の柱穴､Ｐ10～Ｐ15が第２次の柱穴と考えられる。 
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炉：床面の３ケ所から焼面が検出されている。南から焼面Ａ・Ｂ・Ｃと命名した。Ａは約80

×70cm、Ｂは約125×70cm、Ｃは約40×30cmである。 

遺物の出土状況：堆積土・床面・ピットから、遺物が出土している。遺物の種類および出土

量は、第52表に示したとおりである。他の住居跡に比べて、遺物の種類・出土量はやや多い｡ 

〔堆積土〕第１～４層から遺物が出土した。各層の遺物の出土量は、ほぼ平均しており、やや

多い。遺物は層理面に対して、やや不規則な角度で入りこんでいた。 

〔床面・細部〕床面からは完形に近い土器や、大形の土器片などを含む比較的多くの土器が､

張りついて出土した。またピットからは少量の土器片が出土した。 
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第18住居跡 

遺構の確認：Ⅵ区のＫ32区に位置し、地山面において炉の一部を検出した。炉周辺は削平を

受けているため、住居跡の平面形・堆積土・床面・壁・周溝等は不明である。 

重複：Ⅵ区には多数のピットがあり、炉跡は２個のピットによって切られている。 

柱穴：炉周辺には多数のピット

があり、その大きさ・形・深さ・

堆積土・配置等を検討したが柱穴

は明らかにならなかった。 

炉：炉の北東部は削平されてお

り、全体の平面形・規模等は不明で

ある。残存する部分は約85×70cm

の長方形である。その北東部には１

列に並ぶ６個の石がある。長方形に

区画された部分は約８cm程くぼん

でいる。そのくぼみの底面には焼面

があり、石の上面とくぼみに面した

部分は火熱をうけて赤変している。

また、炉底面上には、木炭や焼土を

ふくむ黒褐色土（10ＹＲ3/2シルト）

が堆積している。 
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遺物の出土状況：本住居跡に伴うことが明確な遺物は、認められなかった。 
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土  壙 

第１土壙 

遺構の確認：台地平坦部のＪ・Ｋ―32・33区に位置し、地山面で確認した。 

重複：６個のピットに切られている。 

平面形：長軸約4.4ｍ、短軸約3.2ｍの不整楕円形である。長軸の方向はＮ―６°―Ｅである。 

堆積土：北側約1/2を調査しただけであるが、堆積土は10層に細分された。これらの堆積土の

部分は地山に近似しているが一部に暗褐色シルト層を含んでいる。西壁沿いの層を除き他の層

は、いずれも水平に近い堆積である。 

底面：底面はほぼ平坦である。 

壁：残存する壁高は約30cmであり、立ち上がりはゆるやかである。 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 

 

第２土壙 

遺構の確認：台地北側のJ―42・43区に位置し、地山面で確認した。 

重複：３個のピットに切られている。 

平面形：長軸約4.4ｍ、短軸約3.2ｍの不整楕円形である。長軸の方向はＮ―１°―Ｗである。 

堆積土：堆積土は、２層認められた。第１層は地山の土に近似しており、壁周辺を除いた底

面上に堆積している。第２層は暗褐色のシルトで壁に沿って堆積している。 

底面：底面は中央がわずかに高くなっているが、全体としては凹凸が少なくほぼ平坦である｡ 

壁：最も保存のよい南壁は約35cm残存しており、立ち上がりは比較的ゆるやかである。 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 

 

第３土壙 

遺構の確認：台地北側のＣ・Ｄ―44～46区に位置し、地山面で確認した。 

重複：７個のピットと重複しており､Ｐit１を切り､Ｐit２・３・５・６・７に切られている｡ 

平面形：長軸約4.2ｍ、短軸約2.3ｍの不整楕円形である。長軸の方向はＮ―４°―Ｅである。 

堆積土：堆積土は３層認められた。第１・２層は地山の土に近似しており、壁周辺を除き、

底面上に堆積している。第３層は黒褐色のシルトで壁に沿って堆積している。 

底面：底面は凹凸が多い。 

壁：最も保存のよい南壁は約50cm残存しており、緩やかに傾斜して立ち上がっている。 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 
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第４土壙 

遺構の確認：台地北側のＦ－47・48区に位置し、地山面で確認した。 

重複：第８住居跡を切っている。 

平面形：長軸1.8ｍ、短軸1.0ｍの楕円形である。長軸の方向はＮ―25°―Ｅである。 

堆積土：堆積土として炭化物を混入する黒褐色のシルト層が一部に認められたが、その分布

等は不明である。 

底面：底面中央は比較的平坦であるが、その他の部分では幾分凹凸がみられる。 

壁：最も保存のよい南壁は約55cm残存している。南壁は底面から比較的急に立ち上がるが､

北・東・西壁には途中に平坦な段があり底面から段へは比較的急に立ち上がり、段から上は緩

やかに傾斜して立ち上がる。 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 

 

第５土壙 

遺構の確認：台地北側のＧ・Ｈ―49・50区に位置し、地山面で確認した。 

重複：他の遺構との重複は認められなかった。 

平面形：長軸1.2ｍ、短軸0.8ｍの楕円形である。長軸の方向はＮ―28°―Ｅである。 

堆積土：堆積土は３層認められた。第１・２層は、暗褐色のシルトで土壙の上部に堆積し､

第３層は黒褐色の砂質土で、土壙の下部に堆積している。 

底面：底面は全体的にやや凹んでいる。 

壁：最も保存のよい北壁で42cm残存している。壁は途中に段がつき、比較的急に立ち上がる｡ 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 

 

第６土壙 

遺構の確認：台地北側のＥ―52区に位置し、地山面で確認した。 

重複：他の遺構との重複は認められなかった。 

平面形：長軸1.3ｍ、短軸0.8ｍの楕円形である。長軸の方向はＮ―86°―Ｅである。 

堆積土：堆積土は、１層認められ黒褐色のシルト層である。 

底面：底面は全体的にやや凹んでいる。 

壁：最も保存のよい東壁は約60cm残存している。東・西・南・北壁とも比較的急に立ち上が

り、南北壁の断面形は「Ｖ」字状である。 

遺物の出土状況：本土壙に伴うことが明確な遺物は認められなかった。 
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溝  

溝は台地平坦部と、台地平坦部から緩斜面に移行する部分で数本検出された。いずれの溝も

台地平坦部では地山面、台地平坦部から緩斜面に移行する部分では第Ⅱ層上面で確認されてい

る。溝の上端幅は約0.6～1.2ｍのものまで種々あるが、断面形はすべて「Ｕ」字形である。 

溝の走向はそれぞれ異なっている。台地平坦部を東西に横断するもの、台地平坦部から緩斜

面に向って南北に縦走するもの、台地平坦部から緩斜面に移行する部分を地形に沿って弧を描

くように走るものなどがある。溝の中には、住居跡を切っているものもある。 

 

ピ ッ ト 群  

ピット群は台地平坦部の南側で、標高47～48ｍの部分に集中している。これらはすべて地山

面で確認され、直径20～60cm、深さ40cm前後のものが多い。柱痕跡の認められるものと認めら

れないものがある。前者の堆積土は黄褐色の粘土質シルト、後者の堆積土は暗褐色ないし黒褐

色のシルトが多い。柱痕跡の認められるピットは柱穴と考えられるが、組み合わせが不明なた

め、建物の構造やその数については明らかにできなかった。柱痕跡の認められなかったピット

については、その性格は不明である。また、両者のピットが重複している場合もあるが、新旧

関係は把握できなかったものが多い。 
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遺物包含層とその出土遺物 

基本層位の項で述べたようにＤ－49区を中心とした地区の第Ⅳ層において多量の遺物がま

とまって発見された。その範囲はＣ～Ｆ－49～51区に限られ､分布にまとまりが見られた｡この

地区での遺物の出土状況を観察した結果、①遺物の出土量が著しく多いこと。②遺物が層理面

に沿って一定の角度で折り重なった状態で包含されていること。③出土土器には復元可能なも

のや大破片が多いことなど、他の地区の第Ⅳ層にはみられないまとまりを示した。 

以上のことから、この地区の第Ⅳ層を他の地区のものと区別し､｢遺物包含層｣ として取扱う

こととした。層はシルトで構成され、色調は暗褐色（7.5ＹＲ3/3）であり、土性･色調ともに第

Ⅳ層との区別は困難であった。遺物包含層が分布する地区は調査区北西部の緩斜面にあたり、

Ｄ－51区、Ｅ－51区に北西から小さな谷状の凹地が入りこんでいる。層は南からこの凹地に向

かって堆積している。層の厚さは厚い部分で約40cmほどである。遺物包含層から出土した遺物

の種類および数量は第53表のとおりである。 
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土偶解説 右の胴上半部と腕部が残存

する平面形不明の扁平な板状土偶である。

胴部にわずかな高まりがみられ、乳房が

表現されていたことがわかる。正面に平

行沈線文、背面に平行沈線文および縦に

並ぶ渦巻文が施文されている。雲母や石

英などを含むシルトを素地土とし、色は

灰味黄茶色である。 
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第Ⅳ層とその出土遺物 

Ｄ－49区を中心とした区域の第Ⅳ層については既に述べたように｢遺物包含層｣として別に

取り扱った。したがって、ここでは「遺物包含層地区」を除く地区の第Ⅳ層についてみていき

たい。 

第Ⅳ層の層相および分布には基本層位の項ですでに述べたとおりである。第Ⅳ層における遺

物出土量の分布をみると、遺物は住居跡が検出された地区に集中しており、他の地区では少な

い傾向が認められた。これは第Ⅳ層と、第Ⅳ層を掘り込んでいる住居跡の堆積層が土性・土色

ともに極めて似ているため、住居跡の輪郭確認が遅れたことによるものである。したがって、

ここで第Ⅳ層として取扱う遺物には、①第Ⅳ層本来の遺物と②第Ⅳ層を掘り込んでいる住居跡

の堆積層の可能性がある遺物の両者が含まれている。第Ⅳ層から出土した遺物の種類と数量は

第54表のとおりである。 
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第Ⅰ～Ⅲ層とその出土遺物 

基本層位の項で述べたように、第Ⅰ層は表土であり、第Ⅱ層は部分的に草木の根や耕作によ

る攪乱を受けている層である。第Ⅰ層および第Ⅱ層の出土遺物をみると、縄文時代～中・近世

以降のものが混在している。また、第Ⅲ層は本来無遺物層であるが攪乱を受けている部分から

は不規則な形で若干の遺物が出土している。以上のような層の状態から、ここでは第Ⅰ層、第

Ⅱ層、第Ⅲ層およびこれらの層を掘りこんでいる土壙やピットなどから出土した遺物を一括し

て第Ⅰ～Ⅲ層の出土遺物として取扱った。第Ⅰ～Ⅲ層から出土した遺物の種類と数量は第55表

のとおりである。 
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