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序 文 

県は未来に向けて発展する「新しいふるさとづくり」を推進しておりますが、その一翼を

担う公営企業の責務は大きいものがあります。その中で県土の発展につながる基礎条件の一

環として広域水道整備計画が策定され、水資源の総合供給体制の確立が図られております。

この計画に基づき大崎に次いで県営広域水道の第2号として、仙南・仙塩広域水道用水供給

事業が進められております。 

この事業は仙南・仙塩地域 19 市町の増大する水需要に対処するため七ヶ宿ダムに水源を

求め、昭和71 年を計画目標年次に1日最大553,300 立方メートルの水道用水を供給するも

のであります。この地域は県土全体の 30%を占め、仙台市を中心に急速に都市化が進み人口

増加に相俟って、その生活基盤となる水需要も増加の一途をたどっています。 

当事業は昭和52年度に送水施設から着工し、導水・浄水施設など全施設の完成を昭和67

年度に予定しておりますが、動脈となる送水管は延 1々80 キロメートルに及ぶものであり、

付設に当たってその管路敷周辺の自然環境等の保全には特に留意して進めております。 

このたびの発掘調査区は経路上、技術上止むなく選定いたしたものであり、発掘調査につ

いては事前に県教育委員会と十分協議を行い、欠・持長地遺跡外数遺跡について昭和54・55

年の両年度にわたり順次実施いたしたものであります。その結果、数々の貴重な資料が発見

され、高い成果をおさめました。 

ここにその成果がまとめられ、発刊されることとなりました。この調査記録が学術・教育

上にも大きく役立つことを切に願っております。 

最後にこの調査に当たり長期間ご協力をいただいた地区住民の方々を始め、 

県教育委員会及び関係者の方々に深く感謝申し上げます。 

昭 和 56 年 3 月 

 

宮 城 県 公 営 企 業 管 理 者 羽 田 光 雄 
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例 言 

1. 本書は仙南・仙塩広域水道関係遺跡発掘調査報告書第1分冊として、6遺跡について作成し

たものである。 

2. 遺跡の記載は北から順に行なった。 

3. 調査の主体者は宮城県教育委員会、宮城県企業局である。 

4. 発掘調査は宮城県教育庁文化財保護課が担当し、関係各市町教育委員会にご協力をいただ

いた。 

5. 石器の材質同定は東北大学教授蟹沢聡史氏にお願いした。 

6. 土色は「新版標準土色帖」（小山・竹原：1973）を、土性区分は国際土壌学会法の基準を

参照したものである。 

7. 地形図は建設省国土地理院発行の1／50,000（白石）地形図を使用し、複製したものである。 

8. 整理・報告書の作成は文化財保護課調査係が行なった。「調査に至る経過」は平沢英二郎

「各遺跡の位置と環境」は森貢喜が担当し、その他、各遺跡の整理執筆分担は次のとおり

である。 

下原田遺跡     森  貢喜

欠・持長地遺跡   菊地淳一 

宮城館跡       狩野正昭 

家老内遺跡     森  貢喜

明神脇遺跡       〃 

御所内遺跡     狩野正昭

9. 欠・持長地遺跡は欠地区と持長地地区とがあるが今回は持長地遺跡として報告した。 

10. 上記遺跡の出土遺物、実測図、写真等の記録は宮城県教育委員会に保管している。 

 



調査に至る経過 

仙南・仙塩広域水道に係る水道用水供給事業は、建設省で建設中の宮城県最後の大規模ダム

といわれる七ヶ宿ダムに水源を求め、1日最大595,000㎥（1日最大供給量553,300㎥）を取水

するもので昭和60年に一部給水開始し、昭和71年に工事が完了することを目標に計画された。 

ところが送水管埋設工事計画に当たり、ルート上に埋蔵文化財の所在することが明らかとな

ったので宮城県企業局と宮城県教育委員会との間で遺跡の保存について協議することになった。 

昭和52年6月17日に第1回の分布調査を、昭和53年1月26日から2月3日まで第2回目

の分布調査を実施した。その結果、関係する遺跡の大部分は東北自動車道関連遺跡であり、そ

の一部は発掘調査済みであることが判った。当初送水管は自動車道の側道部分に埋設する計画

だったが道路公団に対し側道部分の埋設が可能か否か協議を行なったが、本線敷から斜度45°

以内部分で掘削は道路保全上不可能であるとの回答であったので、止むを得ず側道の外側に埋

設することになり、改めて遺跡の分布調査を実施することになった。 

昭和53 年12 月 25・26 日に第3回目の分布調査を実施し、調査対象遺跡を確定した。用地

の買収、借上などの調整と工事工程とを合わせ行ない、昭和54年9月10日から10月9日まで

蔵王町欠・持長地遺跡の調査を実施した。昭和55年4月11日から7月18日までは蔵王町下原

田遺跡、宮城館跡、白石市家老内、明神脇、御所内遺跡の発掘調査を実施した。この間、蔵王

町二屋敷遺跡の保存について企業局と教育庁間で再々にわたる協議を行ない、自動車道敷発掘

調査の結果等から遺跡の現状保存のためシールド工法に設計を変更するなどの措置をとった。 

遺物整理は野外調査が終了した以後着手し、記録保存の性格を十分に配慮し、資料提示をす

るよう努めた。 
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各遺跡の位置と環境 

1．蔵王町宮地区 

下原田遺跡、欠・持長地遺跡、宮城館跡の各遺跡は蔵王町の宮地区に所在している。各遺跡

が所在している蔵王町周辺の地形を概観すると、蔵王町の西側には奥羽山脈が南北に走り、大

きく面白山地、二井宿山地等を含む奥羽山地と奥羽火山帯のひとつである蔵王火山帯にわかれ

る。面白山地、蔵王火山帯の東麓には高館丘陵が横たわり、東方に延び、さらに蔵王町、村田

町周辺では南側に向かって樹枝状に延びている。宮地区の西側では蔵王火山帯のひとつである

青麻山（標高800m）から延びる長い裾野が次第に高度を減じながら低地に迫っている。以上の

ような丘陵に挟まれた地域には扇状地性低地が南北に細長く分布している。この沖積低地は白 
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石低地の北半部にあたり、白石川の支流である松川や藪川が大きく蛇行しながら南流して付近

に河岸段丘等を形成している。さらに沖積低地は大きく松川流域の宮地区と北部の藪川流域の

円田地区に分けられる。河岸段丘は松川流域において発達しており、特に宮地区では松川の西

岸付近が顕著である（古谷：1963）。さらに宮地区は松川が白石川に合流する地点付近であり、

東の大河原町から柴田町槻木付近まで東西に分布する槻木低地に接しており、白石低地から槻

木低地に分岐する地点でもある。 

下原田遺跡は松川が形成した河岸段丘上に丘地している。標高73.5ｍで北側は緩やかに傾斜

しているが、南側は急な斜面になっている。欠・特長地遺跡も松川が形成した河岸段丘上に立

地しており、青麻山から延びる丘陵と接する地点にもなっている。欠遺跡は標高52～55ｍで西

斜面になっており、持長地遺跡は57ｍの平担地になっている。宮城館跡は青麻山から低地に樹

枝状に延びてきた丘陵の突端部に立地している。標高約56ｍで周辺の水田面との比高差は約20

ｍである。現在、東半分は削平されているが、平場、土塁状遺構、堀跡等が遺存している。 

各遺跡は東北縦貫自動車道が走り、先に各々調査が実施されている（志間、藤沼：1971、黒

川：1980、狩野:1981）。 

各遺跡が立地している周辺には各時代にわたって多くの遺跡がみられる。旧石器時代では持

長地遺跡でナイフ形石器が出土しており（黒川：1980）、鉄砲町付近で彫刻刀形石器が発見され

ている（白石市：1976）。これらはいずれも後期旧石器時代のものと考えられている。 

縄文時代には遺跡の数は増加し、町内で同時代の遺跡は宮地区に集中する。遺跡は松川の西

岸に発達した河岸段丘上や青麻山から東側に延びてくる丘陵上に大半は立地している。早期で

は明神裏遺跡、上原田遺跡等、前期では八幡平遺跡、沢ノ入遺跡等が知られ、中期から後期で

は二屋敷遺跡で竪穴住居跡が調査されている（林、藤沼他：1971）。後期から晩期では山田沢遺

跡、下別当遺跡等が知られている。このように早期から晩期まで遺跡は存在し、しかも各時期

が重複している遺跡も多い。 

弥生時代の遺跡は沢北遺跡のように縄文時代晩期から連続している遺跡もあり、中期前半の

遺跡が多い。それ以降の遺跡は宮地区ではほとんどみられず、むしろ円田地区に集中している。

円田盆地周縁部に円田式の標式遺跡として知られる西裏遺跡があり、また、赤鬼上遺跡（阿部・

黒川：1980、大橋遺跡（太田：1980）、大山遺跡（藤沼：1971）等で中期後半から後期の土器が

出ている。 

古墳時代の遺跡として宮地区では箱式石棺が発見された明神裏遺跡、土師器の散布が知られ

る向上遺跡が知られているのみである。この時代の遺跡の分布は弥生時代と同様円田地区に集

中している。前期の竪穴住居跡が発見された大橋遺跡、後期の塩沢北遺跡（小川：1980）等の

集落遺跡や八幡山古墳（円・方墳）、宋膳堂古墳(方墳、円筒埴輪出土)、天王古墳（円墳、円筒 
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埴輪出土）、西脇古墳（円墳）等の高塚古墳が知られている。しかし、横穴古墳等の群集墳は未

だ発見されていない。 

奈良・平安時代になると宮地区では遺跡の数が増加し、馬場北遺跡、荒子遺跡、二屋敷遺跡

等が知られ、二屋敷遺跡のように縄文時代と複合している遺跡もある。また、刈田郡唯一の式

内社である刈田峯神社もある。 

中世には宮城館跡の南東約 1.5 ㎞の白石川の東岸にせまる丘陵上には根城（内親城）、北方

の丘陵上には山家館跡、曲竹小屋館跡の館跡が知られている。特に宮城館跡、根城（内親城）

がある地点は先述したように南から延びてきた低地が北方と東方にさらに延びていく分岐点で

もあり、交通上の要衡地を占めていたものと思われる。また、持長地遺跡では中世の建物跡が

6棟発見されている。さらに中世の寺院跡とされる願行寺遺跡も周辺に立地している。 

このように各遺跡が立地している宮地区では各時代にわたり、遺跡の分布がみられるが、時

代毎の遺跡の分布状況は縄文時代で遺跡の増加を示すが、次の弥生、古墳時代になるとその分

布は円田地区に移ってしまうのである。以上のような状況の中で各遺跡は存在している。 

 

2．白石市深谷地区 

家老内・明神脇・御所内の各遺跡は白石市福岡深谷地区に所在し、白石市役所の北方約 3.5

～4.5kmの地点に位置している。 

深谷地区は白石市の北西部にあり、青麻山の南東側に位置している。さらに蔵王町宮地区の

南西部にあたる。付近の地形を概観してみると、東側には阿武隈山地から連なる角田丘陵性山

地や角田丘陵が横たわり、急な傾斜でもって低地に迫っている。西側には主に奥羽山地帯から

連なる二井宿山地、奥羽火山帯のひとつである蔵王火山帯から派生した丘陵が高度を減じなが

ら東側の丘陵に比して緩やかな傾斜で樹枝状に延び、東側の低地に迫っている。これら丘陵地

帯に挾まれた地域には白石川やその支流である斎ヶ川等が流れ、付近に扇状地性低地が形成さ

れている。この低地は白石低地と呼ばれ、南は越河付近から北は蔵王町円田付近まで細長く拡

がっている。白石市の深谷地区を含む北西部では主に白石川によって形成された段丘群が発達

しており、東部に拡がる斎ヶ川流域の沖積地とは異なった様相を呈している。この段丘群は主

に白石川西岸に何段も発達した扇状地的性格が強い河岸段丘である。特に深谷地区では周辺の

丘陵を開析しながら白石川に注ぐ大太郎川や児拾川等によって付近一帯に複合扇状地が形成さ

れており、東端は白石川西岸に接する所でもあり先述した河岸段丘が発達している地域である。

各遺跡はこの段丘上に各々立地している。 

家老内遺跡は白石川に注ぐ小河川である北側を流れる平家川、南側を流れる源氏川によって

南北に連続する段丘が分断されており、東側に緩やかに傾斜している。標高は47～50ｍである。 
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明神脇遺跡は源氏川をはさんで家老内遺跡の南側に位置しており、東側に傾斜している。標

高約50ｍである。御所内遺跡は上記両遺跡から南方約1㎞の所に位置しており、南北に沢が入

り東側に傾斜して延び、舌状を呈している。標高は約50ｍである。なお、各遺跡を東北縦貫自

動車道が走り、各々調査されている（真山：1981、渋谷：1980、太田：1980）。 

深谷地区は白石市内でも遺跡の分布が集中するところである。分布状況は標高約 50～100ｍ

の白石川支流の河川流域沿いとこれらの河川が形成した扇状地、白石川が形成した河岸段丘上

に立地しているのが多い。 

旧石器時代の遺跡として高野遺跡、間内山遺跡が知られている（白石市：1976）。これらは

標高150～200ｍの白石川支流河川沿いの扇状地や丘陵上に立地している。縄文時代になると急

に遺跡の数が増加し、市内における同時代の遺跡の大半を占めるようになる。その多くは標高

50～100ｍの白石川支流河川によって形成された扇状地や段丘上に立地している。早期の遺跡で

は松田遺跡で早期前葉の押型文土器を出土した住居跡が発見されている（丹羽：1972）。また、

中期の複式炉が発見された荒井遺跡（片倉、佐藤：1958）や中期後葉の敷石住居跡が発見され

た菅生田遺跡（丹羽他：1972）等が調査され、深谷地区周辺におけるこの時代の集落遺跡の一

端が窺える。弥生時代になると前の縄文時代に比して遺跡の数は急減する。深谷地区では8ヶ

所確認されている。青木遺跡では中期の埋葬遺構が発見されている（伊藤：1960）。また、荒井

遺跡では石庖丁が出土している（白石市：1976）。この時代の遺跡の数は市内でも少ないが、そ

の中で深谷地区は多い方である。むしろ、蔵王町の松川・藪川流域沿いに比較的多くの遺跡が

分布している。古墳時代には古墳と集落遺跡があるが、松田遺跡で中期の高坏脚部破片が出土

しているのみである。このように弥生時代から古墳時代にかけて遺跡の数が減少することは

諸々の要因があると思われるが、興味深いことである。古墳時代は市内では斎が川流域沿い、

蔵王町円田地区に分布しているのが多い。高塚古墳では前方後円墳の瓶ヶ盛古墳を含む鷹巣古

墳群・亀田古墳群・横穴古墳群では郡山横穴古墳群等が知られ、斎が川流域の北無双作遺跡、

観音崎遺跡等の集落遺跡も知られている。 

奈良時代に関しては不明な点が多いが、平安時代になると深谷地区で再度、遺跡の数は増加

する。そのほとんどが扇状地性の河岸段丘上に丘地しており、標高約 50～100ｍの所に集中し

ている。本書掲載の各遺跡の他、青木遺跡（小川：1980）、植田前遺跡（加藤：1981）、松田遺

跡等で調査され、この時代の集落遺跡の実態が明らかになりつつある。また、大太郎川流域沿

いにいる（白石市：1976）。さらに、堂田遺跡では礎石群が発見され、同時代の仏堂跡とされて

いる（志間：1971）。 

中世の遺跡として主に館跡が知られているが、市内では現在まで62ヶ所の館跡が知られ、そ 
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の内、深谷地区では八宮館跡、諏訪館跡が知られるのみである。館跡の分布は越河、大平地区の

狭隘な低地に延びる丘陵上に立地しているのが多い。また、卒都婆には中世の窯跡とされる東北

古窯跡が知られている。このような状況の中に各遺跡が存在しているのである。 
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1．はじめに 

水道管理設工事予定地は東北縦貫自動車の北側沿いであり、遺跡にかかるのは幅 6ｍで長さ

300ｍの地域である。調査区は県道青根線の西側の荒地部分と水田部分に幅6ｍ、長さ50ｍのＡ

トレンチ、東側の畑地、荒地部分に幅6ｍ、長さ200ｍのＢトレンチを各々設けて調査を進めた。 

調査は 4 月 11 日から開始し、Ａトレンチの荒地部分から遺構の探査をした。Ａトレンチの

荒地部分では地表下約 1ｍで地山に達し、その面で遺構の発見はなかった。水田部分は荒地部

分より約1ｍ下で、堆積土は4層認められた。第4層は砂利層で湧水が激しい。砂利層上面を

はじめ各層上面では遺構の発見はなかった。Ｂトレンチは県道に近いところから調査を進めた。

表土（耕作土）の下には黒色の火山灰（黒ボク）が厚さ約 1ｍでトレンチのほぼ中央部まで堆

積していたため、この火山灰の上面で遺構の検出を試みたが、発見されなかった。その後、地

山まで掘り下げた結果、トレンチのほぼ中央部の地山面で土壙11基を発見した。調査が終了し

たのは5月12日である。 

2．調査の成果 

(1)基本層位 

Ａトレンチ：荒地部分と水田部分とでは状況に相違がある。荒地部分では5層認められる。

第1層はトレンチのほぼ中央部では堆積していない。第2・3層は西側のみに堆積している。 



第4層は全域に堆積している。第5層は西側では認められない。地山はローム質のものである。

現地表から地山まで約0.5～1ｍある。 

水田部分は4層認められる。各層ともほぼ水平に堆積している。第4層は砂利層で湧水が激

しくなる。ローム質の地山は出ない。現地表から第4層上面まで約1～1.4ｍある。遺物は荒地

部分の第1・2層からわずかに出土している。 
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Ｂトレンチ：基本的に5層認められる。各層ともほぼ水平に堆積している。第2層は黒色の

火山灰（黒ボク）である。第2・3層は東側ではなくなる。地山はローム質のものである。現地

表から地山まで約1～1.2ｍである。いずれの層も自然堆積土である。 

(2)発見遺構 

Ｂトレンチのほぼ中央部の地山面で土壙 11 基が確認された（第 3・4 図）。各土壙からの出

土遺物はない。 

土壙1 

（平面形・規模） 長軸はトレンチの壁にかかっているため不明であるが、短軸約50.5㎝の楕

円形を呈すると思われる。長軸方向はＮ－23°－Ｗである。深さは確認面から約1.1ｍである。 

（堆積土） 3層にわかれる。各層とも全域に埋積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁は垂直に立ち上がる。底面は平坦である。 

 

土壙2 

（平面形・規模） 長軸 1.2ｍ、短軸 0.7ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－22°－Ｗであ

る。深さは確認面から0.85ｍである。 

（堆積土） 3 層にわかれる。各層とも全域に堆積している。第3層は薄く堆積している。自

然流入土である。 
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（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でほぼ中央部に径約10 ㎝、深さ約50

㎝の円形のピットがある。 

 

土壙3 

（平面形・規模） 長軸 1ｍ、短軸 0.5ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－2°－Ｗである。

深さは確認面から約0.6ｍである。 

（堆積土） 3層にわかれる。第3層は北壁沿いから底面にかけて堆積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面はほぼ平坦で中央部に径10㎝、深さ約40㎝

の円形のピットがある。 

 

土壙4 

（平面形・規模） 長軸1ｍ、短軸0.6ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－15°－Ｗである。

深さは確認面から約0.5ｍである。 

（堆積土） 2層にわかれる。各層とも全域に堆積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平担でほぼ中央部に径約10 ㎝、深さ約45

㎝の円形のピットがある。 

 

土壙5 

（平面形・規模） 長軸 1.2ｍ、短軸 0.5ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－16°－Ｗであ

る。深さは確認面から約0.4ｍである。 

（堆積土） 2層にわかれる。各層とも全域に堆積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でほぼ中央部に径約 15cm、深さ約 50

㎝の円形のピットがある。 

 

土壙6 

（平面形・規模） 長軸 1ｍ、短軸 0.5ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－4°－Ｗである。

深さは確認面から約0.3ｍである。 

（堆積土） 2層にわかれる。各層とも全域に堆積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁は垂直に立ち上がる。底面は平坦でほぼ中央部に径約15㎝、深さ約45㎝の

円形のピットがある。 
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土壙7 

（平面形・規模） 長軸1.25ｍ、短軸0.6ｍの長形を呈する。長軸方向はＮ－13°－Ｗである。

深さは確認面から0.6ｍである。 

（堆積土） 3層にわかれる。第1層は北壁沿い、第2層は南壁沿い、第3層は底面上、全域

に堆積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁は垂直に立ち上がる。底面はほぼ平坦で中央部に径約15cm、深さ約40 ㎝の

円形のピットがある。 

 

土壙8 

（平面形・規模） 長軸1.25ｍ、短軸0.85ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－3°－Ｗであ

る。深さは確認面から約0.8ｍである。 

（堆積土） 3層にわかれる。第1層は土壙中央部に堆積しており、第2・3層は全域に堆積し

ている。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁は垂直に立ち上がる。底面は平坦で、ほぼ中央部に径約10㎝、深さ約50㎝

の円形のピットがある。 

 

土壙9 

（平面形・規模） 長軸1.5ｍ、短軸0.85ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－60°－Ｗであ

る。深さは確認面から約1.2ｍである。 

（堆積土） 3 層にわかれる。各層とも全域に堆積している。第3層は底面上に比較的薄く堆

積している。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁は垂直に立ち上がる。底面は平坦である。 

 

土壙10 

（平面形・規模） 長軸 1.3ｍ、短軸 0.9ｍの長方形を呈する。長軸方向はＮ－30°－Ｗであ

る。深さは確認面から約0.8ｍである。 

（堆積土） 2 層にわかれる。各層とも全域に堆積している。第2層は底面上に薄く堆積して

いる。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でほぼ中央部に径約10 ㎝、深さ約50

㎝の円形のピットがある。 
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土壙11 

（平面形・規模） 長軸 1.2ｍ、短軸 0.5ｍの楕円形を呈する。長軸方向はＮ－18°－Ｅであ

る。深さは確認面から約0.4ｍである。 

（堆積土） 1層のみである。自然流入土である。 

（壁・底面） 壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で中央部に径約15cm、深さ約30 ㎝の

円形のピットがある。 

 

(3)出土遺物 

縄文土器、土師器、須恵器の破片、磨石が堆積土中から少量であるが出土している。 

 

①縄文土器（第5図1～13） 

全て破片で器形・文様構成等は不明なものが多い。口縁部資料は2点のみである（1・2）。1

は波状口縁を呈し、口縁部上方は無文部になっており下方には2本の沈線文が横位に施文され

ている。2は平線で縄文（原体不明）のみが施文されているのみである。その他は胴部破片 



である。3の地文は縄文（ＬＲ）で比較的幅の広い沈線文によって無文部と区画されている。4

は4本の沈線文が縦位に施文されており、沈線間に縄文が施文されているが摩滅のため不明な

部分が多い。5は3本の沈線文が縦位に施文されている。6は縄文（ＬＲ）を地文として2本の

沈線文が横位に施文されている。7は2本の沈線文が施文されているのみである。8・9は縄文

（ＬＲ）の地文のみのものである。10～13は撚糸文（Ｒ）の地文のみのものである。 

これらは小破片のため編年的位置について十分検討することはできないが、文様表現技法の

特徴から縄文時代中期中～後葉頃のものと考えられる。 

②土師器・須恵器 

いずれも破片で図示できるものはない。器種としては坏・甕がある。土師器坏は製作にロク

ロを使用しており、内面はヘラミガキ・黒色処理されているもので表杉ノ入式（平安時代）と

思われる。 

③磨石（第5図14） 

自然石を利用したもので使用面は4面である。 

3．考察―土壙について― 

土壙はＢトレンチのほぼ中央部の地山面で 11 基確認された。この付近の地山は南側から北

側に向かって傾斜している。各土壙の長軸方向は土壙9・11を除いて北方向で若千西に偏って

いる。これは地山の傾斜とほぼ同じ方向になる。 

平面形が長方形のもの（土壙2～9）と楕円形のもの（土壙1、10、11）とがある。規模は長

軸1～1.5ｍ、短軸0.5～1ｍのがほとんどで深さは1ｍ前後のものが多い。壁はいずれも垂直に

立ち上がるが、上端付近が崩落しているのもある。堆積土は1層のみのもあるが、多量の地山

が混入しているのもなく、周壁が崩落しているのもあり、また1層以上の場合には各層は水平

に堆積していないこと等から自然堆積土であると考えられる。土壙底面は平坦で土壙1・9を除

いた全ての土壙の底面中央部に径10～15㎝、深さ約50㎝の円形ピットがある。これらはいず

れも各土壙に伴うものと考えられる。この円形ピットは各土壙底面からの確認であり、地山が

多く混入している土が入っており、底面直上に堆積している土とは異なっている各ピットは垂

直に立ち上がっている。各土壙においてこれらのピットの掘り方は確認されなかった。しかも

各土壙内からの出土遺物は全くない。以上が本遺跡発見の土壙の主な特徴である。 

県内において類似する土壙をみると、志波姫町糠塚遺跡（小井川・手塚：1978）では4基の

土壙が発見され、平面形が楕円形のものと長方形のものとがあり、土壙底面中央にピットがあ 
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るものが1基ある。しかし、この土壙のピットは構築時において土壙に伴うものではないとさ

れている。しかも堆積土から土師器坏が出土しており、平安時代またはそれ以前と考えられて

いる。また、色麻町上新田遺跡（小井川：1981）では土壙底面にピットがある土壙が14基発見

されている。平面形は長方形である。これらのうち土壙内から土師器片が出土しているものや

堆積土中に多量の地山が混入している土壙もある。以上のように両遺跡の土壙は規模・構造の

点で本遺跡のものと類似知っているが、詳細で若干異なっている。 

県外において求めてみると、神奈川県横浜市霧ヶ丘遺跡（霧ヶ丘遺跡調査団：1973）では本

遺跡と類似した土壙が116基発見されている。平面形が楕円形のもの長方形のものとがあり、

底面にピットを有するものが大半を占め、ピットの数が複数のものが多い。これらの土壙の性

格について立地、長軸方向、配列状況、堆積土の状況、底面の施設等から「陥穴」としている。

（今村、石川、榊原、宮本：1973）。その他、横浜市東方第9遺跡（宮沢、今井：1974）、池辺

第四遺跡（宮沢、今井：1974）、東京都八王子寺田遺跡（加藤他：1973）、多摩市No.790遺跡（川

崎他：1979）等で発見されており、いずれも「おとし穴」、「陥穴」とし、縄文時代の狩猟施設

としてとらえられている。 

さらに、これらの土壙の性格について今村氏（今村：1976）は民族例から陥穴説を強めてお

り、竹石氏（竹石：1980）は土壙の機能を論じ、土壙の底面施設のピットの存在のあり方、土

壙内部の覆土の状況、土壙周壁に穿たれたピットの存在、土壙内の覆土中から検出される小礫

の存在等から「落し穴」と考えている。また、底面に存在するピットは底面に棒状のものを設

置した痕跡であると想定されるが、神奈川県川崎市菅生水沢遺跡（竹石：1980）の土壙の中に

は内部の堆積土断面に黒色土が縦に入っているのが観察され、棒状のものを設置していたもの

と考えられている。東京都八王子寺田遺跡等では周壁に内側に傾斜するピットがあり、しかけ

のための施設が想定されている（竹石：1980）。本遺跡の土壙ではこのようなことは確認できな

かったが、土壙の配列に規則性があること、規模、構造（特に底面にピットがあること）等の

点で「陥穴」等とされた上記遺跡と類似している。 

次にこれらの土壙の構築、機能時期について検討してみたい。土壙からの出土遺物は先述し

したように全くないため限定した時期を決するには困難を要する。しかし、各土壙が発見され

た地点付近の地山の上には黒ボクと呼ばれる黒色の火山灰が堆積している。本遺跡から離れる

が、白石市深谷地区に所在する青木遺跡でも同じような火山灰がみられる。青木遺跡の火山灰

（黒ボク）は遺物の出土状況から縄文時代後期初頭以前に堆積したものであると考えられてい

る（小川：1980）。本遺跡に堆積している火山灰も青木遺跡のものと同質のものとすれば下限の

年代として縄文時代後期初頭が想定される。しかし、各土壙の確認面は全て地山面で上に堆積

している火山灰から掘り込まれているか否かについては確認できなかったため時期を限定する 
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ことはできない。したがって年代については不明な点が多い。 

以上のように本遺跡発見の土壙はいわゆる「陥穴」の可能性があるが、年代等について不明

な点が多く、その性格について決することは困難である。 

ま と め 

1. 本遺跡は松川が形成した河岸段丘上に丘地している。 
2. 今回発見された遺構として土壙 11 基がある。これらは「陥穴」の可能性があると思われ
るが、年代等が不明なためなお、検討が必要である。 

3. 出土遺物は堆積土から縄文土器、土師器、須恵器等がわずかに出土したにすぎない。 
4. 今回の調査により、遺跡の中心は南側になると考えられる。 
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調 査 要 項 
遺跡所在地：宮城県刈田郡蔵王町宮字欠、持長地 
遺跡記号：ＭＴ（宮城県遺跡地名表登載番号：05028、05029） 

調査期間：昭和55年9月10日～昭和55年10月9日 

調査面積：1800㎡ 

発掘面積：1800㎡ 

調 査 員：技師 丹羽 茂、黒川利司、土岐山 武、小野寺祥一郎 

 27



 28

1． 調査の方法と経過 

水道管埋設工事予定地は東北縦貫自動車道の東側道沿いであり、遺跡を南北に縦断する。調

査対象地は南北斜面、中央平坦地からなっている。調査区は平坦地に任意の第1原点と第2原

点を設け、それを結ぶ直線を基準線にして1辺 3ｍのグリッドを設定した。グリッド名は東西

列をアルファベット、南北列をアラビア数字で表示した。 

調査は昭和55年9月10日から実施した。中央平坦地のＢＡ・ＢＢ－101～107から遺構の探

査を開始し、住居跡1軒と土壙2基を検出した。南斜面では表土を除去したところ縄文土器を

多く含む層が2層確認され、この層を精査中に住居跡3軒が検出された。また、中央平坦地北

側の一段低位の段丘面のＢＡ－145区で焼土遺構1基が検出された。9月26日からは各遺構の

実測図を作成し始め、10月9日に調査は終了した。発掘総面積は約1,800㎡である。 

2．基本層位 

調査区の南側斜面と中央平坦地から北側斜面では層の堆積状況に相違がみられる。 

〈南側斜面〉 

第1層－暗褐色土層である。表土で厚さは約40～70cmあり、しまりがない。 

第2層－黒褐色土層である。厚さは約10～40㎝あるが、南側にいくにしたがって薄くなり、

消失してしまう。この層から比較的多くの縄文土器片が出土したが、その状況は層理面に 
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対して不規則である。また、住居跡の掘り込み面でもある。 
第 3 層－黒褐色土層である。厚さは約 20～60 ㎝で南側にいくにしたがって薄くなる。風化

細礫を多量に混入している。層の上半から縄文土器片等が出土している。 

 

〈中央平坦地から北側斜面〉 

第1層－表土である。厚さは約40～60㎝で下面の凹凸が激しい。 

第2層－2つにわけられる。 

2ａ：黒褐色土層である。厚さは約20～40㎝で住居跡の掘り込み面である。 

2ｂ：暗褐色土層である。ロームを多く含む層で地山の漸移層とも考えられる。 

3．発見された遺構と遺物 

①竪穴住居跡と出土遺物 

第1号住居跡（第4図） 

〔遺構の確認〕 基本層位第2層上面で確認された。 

〔平面形・規模〕 住居東壁で4.35ｍ、南壁で4.3ｍの方形である。 

〔堆積土〕 3 層認められる。Ⅰ層は住居中央部に、Ⅱ層は全域に堆積しており、中央部では

床面上に堆積している。Ⅲ層は壁沿いに堆積している。 

〔壁〕 基本層位第2・3層を壁としている。立ち上がりは急である。最も良好に残存している

東壁の高さは約40㎝であり、西壁は約20㎝である。 

〔床〕 住居東側は掘り方埋土上面を床とし、西側は基本層位第3層を床としている。ほぼ平

坦で北東部から南西部にわずかに傾斜している。 

〔柱穴〕 床面から5個のピットが検出された。このうち、ピット4・ピット5は、配置、深

さ、柱痕跡等から柱穴と考えられる。 

〔カマド〕 住居東壁の南寄りに付設されている。燃焼部と煙道部から成っている。燃焼部の

天井はすでに崩落しており、両側壁のみが残存している。幅は50㎝、奥行は55㎝である。左

側壁は幅20㎝、深さ10㎝の掘り方に2個の礫をすえ、この礫を芯として粘土を貼り付けて構

築されている。右側壁は残存部が少なく不明である。両側壁内側と底面は火熱を受けて赤変し

ている。燃焼部中央の右側壁寄りに棒状の細長い礫が直立していた。この礫は幅約20㎝、深さ

10㎝の掘り方にすえられており、火熱によって赤変していることから支脚と考えられる。燃焼

部の奥壁は住居東壁をそのまま利用しており、煙道部に続く、煙道部の幅は約 40 ㎝、長さ約

90㎝で底面は緩やかに上がり、先端部には径約50㎝、深さ約17㎝の煙出しピットがある。 

〔貯蔵穴状ピット〕 カマド右脇にあり、長軸約95㎝、短軸約80㎝の楕円形を呈し、深さは40㎝

 30



 

 31



である。堆積土は3層認められ、土師器（坏・甕）が出土している。なお、貯蔵穴状ピットの

西側に約1ｍ×90㎝の不定形のピットがあるが性格については不明である。 

〔出土遺物〕 土師器（坏・甕）、須恵器（坏・甕）が出土している。住居跡に伴う遺物として

は、床面、カマド内、貯蔵穴状ピット、出土のものがある。 

―住居に伴う遺物― 

土師器 

坏（第5図1～4） 全て製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて、丸味を持

って外傾し、口縁部がやや外反している。底部が残存しているものには、いずれも回転糸切り

痕がみられ、再調整はない。内面は、ヘラミガキ、黒色処理されている。1の体部下方には「 」

の墨書がみられる。4は底部から体部下半のみ残存している。 

甕（第5図12） 製作にロクロを使用していない。口径より器高が大きく、最大径が体部に

ある。体部はやや丸味を持って立ち上がり、口縁部は外反して短い。口縁部外面は横ナデ、内

面は刷毛目の後に横ナデが施されている。体部内外面は、刷毛目が施されている。底部外面に

は、蓆状圧痕が認められる。 

須恵器 

甕（第6図 2） 製作にロクロを使用している。底部と体部の一部が残存している。残存し

ている体部はやや丸味を持って外傾する。外面には回転刷毛目、平行タタキ目、ヘラケズリが

施されている。内面は、刷毛目の後にナデの痕跡がみられる。 

―堆積土中遺物― 

土師器 

坏（第5図5～8） 製作にロクロを使用している。体部は丸味を持って外傾し、口縁部がや

や外反する。（5～7）底部が残存しているものは、手持ちヘラケズリの再調整が加えられ切り離

し技法は不明である。6、7は、体部下端から底部全面に、8は、底部全面にのみ再調整が加え

られている。7、8 は、体部に墨書が認められるが判読できない。内面はいずれもヘラミガキ、

黒色処理されている。 

甕（第5図13） 底部と体部の一部が残存している。製作にロクロは使用されていない。体

部外面から底部にかけてヘラケズリが施され、内面にはヘラナデの痕跡がみられるが不明瞭で

ある。 

須恵器 

坏（第5図 9～11） 底部は平底で、体部から口縁部にかけて丸味を持って外傾している。

底部には回転糸切りの痕跡がみられ、再調整は加えられていない。
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甕（第 6 図 1） 底部を欠いている。体部中央に最大径を持ち、肩部はあまり張らない。頸

部から口縁部にかけて外反気味に立ち上がり、口縁端部は下方に突き出ている。口縁部から体

部上半は、内外面ともに、ロクロ調整が加えられている。体部下半外面は、平行タタキ目の後

にヘラケズリ調整が加えられ、内面は部分的に刷毛目、ヘラケズリの痕跡がみられる。 

第2号住居跡（第7図） 

〔遺構の確認〕 基本層位第2層上面で確認された。 

〔平面形・規模〕 住居跡東壁側で約3.60ｍ、南壁側で約3.10ｍである。西壁の一部は不明で

あるが、隅丸の長方形を呈すると思われる。 

〔堆積土〕 3 層認められた。Ⅰ層は、住居跡のほぼ全域に堆積している。Ⅱ、Ⅲ層は、住居

跡の壁沿いに堆積している。ともに床面と接している。 

〔壁〕 基本層位第2・3層を壁として、ほぼ垂直に立ち上がる。最も良好に残存している北東

部壁の高さは、約25cm、南西壁で約10㎝である。 

〔床〕 基本層位第3層を床としており、固くなっている。床面はほぼ平坦で北東部から南西

部にわずかに傾斜している。
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〔柱穴〕 住居内から5個のピットが検出された。このうちピット1、ピット2、ピット3は、

配置、深さ、柱痕跡の有無等から柱穴と考えられる。 

〔カマド〕 住居東壁のほぼ中央部に付設されている。燃焼部と煙道部から成り、天井部はす

でに崩落し、両側壁のみが残存している。燃焼部の幅は約60㎝、奥行は約80㎝である。左側

壁は深さ約20㎝の掘り方があり、この掘り方に礫を据えて芯として外側に粘土を貼り付けてい

る。右側壁は礫だけ残存しているが、左側壁同様に構築されたものと思われる。両側壁の礫お

よび、燃焼部底面は火熱を受けて赤変していた。燃焼部の奥壁は住居東壁をそのまま利用して

おり、煙道部に続く。煙道部は幅約35㎝、長さ約55㎝で先端部に向かって底面は緩やかに上

がっている。 

〔貯蔵穴状ピット〕 カマド右脇にあり、長軸約1.1ｍ、短軸約90㎝の不整楕円形を呈し、深

さは約40㎝である（ピット5）。堆積土は3層認められ、底面から土師器（坏・甕）が出土し

ている。なお、西側に長軸約70㎝、短軸50㎝の楕円形のピット（ピット4）があるが、性格

等については不明である。 

〔出土遺物〕 土師器（坏・甕）が出土している。住居跡に伴う遺物としては、貯蔵穴状ピッ

ト、床面出土のものである。 

―住居に伴う遺物― 

土師器 

坏（第7図1・2） 製作にロクロを使用している。底部を欠損しており、切り離し技法は不

明である。体部は丸味を持って立ち上がり、2の口縁部はやや外反する。1の体部下端には、手

持ちヘラケズリの再調整が加えられている。内面はヘラミガキ、黒色処理されている。 

甕（第7図4・5） 製作にロクロを使用している。5の口縁部は外反し、端部は上方に突き

出ている。4は底部と体部の一部のみが残存している。 

―堆積土中遺物― 

土師器 

坏（第7図 3） 製作にロクロを使用している。底部は欠損しており、切り離し技法は不明

である。体部は、丸味を持って立ち上がり、口縁部はやや外反する。体部下端に手持ちヘラケ

ズリの再調整がわずかに認められる。内面は、ヘラミガキ、黒色処理されている。 

 

第3号住居跡（第8図） 

〔遺構の確認〕 調査時の判断の誤りから遺構の大半を破壊してしまった。基本層位第3層の

下方で確認された。なお、煙道は拡張により基本層位第2層上面で確認された。 

〔平面形、規模〕 東壁、南壁、北壁の一部が残存しているにすぎない。東壁は約3.9ｍあり、
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平面形は方形を基調にしているものと思われる。 

〔堆積土〕 1層認められ、残存部全域に堆積している。 

〔壁〕 基本層位第3層を壁としており、ほぼ垂直に立ち上がっている。壁高は約12㎝である。 

〔床〕 住居跡東側は基本層位第3層を床とし、西側は基本層位第4層を床としている。床面

は平坦で固くしまっており、北東部から南西部にかけて、わずかに傾斜している。 

〔柱穴〕 床面から2個のピットが検出された。配置・深さからこれらピットは柱穴と考えら

れる。 

〔カマド〕 住居東壁に付設されている。掘りすぎのため、燃焼部底面と左側壁および煙道の

一部が確認されたに過ぎない。側壁の構築方法は第1・2号住居跡と同様、礫を芯とし、粘土を

貼り付けたものであると思われる。底面は火熱を受け赤変している。煙道部は幅約45㎝、長さ 



約80㎝が残存しており、先端に向かって底面は緩やかに上がっている。 

〔出土遺物〕 土師器（坏）須恵器（壼）が出土している。本住居に伴う遺物はピット1から

出土のものである。 

―住居に伴う遺物― 

土師器 

坏（第8図 2） 製作にロクロを使用している。底部と体部の一部が残存している。底部に

は回転糸切り痕がみられ、再調整は加えられていない。内面はヘラミガキ、黒色処理が加えら

れている。 

―堆積土中遺物― 

土師器 

坏（第8図1・3） 製作にロクロを使用している。1は体部から口縁部にかけて、やや丸味

を持って外傾する。底部には回転糸切り痕がみられ、体部下端には、手持ちヘラケズリの再調

整が加えられている。内面はヘラミガキ、黒色処理が加えられている。 

須恵器 

高台付壺（第8図4） 底部と体部の一部残存している。底部には、高台が付けられている。

体部下端部外面には、回転ヘラケズリが加えられている。 

 

第4号住居跡（第9図） 

〔遺構の確認〕 調査初期の段階で掘りすぎたため層位的に確認できなかった。しかし、グリ

ッド東側断面図で観察を行なった結果、北側斜面の基本層位第2層上面から掘り込まれている。 

〔平面形、規模〕 住居跡の壁は破壊されており、平面形、規模については不明である。 

〔堆積土〕 1層認められた。住居跡全面に堆積している。 

〔壁〕 東側断面図によると、ほぼ垂直に立ち上がり、高さ約25cmである。 

〔床〕 残存する部分は貼り床されている。 

〔柱穴〕 10 個のピットが検出されたが、位置関係からピット6、9、10 が柱穴の可能性があ

る。 

〔カマド〕 住居跡東側南よりに付設されていると思われる。燃焼部底面が検出されたにすぎ

ない。グリッド断面図観察により、両側壁には、礫がおかれ、それに粘土をはりつけて構築し

たものと思われる。検出した燃焼部は幅70㎝くぼんでおり、火熱により赤変していた。燃焼部

底面は、奥壁に向かって緩やかに上昇している。 

〔貯蔵穴状ピット〕 住居跡東南隅と思われるところに検出され、長軸約90㎝、短軸約80㎝

の楕円形である。堆積土は2層認められた。 
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〔出土遺物〕 土師器（坏・甕）が出土している。住居に伴う遺物としては、床面、ピット 8

出土のものである。 

―住居に伴う遺物― 

土師器 
坏（第10 図 1～3） 製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて丸味を持って

外傾し3の口縁部はやや外反する。底部が残存しているものには、手持ヘラケズリが体部下端

から底部に加えられているものと、再調整が加えられなく、回転糸切り技法によって切り離さ

れているものとがある。2の体部外面には粘土積み上げ痕跡がみられ、1の体部には「長田」の

墨書が認められる。 

―堆積土中遺物― 

土師器 

甕（第10図4） 製作にロクロを使用していない。底部と体部の一部のみ残存している。体

②土 壙（第11図） 

部外面にはヘラケズリ、内面には、ナデが施されている。 

された。両者とも幅の狭い溝状の土壙である。土壙1は長さ2.9ｍ、

幅

焼土遺構（第11図） 

第2層上面で確認された。平面形は長軸57cm、短軸48cmの楕円形を呈

す

中央平坦地で2基検出

は30㎝で深さは約1ｍある。土壙2はグリッドの壁際で検出され、全体の規模は不明である

が、深さは約 1.2ｍである。出土遺物はいずれもない。前の調査でも検出されている（黒川：

1980）が性格、年代は不明である。 

 

③

ＢＡ－145区の基本層位

る。深さは15cmである。堆積土は粘土層で底面上には焼土が多く含まれている。この粘土層 
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の約2/3は火熱によってほぼ底面まで赤変しており、粘土は使用時に中に入られた可能性があ

る。出土遺物はない。また、遺構の確認層中より、中世陶器片が出土しており、中世もしくは

それ以降のものと考えられる。性格については不明な点が多い。 

4．その他の出土遺物 

①縄文土器 

縄文土器は、最も出土量が多い。しかし、完形土器はなく接合資料も少ない。このため、多

くの破片の中から、口縁部（約150点）、及び、特徴的な文様を持つ胴部資料（約150点）、底

部資料について以下の様な観察と分類を行なった。 

土器は、胎土に繊維を含むもの（Ａ）、含まないもの（Ｂ）に大別できる。 

さらに、Ａについては、器形・文様などについて観察を行なった。この結果、文様的には、

第1群土器－縄文で施文した土器、第2群土器－単軸絡条体で施文した土器、第3群土器－組

紐で施文した土器、第4群土器－一本工具で文様を施文した土器、第5群土器一半截竹管で文

様を施文した土器、第6群土器－櫛歯で文様を施文した土器、第7群土器－文様の施文されて

いない土器に大別できる。なお、内面はいずれもミガキ・ナデ調整が施されている。しかし、

すでに述べたように大部が破片であり器形的には口縁等の細部の形態についてわずかに知り得

るにすぎない。したがってその特徴・種類については各類の記述の際にそれぞれ述べる。 

第1群土器（第12・13図） 

縄文の種類には、斜行縄文・羽状縄文・ループ文・附加縄文・結節回転文があり、それらに

よってさらに、5類に類別できる。 

1類（第12図1～13）斜行縄文が施されているものである。口縁部は平縁で（1～10・12・ 
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13）、それに小突起を付すもの（11）もある。器形は単純な深鉢形となるものが多い様である。

1の小突起は、一方に流れる山形をなし「フ」字状ともみられるもので、突起内面には、口縁

にそった横長の突き刺しがみられる。縄文の原体には、無節Ｌ（1）、単節ＲＬ（2～5・8～12・

33）、複節ＬＲ（6・7）、ＬＲＬ（13）があり、ＲＬのものが多い。 

2 類（第 12 図 14～32） 羽状縄文が施文されているものである。羽状縄文の他に刺突やル

ープが加えられるもの（ａ）と、羽状縄文だけが施されるもの（ｂ）とがある。 

両者とも平縁であるが、器形・器厚の点で違いが見られる。 

ａ:（第12図14～23）頸部で明確な段や稜によって区別される幅広い口縁部を持つものがあり、

また特に区画はないが、肥厚して頸部以下と区別することができるものもある。それらは、口

縁部上下端に刻目が施されるものが多く、又、口縁部内の羽状縄文には、ループが附加されて

いるものがある。縄文の原体は短かく、結束されているものが多い。また、器厚はＡ群の中で

も特に厚く10 ㎜に近いものもある。なお、23 は体部破片でもあり、器形文様等は明確でない

が、器厚の点からみてこの類に含めて考えることができる。 

ｂ:（第12図24～32） 単純な深鉢形をなすものであり、口縁部が小波状を呈するものがある。

縄文原体は、結束しないものとするものとがある。 

3類（第13図34～67・70）ループが施されているものである。末端ループが一段のもの（34）、

多段にわたって施文されているもの（35～43・45・48・50・35・55・56・59・60）。側面ループ

が施文されているものがある（44・46・47・49・51～54・57・58・61～67・70）。口縁部形態は、

波状口縁のものと（39・43・64・65・65・51）。平縁のもの（34～38・40～42・44・46～49・52

～54・57・58）とがある。（64・65）は平縁で小突起が付されるものと思われるが小破片のため

明確でない。また口唇部内面がそがれたようになっているもの（41）。器形は口縁部が直立また

は外傾する単純な深鉢形が圧倒的に多く、他に頸部でくびれ口縁部が外反するもの、内弯気味

に立ち上がるものなどの器形もみられる。しかし、器形の違いと文様の種類、施文方法等にと

くに変化はみられない。全体的に多段ループのものは口縁部に、側面ループのものは全面に施

文されていることが多いといえる。また、ループの附される原体には、ＲＬ（35～61・63～67・

70）とＬＲ（34、62）とがあり、ＲＬのものが多いようである。なお、39は小波状の頂部から、

縦に細長い降帯の貼付もみられるもので、口縁部に3段、頸部に1段のループ文が施された、

頸部でややくびれる器形である。 

4類（73・74）附加条の縄文が施文されているものであり2点ある。いずれも小破片である。

（73）は平縁の口縁部で、ＬＬ の附加条であり、（74）は単節のＲＬに 0 段 を巻きつけ

単軸絡条体4類の様にしたものである。 

5類（第13図68・69・71・72）結節の回転文が施文されているものである。回転文は、口縁 
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部のみと器全面に施されているものがある。すべて平縁である。胴部以下に施される縄文には

ＲＬ（68・72）、とＬＲ（69・71）がある。また、69 はＬＲの単節斜行縄文を施文した後に、

別の原体による結節の回転文を施文しているものである。 

第2群土器 

単軸絡条体〔単軸絡条体1類・単軸絡条体1Ａ類（木目状撚糸）、単軸絡条体4類（いわゆる

葺瓦状撚糸）、単軸絡条体5類（網目状撚糸）〕で施文されているものである。それらの施文が

全面に及ぶもの（Ａ）と、口縁部だけに限られるもの（Ｂ）がある。口縁部が内弯気味のもの

が多い。 

Ａ1 類（第14 図 75～86、88～90、94） 単軸絡条体1類が施文されているもので、同一方

向に回転施文されているもの（ａ）、回転方向を違えて施文されるもの（ｂ）があり、（ｂ）で

はその結果として、菱形の文様となるもの（88・89・90・94）、網目状になっているもの（86）、

羽状文様（85）になっているものなどがある。 

口縁部形態には波状口縁のもの（82・75）と平縁のもの（77・76・81・83・80）とがある。

器形は単純な深鉢形の他に、口縁部が鋭く内傾するもの、内弯気味のものがある。原体には、1

段Ｌを1条巻いたもの（76・77・79・80～82・86）、Ｌを2条揃えて巻いたもの（75・78・89・

90・94）、3条巻いたもの（85）、Ｒを2条巻いたもの（83）などがあり、Ｌの1条巻きのもの

が多いようである。75・79・80・81 は密に巻き付けたものである。また75 は波状の波頂部外

面に3個の瘤状突起が縦位にみられる。 

Ａ2類（第14図87、91～93） 単軸絡条体1Ａ類が施文されているものである。すべて胴部

破片のために器形は明らかではない。原体はＬの1条巻き（87・91・92）と、Ｒの1条巻き（93）

とがある。 

Ａ3類（第14図95～118） 単軸絡条体4類（いわゆる葺瓦状撚糸）が施文されているので

ある。平縁のものと、それに小突起をもつものがある。波状口縁でさらに頂上部に小突起を付

したもの（96・105）がある。また口縁部が内弯気味のもの（97・100・108・109）、直立、外傾

のもの（95・98・99・101～104・106・107・110～116）がある。さらに口唇部内面が稜をもっ

て段状に肥厚するもの（97・98・103・105）もある。段がみられるもの（95・108・116）があ

る。原体にはＬ（95～99・101～111・113・114・115）と、Ｒ（112・117）とがあり、Ｌの方が

圧倒的に多い。117のように間隔のあいた巻き方のものもある。 

Ａ4 類（第15 図 119～123・125～127） 単軸絡条体5類が施文されているものである。口

縁部形態は平縁の深鉢形である（119・120・122・125）。原体はＬのもの（119・120・122・125・

127・128）があり、また123は施文部分の間に無文帯をもうけている。 

Ａ5類（第15図131） 単軸絡条体4類（Ｌ）と結節回転文（ＲＬ）が交互に同一個体に施文 
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されているものである。 

Ｂ類（第15 図 124・129・130）口縁部に単軸絡条体類で文様帯が作られているものである。

129は波状口縁で単純な深鉢形を呈するもので、波頂部分に円形の粘土紐貼付がある。124、130

は内傾気味の口縁部をもつものである。いずれもＬの条で施文している。胴部に施される地文

には、附加縄文ＬＬ とＲ の結束されない羽状縄文と、1条巻き（Ｌ）のものと、2条

巻き（Ｌ）のものがある。 

第3群土器（第15図132～134） 

組紐回転文が施されたものである。量は少ない。134は平縁のものである。組紐はいずれも1段

の条を紐んだもので134はＲＬＲＬ、132、133はＬＬＬＬである。注（貝崎貝塚の表記法による）。 

第4群土器（第15図135～159） 

1 本工具によって文様が描かれるもので、それが器全面に及ぶもの（Ａ）と口縁に限られる

もの（Ｂ）とがある。描かれる文様の要素には、横位の沈線、波状、押し引きなどがある。 

Ａ類：横位の沈線（135～139・148・152・153）波状沈線（140～145・150）細かな押し引き

（146・147・149～154）が単独もしくは併用して施文されている。どちらの場合にも、口縁部

のみを以下と区別して施文方向を変えたり、施文要素を変えたりして、口縁部文様を意識して

いるようなものがある。口縁部には、平縁・波状のものがあるが、波状の中には波頂部分に縦

長や円形・瘤状の貼付がみられる例もある。器形は口縁部が外傾、内弯する深鉢形の他に、頸

部でくびれ、胴部で再ひはり出すものが1例ある。 

Ｂ類（第15 図 155～159）口縁部に横位の沈線が施されるものである。ただし、沈線は口縁

直下をめぐるもので、それのみで文様を構成するとは考えにくく、あるいは以下に施される文

様帯の上端を区切るものかも知れない。例えば156のように沈線下にまで粘土紐か粘土塊が貼

付されている例もある。それに対し、158 は頸部に施されるもので、口縁部文様帯の下部に位

置するものと考えられる。以下に施される地文は、いずれも単軸絡条体で単絡条体1類、1Ａ類

である。 

第5群土器（第15図160、第16図161～212、第17図213～223） 

1 類：半截竹管による文様をもつものである。文様の要素としては、平行沈線、波状沈線、

コンパス、刺突（押し引き状の刺突・平行な刺突）がある。1 類竹管文様が器全面に施される

ものである。 

平縁、平縁で突起をもつものと波状があり、平縁は単純な深鉢形、波状は内弯気味に立ち上

がり、端部内面が稜をもって肥厚する器形のものが多い様である。ただし器形による文様の変

化は特にない。波状のものには、波頂部分に粘土小塊や円形の貼付がみられるが、貼付は平縁

のものにも施されている例がある。また、この類には頸部でくびれて口縁部が外反する器形の
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ものもみられるが、小破片のため全体の器形については充分明らかでない。なお、177 の突

は「フ」字状のもので、内面に横長の刺突を伴い、第1群1類の11の突起と同様のものである

2 類：口縁部のみに文様が施文されているものである。口縁部全体に施されるもの（ａ）

口縁上端部に施されるもの（ｂ）頸部にだけ施文とがある。 

ａ類（第15図160）1点のみである。頸部でくびれ段をもって口縁部に移行する器形のもの

である。口縁部全体に平行沈線で幅の狭い菱形文様を施している。器厚は厚く約10㎜ある。 

ｂ類（第17 図 213～219、221～223）口縁部が直立ないし、外傾気味の単純深鉢形と、頸部

でくびれ、外傾する口縁部をもつものとがある。 

前者では、口縁直下の狭い部分だけに、竹管文が施される。種類には、平行沈線、角押し

刺突、背面を利用したと思われる断続した沈線などがある。地文は、いずれも単軸絡条体で、

類、4類がみられる。 

後者では、口縁直下及び、頸部に施されるものと思われるが、良好な資料に欠けるため明

でない。213 は大きな波状口縁を呈するもので、口縁部直下に、平行沈線文およびコンパス文

が描かれている。以下の口縁部内には、地文としての結節回転が施されている。216～219、22

～223 は、頸部以下の破片である。頸部に描かれる文様要素には、平行沈線、刺突、コンパス

文などがあり、以下の胴部地文の種類には、単軸絡条体1類、1Ａ類、5類、結束されない附

縄文などがある。 

Ｃ類（第17図220）1点のみである。口縁部がやや外傾している深鉢形土器であるが、口縁

部と胴部を区別するかの様に波状沈線文が施文されている。地文は、口縁部、胴部ともにみら

れ、条は（Ｌ）単軸絡条体5類である。 

第6群土器（第17図224～245、第18図246～260） 

櫛歯状工具による文様が描かれるものである。器全面に施文するもの（ａ）と口縁部に限

れるもの（ｂ）とがある。工具には、歯の幅が1㎜前後の狭いものと、3㎜前後の広いものと

がある。文様の要素には横位の沈線文、波状文、コンパス文、刺突文がある。 

ａ類（第17図224～245、第18図246～254・258）櫛歯で全面に施文されているものであ

が、多くは各種の要素を併用している。コンパス文、波状文は横位沈線と組み合うことが多い。

また、櫛歯による刺突と竹管によるコンパス文とが組み合っているものもみられる。 

口縁部形態には平縁、波状のものがある。器形には単純な深鉢形と頸部でくびれ、口縁部

外傾するものとがあり、それぞれ大小の別がある。頸部でくびれるものは小形のものに多い。

また、単純な深鉢形には口唇部内面が肥厚し、段がつくものがある。 

ｂ類（第18図255～257・259・260）口縁部にのみ文様が描かれるもので、文様要素には刺 
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突文、横位沈線文、コンパス文がある。口縁部形態には波状と平縁があり、いずれも単純な深

鉢形のものである。以下に施される地文はいずれも縄文で斜行縄文（ＲＬ、ＬＲ）で、ループ

文を持つもの（ＲＬ）もある。 

第7群土器（第18図261～263・267） 

文様が施文されていない土器群である。口縁部形態はすべて平縁である。266 は、瘤状突

が2個と細い粘土貼付がみられるものである。土偶の可能性もあるが現段階では不明である

底部資料 

底部だけの破片58点、胴下部から底部へかけての破片34点の計92点あるが、その中には

わずかな破片のため、形態が不明なものもある。すべての胎土に繊維を含む。形態は、平底と

底風のものとがあり、平底は47点、揚底風のものは、11点である。又、底部外縁がはり出す

のが8点ある。大部分は、底部外面がミガキ、もしくはナデられたものである。文様が施され

ものが3点あり、264、265は、胴部と同じ原体（ＬＲ）によって斜行縄文が、266は外縁に沿
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って一本工具による刺突が巡っている。 

Ｂ群土器（第18図268～272） 

胎土に繊維を含まないものである。いずれも胴部破片である。磨消し縄文手法によって文様

を 持つもの（268）と、櫛歯状工具による浅い流水文

様

図1・2） いずれも製作に際しロクロを使用している。体部から口縁部にかけて

や

みられる。 

 

③瓦（第19図3） 平瓦の破片である。凹、凸面にはヘラケズリが施されている。 

 

④中世陶器：大甕の体部破片が出土しているが、図示できるものはない。色調は赤褐色を呈し 

描くもの（269・270）隆帯による渦巻文を

を描くもの（271・272）がある。 

②土師器 

坏（第19

や丸味をもって外傾する。底部切り離し技法が再調整のため不明なもの（2）、回転糸切りで

底部が切り離されているもの（1）とがある。2は体部下端から底部全面に手持ちヘラケズリが

施されている。内面はいずれもヘラミガキ、黒色処理されている。2 の体部に「財」の墨書が



ている。基本層位第2層中から少量出土している。 

 

⑤

。 

0図1～8） 

石匙（第20図9～18） 

17は横長の石匙で17、18は欠損品である。その他は全て縦長の石匙である。刃部は三つの縁

辺から成り、腹面にはほとんど調整剥離はされていない。つまみ部にはえぐりがいれられており、

まり顕著 、10は

坦で幅が狭く、その他は平坦で幅が広いものである。13には平坦な打面が残っている。 

石錐（第20図19） 

つまみ部から錐部にやや急角度で移行する。つまみ部は粗雑な調整剥離が加えられている。 

 

石篦（第20図20～22、第21図23・24） 

楕円形のもの（20・21）、縦長のもの（22・23）、方形のもの（24）とがある。腹面にほとん

ど調整剥離を施されていないもの（20・22）、腹面の縁辺に施されているもの（21・23）、ほぼ

両面に施されているもの（24）がある。20・21には打面が残っている。 

 

刃部を有する不定形石器（第21図25～28） 

縦長の剥片を素材としている。26 は欠損品である。28 には打面が残っている。26 の残存す

る縁辺には調整剥離がみられ、ｂ面では一側辺のみにみられる。25のａ面では3縁辺に調整剥

離がみられ、一部自然面が残る。27・28は、一面に調整剥離がみられる。 

 

磨製石斧（第22図29・30） 

1点はほぼ完形品で、30は擦切手法によって製作されたもので、胴部側面に擦切痕を残して

いる。 

石製品（第20・21・22図） 

石製品には、石鏃、石匙、石錐、石篦、不定形石器などの剥片石器や、石斧などの磨製石器

凹石、石皿などの礫石器と砥石がある

石鏃（第2

1～6 の基部はえぐりを入れた凹状にしている。7の基部は平らで、8の基部はややふくらん

でいる。側縁は 6・8 を除いてすべて直線的である。6・8 は、ややふくらみを持っている。2

のｂ面では、基部のみに調整剥離が施されている。4・7は、欠損品である。 

 

12・17のえぐりはあ でない。刃部の形態をみると11・12は尖頭状になっており

平
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29は、頭部が平坦で胴部側縁との境に明瞭な稜を持つもので、胴部は上半より下半の幅がや

や大きいものである。刃部は刃縁が全体的に丸味を持っている。30 は胴部付近のものである。

29の断面形は楕円形で、30はふくらみを持つ隅丸の長方形である。 

 

凹石（第22図31・32・33） 

円礫の片面もしくは、両面に凹部を持つものである。31以外は破損しているため、凹部の数

は明確でないが、1～4個を持つものと思われる。31は片面に3個の凹部を有している。凹部の

周辺には敲打痕がみられる。 

平面形は31を除いて、ほぼ楕円形である。31はほぼ皿状になっている。 

 

磨石（第22図34・35・36・37） 

円礫の上・下面や側縁に研磨痕を持つものである。34・36は完形品で、楕円形を呈している。
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1

周

面

35は欠損品であり、平面形は不明であるが、円形を基調としていると思われる。研磨面は

面を持つもの34・35・37、4面を持つもの36がある。 

 

石皿（第22図38・39） 

すべて破片であるために、平面形は不明である。39 は「Ｕ」字状の溝がみられる。38 は

縁部のものと思われる。 

 

砥石（第22図40） 

欠損品で、四角柱状を呈している。上・下面と一方の側面が使用され、もう一方は、自然

になっている。 

⑥鉄製品 

鉄鏃（第19図4）有莖の所謂雁服の鏃である。刃身の先端は欠損しているが、莖部だけはほ

ぼ完形であると思われ、莖の断面形は方形で現存長は13㎝である。ＢＢ102区の1層から出土

している。共伴するものがなく年代は不明であるが、平安時代以降のものと思われる。 



5．考 察 

① 縄文土器 

の特徴 

群）である｡ 

Ａ群 

に施文される文様や、その施文の位置の違いによって細別できた（第 2

表

1群2類ａ、第5群Ｂ類ａに分類されたものは、他の大部分のものと比べて

(1) 縄文土器の年代とそ

本遺跡の縄文土器は、胎土に繊維の混入の有無によって大別されたが、その主体を占めるの

は繊維を混入するもの（Ａ

Ａ群の土器は、さら

）。 

このうちで、第
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器厚が厚く、また、頸部で段や稜によって区別される口縁部を持つという、異質な器形のもの

を含んでいる。さらに、口縁部に刺突が施されるものがあり、縄文原体も短いなどの特徴を持

っている。これらの土器は、柴田町上川名貝塚上層出土の土器を標式とする、縄文時代前期初

頭上川名Ⅱ式に該当すると考えられるものである。同式と考えられる資料は、近年宇賀崎貝塚

（1980：阿部）、金山貝塚（1977：鳴瀬町教委）などからも出土しており、それらの内容とも矛 



盾するもの

あ

る。しかし が多

い。本遺跡 して

特定する明 もの

として把握

回転文、一

本工具文、 併用

される場合 のが

50点（ ）一本

工具のもの ）・組

紐のものが

第1 、

3類に2 に 

ではない。 

上述の上川名Ⅱ式に属するものを除いた土器は、大木 2ａ式に相当すると思われるもので

、同式については、まとまった資料に乏しく、その内容については、不明な点

の場合も、層位的に裏付けを持つものでなく、出土したすべての土器を同式と

確な根拠を欠くが、後に述べる様に、各種の特徴の類似性によって、一括した

できる内容を備えていると考えられる。 

本遺跡出土の大木 2ａ式土器に施文される文様には、縄文、単軸絡条体文、組紐

半截竹管文、櫛歯文があり、無文のものもある。それらの文様は、同一器面に

もあり、口縁部資料によって、組成比をみると、第3表の様になる。縄文のも

28.2％）・半截竹管のものが42点（23.7％）・単軸絡条体のものが40点（22.6％

が21点（11.9％）・櫛歯のものが20点（11.3％）・無文のものが3点（1.7％

1点（0.6％）である。 

次に、各群の器形や文様等についてみると以下の様になる。 

群土器は、単純な探針形を呈しているものがほとんどであるが、頸部でくびれるものは

点みられる。縄文は全面に施文されているが、その中でも、末端ループが、口縁部
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施文されている例もある。口縁部の形態には、平縁のものがほとんどであるが、小突起を付さ

れたものもあり、特に11は、突起内面に、横長の刺突がみられる。施文原体はＲＬが多い様で

ある。 

第2群も単純な深鉢形を呈しているものが多く、頸部でくびれるものは、Ａ1類に2点、Ａ3

類に1点みられるだけである。文様は、全面に施文されているものが多いが、口縁部文様と地

文との様に区別するように施文しているものが3点みられた。口縁部形態には、平縁のもの、

小突起を付すもの、波状のものがある。波状口縁のものの中には、波頂部に3個の瘤状突起が

付されているものもある。条にはＬが多く用いられ、1条、2条、3条とがみられ、2条のもの

が多くみられた。 

第4・5・6群土器は、頸部でくびれるものの比率が、1・2群にくらべて多くなる傾向にあり、

第4群Ａ類で1点、第5群Ａ類に5点、Ｂ類ｂ（ⅱ）に1点、第6群Ａ類に7点みられた。 

描かれる文様には、第4群（16点）・第5群（33点）第6群（17点）の様に、単独に用いられ

る場合と併用されている場合がある。例としては、文様帯中での場合と文様帯と地文との関係

の場合があり、前者では、一本工具と半截竹管でみられ、後者では、文様帯：櫛歯－地文：縄

文、半截竹管－単軸絡条体、一本工具－単軸絡条帯の例がある。口縁部形態には、平縁のもの、

平縁に小突起が付されるもの、波状のものがある。小突起が付されたものの中には、突起の内
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るものが1例（177）ある。波状のものは、第5群に多くみられ、その

比

状のものの中で、頂部には、貼付がなさ

れ

合

群

いるものは2点である。体部下端の文様等から考えると、底部についても、同一型式内のものと 

面に横長の刺突がみられ

率は約50％位までになる。また、波頂部には円形・細い粘土紐、瘤状突起が貼付されている。

特に瘤状突起は3個のものが多い。 

まとめてみると、器形は、単純な深鉢形を呈するものと、頸部でくびれるものとの2種類が

ある。くびれを持つものは、第5、6群に多くみられる傾向にある。口縁部形態には、平縁・平

縁で小突起が付されるもの、波状のものがみられ、波

ているものが多くみられる。文様は、いずれの類でも単独で施文しているものが多く、併用

されるものも見られ、併用の関係は、半截竹管・一本工具と単軸絡条体、櫛歯と縄文とがあげ

られる。また、口縁部文様帯を形成するものは、第2・4・5・6群にあり、第4・5群の比率が

高い（第4表）。 

なお、これまでのべた器形や文

様の比率の類似性や、文様の組み

せの関係からみて、第 1～第 6

は、それぞれ同一型式内に含まれるものと理解できる。底部については、体部下端がはり出

すもの92点中8点があり、その他は、はり出さないものである。底部外面に縄文が施文されて



と理解できる。 

ところで、現在大木 2ａ式資料として、まとまった報告例は平田原貝塚（後藤：1969）だけ

であり、その内容は、本遺跡といくぶん様相を異にしている。平田原貝塚出土土器の文様的組

成は、

一般的に、縄文施文のものは、大木1式に割合が多く見られると考えられ

て

で坏が比較的多く図示できた。 

である。 

Ａ

に、手持ちヘラケズリの再調整が加えられていて、底部切

口縁部資料によると、約50％が斜行縄文、羽状縄文で施文されており、器形では、単純

な深鉢形がほとんどである。また、半截竹管や櫛歯で施文されている割合は少ない。さらに、

底部についてみると、外面に縄文が施文されているものは、半々位の割合である。すでにのべ

たように、本遺跡では、縄文が28.2％、単軸絡条体が22.6％にすぎず、一本工具・半截竹管・

櫛歯のものの比率は約 47％に達する。器形的には、単純な深鉢の比率は、平田原貝塚よりは、

少ないようである。

いるから、縄文施文のものの比率の相違は、本遺跡出土土器が平田原貝塚出土のものより、

より新しいとみることができる。このことは、底部に付された文様の有無の比率についてもい

えることである。しかし、すでに述べた様に、大木2ａ式の具体的内容が不明瞭である現在、2

遺跡のみの比較でそれを結論づけることには、若干の危険を伴う。ここでは、今後の問題とし

て、残しておきたい。 

Ｂ群 
文様的な特徴から、267と268と269は縄文時代中期後葉に、270と271は後期に比定できる。 

 

②土師器・須恵器 

土師器には、坏・甕がある。その中

坏 

製作に際して、いずれもロクロを使用しているもので、底部切り離し技法から以下の様にわ

けられる。 

〈坏Ａ類〉底部切り離しが回転糸切り技法によるものである。再調整が加えられているもの

ＡⅠ、加えられないものＡⅡとにわかれる。 

ＡⅠ類：底部切り離し後、手持ちヘラケズリが施されているもので、再調整が施される部位は

体部下端のみのもの

Ⅱ類：底部切り離し後、再調整が

〈坏Ｂ類〉体部下端から底部全域

り離し技法が不明なものである。 

甕 

図示遺物は5点である。全体を観察できるもの1点、口縁部のみ1点、底部から体部下半に

かけて残存しているもの3点である。これらは製作に際しロクロを使用しないものＡ類、ロク 

加えられていないものである。 
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ロを使用のものＢ類に大別できる。 

 

のものである。体部下端に回転ヘラケズリの再調整が施されている。 

師器・須恵器は前述のように分類されたが、それらの共伴関係を住居跡に伴う遺物でみる

と

クロを使用しているもので内面はヘラミガ

キ・黒色処

東北地方南部の土師器編年で、

表杉ノ入式（氏家：1957）で平安時代のもの

である。これらの土師器坏と共伴する土器も

Ⅱ類とＢ類とが組み合っているが、このよ

かも個体数も少なく、各類の新旧関係には不明な点が多い。 

器の大半は南側の基本層位第 1～3 層から出土している。こ

の堆積土からは多くの縄文土器（縄文時代上川名Ⅱ式、大木2ａ式）が出土しており、特に2層か

ら

〈甕Ａ類〉ロクロを使用しないもので、口径と器高との関係、最大径の位置がわかるのは 1

点のみである。その他は底部から体部下半が残存しているものである。 

〈甕Ｂ類〉ロクロを使用したもので、口縁部のみのものと、底部から体部下半にかけて残存

しているものである。口径と器高との関係は不明である。 

 

須恵器 

坏・甕・壺がある。図示できたのは、坏3点、甕3点、壺1点である。 

坏 

全て回転糸切り技法によって切り離されたもので、切り離し後の再調整は加えられていない。

甕 

器形が知れるものは1点であり、他の2点は、底部から体部下半までのものである。 

高台付壺 

底部から体部にかけて

 

次に年代について考えてみたい。 

土

次のようになる。 

これらの中で土師器坏は製作に際してロ

理されている。このような特徴を

示すものは、

同じ時代のものである。第4号住居跡で土師器坏Ａ

うな傾向は白石市青木遺跡（小川：1980）等の組み合わせに近似している。しかし本遺跡の場

合、住居跡間の重複はなく、し

 

③石器 

剥片石器、磨製石器、礫石器等の石

の出土が多く、大木 2ａ式の土器が主体を占めている。以上のことから、これら石器は縄文時

代前期（上川名Ⅱ式・大木2ａ式）の土器に共伴している可能性があり、各石器の形態、数量 
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は少ないが、組成等をみると仙台市三神峯遺跡（白鳥:1974）等の石器に近似しており、縄文時

代

が明らかなものは少ない。各住居

跡の出土土器の組み合わせは前項のとおりであり、これらは平安時代に属するものと考えられ

た。したが て各住居跡も平安時代のものと考えられる。 

。周溝はど た。柱穴は不

明な点が多いが、各住居跡から検出されている。カマドはどの住居跡も東壁に付設されており、

燃焼部側壁は円礫を芯にして粘土を貼り付けて構築されているもので、白石市青木遺跡等で類

似したもの

点相違する。 

他の

貯 トの西側には性格不明なピットが検出されている。 

ま と め 

1． た河岸段丘上に立地している。 

2．

3． ・

ややまとまって出土した。 

前期前葉のものと思われる。 

 

④竪穴住居跡の構造と年代 

本遺跡から発見された住居跡は4軒で、全体の規模、構造

っ

平面形はいずれも方形を基調にしている の住居跡にもみられなかっ

がみられるが、青木遺跡の場合、側壁の補強用に円礫がおかれているとされている

貯蔵穴状ピットは各住居跡にみられ、カマドの右側に設けられている。第4号住居跡の

蔵穴状ピッ

 持長地遺跡は、松川によって形成され
 遺構は、平安時代の竪穴住居跡4軒、中世以降の焼土遺構1基、時期不明の土壙2基が検
出された。 

 遺物は、縄文土器（前・中・後期）、土師器
これらの中でも、縄文時代前期の大木2ａ式土器が

須恵器（平安時代）、石器、鉄製品が出土した。 
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1．はじめに 

水道管は東北自動車道の東側に埋設予定のため、調査対象地は遺跡の西側にあたり、東方自

動車道の東側に沿って、長さ165ｍ、幅6ｍの範囲である。調査区は地形に沿って、丘陵の南西

斜面をＡ地区、頂部付近をＢ地区、北東斜面をＣ地区として設定した。 

調査は6月2日、遺跡の南西端のＡ地区より開始した。Ａ地区は長さ19ｍ、幅5ｍで、表土

から地山まで約2ｍあり、その間に3層の堆積土が認められた。各層から遺物は出土しなかっ

た。また、各層上面、地山面で遺構も検出されなかった。Ｂ地区は長さ67ｍ、幅5ｍで、層は

表土の1層のみである。地山までの深さは20～40㎝と浅い。Ｃ地区に近い地山面で土壙等検出

された。Ｃ地区は長さ76ｍ、幅5ｍで、Ｂ地区に近い部分ではＢ地区同様1層である。 

竪穴住居跡、土壙、ピット等が地山面で検出された。また、Ｃ地区では必要に応じて拡張と

した。Ｃ地区北東端はＡ地区同様、層は厚くなり、3 層の堆積が認められた。遺構の精査等一

切を終了したのは6月20である。 
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2．発見された遺構と出土遺物 

①

央付

近

Ｃ地区頂部付近から竪穴住居跡 1 軒、掘立柱建物跡 1 棟、溝 2 本、Ｂ・Ｃ地区から土壙 12

基、溝状土壙2基と多数のピット群が発見された。 

 

 竪穴住居跡とその出土遺物 

〔確認・重複〕 地山面で確認された。土壙2・9・10と掘立柱建物跡に切られている。 

〔平面・規模〕 東側が土壙により切られているが、平面形は隅の角ばった長方形を呈し

ている。規模は長軸約7.4ｍ、短軸6.1ｍである。 

〔堆積土〕 残りは良くなく1層のみである。住居床上全域に分布している。西壁中

では焼土粒が一部混入している。 
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〔壁〕 地山を壁としている。立ち上がりはほぼ垂直である。現存する壁高は床面から10～20

㎝である。 

〔床〕 地山を床面に平坦である。床面は非常に固い。 

〔柱穴〕 ピットは床面から19個検出された。配置関係、柱痕跡の有無、深さ等により、ピッ

ト1・3・4・14は住居に伴なう主柱穴と考えられる。また、ピット5・6・7・8・11・12は掘立

柱建物跡に伴なうものである。 

〔周溝〕 南壁沿いにあり、床面からの深さは6～8㎝で、底面幅は約8㎝である。断面形は「Ｕ」

字型を呈する。 

〔その他の施設〕 カマド、炉は検出されなかった。部分的には焼土のブロックは認められた

が、その性格は不明である。貯蔵穴状ピットも検出されなかった。 

〔出土遺物〕 床面から土師器、須恵器、石製模造品が出土しているが、これらは住居跡に伴

うものがある。堆積土より縄文土器、剥片が出土している。 
  住居に伴う遺物  

土師器 

坏（第4図1・2） いずれも製作に際し、ロクロを使用しない。上部内面に稜をもち、対応す

る外面は屈曲する。体部は屈曲部まで内弯気味に立ちあがり、口縁部は外傾する。底部は欠損

している。器面調整は内外面とも摩滅が著しく不明である。内外面丹塗りである。 

壺・甕？（第4図3） 体部上半のみ残存しているが、体部は球形を呈する。器面調整はヘラミ

ガキが施されており、内面は剥落がはげしく不明であるが、一部ヘラナデの痕跡が認められる。 

須恵器 

（第4図4） 頸部から口縁部にかけて残存しているものである。製作に際し、ロクロを使

用し、全体的に均斉のとれた丁寧なつくりである。体部は欠損しているが、中央部に最大径を

もつ算盤玉状を呈する と思われる。頸部は短く、直線的に外傾し、口縁部は丸味をもって外

傾する。頸部との境には断面が三角形の凸帯がめぐっている。頸部には波状文が鮮明に施され

ている。全体に薄手であり、頸部の厚さは3㎜、口縁部の厚さは2㎜である。色調は暗青灰色

である。胎土は緻密で焼成も良好である。 

坏・蓋？（第4図 5） 小破片のため器種は不明な点が多いが、口縁端部が平らで蓋の可能性

がある。ロクロを使用している。 

石製模造品 

石製模造品（第4図6～8） 6、7は長方形を呈し8は一部欠損しているが楕円形を呈する。い

ずれも左右に夫々孔をもち、一方向より穿れたものである。表裏両面及び側面も研磨されてお

り、擦痕も認められる。 
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  堆積土中出土遺物   

縄文土器 

縄文土器（第4図9～11） いずれも体部破片である。9は無文部と縄文（ＲＬ）部とが沈線文

 Ｂ地区北斜面に近い地山面で確認された。平面形は長方形を呈し、規模は長

るが、中央部はやや窪む。堆積土は基本的にはパサパサした黒褐色土の1層であるが、ブロッ 

によって区画されている。10 と 11 はＲの撚糸文が縦位に施されている。時期はいずれも中期

後葉と思われる。 

 

② 土壙とその出土遺物 

土壙1（第5図）

軸140㎝、短軸50㎝であり、深さは74cmである。壁は垂直に立ちあがり、底面はほぼ平坦であ
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ク状に黄褐色の地山が混入する。遺物は土師器の壺と土師器の口縁部破片が出土した。壺は土

偏った堆積土の上面でほぼ直立した状態で出土した。壺の中には石製模造品の完形壙の西側に

品2点、未成品1点、原石（素材）の破片が数点入っていた。 



〔出土遺物〕 

土師器 

壼（第5図 1） 口縁上半を欠くが、ほぼ完形品である。調和のとれた丁寧なつくりであり、

全体に丹塗りか施された壼である。底部は丸底であり、体部は算盤玉状を呈する。体部と口縁

部との境は強く屈曲し、口縁部は外傾する。器面調整は体部外面は横位のヘラミガキ、口縁部

は縦位のヘラミガキが施されている。内面は剥落のため不明であるが、口縁部はヘラナデ、ヘ

ラミガキの痕跡が見られる。中央には輪積み痕が認められる。（体部に最大径があり、15.8 ㎝

であり、残存器高は13.9㎝である。） 

石製模造品（第5図2～6） 完形品の2点（2・3）はいずれも長方形を呈する。左右両端には

夫々孔が一方向より穿たれ、表裏両面と側面が研磨されている。4 は製作途上の未成品で未だ

穿孔されていない。5・6は原石（素材）の破片である。 

 

土壙2（第3図） 住居跡東側に位置し、住居跡を切っている。地山面で確認された。平面形

は北側が攪乱しているが、ほぼ隅丸長方形を呈し、規模は長軸140㎝、短軸100㎝で、確認面

よりの深さは79㎝である。堆積土は1層で地山粒が多く混入する黒色土層である。壁の立ちあ

がりは緩やかである。遺物は土師器の坏、甕等が出土した。 

土師器 

坏（第6図1～4） いずれも製作に際しロクロは使用していない。1は丸底であり、体部は丸

味をもって立ちあがり、口縁部は直立する。器面調整は、口縁部では内外面ともヨコナデ体部

は縦位のヘラケズリ、底部は横位のヘラケズリの調整が見られる。内面は摩滅のため不明であ

るが、一部はヘラナデの痕跡が認められる。底部の薄いところには別の粘土を貼りつけて焼成

し、その部分には丹塗りは施されていない。（器高8.05 ㎝、最大径は口縁部で13.04 ㎝）2は

底部を欠損している。体部は全体に丸味をもって立ちあがり、口縁部は内弯する。器面調整は

口縁部は内外面ともヨコナデで、他の部分は摩滅のため不明である。3 の底部は欠損し、体部

はやや丸味をもち内弯するが、口縁部はややくびれて外傾し、それに対応する内面には稜があ

る。器面調整は摩滅のため不明である。4の底部は欠損している。体部はほぼ直線的に外傾し、

口縁部との境は段がめぐり、口縁部はほぼ直立する。外面の段に対応する内面は強くくびれて

いる。器面調整は口縁部は内外面ともヨコナデで、他は摩滅のため不明である。なお、いずれ

も丹塗りが施されている。 

甕（第6図5・6） 両者とも比較的小型で、粗雑なつくりで焼成もよくない。5の底部は平底

で、底部からふくらみをもって立ちあがり、頸部でくびれ、口縁部は直立気味に立ちあがり途

中で内弯する。体部に最大径があり、底部と口縁部との径はほぼ同じである。内面には5ヶ 
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所に及ぶ輪積み痕が認められる。器面調整は口縁部は内外面ともヨコナデが、体部上面ではナ

れている。底部はヘラナデの調整が認められる。（口径6.8cm、底径6.4㎝、最大径9.2

土は1層である。 

デが施さ

㎝、器高6.4㎝）。6は体部下半と底部が残存し、平底の底部から丸味をもって立ちあがり、体

部は球形を呈する。器面調整はヘラナデが施されている。底部は両者共に周縁が中央部より僅

かに高い。 

 

土壙3：Ｃ地区東側の地山面で確認された。平面形は円形で、径194cm あり、確認面よりの深

さは約45㎝ある。壁は緩やかに立ちあがり、堆積

〔出土遺物〕 

縄文土器の体部破片が出土している。全面に縄文が施されるが、摩滅が著しく、時期は不明

である。 

 

土壙4：Ｃ地区中央の地山面で確認された。平面形は長方形を呈し、規模は長軸150 ㎝、短軸

50㎝で、確認面よりの深さは70cmである。壁の立ちあがりはほぼ垂直である。堆積土は3層に

分かれるが、自然堆積土である。第1層は北側のみに見られるが、他は全面に堆積している。出 
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土遺物はない。 

 

土壙5：Ｃ地区北斜面の地山面で確認された。平面形は円形で径156 ㎝あり、確認面よりの深

さは約40㎝である。壁の立ちあがりは急である。堆積土は2層に分かれ、ほぼ水平に堆積して

いる。出土遺物はない。 

 

土壙6：Ｃ地区北端の地山面で確認された。平面形は歪んだ長方形を呈し、規模は長軸150 ㎝

短軸40㎝である。確認面よりの深さは73㎝あり、立ちあがりは急である。堆積土は1層であ

る。出土遺物はない。 

 

土廣7：Ｃ地区中央の地山面で確認された。平面形は楕円形で、長軸84cm、短軸64cmである。

確認面よりの深さは14㎝ほどである。北側部分が削平されている出土遺物はない。 

 

土壙8：Ｂ地区頂部の地山面で確認された。平面形は隅丸長方形を呈し、規模は長軸110 ㎝、

短軸90㎝である。確認面よりの深さは約20㎝である。堆積土は1層である。底面中央には小

ピットがある。出土遺物はない。 

 

土壙 9：住居跡東側にあり、住居跡を切っている。堆積土上面で確認された。平面形は隈丸長

方形を呈し、規模は長軸110㎝、短軸56㎝であり、確認面よりの深さは約30㎝である。堆積

土は3層に分かれ、いずれも自然堆積と思われる。1層は厚く堆積している。2、3層は厚くは

ないが、全体に堆積している。遺物は土師器坏片が出土しているが図示できるものはない。 

 

土壙10：住居跡東側にあり、住居跡を切っている。堆積土上面で確認された。平面形は楕円形

で長軸110㎝、短軸80㎝であり、確認面よりの深さは36㎝である。一部攪る。をうけている

が、立ちあがりは急で、底面にはピット2つ並んでいる。遺物の出土はない。 

 

土壙11：Ｃ地区西壁の地山面で確認された。平面形は長方形を呈すると思われるが、側道沿い

にあり、法面の関係で拡張できなかった。幅は約50㎝、確認面よりの深さは94㎝ある。遺物

の出土はない。 

 

土壙12：Ｂ地区西壁の地山面で確認された。前者同様拡張できず、全貌は不明である。遺物の

出土はない。 
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土壙 13：Ｂ地区西壁の地山面で確認された。上端の長さは 3ｍ、幅は 30 ㎝である。底面の長

は3.4ｍあり、南側に60㎝ほど食い込んでいる。底面幅は20㎝である。深さは60㎝で壁は

る。深さは87㎝であり、壁は垂直に立ち上がる。遺物の出土はない。 

出されたが、一部は発掘区外にのびるため、全体の規模は不明である。

北方向3間、東西方向1間のみ確認された。柱間は西列で1.8ｍ、2.0ｍ、2.2ｍ、東列で2.2

確認面

りの深さは54～75㎝である。溝の東側は攪る。をうけている。壁の立ちあがりは緩やかで丸

のはない。 

2：Ｃ地区中央の地山面で確認された。上端は60㎝、下端は35～40㎝で、確認面よりの深

調整は内外面

もにヨコナデが施されている。色調は赤褐色を呈する。胎土は細砂が多少混入するが、焼成

で、裏面は破損している。 

さ

垂直に立ち上がる。遺物の出土はない。 

土壙14：Ｃ地区西壁の地山面で確認された。上端の長さは2.2ｍ、幅は30～70㎝である。下端の

長さは2.1ｍ、幅は20㎝であ

 

③ その他の遺構と出土遺物 

掘立柱建物跡：竪穴住居跡堆積土上面及び周辺の地山面で多数のピットが検出された。その中

で掘立柱建物跡1棟分検

南

ｍ、北列は1.8ｍである。 

溝1：Ｃ地区南端の地山面で確認された。上端は210～240 ㎝、下端は70～90㎝あり、

よ

底状を呈する。堆積土は2層確認された。1層は厚く40㎝を越える。2層は薄く、底にへばり

つくように堆積している。底面は面より東に緩やかに傾斜している。遺物は1層より土師器な

どが出土しているが、図示可能のも

溝

さは10～20㎝である。層は1層で、溝底面には礫が露出している。遺物の出土はない。 

ピット群：Ｂ、Ｃ地区から多数のピット群が検出されたが、配置、柱間などに規則性がなく、

何らかのまとまりを有すると考えられるものはなかった。また、ピットより遺物は出土しなか

った。 

 

④ 表土出土遺物 

中世陶器、砥石が出土している。 

中世陶器壼（第8図 1） 小型の壺と思われる。口縁部のみ残存している。器面

と

は良好である。 

砥石（第8図 2） 一部自然面も残るが、調整の際生じた擦痕も認められる。使用面は表面、

及び西側面の3面
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3．遺構と遺物の考察 

① 出土土器の分類と年代 

今回の調査で出土した土器には縄文土器、土師器、須恵器、中世陶器がある。縄文土器については前項

で述べているので、ここでは土師器、須恵器について述べる。 

土師器：今回の調査において最も多く出土している。器種には坏、壺、甕がある。 

坏：図示できたものは6点である。いずれも製作に際し、ロクロは使用されず、丹塗りが施されている。器

形の特徴から次のように分類できる。 

Ⅰ：内面に稜があり、屈曲し、口縁部が外傾するもの。 

Ⅱ：内面に段があり、屈曲し、口縁部が直立するもの。 

Ⅲ：稜、段、屈曲がなく、体部は丸味をもって立ちあがるもの。 

以上のように分類されたが、体部の特徴から、Ⅰ類は更に体部が内弯するもの（Ⅰａ）と体部が丸味をも

って外傾するもの（Ⅰｂ）に細分される。また、Ⅲ類は口縁部の特徴から、口縁部が内弯するもの（Ⅲａ）

口縁部が外傾するもの（Ⅲｂ）に細分される。 

えてみると、各類は東北地方南部の土師器編年で南小泉式と考えられる（氏家：1957）。

類 白鳥・加藤：1974）の第二群土器、大河原町台ノ山遺跡（阿部・

ながらも、住居跡床面から出土したⅠａ類は、土壙2出土のⅠｂ、Ⅱ、Ⅲａ・ｂ類より

頸部は「く」の字状に屈曲する。体部は算盤玉状を呈

し、底部は丸底である。器面調整は全面にヘラミガキが施され、更に丹塗りが施されている。器形及び技法

上から、岩切鴻ノ巣、台ノ山両遺跡出土の壺に類似するものであり 

と

次に年代について考

似したものは、仙台市岩切鴻ノ巣遺跡（

千葉：1980）、蔵王町塩沢北遺跡（小川：1980）の各々 第一群土器が知られている。これらはいずれも古墳時

代中期の南小泉式期とされている。しかし、先述したように住居跡と土壙2の切り合い関係から、本遺跡の

坏は南小泉式とされ

も若干古いものと思われる。 

壺：図示できたものは1点である。口縁部が外傾し、
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南小泉式のものと思われる。 

甕：小型の甕が2点出土しているが、全体の器形のわかるものは1点である。平底の底部から

ふくらみをもって立ちあがり、頸部で屈曲し、口縁部は直立気味に立ちあがり、途中で内弯す

る。丹塗りは施されていない。土壙2より出土し、先に南小泉式とされた坏と共伴するので、

南小泉式のものと思われる。 

須恵器：器形の判明するものは 1点のみである。 

：製作に際し、ロクロが使用されている。口縁部は内弯し、頸部は外傾する。口縁部と頸部

の がめぐる。頸部に波状文が施されている。極めて薄手で、堅

緻なつくりである。住居跡床面より出土し、先に南小泉式とされた土師器坏と共伴するもので、

に属するものと思われる。県内では、5 世紀の須恵器窯とされる仙

台

階では大蓮寺窯産とするには決め手

する壼は、三本木町多高田遺跡（藤沼他:1978）出土の壺に

れる。しかし、同時期の窯跡としては、周

があり、この東北窯産の可能性も考えられ

 

1 に伴なう壺の中には完形品2点、未成品1点、

素

している。その中で、台ノ山、亘理町宮前（宮教委：1974）両遺跡

境には、断面三角形の鋭い凸帯

古墳時代中期の南小泉式期

市大蓮寺窯跡（古窯跡研究会：1978）出土のものと類似しているが、大蓮寺窯産とされるも

のは厚手であり、頸部に波状文がないことなどから、現段

が欠ける。 

中世陶器：中世陶器は壺の口縁部破片が1点出土している。本遺跡のように口縁部がやや外反

し、口縁端部はほぼ平坦になり外傾

類似しており、鎌倉時代後期から室町時代に比定さ

辺に白石市東北窯跡（白石市：1976、藤沼：1976）

る。 

② 石製模造品 

先述したように竪穴住居跡より3点、土壙

材が入っていた。完形品は長方形を呈するものが4点、楕円形を呈するものが1点でいずれ

も左右両端に夫 1々方向から穿孔されている。表裏及び側面に擦痕がみられる。 

これらは前項で述べたように住居跡で南小泉式の土師器、土壙 1 で土師器壼に伴っており、

同時代のものと考えられる。 

県内に於いて、現在までの 49 遺跡（第 1 表）で石製模造品が出土しており、その分布は仙

台周辺部から県南部に集中

等では住居跡から出土している。壼の中よりの出土例は古川市留沼遺跡（伊東：1972）が知ら

れるが、特に本遺跡の場合、土壙に伴うことが注目される。 



③ 竪穴住居跡について 

今回の調査によって検出された竪穴住居跡は1軒である。平面形は隅の角ばった長方形を呈

し、規模は長軸7.4ｍ、短軸6.1ｍあり比較的大型である。柱穴は4個あり、周溝は壁沿いに部

分的にみられる。床面より土師器、須恵器、石製模造品が出土している。これらは前項で述べ

たように南小泉式期のものと考えられた。従ってこの竪穴住居跡は古墳時代中期の南小泉式の

のである。 

前、名取市宮下遺跡（名取市教委:1975）

等

と、カマドがあるものとがあり、この時期は炉からカマドヘの移行期と考えられ

の調査によって検出された土壙は 12 基である。形態、規模、堆積状況、出土遺物等か

次のように分類できる。 

上部より石製模造品が収納された壺が出土したもの 

、短

74㎝である。底面はほぼ平坦である。堆積土は1層でブロッ

ク状に黄褐色の地山粒が混入する層である。周壁はほぼ垂直に立ちあがり、崩落した痕跡は全

く認められず、埋め戻された可能性が強い。土壙西偏りの上面で丹塗りの土師器壼が口縁部を

更に、土壙の堆積土の状況、壼の存在等から、土壙墓の可能性が強く、壺は供献用として置 

も

この時期の住居跡は県南部に於いては、台ノ山、宮

が知られている。これらの遺跡と本遺跡の住居跡を比較検討すると、平面形ではいずれも方

形を基調とするものの正方形を呈するものの比率が高い。四隅は本遺跡を含めいずれも角ばっ

ているものが特徴である。規模は長軸が5～6ｍのものが圧倒的に多いが、台ノ山遺跡では9.3

ｍのものもある。本遺跡の 7.4ｍはこの時期の住居跡の規模としては特にきわだったものとは

いえない。その他、4 個の柱穴、周溝をもつことは本遺跡とほぼ共通するものであるが、炉、

カマドは本遺跡では確認されなかった。なお、宮前遺跡では8軒の住居跡があるが、その中で

炉があるもの

る。石製模造品は台ノ山、宮前両遺跡の住居跡より出土している。以上のように、他遺跡の住

居跡とは規模、構造など基本的には共通するものである。 

 

④ 土壙について 

今回

ら

Ⅰ：長方形で、

Ⅱ：隅丸長方形で、比較的多くの土器及び土器片が出土したもの 

Ⅲ：遺物の出土がなく、性格の不明なもの 

Ⅳ：幅が狭く平面形が溝状を呈するもの 

Ⅰ類はＢ地区頂部付近で検出された土壙 1 である。長軸 1.4ｍ 軸 0.5ｍの長方形で、長

軸方向は東西方向である。深さは

上に置かれたように出土している。壼の中には石製模造品が入っている。この土師器壼は土壙

に伴い、前項で述べたように南小泉式（古墳時代中期）のもので、土壙も同時代のものと考え

られる。 
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かれたものと考えられる。また、中に入っていた石製模造品の存在から埋葬に伴なう祭祀的な

儀式が行なわれた可能性も十分考えられる。県内において、古墳時代の土壙墓は後期のものが

仙台市栗遺跡（仙台市教委：1980）で発見されているのみであり、また、弥生時代であるが、

福島県下高野遺跡（目黒：1969）で、土壙上部に土器が置かれた例がみられる。しかし、類例

がなく、十分検討することはできない。 

Ⅱ類は住居跡より新しい土壙2で、土師器が比較的多く出土したものである。長方形を呈し

堆積土は1層で、自然堆積土である。しかも、短期間に埋まった可能性がある。出土土器の土

師器は前項で述べたように南小泉式（古墳時代中期）のもので、他の時代の遺物も混在してい

ないことから、同時代のものと思われる。 

Ⅲ類は3～11の土壙である。平面形には種々の形があり、若干の土器細片を出土する土壙3・

7・9を除いては遺物は出土せず、年代、性格等は全く不明である。 

Ⅳ類は土壙12・13である。出土遺物もなく、年代、性格は不明である。 

 

⑤ その他の遺構について 

ａ．掘立柱建物跡 

住居跡を切って1棟分検出されたが、調査区外にのび、全体の規模等については不明である。

年代も掘り方から遺物の出土はなく不明であるが、館跡に伴なう可能性もある。 

その他多数のピットが検出されたが、遺物の出土はなく、柱間等の配置に規則性がみられず

時期、性格等は不明である。 

ｂ．溝 

溝は2本検出され、溝1より土師器甕の破片が出土したが、年代、性格など不明である。 

ま と め 

1 宮城館は青麻山より派生し、宮地区の背後にせまる丘陵上にある。 

2 発見された遺構には竪穴住居跡1軒、土壙12基、溝2本、溝状土壙2基、掘立柱建物跡1

棟がある。出土遺物には縄文土器・土師器・須恵器・中世陶器・石製模造品・砥石がある。 

3 出土遺物の年代から、竪穴住居跡、土壙1・2は古墳時代中期の南小泉式期と考えられるが、

他の遺構については不明である。なお、土壙1は土壙上面に石製模造品が入っている土師器

壼が置かれているように出土したこと等から古墳時代中期の土壙墓の可能性がある。 

4 調査区は丘陵の一部であることから、調査区東側にも住居跡群や城館に伴なう遺構の存在が

充分予想される。特に、宮地区において古墳時代の遺構が発見されたことは注目される。

 99



※

〈引用・参考文献〉 （第1表使用文献は除く） 

氏 家 和 典（1957）：「東北土師器の型式分類とその編年」『歴吏』第14輯 

文化財調査報告書 

千

小

藤 沼 邦 彦 他（1978）：「名高田窯跡調査報告書」『三本木町文化財調査報告書』第4集 

宮城館跡の規模・構造については東北縦貫自動車道Ⅴを参照されたい。 

白 鳥 良 一（1974）:「岩切鴻ノ巣遺跡」『東北新幹線関係遺跡調査報告書』Ⅰ 宮城県

加 藤 道 男     第35集 

 葉 宗 久（1980）:「台ノ山遺跡」『東北新幹線関係遺跡調査報告書』Ⅱ 宮城県文化財調査報告書 

阿 部 博 志     第62集 

 川 淳 一（1980）：「塩沢北遺跡」『東北自動車道遺跡調査報告書』Ⅲ 宮城県文化財調査報告書 

第69集 

古窯跡研究会（1975）：「仙台市大蓮寺窯跡発掘調査報告」『陸奥国官窯跡群Ⅱ』 

白 石 市（1976）：『白石市史』考古資料編 

 100 



藤 沼 邦 彦（1976）：「宮城県地方の中世陶器窯跡（予察）」『東北歴吏資料館研究紀要』第二巻 

宮 城 県 教 委（1974）：「宮前遺跡  亘理町における古代集落跡の発掘調査概要－」宮城県文化財調査報告書 

第38集 

名 取 市 教 委（1975）：「宮下遺跡  名取市宮下における古代集落跡の発掘調査概要－」名取市文化財調査報

告書 第1集 

伊 東 信 雄（1972）：「石製模造品出土の遺跡」『神道考古学講座』第2巻 

万城目 喜一（1979）：「大崎地方における石製模造品の出土地」『郷土資料（考古）』 

仙 台 市 教 委（1980）：「栗遺跡発掘調査報告書」仙台市文化財調査報告書 第14集 

東北学院大学考古研究会 

目 黒 吉 明（1969）：「弥生時代」『福島県史』 

黒 川 利 司（1980）：「欠・持長地道跡」『東北自動車道跡調査報告書』Ⅳ 宮城県文化財調査報告書 第71集 

仙 台 市 教 委（1978）：「南小泉遺跡範囲確認調査報告書」仙台市文化財調査報告書 第13集 

渡 辺 泰 伸（1980）：「東北古墳時代須恵器の様相と編年」『考古学雑誌』第65巻 第4号 

白石 太一郎（1975）：「考古学より見た日本の墓地」 

小 出 義 治（1966）：「祭祀」『日本の考古学』Ⅴ 

 101 



 102 



 103 



 104 



 105 



 106 



 

 107 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．家 老 内 遺 跡 

 

 

 

  



目 次 
1．はじめに.................................................................... 110 
2．発見された遺構と出土遺物 .................................................... 111 
①竪穴住居跡と出土遺物........................................................ 111 
②土壙と出土遺物.............................................................. 119 
③ピット群と出土遺物.......................................................... 123 
3．遺構以外の出土遺物.......................................................... 124 
4．遺構と遺物の考察............................................................ 127 
①出土土器の分類.............................................................. 127 
②出土土器の組み合せと .............. 128 
③竪穴住居跡の構造と年代 ...................................................... 129 
④土壙について................................................................ 130 
⑤墨書土器について............................................................ 130 
ま と め.................................................................... 131 
 

調 査 要 項 

遺跡所在地：宮城県白石市深谷家老内 

遺跡記号：ＫＲ（宮城県遺跡地名表登載番号：02075） 

調査期間：昭和55年6月16日～7月15日 

調査面積：900㎡ 

発掘面積：840㎡ 

調 査 員：技師主査 狩野正昭 

技 師  森 貢喜 

菊地淳一 

年代 ......................................
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1．はじめに 

水道管理埋設工事予定地は東北縦貫自動車道の西側道沿いであり、幅 6ｍで遺跡を南北に縦

ン

が

表

発見され、竪穴住居跡2軒、土壙5基、ピット群が私道に近い北側に集中している。調査が一

断する。調査は6月16日から開始した。調査区は畑地部分で東西に走る私道から北側をＡトレ

チ、南側をＢトレンチとした。Ａトレンチは表土下約30㎝で地山に達する。地山面でピット

発見された。出土遺物は少なく、土師器、須恵器片が表土から出土している。Ｂトレンチは

土下約60cmで地山に達するが、南側の源氏川に近い所では表土下に黒褐色の層が部分的に認

められる。また、トレンチのおよそ南半分の地山は砂利層になる。遺構はローム質の地山面で

切終了したのは7月15日である。 
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2．発見された遺構と出土遺物 

cm前後である。立ち上がりはやや急である。 

 

① 竪穴住居跡と出土遺物 

第1号住居跡（第3図） 

〈確認・重複〉 地山面で確認した。南東及び北西隅は調査区外に延びている。 

〈平面形・規模〉 長軸5ｍ、短軸4ｍの長方形を呈すると思われる。 

〈堆積土〉 残りは良くない。1層のみで住居全域に分布している。 

〈壁〉 残存する壁高は床面から15

〈床面〉 地山を床としている。ほぼ平坦である。 

〈柱穴〉 床面上から7個のピットが検出された。主柱穴は不明である。 

〈周溝〉 認められない。 

〈カマド〉 住居東壁に付設されている。燃焼部側壁の一部のみが残存しているにすぎない。

燃焼部側壁の幅は残存する部分から40㎝、奥行は不明である。燃焼部内には径40cmの範囲に

焼面がみられる。 

〈出土遺物〉 土師器（坏、甕）が出土している。これらはカマド内出土のもので住居に伴う

と考えられる遺物である。 
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土師器 
坏（第3図1・2） 製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて丸味をもって外傾

する。2の口縁部はやや外反する。2の底部にはわずかに回転糸切り痕が残り、再調整はみられ

ない。内面は両者ともヘラミガキ・黒色処理されているが、再酸化のためか大部分の黒色がと

んでいる。 

甕（第3図 3） 体部下半から底部にかけて残存している。製作にロクロを使用していない。

体部外面にはヘラケズリ、内面にはナデ、ヘラナデが施されている。 

第2号住居跡（第4図） 

〈確認・重複〉 地山面で確認した。土壙5によって南壁が切られている。また、東壁は後世

の攪乱により一部原状を留めていない。 

〈平面形・規模〉 長軸5ｍ、短軸4.8ｍの正方形を呈する。 

〈堆積土〉 3 層認められる。第Ⅰ・Ⅱとも住居全域に分布し、Ⅱ層は床面上に薄く堆積して

いる。Ⅲ層は西壁沿いに堆積している。 

〈壁〉 残存する壁高は西壁で高く、床面から約40㎝でその他は20㎝前後である。立ち上が

りは急である。 

〈床面〉 カマド付近を除いた部分に貼り床がされている。貼り床は地山の上に2～3層の地山

を混入した土がたたきつめられている。 

〈柱穴〉 床面上から4個のピットが検出されたが、主柱穴は不明である。しかし、壁沿いに

15個のピットが検出され、いずれも大きさ、深さがほぼ同じで住居中央部に向かうように掘り

方が傾斜しているのが多い。しかも、中には相互に対応するものもあり、壁柱穴と考えられる。 

〈周溝〉 住居北壁の西半分から西壁にかけて壁沿いに認められる。幅は約20㎝、深さは約6

㎝で「Ｕ」字状を呈する。 

〈カマド〉 住居北壁の東寄りに構築されている。焼燃部と煙道部から成り、焼燃部側壁は角

礫を積み、外側には粘土が貼りつめられている。内側幅は50.5㎝、奥行は90㎝で、10㎝の段

差をもって煙道部に至る。煙道部は幅40㎝、長さ70㎝で先端部はピットになっている。深さ

は確認面から約5㎝である。焼燃部底面側壁には火熱を帯びた痕跡はみられない。 

〈貯蔵穴状ピット〉 カマドの右側にある（Ｐ.1）。径90㎝の円形で、深さは40㎝あり、壁は

緩やかに立ち上がる。堆積土は黒褐色（10ＹＲ ）シルトの1層のみである。 

〈出土遺物〉 土師器（坏、甕、小形手捏土器）、須恵器（坏、甕）、灰釉陶器、砥石、鉄製鎌

刀子が出土している。住居に伴う遺物として床面、カマド内、ピット内出土のものがある。 
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坏

甕

－住居に伴う遺物－ 

土師器 

（第5図1～9） 全て製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて丸味をもって

外傾するが、3・7のように口縁部がやや外反するのもある。底部が残存しているものにはいず

れも回転糸切り痕がみられ、再調整はない。しかし、5 のように体部下端外面に回転ヘラケズ

リの再調整がみられるのもある。内面は全てヘラミガキ・黒色処理されている。1・4の底部外

面には「上井」の墨書がみられ、また、8の底部外面にも不鮮明であるが、「新宅？」の墨書が

みられる。 

（第5図10～14） 製作にロクロを使用しないもの（14）と使用しているもの（10～13）と

がある。10 は体部の一部と底部が欠損しているが、器高が口径よりやや小さいものと思われ、

最大径の位置が口縁部にある。口縁部は外反し、端部がやや上方に突き出ている。体部下半外

面にヘラケズリが施され、内面には体部全体に回転による刷毛目の痕跡がみられる。11・13は

体部の大半と底部が欠損しており口径と器高との関係は不明である。最大径の位置は口縁部に

ある。口縁部は外反し、13の口縁部には2本の沈線文が横位に施され、端部は上方に突き出て

いる。両者の体部外面には平行タタキ目の痕跡がみられ、内面には回転による刷毛目が施され

ている。その他、12・14は破損部分が多く、器形の特徴は不明である。両者とも体部外面にヘ

ラケズリが施されている。 

須恵器 

坏（第6図 1～4） 底部は全て平底である。体部から口縁部にかけて直線的に外傾するが、3

はやや丸味をもって外傾する。底部が残存しているものには回転糸切り痕がみられ、底部周縁

に回転ヘラケズリの再調整がみられるもの（2）とみられないもの（1・3）とがある。 

甕（第6図 5） 肩部から口縁部にかけて残存している。肩部は張り出し、頚部は直線的に外

傾し、口縁部はやや外反する。端部は上・下に突き出ている。肩部内面には回転による刷毛目

の痕跡がみられる。 

鉄製鎌（第6図7） 全長16.5㎝である。刃部は内弯し、長さは14㎝で幅は中央部で2.5㎝、

先端部で1㎝である。背の厚さは0.5㎝である。装着部は鉄板を折り曲げ、木質が残存してい

る。 

－貼り床中出土遺物－ 

小型手捏土器（第6図13） 口縁部が破損している。底部は丸底で指頭による押圧の痕跡がみ

られる。 

砥石（第6図14） 破損品であるが、平面形は長方形で厚さ1～2㎝の板状を呈する。使用面

は表・裏両面と2側面の4面である。各面とも研磨されており、表面の一部に擦痕がみられる。
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坏（第 る。

面は

坏（第 にか

灰釉 ロ

付け

釉が

砥石 面で、

－堆積土中出土遺物－ 

土師器 

6 図 8） 製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて直線的に外傾す

底部には回転糸切り痕がみられ、体部下端外面に回転ヘラケズリの再調整がみられる。内

ヘラミガキ・黒色処理されている。 

須恵器 

6 図 9・10） 底部は破損し、底部形態・切り離しは不明である。体部から口縁部

けて直線的に外傾する。 

高台付坏（第6図11） 高台部分は剥落している。残存する体部は丸味をもって外傾する。 

陶器（第6図12） 体部の一部と底部が残存している。製作にロクロを使用している。

クロ目はシャープである。体部の外傾具合から皿状を呈すると思われる。底部には高台が

られている。胎土は細く、焼成は堅くしまっており、薄手である。内面全体に淡黄色の灰

かけられている。 

（第6図14） 自然石の一部を加工して利用している。使用面は表面と左側面の2

各面は研磨されている。 

刀子（第6図15） 身の部分の破片である。幅は1㎝、背の厚さは0.5㎝である。 



② 土壙と出土遺物 

地山面で5基発見された。土壙3・4は重複しており、土壙3が土壙4を切っている。また

は 2

土壙1（第7図） 

〈平面形・規模〉 長軸2.7ｍ、短軸2ｍの楕円形を呈する。深さは約70cmである。壁は急に

る。第Ⅰ層は土壙中央から東側に堆積している。第Ⅱ層は土壙全域

のように口縁部がやや外反するのもある。底部が残存しているものには回

体部下端外面にかけて手持ヘラケズリが、3・4は底部周縁に回転ヘ

ラ 旬」、

土壙5 第 住居跡と重複しており、第2住居跡の堆積土上面で確認された。 

立ち上がる。底面はほぼ平坦である。 

〈堆積土〉 2 層認められ

底面上まで堆積している。自然堆積土である。 

〈出土遺物〉 堆積土から土師器（坏・甕）、須恵器坏が出土している。 

土師器 

坏（第7図 1～10） 製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけてやや丸味をもっ

て外傾するが、5・9

転糸切り痕がみられ、再調整がみられるもの（3・4・8）とみられないもの（1・2・6・10）と

がある。8は底部周縁から

ケズリが施されている。内面はいずれもヘラミガキ・黒色処理されている。1の底部に「

2・5・9の体部外面に「宅ヵ」の墨書がみられる。また、7の体部外面に「上口」の墨書がみら

れ、口の部分は墨でぬりつぶした痕跡がみられる。4にも墨書があるが判読できない。 

甕（第7図11～13、第8図5・6） 製作にロクロを使用しないもの（11）と使用しているもの

（12・13・5・6）とがある。11は口径より器高が大きく、最大径の位置が口縁部にあり、長胴

形である。口縁部は外反する。外面の器面調整は口縁部で横ナデ、体部には縦方向の刷毛目の

痕跡がみられ、内面は口縁部から体部にかけて横方向の刷毛目が施されている。ロクロ使用の

ものはいずれも破損している部分が多く、口径と器高との関係は不明である。口縁部は外反す

る。最大径の位置が口縁部にあるもの（12・13）と体部にあるもの（5・6）とがある。体部外

面にはヘラケズリが施されているもの（13・6）があり、6にはさらに平行タタキ目の痕跡がわ

ずかにみられる。 

須恵器 

坏（第8図 1～4） 底部は平底である。体部が直線的に外傾するもの（1）とやや丸味をもっ

て外傾し、口縁部がやや外反するもの（2）とがある。底部には回転糸切り痕がみられ、再調整

はみられない。4の底部には「×」のヘラ書きがみられる。 
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であ

土壙2（第9図） 

〈平面形・規模〉 長軸3.8ｍ、短軸2.2ｍの楕円形を呈する。深さは確認面から約40cm

る。壁は緩やかに立ち上がる。底面は皿状を呈する。
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〈堆積土〉 1層認められる。自然堆積土である。 

〈出土遺物〉 土師器（坏・甕）、須恵器（坏・甕）が出

土しているが図示できるものはない。 

土壙3（第10図） 

〈平面形・規模〉 長軸1.7ｍ、短軸1.2ｍの楕円形を呈

する。深さは確認面から約20cmである。 

壁は緩やかに立ち上がり、底面は皿状を呈する。 

〈堆積土〉 1層認められる。自然堆積土である。 

〈出土遺物〉 土師器（坏・甕）、須恵器（坏・甕）が出

土しているが図示できるものはない。 

土壙4（第10図） 

〈平面形・規模〉 長軸1.5ｍ、短軸1.1ｍの楕円形を呈

する。深さは確認面から約30㎝である。 

壁は緩やかに立ち上がる。底面は平坦である。 

〈堆積土〉 2 層認められる。第Ⅰ層は全域に、第Ⅱ層は床面直上の中央部に堆積している。

自然堆積土である。 

〈出土遺物〉 土師器（坏・甕）、須恵器坏が出土しているが、図示できるものは少ない。 



土師器 

坏（第10図1・2） 製作にロクロを使用している。体部は丸味を持って外傾し、1の口縁部は

やや外反する。1 の底部には回転糸切り痕がみられ、底部周縁から体部下端外面にかけて手持

ちヘラケズリの再調整がみられる。また、体部外面に墨書がみられるが、判読できない。 

土壙5（第4図） 

〈平面形・規模〉 長軸2.6ｍ、短軸1.8ｍの楕円形を呈する。深さは確認面から約40cmであ

る。壁は緩やかに立ち上がる。底面は平坦である。 

〈堆積土〉 1層認められる。自然堆積土である。 

〈出土遺物〉 土師器（坏・甕）が出土しているが図示

できるものはない。 

ピット群と出土遺物 

Ｂトレンチの北側の地山面で多数のピットが検出され

居跡、土壙が検出されており、これ

の周辺に位置しており、重複しているのもある。

置関係には規則性が認められず、しかも調

大きさは約20cm～1ｍ前後のものがあるが、50㎝前後のものが最も多く 

③ 

た。この地域では住

ら遺構

ピット間の位

査区も狭いため、今回の調査では掘立柱建物跡として組

み合うピットはない。
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円形を呈している。深さは約30～50㎝のものが多い。また、掘り方と柱痕跡を区別することが

できるのもある。出土遺物は11個のピットから土師器（坏・甕）、須恵器（坏・甕）が出てお

り大半が破片で図示できたものはＰ.9内出土のものだけである。 

土師器 

坏（第11 図 1・2） 製作にロクロを使用している。底部が破損しており、切り離しは不明で

ある。1は体部から口縁部にかけて直線的に外傾する。2の体部には「 （貯ヵ）」の墨書がみ

られる。内面はヘラミガキ・黒色処理されている。 

3．遺構以外の出土遺物 

縄文土器、土師器（坏・高台付坏・甕）、須恵器（坏・甕）、灰釉陶器、剥片石器、古銭等が

各トレンチの堆積土から出土している。 

縄文土器（第12図1～3） いずれも胴部破片である。縄文（ＬＲ）を地文として1は沈線文

が横位に施され、2は縦位の曲線的な沈線文で無文部と縄文部を区画している。3は縦位の直

線的な沈線文が施文されている。文様の特徴から2は中期後葉、3は後期初頭、1は不明であ

る。 

土師器 

坏 製作にロクロを使用している。体部から口縁部にかけて丸味をもって外

と再調整のため底部切り離しが不明なも

6は手持ちヘラケズリの再調整が

周

切り離しが不明な17 は底部全面に手 ラケズリがみられる。内面

はヘラミガキ、黒色処理されている。1 底部に「田ヵ」の墨書がみ

られ、11 の底部にも墨書がみられるが、判読できない。また、17 の底部には「×」のヘラ書

きがみられる。 

高台付坏（第12図8） 底部と体部の

端部には浅い一本の沈線がみられる。

甕（第13図1・2） 製作にロクロを

る。口径より器高が大きい長胴形のも

（第12図4～17） 

傾するが、口縁部がやや外反するもの（5・6・7・9・12）もある。底部が残存しているものに

は回転糸切り痕がみられるもの（4～11、13～14、16）

の（15・17）とがある。8は体部下端外面に回転ヘラケズリ、

みられ、9 は体部下端外面から底部 縁部にかけて回転ヘラケズリの再調整がみられる。底部

持ちヘラケズリ、15 は回転ヘ

0・14の底部に「日」、13の

一部が残存している。高台は外に張り出さず、直立する

内面はヘラミガキ・黒色処理されている。 

使用している。1は体部下半から底部にかけて破損してい

のと推定される。最大径の位置は口縁部にある。口縁部

は強く外反する。体部外面には刷毛目、内面には回転による刷毛目が施されている。 
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須恵器 

坏（第12 図 19・20） いずれも平底で体部はやや丸味をもって外傾し、口縁部はやや外反す

る。底部には回転糸切り痕がみられ、再調整はみられない。 

灰釉陶器（第13図3） 壺の底部破片で高台が付けられている。製作にロクロが使用されてい

る。高台は付高台と思われる。燃成は良好で堅くしまっている。内面に淡緑色の釉が薄くか



られている。 

研磨面のある須恵器片（第13図4） 甕の体部破片を利用している。三角形を呈し各側辺は研

磨されている。用途は不明である。 

剥片石器（第13図5） 不定形のもので片面の2側辺に調整剥離が加えられ、刃部としている。 

古銭（第13図 1～3） 3枚出土している。1は「元祐通宝」（初鋳年1086 年）、2は「洪武通

宝」（初鋳年1368年）、3は「永楽通宝」（初鋳年1408年）である。 

4．遺構と遺物の考察 

① 出土土器の分類 

今回の調査では縄文土器、土師器、

須恵器、灰釉陶器等が出土した。そ

の中で土師器が大半を占めている。

ここでは、図示できた土器のうち比較的数が多い土師器、須恵器について分類してみたい。 

（土師器） 

出土土器の大半を占める土師器には坏、高台付坏、甕、小形手捏土器があるが、図示できた

土師器の中で坏が最も多い。 

坏 

全て製作にロクロを使用している。形態は体部から口縁部にかけて丸味をもって外傾するの

が多いが、中には口縁部がやや外反するのもある。ロクロの回転は全て右向転である。内面は

いずれもヘラミガキ・黒色処理されている。底部に回転糸切り痕が残るもの（Ａ類）と再調整

が加えられ、底部切り離し痕が残らないもの（Ｂ類）とに大別できる。 

〈坏Ａ類〉底部切り離しが回転糸切り技法によるものである。再調整が加えられているもの（Ａ

Ⅰ）と加えられないもの（ＡⅡ）とにわかれる。 

ＡⅠ類：底部切り離し後、手持ちヘラケズリが施されているもの（1）と回転ヘラケズリが施さ

れているもの（2）とがあり、再調整が施される部位には体部下端のみのもの（ａ）体部下端か

ら底部周縁部に及ぶもの（ｂ）、底部周縁部のみのもの（ｃ）とがある。 

法が不明なものである。手持ち

調整が体部下端から底部全面に及ぶもの（ａ）と底部全面のみのもの（ｂ）とがある。 

ＡⅡ類：底部切り離し後、体部、底部外面に再調整が加えられないものである。 

〈坏Ｂ類〉底部外面全域に再調整が加えられ、底部切り離し技

ヘラケズリが施されているもの（1）と回転ヘラケズリが施されているもの（2）とがあり、再
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甕 

図示できたものは少なく、しかも破損しているのが多いため全体の形態等の特徴を示すのは

少ない。製作にロクロを使用しないもの（Ａ類）と使用しているもの（Ｂ類）とに大別できる。 

は底部と体部の一部のみが残存しているものである。 

けて

である。最大径の位置によって2つに

あ  

ＢⅠ類 字状に外反する。口縁端部が上方に突き出すもの（1）と丸くおさまる

も 面に刷毛目、ヘラケズリ、平行タタキ目がみられ、内面

ある。 

。 

形手捏土器は各1点のみで分類できない。 

全て平底で底部切り離しは回転糸切り技法による。ロクロの回転は全て右回転である。形態

は体部から口縁部にかけて直線的に外傾するのが多いが、体部がやや丸味をもって外傾するの

もある。底

わかれる。坏Ａ類は1点のみで、底部周縁部に回転ヘラケズリが施されている。 

土器の「住居に伴う遺物」の間でこれらの

ているのみである。

めると、第

〈甕Ａ類〉口径と器高との関係、最大径の位置がわかるのは1点のみである。長胴形で最大径

の位置が口縁部にある。口縁部は外反する。器面調整は口縁部外面が横ナデ、体部は刷毛目、

内面は刷毛目が施されている。その他

〈甕Ｂ類〉体部下半から底部にか 破損しているのがほとんどで口径と器高との関係は不明

分類できる。最大径が口縁部にあるもの（ＢⅠ）、体部に

るもの（ＢⅡ）とする。

：口縁部は「く」

の（2）とがある。器面調整は体部外

には回転による刷毛目がみられるのも

ＢⅡ類：口縁部は「く」字状に外反する。口縁部は上方に突き出す。器面調整は体部外面にヘ

ラケズリ、平行タタキ目がみられる

高台付坏、小

（須恵器坏） 

部切り離し後、再調整が加えられるもの（Ａ類）と加えられないもの（Ｂ類）とに

② 出土土器の組み合せと年代 

前項のように出土土器は分類された。住居内出土

土器は各々次のような組み合わせ関係を示す。 

土師器坏は第1号住居跡でＡⅡ類のみが出土しており、第2号住居跡ではＡⅡ類とＡⅠ(２)ａ

類とが共伴して出土している。土師器甕は第2号住居跡でＢⅠ(１)類が出土し

須恵器坏は第2号住居跡でＡ・Ｂ類が共伴して出土している。以上の共伴関係をまと

2 号住居跡では土師器坏ＡⅠ(２)ａ類、ＡⅡ類と土師器甕ＢⅠ(１)類と須恵器坏Ａ・Ｂ類が組み

合うことがわかり、第1号住居跡では土師器坏ＡⅡ類のみで他に組み合うものはない。 
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その他、須恵器甕は1列のみであるが、第2住居跡に伴うものである。 

系土器との共伴関係より細分の可能性を示している（岡

田、桑原：1974）。さらに、小笠原好彦氏は須恵器坏・あかやき土器との共伴関係から3類に分

類している。（小笠原：1976）。以上、基本的に底部切り離し後、再調整が加えられているもの

から無調整のものへと移行することが考えられている。 

切り離しが回転糸切り技法でその後、再

して、これらのうち、第2号住居跡でＡⅡ類（底部切

り離し回転糸切り技法、体部下端に

回転ヘラケズリ）とが共伴するのみで他は遺構に伴うもの、共伴関係にあるものはない。本遺

関係は高清水町西手取・手取遺跡（早坂・阿部：1980）の第1群の土師器坏の

組

から図示で

きる土器は出土しておらず、遺構の重複関係からこれら土師器坏の先後関係は十分検討するこ

とはできな 遺物）も少なく吟味するには困難を要する。その他の各

類

Ａ 

次に各々分類された土器の年代について従来の研究成果、組み合わせ関係等を基に若干考え

てみたい。ここでは年代を考える上で特徴的な土師器坏を中心に考えていきたい。土師器坏は

全て製作にロクロを使用しており、内面はヘラミガキ・黒色処理されている。このような特徴

を有するものは東北地方南部における土師器坏の編年で表杉ノ入式（氏家：1957）と考えられ

平安時代に相当する。これと共伴する土器も同時期のものと考えられる。表杉ノ入式の土師器

坏は型式設定されてから氏家和典（氏家：1967）、阿部義平（阿部：1968）、桑原滋郎（桑原：

1969）の各氏によって主に成形・調整技法の差異により、細分が試みられている。また、岡田

茂弘・桑原滋郎両氏は須恵器坏・須恵

本遺跡出土の土師器坏には先に分類したように底部

調整があるもの、無調整のもの、さらに再調整のため底部切り離しが不明なものとがあり、こ

れらには赤焼土器は共伴していない。そ

り離し回転糸切り技法、無調整）とＡⅠ(２)ａ類（底部切

跡のような共伴

み合わせに近似しているが、手取遺跡の場合、再調整が加えられ、底部切り離しが不明なも

のとも共伴しており、しかも体部下端には手持ちヘラケズリが施されている点、本遺跡と異な

っている。しかも本遺跡で組み合わせが成立した土師器坏ＡⅠ(２)ａ類、ＡⅡ類は第2住居跡

から出土しており、先述したように第2住居跡は土壙5と重複しているが、土壙5

い。しかも、個体数（図示

についても同様なことが言え、平安時代でもどの段階に位置するかは不明な点が多い。 

③ 竪穴住居跡の構造と年代 

今回の調査で発見された住居跡は2軒である。そのうち、第1号住居跡は削平が著しく、し

かも調査区外にも延びているため全体の構造は明らかでない。 

各住居跡の出土土器の組み合わせは先述したように第1号住居跡では土師器坏ＡⅡ類のみが

出土し、第2号住居跡では土師器坏ＡⅡ類、ＡⅡ(２)ａ類、土師器甕ＢⅠ(１)類、須恵器坏
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Ｂ類と須恵器甕が出土している。これらの土器は前項で検討したように平安時代に属するもの

で

村田町北沢遺跡（斎藤、真山：1978）、西原遺跡（熊谷：1980）、白石市御所内遺跡（太田：1980）

等で発見されており、県南部に多くの類例がある。これらはいずれも平安時代の住居跡である。 

今回の調査で発見された土壙は5基である。平面形はいずれも楕円形を呈する。規模は2ｍ

⑤ 墨書土器について 

は

「上井」

各住居跡も同時代のものである。 

平面形は各住居跡とも方形を基調としている。床面は第1号住居跡で地山をそのまま床とし

ており、第2号住居跡では貼り床されている。柱穴は各住居跡とも床面上で明確でないが、第

2号住居跡では壁柱穴が認められた。周溝は第2号住居跡で部分的に認められる。カマドは第1

号住居跡では保存状態は良くなく全体の構造は明確でない。方向は東向きである。第2号住居

跡は焼燃部のみに石組され、粘土で補強されているものである。方向は北向きである。石組の

カマドは焼燃部のみと煙道部にわたるものがあるが、蔵王町二屋敷遺跡（林、藤沼他：1971）

下原田遺跡（志間、藤沼：1971）、東山遺跡（真山：1981）、赤鬼上遺跡（阿部、黒川：1980）

④ 土壙の年代 

前後で深さは20～70㎝である。堆積状況はいずれも自然堆積土である。出土遺物は各土壙から

出ているが、いずれも堆積土からである。特に土壙1からのが比較的多い。土壙1では先に分

類した土師器坏ＡⅡ類、ＡⅠ(１)類、ＡⅠ(２)類、土師器甕Ａ類、Ｂ類、須恵器坏Ａ類が出土

している。その他の土壙でも破片であるが、同様な土器が出ている。これらの土器は表杉ノ入

式（平安時代）のもので、しかも他の時代の遺物が混在していないことから各土壙の年代は平

安時代頃のものと思われる。性格については不明な点が多いが、土壙1出土の土師器坏の中に

比較的多くの墨書土器があることが注目される。 

本遺跡出土の土師器坏の中で体部外面、底部に墨書がみられるものがある。墨書の種類に

、「旬」、「日」、「 （貯ヵ）」、「新宅？」、「宅ヵ」、「田ヵ」、「上□？」がある。これらの

うち「田ヵ」は西手取・手取遺跡に類例がみられ、関連するものと思われるのが蔵王東山遺跡

で

い。しかし、「日」と関連する

と

、「万田」、「子田」、「今万田」の墨書がみられる。「上□？」のうちの「上」単独については青

木遺跡で類例がみられる。その他の墨書は県内で例が知られていな

思われる「月」が青木遺跡でみられる。また、「上井」の「井」は千葉県山田水呑遺跡（山田遺

跡調査会：1977）で多くみられ、「井戸」に関連するものと考えられている。本遺跡の場合も先の 
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調査で井戸が発見されている（真山：1981）等から同じようなことが考えられる。しかし、「上井」

の「上」が位置関係、優劣、その他を表しているかどうかは不明である。これらの墨書の類例をま

っ
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調 査 要 項 

遺跡所在地：宮城県白石市深谷明神脇 

遺跡記号：ＭＷ（宮城県遺跡地名表登載番号：02072） 

調査期間：昭和55年7月9日～7月15日 

調査面積：150㎡ 

発掘面積：150㎡ 

調 査 員：技術主査 狩野正昭 

技 師  森 貢喜 

菊地淳一 
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1．はじめに 

水道管埋設工事予定地は東

北縦貫自動車道の西側道沿い

であり、遺跡の西端を南北に

縦断する。

に幅 5ｍ× 0

設

始した。 

表土下約 30 ㎝で地山に達

する。調査区の南側一部は宅

柱建物

出土遺

須恵器等の破

みである。遺構の精査、

が終了したのは7月14日であ

る。 

2．調査の成果 

① 掘立柱建物跡 

2 棟重複して発見されたが、

調査区の東側にも延びており

全体の規模は不明である。い

ずれも南北棟と思われる。 

第1掘立柱建物跡 第2掘立

柱建物跡を切っており、新し 

調査区は荒地部分

3 ｍのトレンチを

定した。調査は家老内遺跡

と重複するが、7月 9 日から

開

地跡になっており、攪乱が激

しい。地山面でピット、土壙

が発見された。特に、ピット

の位置関係等から掘立

跡2棟が確認された。

物は少なく、表土から土師器、

片が出土したの

記録

 142 



い 北方向3

2.5ｍ＋2.5ｍ＋……、南例で西から

㎝の円形で深さは21～35㎝である。

ない。 

より古いものである。南北方向3間、東西方向2間のみ

2.0ｍ＋2.1ｍ＋2.3ｍ、南例で西から1.6ｍ＋2.3ｍ＋…

れも円形で約30㎝で深さは18～30㎝である。柱痕跡が認めら

出土遺物はない。 

壙 

された。 

平面形は径1.2ｍの円形で深さは約65㎝である。堆積土は1層のみで自然堆積土である。壁

はややゆるやかに立ち上がり、底面はほぼ平坦である。 

）、須恵器（坏、甕、壺）、緑釉陶器があり、量は少なく、いず

い。 

しロクロを使用し、内面はヘラミガキ、黒色処理されているも

ものと思われる。緑釉陶器は小破片1点のみが出土しており、

する釉が内外面に薄く施されている。胎土は灰色を呈し、緻密

音崎遺跡（中橋、清野：1978）で出土している。 

ま と め 

1．明神脇遺跡は白石川が形成した河岸段丘上に立地している。 

立柱建物跡 2 棟、土壙 1 基が発見されたが、性格、年代については不

器、緑釉陶器があり、いずれも小破片である。 

の西端にあたり、東側に遺跡の中心があるものと思われる。 

〈引用・参考文献〉 
中 橋 彰 吾（1978）：「観音崎遺跡調査報告書」白石市文化財調査報告書第18集 

ものである。南 間、東西方向2間のみ確認された。各柱間は西例で北から2.1ｍ＋

2.2ｍ＋2.3ｍ＋…と不揃いである。掘り方はいずれも約30

柱痕跡が認められたのもある。各ピットからの出土遺物は

第2掘立柱建物跡：第1掘立柱建物跡

が確認された。各柱間は西例で北から

と不揃いである。掘り方はいず

れたのもある。各ピットからの

② 土

1基のみ確認

③ 表土出土遺物 

出土遺物には土師器（坏、甕

れも破片で図示できるものはな

土師器坏はいずれも製作に際

ので表杉ノ入式（平安時代）の

器形は不明である。緑灰色を呈

で堅硬である。白石市内では観

2．今回の調査では掘

明である。 

3．出土遺物は土師器、須恵

4．今回調査した地点は遺跡

清野 俊太郎 
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調 査 要 項 

遺跡所在地：宮城県白石市深谷字御所内 

遺跡記号：ＧＳ（宮城県遺跡地名表登載番号：02320） 

調査期間：昭和55年7月11日～18日 

調査面積：275㎡ 

発掘面積：250㎡ 

調 査 員：技術主査 狩野 正昭 

技 師  森  貢喜 

菊地 淳一 
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1．はじめに 

水道管の埋設箇所は東北自動車道の西側で、本遺跡の東端部にあたる。北側に宅地と私道が

あるので、調査は私道より南側、長さ56cm、幅2～5ｍの約250㎡を対象にした。 

調査は7月11日から開始された。地表下約70cmで地山に達した。層は地山ローム上面まで

1層であり、暗褐色を呈する。層の厚さは40～80cmである。発掘区の北端は果樹による攪乱が

あり、南端には大きな河原石が多数あった。遺物は発掘区全体から出土しており、遺構は土壙・

溝状遺構が各 1々基検出された。調査の一切を終了したのは7月17日である。 

2．調査の成果 

① 土 壙 

発掘区北端の地山面で確認された。平面形は楕円形を呈し、規模は上端で長軸130㎝、短軸

80cm である。確認面からの深さは約60cm である。壁はほぼ垂直に立ちあがり、底面は平坦で

ある。堆積土は1層である。遺物は出土しなかった。 



 149 

②

発掘区北側の地山面で確認された。平面形は南側半分が楕円を呈する。規模は上端の長さが

170cm、幅は南側が30㎝、北側が18㎝と狭い。底面の幅は12cmある。確認面よりの深さは約

60cmある。壁は垂直に立ちあがる。堆積土は1層である。遺物は出土しなかった。時期、性格

とも不明である。 

③ 表土出土遺物 

縄文土器（第3図1～4） 

いずれも体部破片である。1 は地文が縄文（ＲＬ）で粘土紐貼り付けによる調整された隆起

線文が横・縦位に施文されている。2は横位に隆起線文が施文されている。3は地文が縄文（Ｒ

Ｌ）で曲線的な沈線文が施文され、無文部と区画されている。4は縦位に4本のやや曲線的な

沈線文が施文されている。これらは小破片で全体の文様構成のわかるものはないが、文様表現

技法等から、1は中期中葉、2・3は中期後葉、4は後期初頭のものと考えられる。 

土師器 

坏（第3図5・6） いずれも底部より体部下半が残存する。製作にロクロを使用し、底部から

体部下端は回転ヘラケズリの再調整をうけており、底部の切り離しは不明である。5 の底部は

回転ヘラケズリ後、更に手持ヘラケズリの調整をうけている。内面はヘラミガキ、黒色処理が

施されている。これらは表杉ノ入式（氏家：1957）のものと思われる。 

甕（第3図7・8） いずれも底部より体部下半のみ残存している。製作にロクロを使用してい

ない。7の器面調整は内外面とも刷毛目が施され、外面に一部ヘラケズリも見られる。8は外面

が刷毛目で、内面はナデの調整をうけている。底部は蓆状圧痕がみられる。 

須恵器 

坏（第3図9） 底部より体部下端のみ残存する。内外面ともロクロ調整をうけている。底部 

 溝状土壙 



の切り離しは回転糸切りで、再調整は施されていない。 

面には敲打痕が観察される。石材は石英安山岩質凝灰岩である。残存部の

① 御所内遺跡は白石川やその支流によって形成された河岸段丘上に立地している。 

の調査で発見された遺構には土壙・溝状遺構がある。これらの年代・性格は不明であ

石 器 

磨製石斧（第3図10） 基部の一部のみが残存する。表裏両面とも研磨されており、擦痕が認

められ、また、両側

長さは43cm、幅35cmある。 

3．ま と め 

② 今回

る。 

③ 出土遺物は表土から縄文土器、土師器、須恵器等出土している。周辺には更に遺構の存在

が考えられる。 

〈引用・参考文献〉 

氏 家 和 典（1957）「東北土師器の型式分類とその編年」歴史14 東北史学会 
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