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1.本書は、霞ケ浦町教育委員会の委託を受けた町遺跡調査会が筑波大学考古学研究室に調査依頼 し1998。 1999年

度に実施した遺跡分布調査報告書一遺跡地図編―である。

2.遺跡分布調査は1998年 7月 から2000年 3月 にかけて 7次にわたり実施 し、整理作業及び報告書作成は引き続き

2001年 3月 まで行なった。

3.調査・報告の対象としたのは、先土器時代から近世までの遺跡である。

4.調査で採集した遺物は、遺跡分布調査報告書―遺物編―刊行後に霞ケ浦町郷土資料館が保管する。

5。 本書の執筆は、筑波大学歴史 。人類学系教授川西宏幸の指導のもと以下の分担で行なった。第 1部 桃崎祐輔、

第 2部 桃崎祐輔、第 3部 I 川口武彦、Ⅱ 川口武彦、Ⅲ 赤坂亨・齋藤瑞穂、Ⅳ 日高慎、V 清野陽一、

Ⅵ つヒ崎祐輔、Ⅶ 桃崎祐輔、第 5部 渥美賢吾。

6,第 4部遺跡地図は1:10000都 市計画図、付図は 1:25000霞 ケ浦町全図を使用した。

7.調査にあたり、下記の方々・諸機関に御協力・御助言を頂いた。記して、謝意を表する次第である(五十音順、

敬称略)。

有村誠、飯田定直、飯田幹男、伊藤宏之、稲生嘉穂、今宮邦、国城寺正道、大嶋美和子、大森隆志、川嶋栄、

窪田恵一、黒沢春彦、小玉秀成、坂勝、椎名晃一郎、須賀博子、鈴木安之、関日満、関根孝夫、高田邦松、田

中新史、田中裕、中島文雄、中田和夫、西野元、長谷川敦章、藤井肇、本田信之、松沢喜昭、峰村篤、茂木雅

博、前田修、宮本武、矢野紗智子、山本隆志、吉澤悟、霞ケ浦町の皆さん、霞ケ浦町農村環境改善センター、

呆泰寺、松学寺、宝蔵寺、常陽リビング社

8,整理作業に際しては、次買に掲げた霞ケ浦町遺跡分布調査原票を用いた。

9.町遺跡調査会の組織および参加者一覧は巻末に示した。
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I.地理的環境

1.霞 ケ浦の概要

霞ケ浦町の町名ともなっている霞ケ浦は、茨城県南部

から千葉県北部にまたがる広大な湖で、霞ケ浦(以下の

霞ケ浦は西浦を指す )、 北浦および外浪逆浦からなるが、

古 くはE「椿沼や手賀沼なども包括する巨大な内海であっ

た。現在の面積は167.6k言,砂利採取域を除く最大水深7.

3m、 平均水深3.4m、 周囲長138kmで 、列島第 2位の広

さを誇る。北浦と外浪逆浦も浅い淡水湖で、面積はそれ

ぞれ35.2kN,お よび5,9k活である。平均湖水面標高はT,P,

0.16m,茨城県南を主要な流域 (1426とだ)と している。流

入河チllは 少なくとも26を 数え、主なものは、園部川、恋

瀬川、天の川、桜川、清明川、小野川、花室川などで、

霞ケ浦町域では菱木ナII、 一ノ瀬川、川尻ナ||の 3河川が代

表である。

これらの湖沼は、利根川の逆流を防止して洪水時の水

位の低下をはかるとともに、渇水時の塩水進入を阻止す

るために、昭和38年 に湖沼・利根川を結ぶ常陸利根川の

河口に水門が設けられ、外洋水塊は完全に返断されてい

る。なお湖域の湾入部は、高浜入、土浦入、江戸崎入

(大山入)な どと呼ばれ、霞ケ浦町の位置する出島半島は、

北の高浜入と南の上浦入に挟まれた要衝である。

2.霞 ケ浦町の位置 (図 1)と 地形 (図 2)

新治郡霞ケ浦町は、霞ケ浦の北西部に突出する出島半

島に位置し、面積110,80kだ、人口18983人 (2001調 )。 旧村

名である通称「出島」は三方が霞ケ浦の水面に囲まれて

いることに由来し、概 して気候は温和であり、中央台地

の一部を除けば湧水にも恵まれている。こうした環境に

あって、古 くから農業・漁業を中心とした生業が営まれ

てきた。

この半島は、行政区画からすると霞ケ浦町が約 8割 を

占め、北が石岡市、西が新治郡千代田町・土浦市と接 し

4市町村で構成される。地形的にみるとほぼ東流して霞

ケ浦に注ぐ、菱木川 。一ノ瀬川の 2河川によって形成さ

れる沖積低地が新治台地の東端を3条に分割するかたち

となっている。これら台地は、いずれも標高25～ 27mで

高低の差が少なく平坦で畑・果樹園・山林として利用さ

れているが、辺縁部には無数の小浸食谷が入り組み、い

わば樹枝状ともいえる複雑な地形を呈し、谷奥に湧水点

を抱える懐の深い谷津が独特の景観を作 り出している。

半島の東・南・北岸は霞ケ浦に面する広大な低地であり

水田となっているほか、土浦入りである南岸地域は全国

でも有数の蓮根の産地として知られている。また、地質

は東西において若干の違いはあるものの、洪積層は下位

第 1部 町 域 概 観

第 1図 霞 ケ浦町の位置

より鉾田層、成田層、龍ケ崎砂礫層、常総粘土層、関東

ローム層、表土力潮贋次堆積 している。基盤となる鉾田層

は、礫まじりの砂および貝殻まじりの砂質シル トまたは

シル トが主体をなす。成田層は、青灰色を呈するシル ト

と細・中砂粒からなり、その上に古東京湾海退砂質であ

る龍ケ崎砂礫層(赤褐色の砂・礫及び粘土 )と なる。常総

粘土層は、灰色あるいは灰白色の凝灰質の粘土層であり、

柏崎 。田伏・深谷などに露頭があり、古 くから須恵器や

瓦、荒物や土錘などの窯業原料として用いられてきた。

関東ローム層は下部の武蔵野ロームと上部の立川ローム

からなる風成堆積層で赤褐色を呈する。

北部の台地は、南は菱木川と流域の低地帯に接 し、北

は霞ケ浦の高浜入(古 くは高浜の海)を沿岸としている。

台地上には宍倉・安食の地区があり、集落が県道「石岡・

田伏・土浦線」に沿って広がっているこの台地の先端に

ある富士見塚古墳群第 1号墳の後円墳頂は霞ケ浦町の中

で最高点で標高35mを 測 り、眺望もよく対岸の玉里・行

方地内を望むこともできる。水上交通の面では、高浜入

(高浜の海 )、 行方の海、西浦(佐我の流海)の接点を望む

位置にあり、中近世には「柏崎の津」があった。

中部の台地は、菱木川南岸の低地から一ノ瀬川岸の低

地に挟まれた範囲で、上軽部・下軽部・西成井と呼ばれ

る地域である。南を画す一ノ瀬川流域は町域内で最も広

い沖積地を形成し、その多くは水田化されている。

―
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また一ノ瀬川本流と支流に挟まれた深谷の地域は、現

在町の行政・商業の一中心となっているが、地形的には

低地中に孤立した島状の台地をなしている。

半島の先端にあたる東部、川尻川河口と一ノ瀬川河口

に挟まれた坂・田伏地区は更に細長い谷津で幾つかに分

かれているが、台地の大部分を占める霞ケ浦出島ゴルフ

場によって旧況は失われている。歩崎周辺は台地の先端

が湖岸に臨む砂質の急崖をなし、行方・稲敷の台地や広

大な霞ケ浦への眺望が開けている。

南部の台地は、一ノ瀬川支流南岸の台地を北縁とし、

土浦入沿岸を南縁とする。土浦市域の田村・沖宿から戸

崎地区までが一連の台地で、川尻川の低地帯をかかえこ

むようにして東の加茂・牛渡地区に及び、台地上の幹線

道路に沿つて集落が展開する。平坦な台地を無数の谷津

が縁取 り、内陸部の眺望は閉塞しているが、南岸に面 し

た高台からは土浦入を挟んで稲敷域の台地をはっきり視

認することができる。一ノ瀬川支流域の台地縁や微高地

は果樹園や畑地、低地は水田となっているのに対し、土

浦入沿岸の低地は、水田の多くが蓮田に転換されている。

現在小さな漁港として蓮田の中に残る十余の舟入りは、

中近世における津の名残 りをわずかにとどめている。

3.霞 ケ浦町域の沿革

霞ケ浦町域は、古代においては、常陸国の中枢を担っ

た茨城郡の領域に属 し、F和 (倭 )名類乗抄』に見える安

鋳郷(石岡市域の石川・井関、天神・金川・宍倉・安食・

上軽部・下軽部・成井・柏崎に比定 )、 佐賀郷(岩坪・田

伏・坂 。有河・大和田 。男神・中台 。牛渡に比定 )、 大

津郷(土浦市域の菅谷・田村・沖宿、上大堤・下大堤・

三ッ木・南根本・深谷・加茂・戸崎に比定)の三郷(以 _L

の比定は F新編常陸国誌」に基づく)に及んでいる。F常

陸国風土記』には「佐我の流海」として霞ケ浦が見える

ことから、出島と玉造に挟まれた水域は、国府への水路

として古 くから重視されていたと考えられる。

古代末から中世にかけては、桜川北岸の筑波山麓から

出島半島の全域が南野牧の領域となり、常陸平氏の勢力

下にあつたと考えられるが、小田氏とその家臣団の勢力

下に入った鎌倉～室町にかけては南野庄と呼ばれるよう

になった。16世紀後半には小田氏の後退の中で佐竹氏の

勢力が及ぶようになり、文禄四年(1596)の中務大輔当知

行日録写によれば、志 倉ゝ 。おかミ。大わた 。かしは崎・

あんぢき・いわつほ・さか・田ふせなど町域の大部分が

佐竹一族の東義久の知行地となっている(佐竹義秀文書 )。

桃山時代には豊臣秀吉による検地が全国的に実施され、

庄・保・郷が廃止されて現在の大字が新たな村として設

定された。その結果出島には二十余の村が成立した。佐

竹氏の転封(1602)後は、北半(宍倉 。上軽部・安食・柏

崎・田伏・三ツ木)が水戸藩領に、南半(深谷・成井・下

軽部・坂・岩坪・加茂・戸崎)が土浦藩領に分害Jさ れ、

その他は天領や旗本領となり、男神村 。新岩坪村が幕府

第 2図 霞ケ浦沿岸の地形
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第 1表 霞ケ浦町域沿革

古代
倭名類衆抄

平安末～鎌倉中
康二 (1141)

鎌倉後ヽ戦国
弘安二 (1280)

太閤検地以降
文禄四 (1595)

(知 行者 )

還奉

６９

籍

‐８

藩 明治 4年
1871

明治 8年
1875

大 学
田丁本寸士可
1989

昭和30年

1955
平成 9年

1997

茨城郡
安銹郷

i有 野牧
安鋳郷

庄
郷

野
餅

南
安

石 ,(

石岡藩 水戸県

新治県 茨城 県

石 川

関川村 石岡市
井 閲 井 関

天神 天神

金川 今チ|

成井 土浦藩領 十
'吉

|ユ 成 井

志士庫村

出島村 霞 ケ浦町

宍 倉

水戸落領 水戸県

宍 倉

上軽部

安 食

安飾村
下軽部

土浦藩領 土浦県
下軽部

友城郡
佐賀郷

南野牧
佐賀郷

南野庄

佐賀郷

岩坪 岩 坪

囲伏 水戸藩領 水戸県 田 伏
佐賀村

坂
土浦藩領 土浦県

坂

有,可 有河
牛渡村

年 涯 植 本領 若森県 牛渡

大和 田 水戸藩領 水 戸 大和 田

美並村

中台 土浦藩領 i,盲 中台

男 神 幕府領 若森 県 現 神

茨城郡

大津郷

南野牧
大津郷

庄

郷

野

津

南

大

上犬好 旗本領

若森県

上大堤

下大堤
界府 凍本領

南根 本 南 根 不

三 ッ木 水戸 藩 領 水戸 県 三 ッ本
浜 谷

土浦藩領 土浦県

深 谷

方E茂 加 茂
下大津村

戸崎 一戸

菅 谷 菅 谷

上大津村 土 1南市田村 田 村

,中宿 沖宿

領、上大堤村 。大和田村・牛渡村が旗本知行地、下大堤

村・根本村が幕府と旗本の相給で支配体制の異なる村落

が複雑に入 り組むこととなった。

「天保郷帳」に見える当村域の村々は、加茂・戸崎 。

深谷 。上大堤・下大堤・三ッ木・根本(南根本)。 大和田・

男神・中台・牛渡 。有河・宍倉・成井・上軽部・田伏・

坂・安食・柏崎・岩坪・下軽部の21ケ 村を数え、明治22

年まで存続することとなった。

慶応四年(1868)幕府の大政奉還と明治維新に続き、明

治 2年 (1869)に版籍奉還が行われた。旧天領・旧旗本領

が常陸県知事の管轄を経て明治 2年若森県となった。 3

年には支配地の遠近統廃合により当村城は土浦藩領と水

戸藩領となる。明治 4年 7月 に廃藩置県が実施され、土

浦藩・水戸藩はそれぞれ土浦県・水戸県となり、町域は

三県にまたがることとなったが同年11月 両者は新治県に

統合され、明治 8年の統合によって茨城県となった。

また明治22年の町村制施行によって町域は新治郡下大

津・美並・牛渡・佐貫・安飾・志士庫の旧六ケ村となっ

た。土浦藩では帰農希望者に藩地を授け、産業資金の貸

付を受ける結社樹芸社が設立され、南野から岩坪にかけ

ての台地が開拓された。明治初年頃から養蚕が盛んとな

り、製糸業を営む者が現れた。醸造業も江戸時代以来各

地で盛んに行われた。戦後は、榊立から岩坪に至る台地

に開拓者が入植し、山林・原野であった台地一帯は畑地

となり、その後出島用水の開通によつて陸田となった。

昭和28年 9月 、町村合併促進法が施行され、10月 、下

大津・美並・牛渡・佐賀・安飾・志士庫の旧六ケ村に、

上大津・関川・三村を加えた九ケ村で、「円丁村規模適正

化研究会」が結成された。しかし、その後上大津が土浦

市に、関川と三村が石岡市にそれぞれ編入合併する態度

を明らかにしたので、昭和29年 7～ 12月 、旧六ケ村で

「出島六ケ村合併促進協議会」を設置し、昭和30年 2月 1

1日 を期 して合併、「出島村」として誕生 した。水田や蓮

田の整備が本格化したのはこの前後からで、平成 9年 に

は町制施行をとり、現在の「霞ケ浦町」に改称され今日

に至っている。

4.各 地区の概観

以下では更に今回の分布調査の踏査単位とした旧六ケ

村について概観 しておきたい。下大津村は大字加茂・戸

崎のニケ村、美並村が深谷・上大堤・下大堤・三ツ木・

南根本・大和田・男神 。中台の人ケ村、牛渡村が牛渡・

有河のニケ村、志士庫村が宍倉・西成井・上軽部の三ケ

村、佐賀村が田伏・坂のニケ村、安飾村が安食・柏崎 。

岩坪・下軽部の四ケ村よりなる。各大字の概要は以下の

ようになる(瀬谷 1982,佐久間・宮本 1983参照 )。

(1)志士庫 ししこ

宍倉 (し しくら)町 の北西端。北は石岡市、西は千代

田村、南東は土浦市に接する。菱木川上流域に位置 し、

中央部を同川が東流する。南部は水田地帯、西部には山

林・畑地が広が り、特に果樹園が多い。昭和38年 に志々

庫園芸組合により造成された集団栗園がある。集落は東

部・南部 。中央部・北西部にあり、商店・住宅・公共施

設が混在する。南部を出島用水路が流れる。県道牛渡馬

場山土浦線が東西をほぼ南北に、北西部を東西に通 り、

これを重用しながら県道石岡田伏土浦線が東西に通る。

志士庫地区第 1公民館・志士庫郵便局 。新治地方広域事

務組合消防出島分署・志士庫小学校・宍倉小学校・浄土

宗最勝寺(1555創建 )・ 曹洞宗呆泰寺(1503創建 )。 鹿島神

社・稲荷神社がある。

-3-



主要な遺跡には、縄文時代の小原 1遺跡、荻平遺跡、

風返古墳群などがある。

中世は南野庄に属し、文亀年間(15011504)に は小田

の家臣菅谷氏が宍倉城に拠 り、天正期には佐竹氏の支配

下に降った。のち佐竹一族の東義久の知行地となり、文

禄四年(1595)の 中務大輔当知行日録に「志々倉・はき・

しま」とある。佐竹氏移封後は水戸藩領となり、寛永十

二年(1635)の水戸領郷高帳先高に村高896.23石 、新田20

4石余と記され、同十八年の常陸国新治郡宍倉村御検地

帳には上新田・金川新田村を含めて村高1222石余とある。

元禄郷帳に宍倉村1262石余、上新田村172石余、金川新

田村62石余とあるが、幕末までに両新田を合併し、幕末

は水戸藩領分1758石余、呆泰寺朱印地30石、下軽部村長

福寺朱印地 8石余となる。F新編常陸国誌』によれば、

天保十三年(1842)の 田畑は209町余(分米1704石余)で、

『水府志料』の戸数185。 藩政期には当村を親村として三

ツ木・上軽部・安食など付近の水戸藩領を併せて宍倉郷

と称 していた。

西成井 (1こ しなるい)町 の中央部。上軽部を挟んで東

西 2地区からなる。東部は山林、西部には果樹園が多い。

南西部に集落がある。北縁の一部を菱木川が東流する。

南西部を県道牛渡馬場山土浦線がほぼ東西に通る。志士

庫地区第 2公民館 。稲荷神社・八坂神社などがある。

江戸初期に水戸藩領となり、寛永十二年(1635)の 水戸

領郷高帳先高に村高140932石 とある。正保三年(1646)

領地替で水戸藩領を離れ、正徳期(171116)に 土浦藩領

となり、弘化元年(1844)の戸数102、 人数238。

元禄郷帳の村高は1338石余で、天保郷帳では1838石 に増

加するが、幕末には土浦藩領分1338石余となる。

天保十年(1839)の 成井村年貢割付帳に「上畑七町四反

拾五歩 内弐反弐畝拾八歩 未分山根猪喰荒 畑三割引

当一年引」とあるように、猪鹿の害がひどく、元文元

年(1736)に は土手706間 、猪落 し穴32を つ くるため助人

足を加えて2393人 を使役して猪鹿土手を構築している。

また本寸内では年 2回 (7月 ,12月 )に生活用品や農具・魚

介を扱う市が開かれ、土浦や府中(現石岡市)か ら商人が

集まり、裏通りには馬繁場も設けられていた。明治12年

(1879)に西成井村に改称。

上軽部(かみかるべ)町 の中央部。西成井の中央部を

占める。台地上の山林地帯。北東部に集落がある。北部

を菱木川が東流する。鹿島神社がある。

江戸時代は水戸藩領で、元禄郷帳の村高は314石余、

幕末は水戸藩領分252石余。F新編常陸國誌』によれば、

天保十三年(1842)の 田畑は26町 6反歩 (分米251石余)で

『水府志料」の戸数はおよそ16。

(2)安飾 あんしょく

安食(あんじき)町の北東部。北・東は霞ケ浦に臨む。

湖岸沿いの低地に水田・畑が広がる。中央部の台地上に

は商店・住宅・公共施設が混在する。南部を菱木川が東

流する。中央部を県道石岡田伏土浦線が東西に通る。

⊂⊃町村市1実施前の村名(現在大字名)

安飾地区公民館・安食郵便局・安飾小学校 。安食養蚕協

業集団桑園がある。主要遺跡には縄文時代の安食平貝塚、

県指定史跡の太子古墳などがある。安食館内に位置する

大宮榊社は806年 の創建を伝える。

古代は「和名抄」記載の安餅郷の本郷の地に比定され

る。鎌倉～室町期には小田一族の安食氏が安食館に拠っ

て支配し、応永十年(1403)銘 の大宮神社鰐口に「南野庄

安食郷」とある。天正期に佐竹氏の支配下に入り、のち

佐竹氏一族の東義久の知行地となり、文禄四年(1595)の

中務大輔当知行日録に「あんぢき」とある。

佐竹氏移封後は水戸藩領となり、寛永十二年(1635)の 水

戸領郷高帳先高に村高1722.4石 、新田44石余とあり「柏

崎・岩窪共二」の註記がある。元禄郷帳の村高は1432石

余、天保十三年(1842)の 田畑は154町 9反歩(分米1334石

余)と ある。『水府志料』の戸数はおよそ159。

柏崎(か しわざき)町 の東端。北・東・南・は霞ケ浦

に臨む。菱木川下流地域。霞ケ浦に突出した地形で、北

部の湖岸沿いと南部を東流する菱木川流域には水田が広

がる。南東部に集落が発達している。中央部を主要地方

道土浦大洋線がほぼ東西に通 り、西・南部を県道石岡田

伏土浦線が北西から南東に通る。富士見塚古墳公園およ

び展示館、柏崎津の背後に素鵞神社がある。主要な遺跡

には富士見塚古墳群、古墳～奈良時代の柏崎窯跡群、中・

近世の瓦谷・清水遺跡がある。

応安年間(136卜75)の海夫注文に「かしわさきの津

小田兵部少輔入道知行分」とあ り、中世には小田氏一

族の支配下にあつたが、天正期に佐竹氏の支配下に入り、

のち佐竹氏一族の東義久の知行地となり、文禄四年(159

5)の中務大輔当知行日録に「かしは崎」とある。

慶長七年(1602)佐 竹氏移封後は一時天領となり、慶長十

一年の年貢割付状写(田制考証)に「宍倉之内柏崎村午年

可納御年貢割付之事 一高百九拾三石壱斗弐升 此取米

六拾五石六斗六升壱合 此わけ 米四拾壱石壱斗六升五

合 永楽四貫九百文 右之米銭霜月廿日を切、可有皆済、

如此相定終無沙汰、譴責を以可申付者也、拇如件 (慶長

十一年)午 九月廿八日 伊奈備前守 (E「判花押 )名主

百姓中」とある。その後水戸藩領となり、寛永十二年 (1

635)の水戸領郷高帳先高に「柏崎・岩窪共二」と註記さ

れる。元禄郷帳の村高は359石余で、天保十三年(1842)

「く恐酔離を
顆津¬ど ＼ 囲

第 3図 合併前の旧 6ケ 村
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の田畑は52町 3反歩(分米413石余 )、 新田六町四反余(分

米41石余)と なる。

江戸期の当地域は霞ケ浦の舟逗の要路で、高瀬舟は高

浜から三ッ谷・小津を通って柏崎を過ぎ、三又沖を下っ

て牛堀に出て横利根川を経て佐原(千葉県)に至った。オヽ

津・柏崎などは、風雨の折の避難の地でもあり、特に柏

崎は交通の要地で風待ち港として知られ、宿通りには宿

屋・湯屋 ,商店が並んでいた。

柏崎河岸は元禄三年(1690)四 月に幕府が江戸への年貢

米輸送の運賃を定めた関八州伊豆駿河国廻米津出湊浦々

河岸之道法井運賃書付 (徳川禁令考)に は「柏崎河岸 江

戸江川通六拾里 運賃米百石二付五石」とある。「水府

志料」には「戸凡九十一…船渡場 浜村へ渡す。湖上三

十六町」とあり、対岸の浜村(現玉造町)への渡船場もあっ

たが廃止された。

岩坪(いわつぼ)町 の東部。霞ケ浦沿いの台地に位置

する。周辺を山林がとりまき、その中に水田が点在する。

中央部と南部に集落がある。北部を菱木川が東流する。

中央部を主要地方道土浦大洋線がほぼ東西に通る。昭和

37年設立のスチロホームエ場、鹿島神社がある。

主要遺跡に縄文時代の岩坪平貝塚、古代のマケシ遺跡

がある。

天正期に佐竹氏の支配下に入り、のち佐竹氏一族の東

義久の知行地となり、文禄四年(1595)の 中務大輔当知行

日録に「いはつほ」とある。佐竹氏移封後は水戸藩領と

なり、寛永十二年(1635)の水戸領郷高帳先高に村高1722

4石、新田44石余とあり「柏崎・岩窪共二」の註記があ

る。正保二年(1645)宍戸藩秋田氏の転封に伴う領地替で

水戸藩領を離れ正徳期(171116)に 土浦藩領となり、弘

化四年(1844)の戸数33、 人数180。 元禄郷帳の村高は771

石余、幕末は岩坪村土浦藩領分526石余、新岩坪村天領2

47石余。新岩坪村は岩坪村の西にあり、F新編常陸園誌』

は「蓋元禄以後新開ノ地ナリ」とある。明治20年 (1887)

に岩坪村と合併。

下軽部(し もかるべ)町 の中央部。畑作地帯。北部に

集落がある。北縁付近を菱木川が東流する。北中学校・

鹿島神社などがある。

江戸初期は水戸藩領で、正保三年(1646)領地替で水戸

藩領を離れ正徳期(171116)に 土浦藩領となり、弘化四

年(1844)の戸数45、 人数170。

(3)佐賀 さが

田伏 (た ぶせ)町 の東端。北 。東 。南は霞ケ浦に臨む。

霞ケ浦に突出した台地上に位置する。東部は水田地帯、

西部は山林。東部湖水沿いに県道石岡田伏土浦線がほぼ

南北に通 り、沿線に集落が散在する。霞ケ浦大橋の開通

で対岸の玉造町と往来が可能になった。田伏郵便局・関

東鉄道田伏営業所 。曹洞宗実伝寺・真言宗豊山派東福寺・

鹿島神社、田伏城がある。

中世には南野庄に属し、小田氏の家臣田伏氏が田伏城

に拠って支配した。田伏氏はその後佐竹氏に減ぼされ、

当地は一時大稼氏の支配下に入る(F常陸大抜幕下録』)。

のち佐竹氏一族の東義久の知行地となり、文禄四年(159

5)の中務大輔当知行日録に「田ふせ」378石 3斗 とある。

江戸時代は水戸藩領で、寛永十二年(1635)の水戸領郷高

帳先高に村高913石 3半 3升 とある。元禄郷帳の村高は1

514石余、幕末は水戸藩領分1468石余。F新編常陸図誌』

によれば、天保十三年(1842)の田畑は152町 5反歩 (分米

1368石余)で『水府志料』の戸数はおよそ16。 四十八津

連判記載の田伏の津がある。

坂(さ か)町 の東部。南東は霞ケ浦に臨む。北部には

山林および果樹園や桑畑などの畑地が広がる。南部は水

田地帯。南東端に志戸崎漁港があり、霞ケ浦で漁業も営

む。集落は漁港周辺と中央部に立地する。南縁の一部を

一ノ瀬川が南東流する。南 。東部を県道石岡田伏土浦線

がほぼ南北に通る。霞ケ浦町農村環境改善センター・佐

賀地区公民館・佐賀小学校・出島自記水位観測所・稲荷

神社・人幡神社・鹿島神社がある。主要な遺跡に西方貝

塚、坂稲荷山古墳・折越十日塚古墳、要害館跡、坂寄居

山館跡などがある。また坂薬師堂には10世紀に遡る如来

形像、12世紀の天部形像が遺り、県下屈指の古仏として

注目される。

南東端の歩崎は県名勝に指定されている景勝地で、付

近には霞ケ浦町郷土資料館・霞ケ浦町水族館・民家園・

あゆみ庵・森林公園などがある。歩崎の先端にある長禅

寺は通称監見崎(歩崎)観音と称される。断崖の上の観音

堂には十一面観音が祀られている。古代は「和名抄」記

載の佐賀郷の本郷に比定され、中世は南野庄に属したが、

天正期に佐竹氏の支配下に入り、のち佐竹氏一族の東義

久の知行地となり、文禄四年(1595)の 中務大輔当知行日

録に「さかもりさく」とある。佐竹氏移封後は水戸藩領

となり、寛永十二年(1635)の 水戸領郷高帳先高に村高13

5805石、新田18石余とある。正保三年(1646)領 地替で

水戸藩領をはなれ、正徳期(1711-16)に土浦藩領となり、

弘化元年(1844)の戸数は114、 人数989。 四十人津連判記

載の志戸崎の津がある。

(4)美並 みなみ

深谷(ふかや)町 の西部。西は土浦市に接する。農業

地帝。水田・畑が広がる。中央部を主要地方道土浦大洋

線が東西に通る。あじさい館・公民館・多目的運動広場・

出島郵便局・美並小学校・南中学校・真言宗豊山派法蔵

寺(1406創建 )・ 鹿島榊社・八坂神社などがある。主要な

遺跡に富士塚山古墳、古代の八千代台遺跡、中世の真珠

院などがある。江戸初期に土浦藩領となる。元禄郷帳の

村高は1058石余、天保郷帳では1519石余に増加する。江

戸中期の土浦領新治郡深谷村絵図によれば、村中央を土

浦に至る道が通り、その両狽1は畑地で、上池から流れる

川沿いに水田が広がる。

上大堤(かみおおづつみ)町 の西部。南西は土浦市に

接する。南縁付近を一ノ瀬川が南東流する。台地上に位

置する農業地域。南部に水田がみられるほかはほとんど
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が畑と果樹園。鷲神社がある。古代は下大堤村とともに

「和名抄」記載の大津郷の本郷に比定されている(F新編

常陸國誌』)。 中世は南野庄に属 し、江戸初期に一時土

浦藩領となるが、のち旗本領となる。元禄郷帳の村高は

93石余、幕末は旗本羽太氏領78石余、板倉氏領14石余。

弘化三年(1846)の 戸数は 8、 人数44。

下大堤(し もおおづつみ)町 の中央部。東流する一ノ

瀬川中流左岸に分散する。畑作地帯。南部に集落がある。

鹿島神社(1271創建 )な どがある。古代は下大堤村ととも

に「和名抄」記載の大津郷の本郷 に比定 されている

(F新編常陸國誌』 )。 中世は南野庄に属し、江戸初期に

一時土浦藩領となるが、のち天領・旗本領となる。元禄

郷帳の村高は373石余、幕末は天領120石余、旗本沢・松

平氏領各124石余。

三ッ木(みつぎ)町 の中央 。西部。西の一部は土浦市

に接する。南根本を挟んで東西 2地区に分かれる。農業

地域。ほぼ果樹園と畑地。南東部に集落が点在する。南

縁を一の瀬川が南東流する。曹洞宗法源寺・吉田神社 (1

699改称 )な どがある。「水府志料」に「此村坪々地壌は

なればなれにして、中間に別村有 り」と記される。

天正期に佐竹氏の支配下に入り、のち一族の東義久の

知行地となり、文禄四年(1595)の 中務大輔当知行目録に

129石 7斗 7升とある。江戸時代は水戸藩領で、寛永十

二年(1635)の 水戸領郷高帳先高に村高14842石、ほかに

新田 3石余とある。元禄郷帳の村高は353石余、幕末は

水戸藩領282石余。宝暦十三年(1763)の戸数25、 人数104。

南根本(み なみねもと)

町の中央部。東・西は三ッ木に接する。農業地域。ほぼ

果樹園と畑地。集落が南西部にある。南縁を一の瀬川が

南東流する。字白藤に稲荷神社(1765石祠設置、のち社

殿)がある。

主要な遺跡に縄文中期の南根本遺跡がある。

もと根本村を称した。江戸初期に一時土浦藩領であっ

たが、のち天領・旗本領となる。元禄郷帳の村高は251

石余、幕末に南根本村に改称され、天領81石余。旗本松

平氏領84石余、沢氏領84石余。文久三年(1863)の 水戸街

道稲吉宿(現千代田町)への助郷勤高は170石、勤人足 8

人五分、勤馬 5疋一分で全額金納 している。

大和田(おおわだ)町 の中央部。南東流する一ノ瀬川

中流左岸の台地上に位置し、】ヒ部は山林・畑作地域、南

部には住宅が集中する。南部を主要地方道土浦大洋線が

ほぼ東西に通り、南・東部を県道牛渡馬場山土浦線が南

北に通る。霞ケ浦町役場・真言宗豊山派能円寺・八坂神

社などがある。

主要な遺跡には縄文晩期～弥生時代中期の和田台遺跡、

中世の大和田城などがある。

天正期に佐竹氏の支配下に入 り、のち一族の東義久の

知行地となり、文禄四年(1595)の 中務大輔当知行日録に

「おかミ・太わた」246石 3斗 3升 とある。江戸時代は水

戸藩領で、寛永十二年(1635)の水戸領郷高帳先高に小神

大和田として村高20234石 とある。元禄郷帳の村高は34

3石余、幕末は旗本堀氏領360石余。

男神 (お がみ)町の中央部。南東流する一ノ瀬川中流左

岸の台地上に位置する。ほとんどが山林・畑作地域。南

部に集落がある。字竜通に鹿島神社(伝1457創建)があり、

付近は縄文時代の男神貝塚である。

沿革は小和田と同様。『新編常陸囲誌習には、「旧ハ小

神二作ル、正保元禄ノ間、今字二改ム」と記す。正保三

年(1646)に領地替で水戸藩領を離れ、のち天領となる。

元禄郷帳の村高は117石余、享保十三年(1728)の 人数44、

宝暦九年(1759)の戸数14、 人数63、 文久三年(1863)の水

戸街道稲吉宿(現千代田町)への助郷勤高は74石、勤人足

3人七分、勤馬 2疋三分三厘で全額金納している。

中台(な かだい)町 の東部。東流する一ノ瀬川下流左

岸に位置する。ほぼ山林。南部に集落が点在する。真言

宗豊山派万蔵院・字宮前に鹿島神社 (1648創 建、1679本

殿再建)がある。元禄郷帳の村高は190石余、幕末は土浦

藩領分186石余、文久三年 (1863)の 水戸街道稲吉宿への

助郷勤高は110石 、勤人足 6人 、勤馬 3疋六分を全額金

率内している。

(5)下大津 しもおおつ

戸崎(と ざき)町 の南西端。南は霞ケ浦に臨み、西は

土浦市に接する。南部は水田地帯、北部は山林。中央部

に集落が広がる。南部を県道石岡田伏土浦線がほぼ東西

に通る。曹洞宗松学寺(1504創建 )・ 八幡神社・八坂神社

がある。

主要遺跡に縄文時代の柳沢遺跡、中世の戸崎城がある。

中世は南野庄に属し、小田氏の家臣戸崎氏が城を築い

て支配した。戦国末には佐竹氏領となり、江戸初期には

下総関宿藩領(寛文朱印留 )、 貞享四年(1687)以 降土浦藩

領となる。元禄郷帳の村高は934石余、幕末は土浦藩領

分948石余、松学寺領10石。

加茂(か も)町 の南西部。南は霞ケ浦に臨む。農業地

帯。湖岸1合いには水田、そのほかの地域は果樹園・桑畑・

畑地が広がる。南部をほぼ東西に通る県道石岡田伏土浦

線と中央部をほぼ南北に通る県道石岡田伏土浦線と中央

部をほぼ南北に通る県道戸崎上稲吉線沿いに集落が立地

する。加茂工業国地には昭和39年 に誘致された日東・東

洋工業がある。下大津地区公民館・平川簡易郵便局・下

大津小学校 。真言宗豊山派南円寺(1394創建 )。 人坂神社・

加茂香取神社などがある。

主要遺跡に縄文時代の加茂八幡貝塚、弥生時代の篠山

遺跡、古墳時代の鴨平遺跡、七曲遺跡、赤塚古墳群、車

塚古墳、古代の松本遺跡、中世の鍛冶屋廃寺などがある。

地内の椎名家住宅は差鴨居のホゾの紀年銘から延宝二

年(1674)の建立と知られ、国重文に指定されている。江

戸初期には下総関宿藩領(寛文朱印留 )、 貞享四年(1687)

以降土浦藩領となる。元禄郷帳の村高は2235石余、幕末

は土浦藩領分2227石 余、南円寺領10石。

四十八津連判記載の津のうち川尻・平川・崎浜・田宿・
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赤塚があり、水運の要衝でもあった。

(6)牛渡 うしわた

牛渡(う しわた)町 の南端。南は霞ケ浦に臨む。南東

流する一ノ瀬川下流右岸に位置する。南部は湖岸沿いの

水田地帝、北部には山林・果樹園が広がり、水田や畑 も

点在 している。南端に牛渡漁港があり霞ケ浦での漁業 も

営まれる。商店・住宅・公共施設が南部を東西に通る県

道石岡田伏土浦線沿いに集中する。牛渡地区公民館・牛

渡郵使局・牛渡小学校・真言宗豊山派金岡J寺・八坂神社・

鹿島神社(伝806創建),入田地蔵堂などがある。    
イ

主要遺跡に縄文時代の平三坊貝塚、貝ケ崎貝塚、古墳

時代の銚子塚古墳・牛塚古墳などがあり、特に牛塚古墳

は牛渡の地名起源伝説を残す。

中世は南野庄に属し、小田氏一族が居住したと伝え、

人田館跡は小田氏八代孝朝隠棲後の居館といわれ、付近

からは埋蔵銭も見つかっている。宝昌寺には孝朝の供養

塔と伝える九重層塔がある。江戸初期に下総関宿藩領と

なるが、のち旗本領となる。四十八津連判記載の津のう

ち房中・八田がある。元禄郷帳の村高は1830石余で、幕

末は旗本佐橋氏領227石余、新庄氏領626石余、篠山氏領

337石余、堀氏領313石余、竹本氏領337石余。文久三年

(1863)の水戸街道稲吉宿の助郷勤高は1800石、勤人足90

人、勤馬54疋で、人足と馬 8疋は実際に勤めている。

有河(あ るが)町 の南東部、一ノ瀬川の河口に位置す

る。南は霞ケ浦に臨む。牛渡の東部に2地区に分散する。

北の有河は山林地域。南の有河は中央部を東西に通る県

道石岡田伏土浦線沿線に商店 。住宅が混在する。北部を

一の瀬川は南東流する。

元禄郷帳の村高27石余の小村で、正徳期(1711～ 16)以

降土浦藩領となる。弘化元年(1844)の戸数22、 人数109。

四十人津連判記載の津のひとつであったが、のちに村内

には霞ケ浦の入海表魚猟運上場が設けられた。

(桃崎祐輔 )
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1.調査に至る経経 と経過

1.過去の調査

霞ケ浦町は貝塚と古墳の集中地として古くから知られ

ており、平成12年 までに発掘調査の行われた町域内の遺

跡としては、安飾安食平貝塚(慶應義塾高等学校歴史研

究会 1957)、 田伏神明台貝塚・牛渡貝ケ崎貝塚(慶應義

塾高等学棟歴史研究会 1959)、 風返古墳群(平沢・竹石

1974)、 為都南遺跡(伊東  1989a,b)、 富士見塚古墳

(山 口 1992)、 八千代台遺跡、柳沢遺跡(小ナ||ほ か 199
6)、 坂遺跡・船戸内遺跡・小原遺跡(茂木 1999)、 ヒヘ

田遺跡(霞 ケ浦町教育委員会 1997)、 下ノ原遺跡等を数

える。それらのうちには風返稲荷山古墳のように先頃よ

うやく正式報告書が刊行されたもの(霞 ケ浦町遺跡調査

会 2000)も あるが、多くは整理途上や概報の刊行にと

どまっている状態で、遺跡の性格、規模、内容等が十分

に把握されているとは言い難いのが実情である。

また、特定の貝塚や古墳を抽出した調査が多く、町域

全体の遺跡展開の通時的な整理は、大正大学者古学研究

会による遺跡分布調査報告(大正大  1985)|こ おいてさ

え、十分に果たされてはいなかった。

2.霞 ケ浦町遺跡分布調査

こうした中で平成11年 7月 16日 に公布された「地方分

権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」

(平成11年法律第87号 )及 び平成12年 2月 6日 に公布され

た「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴う文部省関係政令の整備等に関する

政令」(平成12年政令第42号 )に より、文化財保護法(昭

和25年法律第214号 )及 び文化財保護法法施行令(昭和50

年政令第267号 )の一部改正が行なわれ、平成12年 4月 1

日から施行されることが文化庁文化財保護部記念物課埋

蔵文化財部門より通知された。この改正は地方分権推進

計画(平成10年 5月 29日 閣議決定)に基づいたものであり、

国と地方公共団体との役割分担の在り方の見直しや、機

関委任事務の廃止、地方公共団体に対する関与の見直し

を主な内容としており、文化財保護行政に関するもので

は最大の眼日として、埋蔵文化財であるかどうかの鑑査

等の事務を都道府県又は指定都市若しくは中核市の教育

委員会が行なうこととした(法第60条から62条 まで)。 こ

の決定をうけて平成12年 5月 、茨城県教育庁文化課は

「埋蔵文化財に関する諸手続き」を作成し、法改正に伴

う事務手続きの変更点を通知した。

しかしこの移管に伴う措置は、遡って平成 8年度にそ

の実施が事前に予告されていた。「地方公共団/4Hが文化

財保護法第98条の 2第 1項に基づく発掘調査を行う際の

第2部 分 布 調 査

文化庁長官への通知について」(平成 8年 9月 5日 庁保

記第123号文化庁次長通知 )、 「埋蔵文化財の鑑査等の事

務の委任について」 (平成 8年 9月 2日 庁保記第 98号
文化庁次長通達 )に よって文化財の管理は文化庁から都

道府県教育委員会文化課へと移管されることが決定され

ていた。茨城県では従来より、文化財保護法第 4条第 2

項の規定に基づき数次にわたり F茨城県遺跡地図』の改

訂を行なってきたが、法改正に伴い基本資料として第一

に県域内に所在する遺跡の正確な実態把握が必要となっ

た。このため茨城県教育委員会は平成 9年 10月 1日付で、

各自治体に「茨城県遺跡地図」改定事業の名目で予算措

置を含めた遺跡分布調査の実施を指示した。これをうけ

て茨城県下の各市町村では、原則として詳細な分布調査

が実施されることとなった。

霞ケ浦町教育委員会においても、町域内で各種開発行

為が活発化するのに対応して、埋蔵文化財保護行政を強

化するための基本資料として遺跡分布地図を作成するこ

とが急がれていた。こうした両面の状況から、平成 9年

の会議において、平成10年度に町内遺跡の分布調査を実

施することが決定された。そうした事1青のもとで、筑波

大学者古学研究室は霞ケ浦町から遺跡分布調査依頼の打

診を受けた。筑波大学考古学研究室では、地域史研究に

重点を置き、特に茨城県南部を中心とする古代地域史の

研究を開学以来継続 して進めてきた(増田・岩崎ほか 1
981,岩崎・滝沢ほか 1991)。 このような研究の一環と

して、霞ケ浦町域については、過去に貝塚の測量調査と

表面採集(前田ほか 1991筑波大学貝塚調査チーム)や

古墳の測量調査(田中 。日高  1996,田 中 1999)を 実

施した経緯もあり、調査をお引き受けすることとした。

こうして霞ケ浦町教育委員会生涯学習課が委託 した町遺

跡調査会から筑波大学考古学研究室に霞ケ浦町内の遺跡

分布調査を担当することが正式に依頼された。

両者の協議の結果、筑波大学の考古学実習の一環とし

て分布調査を行うことを決定し、町教委ではこれに対応

して予算措置をこうじることとなった。以後、教育委員

会では次年度に向けて予算化作業を進めるとともに、筑

波大学考古学研究室との間で、これまでの成果、調査目

的 。課題等について調査方法、組織、期間、経費、方法

等具体的な打ち合わせを重ねた。

計画では、調査全体に平成10～ 12年 の 3年間を充て、

現地で行う分布調査は、平成10～ ■年度内に 6期 に分け

て実施 し、調査成果の取 りまとめ、分布調査報告書の刊

行は平成12年度に行うこととした。

調査の実施段階では、調査は1998年の夏から2000年 の

3月 まで 7期に及び、512イ固所の遺跡について所在を確

認した。その後2000年 度中に茨城県へ調査の成果を提出
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した。そして町へは分布調査報告書の提出をもって正式

報告することとなったが、本編はあくまでも F遺跡地図

編』に限定したものであり、踏査中に採集・確認した多

数の遺物については、後日『遺物編』の刊行をもって正

式に報告する予定である。

3.調査組織

今回の遺跡分布調査は、茨城県教育委員会文化課の指

示をうけた霞ケ浦町教育委員会が調査を町遺跡調査会に

委託し同調査会が筑波大学考古学研究室に調査依頼した

もので、調査会は霞ケ浦町教育委員会生涯学習課に事務

局を置き、霞ケ浦町郷土資料館の協力を受けた。霞ケ浦

遺跡調査会は、平成10年 7月 1日 に発足 し、同年10月 5

日に事業計画会議、同年 3月 24日 に平成10年度事業報告

及び11年度事業計画会議、平成11年■月4日 に事業中間

報告会議、平成12年 4月 21日 に平成11年度事業報告会議、

同年 5月 12日 に事業完了報告会議を行つた。現地調査、

資料整理、報告書作成等には筑波大学歴史 。人類学系考

古学研究室の川西宏幸・常木晃・三宅裕・桃崎祐輔ら担

当教官、日本学術振興会特別研究員の日高 慎、大学院

博士課程の川口武彦らの指導のもと筑波大学先史学・考

古学コースの大学生を中心に聖徳大学・茨城大学 。早稲

田大学・大正大学など各大学からの参加者を迎えて行っ

た(参加者は第 5部参照 )。

Ⅱ.分布調査の概要

1.調査計画

本格的現地踏査の詳細計画を決定するため、平成 9年

中に川西、桃崎、日高と霞ケ浦町教育委員会生涯学習課

職員により数度の打ち合わせを実施した。

霞ケ浦町全域を中′と、とする出島半島については、大正

大学者古学研究会による詳細な遺跡調査が実施されてお

り(大正大 1985)、 この成果を参考に町域の主要遺跡を

踏査・確認し、遺跡の立地、現況、分布傾向等について

大要を‡巴握するとともに、調査対象とする範囲、調査期

間等について検討した。その結果、調査範囲は水田・蓮

田等低湿地を除いた台地・微高地部分を対象とし、調査

期間は、霞ケ浦町を構成する旧 6ケ村の各々の調査にの

べ各 1カ 月を要し、筑波大学の授業の関係から7月 、11

月、3月 の休日限期間中にそれぞれ10日 ずつ 3シ ーズンを

踏査にあてれば、 3班編成で 2年間6カ 村の調査を完了

できるとの試算結果をもとに、旧村の範囲を単位として

調査を進めることとした。

2.現地調査 日誌抄

(1)第 1期調査(平成10年 7月 2日 ～ 9日 )

記録的な猛暑で晴天が続き、8日 間のうち実質踏査は

7日 間で、教官 4名 を含む合計23名が参加 した。町域の

西端にあたり上浦市と境を接する下大津地区でも川尻川

より西方の大学戸崎(西端 )、 石岡市と境を接する志士庫

地区でも菱木川の両岸にまたがる大字宍倉(西端 )、 南に

霞ケ浦をのぞむ牛渡地区の牛渡の3地区を4班に分かれ、

各水系、支谷を遡るようにして町域の北西部 。西都・南

部を調査 した。今期は季節の関係から、山林部への立ち

入 りが困難であり、畑地を中心に調査を行つた。そのた

め、散布地の調査が多くなる結果となった。また、町内

の遺物保管状況についても調査し、借用可能な資料につ

いては実測等を行った。第 1期の調査で所在を確認 した

遺跡数は69(宍倉24、 戸崎17、 牛渡28)であった。

(2)第 2期調査(平成10年 11月 26日 ～12月 5日 )

10日 間のうち実質踏査は6日 間で、教官 4名 を含む合

計24名が参加 した。

菱木川北岸を中心とした宍倉地区、一ノ瀬川南岸の牛

渡地区台地、川尻川東岸の加茂地区台地等の 3地区を 4

班に分かれ、町域の北部・西南部・南東部を中心に調査

を行つた。また、前期と同様町内に保管されている資料

について調査を行つた。第 2期の調査で所在を確認 した

遺跡数は68(宍倉23、 加茂19、 牛渡26)であった。

(3)第 3期調査(平成11年 3月 6日 ～15日 )

雨天が多 く気温も非常に低かつたため10日 間のうち実

質45～ 5.5日 間しか踏査できなかった。教官 4名 を含む

合計22名が参加 した。

菱木川中流の北岸の安食地区西半、菱木川下流北岸の

柏崎地区のほぼ全域、戸崎および加茂地区の北縁、一ノ

瀬川南岸の牛渡地区北西部の 4地区を4班に分かれ、町

域の北部・西部・南部を中心に調査を行った。第 3期 の

調査で所在を確認した遺跡数は79(宍倉18、 安食22、 戸

崎・加茂22、 大和田 5、 牛渡12)であった。

(4)第 4期調査(平成11年 7月 1日 ～10日 )

晴天にめぐまれ10日 間のうち実質75日 間の踏査が実

施できた。教官 4名 を含む合計46名が奏加 した。

菱木川中流の南北両岸の安食地区東半、菱木川下流南

岸の岩坪・下軽部地区、一ノ瀬川中流北岸の美並北半の

大和田地区、霞ケ浦を南に望む田宿・赤塚地区の 4地区

を4班に分かれ、町域の北部 。中央部 。東部・南部を中

心に調査を行つた。第 4期の調査で所在を確認 した遺跡

数は90(宍倉13、 安食17、 下軽部・岩坪 19、 大和田・男

神31、 加茂10)であった。

(5)第 5期調査 (平成11年 11月 26日 ～12月 5日 )

晴天にめぐまれ10日 間のうち実質70日 間の踏査が実

施できた。教官 4名 を含む合計45名が参加 した。

菱木川中流南岸の西成井地区、菱木川下流南岸の岩坪・

下軽部地区、一ノ瀬川上流の南北両岸にわたがる深谷地

区の北西部、一ノ瀬川下流北岸の坂地区の 4地区を4班

に分かれ、町域の西部 。中央部 。京都を中心に調査を行っ

た 第 5期の調査で所在を確認した遺跡数は89(西成井

30、 下軽部 2、 岩坪 9、 坂 9、 上大堤 。三ッ木・南根本

14、 大和田 2、 深谷23)であった。
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(6)第 6期調査(平成12年 1月 8日 ～ 1月 17日 )

10日 間のうち実質60日 間の踏査が実施できた。教官

3名 を含む合計32名が参加した。

菱木川南岸の上軽部、半島の先端部にあたる田伏・坂

地区、深谷地区東半の合計 3個所を4班にわかれて踏査

した。第 6期の調査で所在を確認した遺跡数は110(上軽

部10、 岩坪 2、 坂71、 南根本 2、 深谷25)であった。

(7)第 7期調査(平成12年 3月 8日 ～3月 18日 )

■日間の期間中、 6期 までに完了しなかった深谷地区

の残余の部分を3日 間ほど踏査 したほかは、出土遺物の

整理・地籍の確認作業、写真撮影等、前回までの調査成

果を整理し、県および町に提出するカードの作成作業を

行った。教官 4名 を含む合計34名が参加した。第 7期の

調査で所在を確認した遺跡数は深谷 7であった。

3.ま とめ

以上参加者は教官 5名 を含む合計99名に達し、全期間

を通じての調査 日数は合計69日 間、整理作業をのぞき実

質的に踏査に費やしたのは42日 間であつた。この間に確

認し得た遺跡は第 1期 69、 第 2期 68、 第 3期 79、 第 4期

90、 第 5期 89、 第 6期 110、 第 7期 7、 合計512イ固所に達

した。調査終了後は、県提出用および町提出用の遺跡調

査カードの作成、遺物の注記、採拓や実測、遺跡一覧表

の作成ならびに分布調査報告書の編集を行なうかたわら、

遺跡の現況の追加確認等を随時行なった。

Ⅲ.霞ケ浦町遺跡分布調査の意義

分布調査は、先行する調査、研究成果の検証に始まり、

それに新たな成果に基づ く追加、訂正が行なわれてより

実態に近い遺跡の分布状況を把握することができる。本

章では、これまでに行なわれた分布調査の成果を概括し、

その中で今回の調査の占める位置について述べる。

1.従前の成果の概観

現在の霞ケ浦町域に所在する遺跡について、近代にお

ける優れた地誌の一つとして著名な F新編常陸国誌』

(中 山 1901)の 記述はさておき、最も早く記載が見られ

る地名表は、明治33(1900)年 東京帝国大学による F古墳

横穴及同時代遺物発見地名表』である。岡田毅三郎 (岡

田 1894)、 小室龍之助(小室1895)、 大野廷太郎(大野18

96)等 の記事に基づき、牛渡村の古墳、安食の古墳 (太子

古墳 )、 宍倉村の小古墳 3ケ 所、崎浜横穴群などが取 り

上げられた。

縄文時代の遺跡は早くから人々の注意を引き、日本に

おける地名表の晴矢と言われる F日 本石器時代人民遺物

発見地名表』(第 1版 )が、東京帝国大学から明治30(189

7)年 に刊行された。町域内の遺跡としては安飾村大字岩

坪字木ノ下貝塚・字平貝塚・字寄居貝塚 。字天神貝塚、

佐賀村字貝塚、田伏村字馬宮貝塚(ニケ処)の 6ケ 所が挙

げられている。その後同書の最終版となる昭和 3(1928)

年の第 5版には上記に下大津村加茂八幡、戸崎(打石斧 )、

美並村(石鏃 )、 志戸崎(石棒)の 4ケ 所が追加され10ケ 所

の遺跡が載せられている。

第二次世界大戦後最も早く作成された地名表は、昭和

34(1959)年 に刊行された茨城県による F茨城県古墳総覧』

である。昭和30・ 31(1955・ 1956)年の調査で確認された

全県下3464基 の古墳のうち、霞ケ浦町域内では前方後円

墳22基 を含む131基 が報告され、県下有数の古墳集中地

域として紹介された。

2.『茨城県遺跡地名表』 と『茨城県遺跡地図』

昭和30年代後半に入ると、急激に進む開発から遺跡を

保護することが大きな課題となってきた。この対策の資

料とするため、文化財保護委員会は昭和35年度から37年

度にかけて全国的に遺跡の分布調査を実施 した。茨城県

では県教育委員会が37年度に調査を行なって遺跡台帳を

作成 した(文化財保護委員会  1965)。 その後も46年か

ら全国的に再調査が行なわれ、台帳の追加が行なわれた。

この成果は県教育委員会により F茨城県遺跡地名表』

として昭和39,45・ 50年 の 3回、F茨城県遺跡地図」と

して52年 にそれぞれ刊行されたほか、F全国遺跡地図

茨城県」として40年 に文化財保護委員会から、55年 に文

化庁分文化財保護部から刊行された。

これらの地名表、地図に載せられた霞ケ浦町域の遺跡

は、昭和39年の F茨城県遺跡地名表』 。40年の F全国遺

跡地図』がともに70ケ 所、50・ 52年の『茨城県遺跡地名

表』と F茨城県遺跡地図」がともに112ケ 所、55年 の

F全国遺跡地図』が94ケ 所である。前二者の対応関係に

ついては鈴木素行氏が同一の台帳に基づいて作成された

であろうことを指摘 しておられるが(古河市史編さん委

員会 1984)、 後二者についても同じことが言える。

昭和39年 と50年の F茨城県遺跡地名表』とを較べると、

県下遺跡数では2594が3622へ、市内の遺跡数では70か ら

112へ と増加し、10年 間の追加調査の成果が見 られる。

ところで、この間に刊行された地名表の例言には、「遺

跡の種別は、無土器時代から古墳時代までを中心に大別

したが、特殊な遺跡は中世まで及んでいるものもある。」

と記されているところから、奈良・平安期以降の遺跡に

はさほどの酉こ慮がなされなかったことが窺える。

このことは、遺跡の種別欄に城館跡、一里塚等と記さ

れている少数の遺跡を除くと、散布地の場合は遺物欄に

須恵器、土師器と記されるのみという記載方法に表され

ており、古墳時代以降は時代を知り得る手掛かりを全 く

欠いている。

一方、F茨城県遺跡地図Jの後半部をなす地名表には、

遺物欄に代わって時代欄が設けられている。地名表中の

古墳時代以降の散布地をこの遺跡地図について見ると、

発掘調査等で内容が明らかになった遺跡以外は多くを古

墳時代として記載しているので、奈良・平安期以降の遺
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跡が著 しく少ない結果となっている。また、遺跡地名表・

地図を通じて遺跡の時期細分が示されていないため、市

町村史の編纂をはじめとする地域史研究や、遺跡に基づ

いた様々な研究を行なうには不十分な資料である。

これらの遺跡地名表・地図が作られた時期は、埋蔵文

化財の破壊を防ぐために遺跡の周知が早急な課題であり

ながら、そのための基礎的調査を行なうには市町村教育

委員会の体制が整備されていなかった段階であった。

3.『重要遺跡調査報告書』 と『茨城県遺跡地図』

昭和53年度から58年度にかけて、県教育委員会では新

たな調査を開始した。内容は、「重要遺跡整備計画策定

事業」に基づいて特定の遺跡を重要遺跡として選定し、

詳細調査を行つたものであった。その成果は『重要遺跡

調査報告書 I・ Ⅱ・Ⅲ」として、県教育委員会から昭和

57・ 60・ 61年 にそれぞれ刊行された。同書 I・ Ⅱは、城

館跡以外の散布地、貝塚、古墳等各種遺跡の調査成果を

各冊に300件ずつ、Ⅱは城館跡の調査成果250件 を収めて

いる。霞ケ浦町域の遺跡では、 Iに男神貝塚、安食平貝

塚、岩坪平貝塚、銚子塚古墳 (報告書では牛渡銚子塚古

墳 )、 坂稲荷山古墳群、富士見塚古墳 (富士見塚古墳群 )

の計 6ケ 所、Eに安食館跡、坂寄居山館跡、田伏城跡、

宍倉城弥、戸崎城跡の計 5ケ 所、Ⅲに平三坊貝塚、風返

古墳群 権現塚古墳群 先浜横穴古墳群、折越十日塚古

墳の計 5ケ 所が載せられている。

遺跡 1件毎に I・ Ⅲは 1頁 を、Ⅱは 2買をあて、遺跡

名、所在地、概要等のほか地籍図か実測図、地図等に遺

跡力澪己入されていて、分布調査票の一部分とも言える体

裁をなしている。従前の地名表等に較べれば内容的に充

実している点もあり、特に地籍図等の図は確認のための

踏査には有効である。しかし、遺跡整備計画の資料とい

う目的から、遺跡の現況についての記述が中心で、遺物

の種類、時期等の記述は極めて簡略であり、遺跡の内容

を把握するには十分ではない。

昭和62年 に茨城県教育委員会から刊行された『茨城県

遺跡地図』は、A-2版 と大型の体裁で、二万五千分一

地図86葉 、地名表56頁他から成る。凡例には「埋蔵文化

財包蔵地は、茨城県教育委員会及び市町村教育委員会が

行つてきた分布調査等により、昭和61年度までに把握 し

ているもの」とあり、6254件 の遺跡が見られる。遺跡数

全体が増加 しているが、中でも城館跡を中心とした中世

以降の遺跡数の増加が注目される。霞ケ浦町域の遺跡数

は113で、1970年 の『茨城県遺跡地名表』より1ケ 所増

加しているにとどまっている。この遺跡地図には、遺跡

件数のごとく前回の遺跡地図刊行から10年 を経過した問

の調査成果が現れている面もある。しかし、霞ケ浦町域

については大正大学考古学研究会による分布調査報告が

既に出島村教育委員会に提出されていた筈であるにも拘

らず、その成果が全く反映されていないことは、当時の

編集体制に対し不備の謗 りを免れ得ないであろう。また

地図の遺跡記号は極めて簡略で、貝塚と散布地との区分、

古墳(群 )と 横穴(群 )の区分、窯跡と製鉄跡等との区分は

無く、古墳の墳形、古墳群に含まれる古墳の構成も表示

されていない。地名表も遺跡名称の変遷を中心に補訂が

なされているが、表記は従前の形式を踏襲し、時期細分、

出土遺物、古墳群の構成等については示されていないの

で、遺跡の内容をす巴握することはできない。

F茨城県遺跡地図』については、凡例にもある通 り市

町村による分布調査の成果が現れていることにも触れて

おかねばならない。地名表部分を見ると、遺跡数全体や

奈良・平安時代以降の遺跡数が著 しく増加 している市町

村が見られる。これは昭和50年代の後半から市町村教育

委員会または市町村史編纂に伴う遺跡の詳細な分布調査

が行われるようになった結果である。

出島村教育委員会では埋蔵文化財調査票を整備すると

ともに、昭和52年に『出島村の文化財』を作成 し、昭和

56年の改訂を経て昭和63年の再改訂版ではA5版 30ペ ー

ジのパンフレットに国指定文化財 1件、県指定文化財 11

件、村指定文化財14件、その他の文化財 2件が収録され、

国指定文化財に椎名家住宅(本報告の権名家屋敷 )、 県指

定史跡に太子古墳(太子のカロウド)、 村指定史跡に宍倉

城本丸、戸崎城本丸、牛渡銚子塚古墳、折越十日塚古墳、

坂稲荷山古墳、富士見塚古墳、風返大日山古墳、風返浅

間山古墳、牛渡牛塚古墳、指定外の風返稲荷山古墳、崎

浜横穴群の解説が付されているほか、巻末の出島村遺跡

地名表には史跡を含めて遺跡88ケ 所 (貝 塚 13、 古墳・古

墳群・横穴52、 製鉄跡 4、 窯跡 1、 経塚 4、 城館 9、 包

蔵地 5ケ 所)が掲載されている。

町制施行後に村指定文化財を町指定に変更するのに伴

い、内容を増補 してB5版32ペ ージに改定したのが『霞

ケ浦町の文化財』(霞 ケ浦町教育委員会  2000)で、『出

島村の文化財』再改定後に町指定考古資料に富士見塚古

墳出土品 1括が追加されたほかは、遺跡88ケ 所およびそ

の内訳の表示は変化していない。ただし、これらの地図

は文化財の周知を図るために所在を示す目的で作られた

ので、周知遺跡の一部に限って示 したものである。

4.『茨城県資料 考古資料編』
以上の他 F茨城県史料 考古資料編』 3冊にも各時代

毎に地名表が付されている。几例によれば、それぞれが

編纂された時点までに刊行された上述の各種の遺跡地図・

地名表とその他の文献・調査資料に基づいて作成された

とのことである。

第 2表 霞ケ浦町域における登録遺跡数の推移

書  名 刊行年 遺跡数

F友城県潰跡地名表』

F友城県遺跡地名表』
『茨城県遺餅地名表』 H2

F茨 城県遺跡地図』 1977

『全国遺跡地図8茨城県』
F鳴 台考古』4号 +古墳 古墳群104(219基 )=434カ 所

「茨城県遺跡地図』 113

F茨城県遺跡地図』
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Ⅳ.調査の目的 と方法

1.調査の目的

今回の分布調査は、町域内の埋蔵文化財行政の基本資

料とすることを目的として実施したものである。

前章で述べたように町内の遺跡分布調査はこれまでに

も幾度か行われ、特に有志の団体である大正大学考古学

研究会による調査は緻密なもので、本調査でもその成果

に負うところが大きかった。ここでは地域史の構築を図

ろうとする観点から、出島半島全体の遺跡の集成、遺跡

の性格、時期等の具体的内容にも踏み込んでいるが、遺

跡の時代別概観等は行われておらず、字の調査による遺

跡名称の決定を欠くことは、行政体による埋蔵文化財の

保護管理台帳として用いるにはやはり不便の観があり、

また F鴨台考古」が一考古同人誌として存在が周知され

ていないため、内容の高さに比して引用される機会が少

なく、県遺跡地図にもその成果は全く反映されていない。

調査着手から20年 を経た今日にあっては、開発の進展に

よる遺跡の埋減も当然予想されるため、現状確認の意味

からも改めて詳細な調査を行うことが必要であった。

一方、地域の発展に伴って各種の基盤整備事業や開発

が進むとともに、埋蔵文化財を保護するための資料とし

て基礎的地図・台帳の整備が急がれてきた。文化財行政

の資料作成も調査目的の一つであった。今回の調査で作

成した地図、調査表、諸記録等は、事業完成後は教育委

員会に移管され資料として活用される予定である。

内容の整備された分布調査報告は、遺跡立地・分布を

はじめとする考古学研究を行う上で重要な資料となり、

文化財に対する理解を深めることにもつながる。本報告

書が文化財保護行政の資料として、また研究資料として

それぞれの分野に貢献できることを願っている。

2.基本的事項の検討

次項の調査の方法にも関連するが、それに先立って、

今回の調査に当たって検討した基本事項について述べる。

(1)使用した地図

今回の調査目的は遺跡の内容を詳細に把握し記録する

ことにあり、そのためには、できるだけ大縮尺の地図を

使用することが望ましい。霞ケ浦町で整備されている地

図は、一万分の一『霞ケ浦町都市計画図』と二千五百分

の一『霞ケ浦町都市計画図』F霞 ケ浦町地籍図」の三種

で、このうち後者は新規の道路等に未記入等があるもの

の、分布調査ではこの地図の実大コピー地図を使用した。

地図はフイールドワーク時の携行に便利なよう折り畳み、

まずあらかじめ水田や低湿地を色鉛筆で黄緑色に彩色し

て踏査可能な範囲と地形を把握し、更に大正大学の登録

遺跡を水色で書き込みその確認を進めながら、踏査中に

得られた遺跡の範囲に関する情報については赤鉛筆で漸

次書き込んでいく方法をとった。

(2)調査票

例言裏ページに使用した調査票を示した。調査票の作

成に当っては、各地教育委員会で使用された調査票の実

例、およびこれまでに刊行された各地の遺跡地図・地名

表の項目を参考にするとともに、埋蔵文化財を保護する

ための遺跡台帳としての性格を考慮して項目・体裁を検

討した。調査票は、上質紙B-4版両面に印吊1し、完成

後の調査票は製本、ファイルいずれでも使用できるよう

にした。

3.調査項 目

調査票の項目のうち主なものについて触れておく。

(1)名称

遺跡の命名については、遺跡の名称は土地の名、それ

もなるべく位置を限定できる名によることが望ましい。

こうした点から、日本の考古学研究においては遺跡名称

として小字名を用いることが行われてきた。本報告書で

も小字名を用いることを原則とした。そのため、かなり

の遺跡で名称が従来と異なる結果となった。本来、遺跡

は無原則に命名されるべきではないのであり、市内の遺

跡に見られる名称と所在地との不統一を解消するため、

今回の調査を機に原則による名称に改めることにした。

以下に命名の方法を記す。

①遺跡の名称は、遺跡が所在する土地の小字名によって

命名することを原則とした。

②ひとつの小字に複数の遺跡が在る場合は、柳沢 1遺跡

のように名称に数字を付した。

③異なった地区に同一小字の遺跡名が生じる場合、小学

の前に大字名を冠した。

④城館跡の名称は、文献や伝承に基づくものが多かった

ので従来の呼称を優先した。

⑤名称を変更した遺跡については、遺跡地名表に従前の

通称を併記した。

⑥遺跡カードには霞ケ浦町役場の F出島村小字一覧』に

よりふりがなを付した。

(2)遺跡所在地

遺跡の所在地は踏査により地図に記載された位置に基

づいて、霞ケ浦町役場の地籍図と対比して地区(大字)名、

小学名、地香を記入した。幾つもの地番にわたる遺跡の

場合、地名表には中心となる地呑を代表として記載し、

他は「外」として省略した。

(3)遺跡番号

遺跡地名表・地図においては、遺跡に番号を付して順

番に配列し、相互に対照するのが便利である。本報告書

では、町域の北部から河川流域に沿って帯状に西から東

へと番号をぶった。この配列は踏査地区の単位となる旧

村の範囲とおおむね一致しているが、地区の入り組み等

で煩瑣になるため地区ごとに分ける方式はとらなかった。

また過去の「県番号」と対比を行なったほか、大正大

学による調査は収録遺跡の数、採集遺物の量からも本調
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査と対比すべきものであるため、表中に『鴨台考古』記

載の踏査遺跡番号を併記 した。

(4)遺跡の時代 。時期

遺跡の時代は、先土器時代、縄文時代、弥生時代、古

墳時代、奈良・平安時代、中世、近世に区分した。さら

にこれらの各時代の概観では、採集された遺物の年代幅

から遺跡の存続期間がわかるように工夫し、極力細分に

つとめた。縄文時代は草創・早・前 。中・後・晩期に、

弥生時代は前中期・後期に、古墳時代は前 。中・後期に、

中世は平安末～鎌倉初、鎌倉、室町、戦国に、近世は17・

18。 19世紀に区分 した。

4.調査の方法

(1)踏査

調査は踏査により表面観察・採集を行う方法を採った。

踏査は、観察不能な市街地、水田河ナ|1等を除いたので、

結果としては耕作地が中心となった。踏査に当たっては、

耕作地の区画単位に遺構・遺物の散布状況等を観察し、

遺跡と認められた場所についてはボーリングステッキに

よる確認、範囲の記入、写真撮影を行い、2500分の一地

図に範囲等を、調査表に所見等を記入した。採集遺物は

大学単位ごとに地点番号を合成樹脂製の遺物採集カード

に記入しビニール袋に入れて持ち帰った。現地で土地所

有者や住民の方に出会えた場合は地名、遺物発見の有無

等を尋ね記録 した。

(2)整理

採集遺物は宿舎帰投後の夕刻から夜、雨天時を利用 し

て直ちに水洗・注記 し、その後、種類・時期等により分

類し、可能なものは実測・採拓を行い整理した。整理後

の遺物は、記録整理後に確定した遺跡名の地点別に、種

類・整理区分に従って袋に収めた。

調査記録は、地図上の位置、遺物散布範囲等を再確認

し、所在地名・地番を地籍図、小字名一覧で確認して後、

遺跡名称を確定し、調査票に浄書した。しかし、明治期

の地籍改変で小字の詳細に関する記録が失われてしまっ

た美並地区の大字深谷地内などについては、地籍図では

小字名を確認し得なかったため、遺跡名は地元のおおま

かな通称に基づいて決定するなど変則的にならざるを得

なかった。

(3)遺跡範囲の把握

以上の作業結果を基に、調査所見、遺物の内容等から

遺跡と認められるかどうかを検討した。遺跡と認められ

た場合には、遺物の散布状況、遺構の形状・立地、周囲

の地形等により遺跡と認定される範囲を把握 し、地図に

記入した。しかし、時代 ,時期の異なる遺物が散布 して

いる遺跡の中において、時期別の範囲を把握するには至

らなかったため、第 3部の各章で提示 した時代別の遺跡

分布図においては、遺跡の範囲ではなくドットで図示 し

た。

5.既発見遺物の調査

町域でこれまでに発見された遺物は、一部が専門雑誌

上や大正大学の調査報告に紹介されていたが、今回の調

査では、既発見遺物の所在や内容等についても調査し、

資料を保管されている個人、機関を訪ねたほか、調査中

に住民の方から教えて戴いたことも再三ならずあった。

確認された遺物の中には、これまで町内で知られていな

かつた遺跡の出土資料や、遺跡の性格を考える上で重要

な資料が含まれていた。その内容は第 3部の各章および

第 5部の遺跡一覧で触れている。ただ、今回の調査では

時間的な関係から、これら遺物の調査と資料化を完了す

ることができなかった。よって実淑1図、拓本、図版なら

びに遺物観察表の紹介は別稿を期すこととし、今回は遺

跡地図編とし概観するにとどめた。 (桃崎祐輔 )
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報告」FAКhaeOlogy』 25

小室詫之助 1895 「常隆団震清沿岸附近二於ケル古跡JF東京人類

学会雑誌』10106

大正大学考古学研究会 1984 F鴨台考古』 4

霞ケ浦町遺跡調査会 2000 『風返稲荷山古墳』

霞ケ浦町教育委員会 2000 『霞ケ浦町の文化財』

町田公雄ほか 1957 「茨城県新治郡出島村大字安飾安食平貝塚発掘

報告J『 A rchaeology』 24 慶應義宿高等学校歴史

研究会

杉山荘平 1965「茨城県出島村岩坪平貝塚調査概報」 F史観』72

早稲田大学史学会編

瀬谷義彦編 1982 『茨城県の地名』日本歴史地名大系第八巻 平凡

社

佐久間好雄 宮本由紀子 1983 F8 茨城県』角川日本地名大辞典

田中 裕  1999

田中裕 日高慎

角川書店

「茨城県霞ケ浦町牛渡銚子塚古墳の測量調査」F筑

波大学先史学・考古学研究』10

1996 「茨城県出島村田宿天神塚古墳の測量調査J

『筑波大学先史学 考古学研究』 7

筑波大学貝塚調査チーム 1995 「茨城県出島村人幡貝塚の測量 踏

査報告」F筑波大学先史学 ,考古学研究』6 筑波

大学歴史 人類学系

筑波大学貝塚調査チーム 1995「茨城県出島村人幡貝塚の測量 踏査
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報告」「筑渋大学先史学・考古学研究JO        増日精―・岩崎卓也 1981 「筑波青代地域史の前究』
出島村教育委員会 1977発行、1981改定、19883改 定 「出島村の文    岩峰阜也・滝沢誠 1991 =吉墳1調査報告書 一茨城南部首代地域史

イ限オJ                                 研究―』 筑渡大学歴史,人類学系
寺田義範ほか 1977 「茨城県出島村男和違跡の研究」f懐ケ浦文化』   茂本悦発 1999 ,一般県道石H恒伏土浦線道路改良工事に伴う埋蔵
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豊JL4卓 監修 1971 「出島41真JH島村教育委員会

―                      茨城鼻教1育財H
申山信名修(栗田寛補)19ol F新編常陸国誌』(1976FF需書房刊)    山口行雄 1992 「富士見塚古墳群J出島村教育委員会吉田文後 1)
前田潮Iユか 1"上  F「古霞ケ浦湾」沿岸只塚|の 研究 昭和03年度            23 F右 墓時代遺物発見地1名表」「東京人類学雑誌J

平成2年度1文部省特定研究経費による調査研究概要J            20-217
筑波大学
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第 3都 時代別遺跡
―
概観

几  例

1)第 3部では、先土器、縄文、弥生、古墳、奈良 !平安、中世、近世と時代別に章を設けて記述

することとした。ただし複数の時代に亘るものもあるので、各遺跡が帰属する時代については

第5部を参照していただきたい。

2)本文・表の遺跡番号は、第4部の遺跡地図及び第 5部の遺跡‐覧表に対応する。

3)時代各説では、採集遺物の観察をもとにして、遺跡の時期・規模・性格などに関する若千の考

祭を加えた。今回把握された遺跡には、従前の分布調査や発掘調査、先行研究などで取上げら

れているものが含まれる。そこで、当該地の先行研究をまとめ、今回の遺跡分布調査の結果を

照合して時代ごとに比較考察を行なつた。

4)遺跡調査報告及び引用文献は時代各説の末尾に記した。
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1.出 島半島の先土器時代研究史抄

出島半島において最初に確認された先土器時代遺跡は

大正大学考古学研究会によつてメノウ製の掻器が1点採

集された正直遺跡(240)である(大正大 1976)。

また、大正大学考古学研究会による1976年～1984年の

分布調査では下軽部の寺前1遺跡(157)か ら黒曜石製の尖

頭器が、坂大平遺跡(281)か らはガラス質黒色安山岩製

の尖頭器と有舌尖頭器が採集されており、霞ケ浦町域に

おいて先土器時代後半から縄文時代草創期
1)の

遺跡が存

在することが確認されている(大正大 1985)。

その後、1989年から1991年 にかけて行われた柏崎の富

士見塚古墳群(070)、 田伏の為都南遺跡(274)、 牛渡の清

水遺跡(390)2)、 戸崎に位置する柳沢1遺跡(451)・ 八漑田

南遺跡(453)の発掘調査 (小川・大測・石川 1996)で も

先土器時代の石器が数点出土している。

また、1997年 に実施された深谷の八千代台1遺跡(358)

の発掘調査においても古代の溝状遺構の覆土中から先土

器時代の尖頭器、石核、剥片が、埋没谷より縄文時代草

創期の石鏃が出土している。       _
これらの一部については拙稿 (チ II口  2000)で公表し、

出島半島の先土器時代・縄文時代草創期遺跡を集成する

とともに、各遺跡の石器の技術的・形態的特徴を橋本編

年(橋本 1995)に 照らし合わせて時間軸上に整理 した。

その結果、以下の知見が新たに加わることとなった。

最終氷期の人類の居住の痕跡がいつ頃まで遡 りうるの

かという点については、富士見塚古墳群から出土 してい

る高原山産の黒曜石を利用した台形様石器と硬質頁岩製

の石刃を素材とする基部調整の中形のナイフ形石器の存

在から、少なくとも橋本編年(橋本 1995)Ⅱ a期の中段

階(26万年)か ら居住活動が営まれていた可能性が高い

ことを指摘 した(ナ |1口 前掲 )。

また、牛渡に所在する清水遺跡から出土 した最終氷期

最寒冷期に位置付けられるナイフ形石器群に代表される

ように出島半島の南狽1に はこれまで常総地域で遺跡数が

減少するとされてきた橋本編年Ⅱb期の遺跡が多数点在

している一方で、 Hc期前半の「砂川期」に相当するナ

イフ形石器群やⅢb期の長者久保・神子柴系石器群は確

認されておらず、遺跡の形成にも消長がみられることが

予測された。

2.先 生器時代の概観

(1)採集された石器

拙稿 (サ II日 前掲)で報告 したものを含めると、霞ケ浦

町域において現在までに知られている先土器時代の遺跡

I.先 土 器 時 代

は9遺跡を数え、それに今回の分布調査で先土器時代の

石器が採集された21遺跡を加えると計30の遺跡 3)が
確認

されていることになる(第4図 ・第4表 )。

分布調査で採集された石器のほとんどはガラス質黒色

安山岩や頁岩、メノウ製の剥片や石核、両極剥片、両極

石核など石器製作の際に生 じる割裂物であり、石器集中

地点がこれらの遺跡のローム層下に眠っていることが予

測されるが、細かな時期の推定が可能な資料は少ない。

西ノ入2遺跡(120)か ら採集された尖頭器の調整剥片、

稲荷台遺跡(483)か ら採集された尖頭器が Ⅱc期後半に帰

属する可能性が考えられようか。

(2)遺跡の分布と立地

先土器時代の遺跡は菱木川や一ノ瀬川、川尻川などの

河川に面する台地縁あるいはこれらの河川により開析さ

れた小菜谷に面する舌状台地の縁や谷頭などの少し奥まっ

たところに分布しており、霞ケ浦を直接望む台地縁には

少ない(第4図 )。

菱木川や一ノ瀬川、川尻川などの河川が近隣にみられ

ない遺跡でも湧水点が近くに点在しており(第4図の青い

範囲)、 水源の確保が重要であったことを物語っている

とともにこうした水源に集まる動物の効果的捕獲、例え

ば待ち伏せ猟なども立地と関わっていたと思われる。

先土器時代遺跡の立地と方位の相関関係についてみた

のが、第3表 4)で
ぁるが、遺跡は台地縁に圧倒的に多 く、

方位も日照条件に恵まれている南向きに集中している。

谷頭に立地する遺跡についても南向きが多い傾向がある。

3.最 終氷期最寒冷期前後の環境

では、これらの遺跡が形成された最終氷期の霞ケ浦町

の周辺はどのような環境であったのだろうか。

29万年前から20万年前にかけては古鬼怒川が現在の

桜川筋を流れており、坂の志戸山詔寸近で恋瀬川と合流し、

鹿島灘の方へと流れていたことが知られている(斎藤 1
984、 鈴木・吉川・遠藤・高野 1993、 井内・斎藤 199
3)。 その河川堆積物として形成されたのが3～ 5mの厚さ

のチャー ト、安山岩類、石英斑岩類から構成される土浦

礫層である。

第 3表 先土器時代遺跡の立地と方位の相関

立  地
方 位

計
東 西 南

台地縁 1 3

谷 頭 0 2 4 1 7

計 1 5 6
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第 4図 先土器時代の遺跡と水源

その後2.0万年前後に比定される最終氷期最寒冷期に

なると古鬼怒川は桜川低地帯から小貝川低地帯へと流路

を変更する。当時の海水面は現在よりも80mも 低 く、鹿

島灘の沖合まで陸地であった。これに伴い、霞ケ浦低地

帝での河川の下刻作用は著 しくなり、霞ケ浦低地に形成

されていた土浦礫層は段丘化 した(斎藤 前掲、鈴木・

吉川・遠藤・高野 前掲、井内・斎藤 前掲 )。

霞ケ浦低地を流れていた古鬼怒川流域の最終氷期最寒

冷期前後の植生は鈴木と吉川、遠藤、高野らによって桜

川中流低地に堆積 している「下大島層」のデータに基づ

いて復元されている。それによると2.4～ 22万年前には

ヨナラ亜属を主とする冷イ酷 落棄広葉樹林が形成されて

いたのが、2.2万年前頃になるとコナラ亜属が急減 し、

逆に単維管束亜属が急増する傾向が見られるという(鈴

木・吉川・遠藤・高野 前掲 )。 また、この移行期には

シナノキ属の増加が、AT降灰直後には トウヒ属の増加

がみられ、単維管東亜属とともに主要な森林構成要素に

なる。21万年から17万年頃にはヨナラ亜属を主とする

冷温帯落葉広葉樹林が衰退 し、主にマツ属単維管束亜属

や トウヒ属からなる冷温帯上部ないし亜寒帯下部の針葉

樹林への変化が認められるという(鈴木・吉川・遠藤・

高野 前掲 )。

同様の傾向は上高津貝塚に隣接する谷部より得られた

ボーリング・コアの資料No 5のデータからも指摘 され

ている(鈴木・辻本 1994)。

関東平野では台地上には森林的な景観が少なく、谷部

空魚己普写搭層ζ究イR壱棟応鍛手与≡慾争兵毒41こで
馬場 1998)、 霞ケ浦町域においても先土器時代の遺隊

が立地する台地上には草原的な景観が、当時、河川が流

れていた谷部から台地の斜面にかけてはうっそうとした

森林が広がっていたのであろうか。

以上、先行研究が明らかにしてきた最終氷期最寒冷期

前後の古植生のデータについて概観してきたが、ここに

提示したデータはあくまでも古鬼怒川の上～中流域のデー

タであり、下流にほど近い霞ケ浦町域の古植生が同様の

ものであったとは限らない。

今後、一ノ瀬川や菱木川などによって開析された支谷

の谷底に眠っている良好な花粉資料に基づいて検討する

必要があるだろう。

4.台 地下における居住活動の展開

霞ケ浦町域においてこれまでに先土器時代の遺物が確

認されている地点はすべて台地上に限られているが、礫

群構成礫や石器石材の採集活動など最終氷期の人類の居

住活動が台地下にも展開していた可能性は極めて高いと

思われる。霞ケ浦町域では現在のところ確認されていな

いが、柳沢1遺跡 (451)、 人双田南遺跡(453)と 同じ川尻

川水系に位置する土浦市の六十塚遺跡では4点 の礫から
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第 4表 先土器時代遺跡一覧

遺跡沓サ 遺 跡 名 発掘 採集 石器集中地点 時   期 ヒ還 物 文   献

上小原遺跡 採 集 ナイフ形石器(Hsh)

小 原 1遺跡 採 集 剥 片 (And)

宍倉 城 採 集 剥片2(Sh)

山ノ越・勝見掛遺跡 採 集 縦長尿1片 (A富 )

富士見塚古墳群 発掘(盛土 周
溝内覆土 )

二a期 , Ic期 ナイフ形石器(Ssh),台形様石器(Obs,Qt2),
尖頭器2(Ch),縦長剥片3(Ag,And,Sh),
剥片7(And5,A質。Obs),石核2(A富,And)

川 口 2000

荻 平 遺 跡 採集 剥片(And)

西 ノ入2遺跡 採 集 Ic期 尖頭器調整剥片(Sh)

寺前1遺跡 採 集 Ic期 尖頭器(Obs) 大正大1985,

川口2000

内原遺跡 採集 剥片 (Sh)

六牧遺跡 採集 縦長剥片(And)

鎌地蔵遺跡 採 集 剥片(And)
コンキ塚 採 集 剥片(Hsh)

正直遺跡 採集 Ⅱb期 ? 掻器 (Ag) 大二大1976,

川口2000

為都南遺跡 発掘 (遺構内覆
土 )

Ⅱa期 ? ナイフ形石器(Sh),石 刃2(Ssh,Hsh),
剥片2(And,Ch) 'II E]2000

坂大平遺跡 採 集 縄文草創期 尖頭器(Ch,And),二次加工石刃(Hsh) 大正大1976,

川口2000

坂 遺 跡 採集 剥片 (A質 )

入坂神社北遺跡 採集 剥片 And)

八千代台1遺跡 発掘 (遺構内覆
十 )

Ⅱc翔], 4亀 x暮
倉」期

尖頭器(Hsh),剥 片(Hsh),石 核(Hsh),

石鏃(And)
川 口 2000

幕戸3遺跡 採 集 両柾 剥 片 (And)

390 清水遺跡 発掘 Ib期 ナイフ形石器7(Hsh2, トロ,」 as3,Ag),
石刃(Hsh).石核2(Bsh,Hor)

川口2000

細内遺跡 採集 剥片 And)

小山遺跡 採 集 剥 片 And)

松 原遺 跡 採 集 剥 片 And)

浅間台遺跡 採集 剥 片 And)

柳沢1遺跡 発掘 Ⅱb到] 切出形石器(Ssh),石核2(Ag)
小川 大渕 ,

石川1996,川
口2000

人双田南 発掘 こc期 尖頭器(Hsh)
小川 大 測

石川 1996,川
口2000

並木遺跡 採集 両極石核(And)

稲荷台遺跡 【集 Ⅱc期 尖頭器(Obs)

松 本遺 跡 採 集 掻 器 (And)

七 曲 り遺 跡 採集 剥片(And)

石材略記号 Agiメ ノウ,Andiガ ラス質黒色安山岩,Bsh:黒 色頁岩,Ch:チャー ト

頁岩,Ssh i珪 質買岩, トロ :ト ロ トロ石 (ガ ラス質畢色デイサイ ト)

構成される極めて小規模な礫群が1基検出されている(小

川・大測・鍛冶 1997)。 礫の総重量は15 2kgですべて

完形の礫に復元されている。石材には安山岩と石英斑岩

が利用されており、古鬼怒川の河原で採集してきたもの

である可能性が高い。

また、地域は大きく離れるが、最終氷期の人類が台地

下へと進出していたことを物語る興味深い事例が確認さ

れている。

神奈川県藤沢市No.211遺跡 (大庭城跡 )|ま 引地川右岸

の河岸段丘の低位面に立地する遺跡であるが、本遺跡か

ら最終氷期の人類が石器石材を採集・選別した可能性の

ある遺構が報告されている(櫻井・松山・鈴木 2001a、

2001b、 鈴木 2001)。

2000年 度の発掘調査で確認された石器石材採集・選別

遺構とされている遺構の内部からは黒曜石製のナイフ形

石器とガラス質黒色安山岩、チヤー ト、硬質細粒凝灰岩

製の剥片も出土しており、遺構の上に堆積している火山

灰層序から19000年前よりも古いものと考えられている。

石器石材採集・選別遺構とされている遺構の形成に人

為的な要素が見いだせるか否かは今後の検討により具体

Hsh:硬 質頁岩,Hor:ホ ルンフェルス,」 aS i碧王,Obs:黒曜石,Qt2:石英,Sh i

的になってゆくと思われるが、石器がそうした場所から

出土していることを確認できたことはこれまで台地上の

遺跡に偏っていた祝点を転換させる貴重な成果と言える。

これらの事移1か ら、霞ケ浦沿岸地域において先土器時

代の居住活動を考察するにあたつては台地上だけでなく、

台地より下った微高地上や低地下、かつて「古鬼怒川」

が流れていた現在の霞ケ浦の湖底にも目を向ける必要が

あることが認識されよう。

5.今後の課題

本稿では霞ケ浦町域という極めて狭い現在の行政区分

の範囲の中で、先土器時代の遺跡を概観してきたが、最

終氷期の人類の居住活動がこのような狭い枠組みの中だ

けで完結していたとは考えにくい。

常総地域の北 。中部は久慈川流域のメノウや トロトロ

石(ガラス質黒色デイサイト)、 大洗海岸周辺のガラス質

黒色安山岩などの石材原産地として知られているが(柴

田・山本・鈴木・高松 1998)、 それらの石材を利用 し

た石器が常総地域の南部に隣接する下総台地の遺跡から
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出土することが近年、注目されている(橋本 前掲 )。 こ

れらが人類の手を介して移動したことは確かなのだから、

常総地域北部の石材原産地とさらに南に位置する下総台

地のような消費地との間に位置する霞ケ浦沿岸地域にお

いてどのような居住活動が展開したのかが問題として浮

かび上がってくる。長期的居住あるいは反復的利用によ

り形成された多数の石器製作ブロックと礫群から構成さ

れるような大規模遺跡が多いのだろうか。あるいは居住

地(原産地)か ら原産地(居住地)への移動の過程で形成さ

れた道具や割裂物が数点しか出土しないような極めて点

的な小規模遺跡が多いのだろうか。

ローム層の内部まで発掘調査された遺跡が少ないため、

そうした問いかけに答えることが可能となるのは当分先

のことになるだろうが、先土器時代の遺跡形成の背後に

ある遊動生活がどのようなものであったのかを具体的に

解明してゆくためにもまずはどのような条件の場所に先

土器時代の遺跡が形成されるのか、どの時期のどのよう

な石器群が確認されているのかという基礎データを体系

的に把握することが必要であろう。

第3表で先土器時代遺跡の立地と方位の相関関係につ

いて検討した結果、遺跡は台地縁に圧倒的に多く、方位

も日照条件に恵まれている南向きに集中し、谷頭に立地

する遺跡についても南向きが多い傾向にあることが明ら

かとなった。これまで発掘調査や踏査で先土器時代の遺

物が確認されていなくても、そうした条件を満たすよう

な場所から今後、先土器時代の遺物が発見される可能性

は十分に予測できる。

近世までを含めた全512遺跡の1割にも満たない先土器

時代の遺跡を少しでも増やしてゆくためには今後もこれ

らの遺跡の周辺において継続的な踏査を行うとともに、

これらの遺跡および周辺において発掘調査が実施される

機会があればローム層の内部を積極的に調査する姿勢が

望まれる。

(川 口武彦)

言主

1)こ こでは縄文時代草創期の遺跡も便宜的に先土器時代に含めて概

観する。

2)拙稿()|1口  2000)で は牛渡の人幡から採集された石器群として靴

告したが、その後の調査により1991年 に伊東重彼氏が出島村教育

委員会より委託を受け、建売分譲地として開発する土地を対象に

実施した試掘調査において出上したものであること力斗」明した。

この場をお借 りして訂正させて頂 く。

3)第4図 には33の ドットがプロットされていることから先土器時代の

遺跡は一見すると33の 遺跡が確認されているようにみえるが、宍

倉城(044)で は離れた2箇所の地点から、坂大平遺跡(281)で は3箇

所の離れた地点から石器が採集されていることから、両遺跡につ

いては個々の採集地点を記入した。

4)先生器時代の遺物が採集されている遺跡は計30遺跡あるが、富士

見塚古墳群の出土資料については トレンチ内の出土地点・出土層

位に関する情銀が不明であるうえに、古墳群が造営されている台

地が馬の背状の幅の狭い形態を呈 しており、台地の傾 く方位を決

定しづらかったので今回は検討対象から外した。
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1.出 島半島における縄文時代研究史抄

霞ケ浦町(旧出島村)域に数多くの縄文時代貝塚が存在

することは古 くから知られており、大正時代から踏査や

発掘調査が実施されている。既に貝塚遺跡を中心とした

調査・研究史については千葉隆司による総括があり(千

葉 1996)、 屋上屋を重ねることになるが、ここでは千

葉論文以降に発表された論考も含めて縄文時代の研究史

を振 り返っておきたい。

霞ケ浦町域の縄文時代遺跡が学会にはじめて知られる

こととなったのは1894年 における川角寅吉による幸R告で

あり、踏査成果を記録した地名表の中に岩坪平貝塚の名

前が挙げられている(サ |1角  1894)。 同じ時期には小室龍

之介や大野延太郎によるによる霞ケ浦沿岸地域の遺跡の

探訪報告がある(小室 1895、 大野 1896)。

1920年代になると清野謙次によって岩坪寄居貝塚にお

いて小規模な発掘がはじめて実施され、完形の鉢形土器

や注目土器、石棒、石剣、磨製・打製石斧、石鏃の出土

が報告されている(清野 1923)。

また、同年には吉田文俊が作成 した関東以北における

石器時代遺物を出土する遺跡の地名表に新治郡下大津村

戸崎と新治郡美並村の名前が見え、打石斧と石鏃の出土

が報 じられている(吉田 1923)。

その後1940年代～1950年代前半になると貝塚の貝層の

形成時期を明らかにする学術的水準の高い発掘調査が酒

詰仲男と廣瀬榮―によって安食平貝塚を対象として行わ

れている(酒詰・廣瀬 1948)。 また、2年後には岡田茂

弘も加えて岩坪平貝塚の試掘調査も行われている(岡 田・

酒詰・廣瀬 1950)。

1950年代後半～1960年代になると高校・大学の学術調

査が盛んに実施され、慶応義塾高等学校歴史研究会によ

る安食平貝塚、神明台貝塚、貝ケ崎貝塚の発掘調査が相

次いで行われた(慶應義塾高等学校歴史研究会 1957、 1

959a、 1959b、 イ青水  1956、 1961a、  1961b、 1963、 1979a、

1979b、 1979c)。 中でも貝ケ崎貝塚から検出された2体の

屈葬人骨は霞ケ浦沿岸地域における縄文時代の墓域や埋

葬形態を考察するための好資料として評価される。

1963年 に行われた早稲田大学による岩坪平貝塚の発掘

調査の幸R告では (杉山 1965、 1968、 1979)、 出土 した

豊富な土器片錘と魚骨から本貝塚で沿岸漁粉が行われて

いたことが指摘され、土器片錘は地曳き網に使用された

と想定された(杉山 1965)。

また、同調査で出土した土器の中から加曽利EⅢ 式と

称名寺式の間を埋める土器型式も提唱された(杉山 196

5)。

1970年代後半から1980年代前半には大学の考古学研究

会および考古学研究室による遺跡分布調査が行われるよ

うになる。1976年～1983年 にかけて大正大学考古学研究

会による遺跡分布調査が出島半島全域を対象として行わ

れ、1985年 に刊行された調査報告は出島半島の先土器時

代から中 。近世に至る遺跡研究の基礎を作つた遺跡分布

調査報告として高く評価される(大正大 1985)。

1979年から1981年には筑波大学者古学専攻有志による

霞ケ浦沿岸地域における貝塚遺跡の分布調査が行われ、

加茂平貝塚、加茂入幡貝塚、貝ケ崎貝塚、平三坊貝塚が

踏査されている(中 鳥 1991)。 また時を同じくして寺門

義範と佐野加代子による男神遺跡の踏査 (寺門・佐野 1
977)、 茨城県立歴史館による学術調査「県内貝塚におけ

る動物遺存体の研究」の一環で西方貝塚の踏査も行われ

(斎藤 1980)、 この時期に発表された茨城県内の貝塚遺

跡を集成した論考(斎藤 1981、 1982)に も霞ケ浦町域の

貝塚遺跡の名前と時期が掲載されている。

1980年代後半から1990年代前半では1988年 から1990年

にかけて行われた筑波大学による古霞ケ浦湾沿岸貝塚の

調査研究成果と能城秀喜の論考が注目される。

前田潮が研究代表者となって推進 した古霞ケ浦湾沿岸

貝塚の調査研究では男神貝塚、神明台貝塚、西方貝塚、

平三坊貝塚が対象とされ、貝塚の形態、立地、集落との

関係、地理的分布を把握するために踏査、表面採集、測

量調査が実施されている(田 中 1988、 1991a、 1991b、

中森 1991、 前田 1991a、 前田編 1991)①

また、1994年 にはこの研究の流れを汲んで、加茂人幡

貝塚の測量調査・踏査も行われている(筑波大学貝塚調

査チーム 1995)。

1987年 に婆良岐考古第9号 に発表された能城秀喜の論

文は岩坪平貝塚から採集された遺物を紹介したものであ

るが、後半部では岩坪平貝塚と同時期の出島半島におけ

る縄文時代中期初頭から晩期までの遺跡分布と遺跡数の

変遷について論 じており、当地域の大別型式レベルでの

遺跡分布と遺跡数の変化について初めて言及した論考と

評価される(能城 1987)。

1990年代後半から2000年 には霞ケ浦町の貝塚遺跡を対

象とした論文が学術雑誌にいくつか発表されている。19

96年 には茨城県考古学協会誌第8号に霞ケ浦町(旧出島村 )

の貝塚遺跡を対象とした3篇 の論文が収録 され、貝塚研

究のあるべき姿を聞う提起(鈴木 1996)や貝塚から採集

された貝類の分析から貝塚形成時の環境に言及する試み

(日 暮 1996)、 貝塚遺跡を中′とヽとした調査・研究史の総

括(千葉 前掲)が提示されている。

1997年 に茨城県史研究第78号 に発表された常松成人の

論文は古鬼怒湾沿岸地域に出現する「製塩遺跡」の成立

背景について論 じたものであるが、その付編に安食平貝

亜.縄 文 時 代
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塚・平三坊貝塚から採集された製塩土器が紹介されてお

り、さらに男神貝塚からも製塩土器が出土していること

が述べられている(常松 1997)、

2000年 に貝塚研究第5号 に発表された佐藤誠の論文は

古鬼怒湾の貝塚遺跡の形態を分類し、時期毎の変遷につ

いて検討 したものであるが、中期～後期にかけて営まれ

た安食平貝塚、岩坪平貝塚、岩坪新屋敷貝塚、貝ケ崎貝

塚、平三坊貝塚、男榊貝塚、加茂人幡貝塚、岩坪寄居貝

塚、神明台貝塚、西方貝塚、下江野貝塚、田伏中台貝塚、

加茂平貝塚が取 り上げられている(佐藤 2000)。

以上の研究史の概観からも明らかなように霞ケ浦町域

における縄文時代研究は貝塚遺跡を対象として進められ

てきた。その背景には貝塚遺跡が縄文人の食糧資源や当

時の周辺環境を復元する際の重要な材料であるという認

識があるからであろう。

しかし、貝塚遺跡を残した縄文人たちが何処に暮らし

ていたのか、どのような場所で生業活動を展開していた

のかといった生業・居住システムに関わる問いに答えて

ゆくためには貝塚遺跡に限らず、貝塚遺跡以外の多くの

包蔵地遺跡にも目を向ける必要があるのではないだろう

か。

そうした問題がある一方で、これまでみてきた貝塚遺

跡を対象としている多 くの先行研究の中で看過できない

のは、貝塚遺跡を残した縄文人の居住空間が隣接する包

蔵地にある可能性を指摘 した前田潮の提言である(前田

1991b)。

前田は古霞ケ浦湾沿岸の貝塚に関する調査成果を総括

する中でつくば市の旭台貝塚、霞ケ浦町(旧 出島村)の男

神貝塚、神明台貝塚においてそれぞれ小支谷を介した隣

接する台地上から包含地遺跡が発見され、それらが貝塚

と時期的にも併行または隣接する関係にあることから、

これらの包含地に集落l■が存在する可能性を指摘 してい

る(前田 前掲 )。

このような前田提言に答える近年の調査夕Jと して挙げ

られるのが、つくば市の旭台貝塚に隣接する旭台貝塚東

遺跡(中谷津遺跡 )の調査報告である(ナ |1村 1998)。

旭台貝塚の谷津を隔てた東に位置する旭台貝塚東遺跡

(中谷津遺跡)は 1996～ 1997年 にかけて茨城県教育財団に

よる発掘調査が実施され、先土器時代、縄文時代、古墳

時代の遺構 。遺物が確認されている(ナ ll村 前掲 )。 縄文

時代後期の遺構では堀之内1式期の住居址9軒 、堀之内2

式期の住居址1軒、土坑内貝層4基が確認されている(ナ‖

村 前掲 )。

ところが、旭台貝塚では加曽利B式以降の遺物が多 く

採集されているのに対 し、旭台貝塚東遺跡(中谷津遺跡 )

は時期的にやや先行する堀之内1～ 2式の集落が検出され

ており、微妙な時期差が認められる。

旭台貝塚の貝層形成が堀之内式期から始まっていない

のか、貝層の下に集落が存在しないのか判然としないが、

現状では包蔵地遺跡が貝層形成の主体となる時期と必ず

しも同時期でない可能性を示唆する一例とみることも可

能である。

ただし、旭台貝塚東遺跡(中 谷津遺跡 )の一例のみを以

て他の貝塚遺跡と包蔵地遺跡との関係へと普遍化し、前

田提言の妥当性を検討するには十分とは言えない。

貝塚遺跡に隣接する包蔵地遺跡に貝層形成の主体とな

る時期と同時期の集落が存在しているのか否かといった

議論を進めてゆくためにもまずは、大正大学考古学研究

会が実践 してきたような包蔵地遺跡も対象とした詳細な

遺跡分布調査の成果を整理する必要がある。

分布調査で遺物が採集された地点の下にどのような遺

構が存在するのかを知ることは容易ではない。しかし、

一方で同時期の遺跡を体系的に把握することができると

いう利′点も持ち合わせている。

以下では霞ケ浦町域の遺跡分布調査で確認された縄文

時代早期から晩期に至るまでの貝塚遺跡、包蔵地遺跡の

共時的分布とその通時的変遷について整理し、さらに採

集された遺物の帰属時期の把握を通 じて貝塚遺跡と隣接

する包蔵地遺跡との間に時期的共有関係があるのか否か

という問題について検討する。

2.縄 文時代の概観 (第5図・第7表 °
)

縄文時代の遺跡は既知の6包蔵地と12の 貝塚
2)を

含め3

07遺跡を数え、全遺跡の6割近くを占めている。

これらには帰属時期は不明だが縄文時代の遺物の出土

が確認あるいは採集されている遺跡力港5遺跡、発掘調査

で出土が確認あるいは踏査で採集された縄文土器の型式

から時期が半」別可能な遺跡が242遺跡ある(第 5～ 6表 )。

第5図に0で示 してあるのが出土あるいは採集された縄

文土器の型式から時期が判別可能な遺跡であり、○は帰

属時期は不明だ力薪亀文時代の遺物の出土が確認あるいは

採集されている遺跡、▲は貝塚遺跡である。

ただし、第5図 に示 した縄文時代遺跡がすべて同時期

に営まれていたわけではない。実際は異なる時期に生活

を営んでいた縄文人が様々な目的で土地を利用し、それ

によって形成された遺跡が累積 していった最終的な姿な

のである。

また、これらの遺跡には住居址が検出されている集落

跡もあれば、数基の上坑や陥し穴と遺構に伴わない遺物

が確認されている遺跡もあるし、遺物が数点採集されて

いる遺跡もあれば、たくさんの遺物が採集されている遺

跡も含まれている。必ずしも均質でないこれらの遺跡か

ら縄文人の生業・居住システムヘと接近 してゆくための

基礎データを提示するためにはどのような基準を設けれ

ばよいのだろうか。

そこで着目したのが、遺跡から出土が確認あるいは採

集される遺物の量である。遺跡から出土が確認あるいは

採集された遺物の量が必ずしも遺跡規模の大小を反映し
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第 5図 縄文時代の遺跡

第 6図 縄文時代早期の遺跡
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ているとは限らないが、縄文人が遺跡を繰 り返し利用あ

るいは長期的に占有すれば、遺跡から出土あるいは採集

される遺物の量は当然のことながら、増加する。つまり、

相対的に長期間あるいは反復的に占有された遺跡と短期

的な占有の結果、形成された遺跡との間の遺物量には、

隔差が生 じてくるのである。

従って、遺物量の多い遺跡は相対的に長期間あるいは

反復的に占有された遺跡、遺物量の少ない遺跡は短期的

な占有の結果、形成された遺跡とみることができる。

第6～ 10図は時期別に遺跡の分布と遺物量の相関関係

を示 したものであるが、大きい0は遺物量の多い遺跡、

小さい0は遺物量の少ない遺跡を表している。どの時期

も大半を占めているのは遺物量の少ない遺跡であるが、

遺跡数や遺物量の多い遺跡の分布は全時期を通じて一様

でないことがみてとれる。以下では時期別の遺跡分布と

遺物量の多い遺跡について概観 してゆこう。

3.縄 文時代早期 (第 6図 )

早期に比定される遺跡は50遺跡ある。これらの遺跡か

らは撚糸文系、沈線文系、条痕文系の土器が発掘調査に

おいて出土が確認あるいは踏査において採集されている。

(1)撚糸文系

撚糸文系土器の出土が確認あるいは採集されている遺

跡は7遺跡ある。柳梅台遺跡(441)の ように一ノ瀬川右岸

の独立丘陵上に立地する遺跡もあるが、その大半は菱木

川や川尻川、一ノ瀬川の上流のやや奥まったところに立

地している。

7遺跡のうち6遺跡が遺物量の少ない遺跡であるが、発

掘調査で確認された柳沢1遺跡からは稲荷台式に帰属す

る土器が100点以上 も検出されてお り、陥し穴も20基確

認されている(小ナII・ 大測・石川 1996)。 住居址は確認

されておらず、狩 り場として利用された空間と思われる。

(2)沈線文系

沈線文系土器の出土が確認あるいは採集されている遺

跡は30遺跡ある。前段階に比して、遺跡数は増加 してお

り、町域のいたるところに遺跡が形成されているが、一

ノ瀬川右岸には何故か分布が認められない。前段階と同

様、大半の遺跡は遺物量の少ない遺跡であるが、下ノ原

遺跡(270)、 加茂山ノ神遺跡 (485)、 富士見塚古墳群(070)

のように遺物量の多い遺跡もある。

下ノ原遺跡は1997年 に発掘調査が実施され、当該期の

良好な資料が得られている。撚糸文系の土器 も1点出土

しているが、大半は田戸下層式・三戸式に帰属すると思

われる土器である。

また、下ノ原遺跡の近隣に位置する為都南遺跡 (274)

は1989年から1990年 にかけて発掘され、田戸下層式とと

もに常総地域でも出土例の少ない田戸上層式土器の破片

が出土している。この近辺が当該期の居住活動の活発な

地域であったことがうかがえよう。

1989年から1990年 にかけて調査された富士見塚古墳群

では田戸下層式 。三戸式が大量に出土している。正式報

告書が未刊行であるため、これまでその内容は知られて

いなかったが、霞ケ浦町域においては現在のところ、沈

線文系土器の出土量が多い遺跡のひとつに数えられる。

(3)貝 殻条痕文系

貝殻条痕文系土器の出土が確認あるいは採集されてい

る遺跡は15遺跡ある。前段階に比 して、遺跡数は若千、

減少し、その分布は川尻川の左岸地域と一ノ瀬川左岸地

域、菱木川左岸地域にみられるが、撚糸文系土器や沈線

文系土器が出土あるいは採集されている遺跡の分布との

間には微妙な差がみられ、前段階のように広域に広が り

を見せるというよりはむしろ狭い範囲に偏る傾向がある。

前段階と同様、遺物量の少ない遺跡がその大半を占め

ているが、1989年 ～1990年 にかけて調査された富士見塚

古墳群では鵜ケ島台式に位置付けられる貝殻条痕文系の

土器が大量に出土している。霞ケ浦町域においては現在

のところ、貝殻条痕文系土器の出土量が最も多く確認さ

れている遺跡である。

早期の貝塚は霞ケ浦町域では確認されていないが、出

島半島の北西端にはハマグリとマガキを主体とし、アカ

ニシ、ハイガイ、オキシジミガイ、シオフキガイなど内

湾奥の潮間帯に棲息するものから構成される地蔵窪貝塚

がかつて存在し、隣接する地蔵平遺跡からは大量の貝殻

条痕文系の土器とともに12基 の炉穴が検出されている

(平岡・湯原・荒井 1995)。 貝塚遺跡に隣接 して居住域

が営まれていたことを示す好例として注目される。

4.縄 文時代前期 (第7図 )

前期に比定される遺跡は155遺 跡ある。遺跡数は前段

階に比べると飛躍的に増加 しており、遺物量の少ない遺

跡が多い点は早期と共通しているが、遺物量の多い遺跡

は早期に比べると増加 している点が‡旨摘される。

(1)花積下層式期

前期初頭の花積下層式の出土が確認あるいは採集

されている遺跡は霞ケ浦町域では現在の所、確認されて

いないが、1997年 ～1998年 にかけて茨城県教育財団によ

り実施された土浦市の下郷古墳群の/1k掘調査では花積下

層式期の住居址が7軒検出されている(平石 2000)。

(2)関 山式・黒浜式期

霞ケ浦町域において確認されている縄文時代前期の居

住の痕跡は関山式期からのであるが、採集されている土

器の大半が繊維土器の小破片であり、関山式に後続する

黒浜式と区別することが難しい。

前期前半の関山式土器・黒浜式土器、繊維土器の出土

が確認あるいは採集されている遺跡は108遺跡ある。全

遺跡のうち、遺物量の多い遺跡は7遺跡に限られ、遺物
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第 7図 縄文時代前期の遺跡

第 8図 縄文時代中期の遺跡

―-24-―



量の少ない遺跡が圧倒的に多い。遺物量の多い遺跡は下

江野貝塚 (163)、 畑合遺跡 (174)、 原ノ坊遺跡 (177)、 白

道遺跡 (197)、 南遺跡(382)、 中島遺跡 (392)、 柳沢1遺跡

(451)であり、中でも一ノ瀬川右岸の微高地上に位置す

る中島遺跡3)は
他の台地上の遺跡とは立地が異なってい

る点4)で
興味深い。

(3)浮 島式 。興津式・諸磯式期

前期後半の浮島式土器、興津式上器、諸磯式上器の出

土が確認あるいは採集されている遺跡は計73遺跡あり、

前段階より若干の減少がみられる。全遺跡のうち、遺物

量の多い遺跡は7遺跡に限られ、遺物量の少ない遺跡が

圧倒的に多い。遺物量の多い遺跡は塚下台2遺跡 (026)、

権現遺跡 (111)、 腕足遺跡 (146)、 下江野貝塚5)、 白道遺

跡、中島遺跡、柳沢1遺跡、小宮遺跡(454)である。

白道遺跡は前期前半の関山式土器・黒浜式土器、繊維

土器の破片が採集されている遺跡でもあるが、大正大学

考古学研究会による踏査では知られていなかった(大正

大 1985)。 本遺跡からは大量の土器とともに石皿や磨

石などの礫石器、両極剥片、両極石核など石器製作の際

に生 じる割裂物も採集されてお り、地主の方の話によれ

ば過去に山林であったところを開墾 して畑地にした際に

相当量の土器とともに焼土が確認されたようであり、炉

を持つ住居址の存在が想起される。

また、本遺跡から当該地域では希少な諸磯式土器も採

集されている。

5.縄支時代中期 (第8図 )

中期に比定される遺跡は161遺跡ある。遺物量の少な

い遺跡が多い点は前期と共通しているが、遺物量の多い

遺跡は前期よりさらに増加 している。

(1)五領ケ台式・下小野式期

中期初頭の五領ケ台式・下小野式の出土が確認あるい

は採集されている遺跡は富士見塚古墳群 (070)、 香取・

山下遺跡 (098)、 人千代台1遺跡 (358)、 中島遺跡 (392)の

4遺跡である。いずれも遺物量の少ない遺跡であるが、

八千代台1遺跡からは五領ケ台式土器の完形に近い深鉢

形土器が出土した1基の土坑が検出されてお り、幼児埋

葬墓娠の可能性がある5)。

香取・山下遺跡のような例外もあるが、当該期の遺跡

は後続する阿玉台式土器・加曽利E式上器の出土が確認

あるいは採集されている遺隊とは分布が重ならず、遺跡

占有が連続 しない点に特徴がある。

(2)阿玉台式・勝坂式期

阿玉台式・勝坂式土器の出土が確認あるいは採集され

ている遺跡は61遺跡あるが、大半は阿玉台式の出土が確

認あるいは採集されている遺物量の少ない遺跡である。

勝坂式は南根本遺跡 (193)、 千駄川遺跡 (203)、 神明台貝

塚(276)の3遺跡において採集されている。

遺物量の多い遺跡は小原1遺跡(017)、 馬場平1遺跡 (03

4)、 香取・山下遺跡、荻平本郷遺跡 (112)、 稲荷前遺跡

(113)、 柿根平遺跡 (152)、 猪之頭遺跡 (162)、 岩坪新屋

敷貝塚 (180)、 南根本出戸遺跡 (191)、 南根本遺跡、千駄

川遺跡、下大堤天ノ宮遺跡 (226)、 田伏中台貝塚 (266)、

神明台貝塚、大平遺跡(281)、 西方貝塚 (302)、 高谷新田

遺跡 (389)、 貝ケ崎貝塚 (405)、 平三坊貝塚 (436)、 柳沢 1

遺跡 (451)、 加茂平貝塚 (473)、 榎後遺跡 (476)、 榎前遺

跡 (478)、 榎遺跡 (490)、 加茂八幡貝塚(503)が挙げられ

る。

これら25遺跡のうち岩坪新屋敷貝塚、田伏中台貝塚、

神明台貝塚、西方貝塚、貝ケ崎貝塚、平三坊貝塚、加茂

平貝塚、加茂入幡平貝塚は貝塚遺跡であり、後続する加

曽利E式期まで占有されるものが多い。

今回の踏査では確認できなかったが、鈴木正博は安食

平貝塚(049)において小貝層が阿玉台 Ia式期から営まれ

ていることを指摘 している(鈴木 前掲 )。 上述した全て

の貝塚遺跡で阿玉台式の古い段階から貝層の形成力敦台まっ

ているのか否かは今後、解明してゆかなければならない

課題であるが、貝塚遺跡が確認されていない前期と比べ

て貝類の採集活動が活発となっていることが想定される。

(3)加 曽利E式・曽利式期

加曽利E式・曽利式土器の出上が確認あるいは採集さ

れている遺跡は121遺 跡ある。全時期を通 じて最 も遺跡

数が増加する時期であるが、大半は遺物量の少ない遺跡

である。遺物量の多い遺跡は小原1遺跡、馬場平1遺跡、

香取・山下遺跡、荻平遺跡 (108)、 権現遺跡 (111)、 荻平

本郷遺跡 (112)、 マケシ遺跡 (184)、 稲荷前遺跡、柿根平

遺跡、猪之頭遺跡、岩坪新屋敷貝塚、南根本出戸遺跡、

南根本遺跡、南根本原口遺跡 (199)、 千駄川遺跡、六枚

遺跡 (205)、 東山台遺跡 (215)、 下大堤天ノ宮遺跡、大坂

上遺跡 (234)、 駒木山遺跡 (235)、 田伏中台貝塚、神明台

貝塚、大平遺跡、西方貝塚、高谷新田遺跡、小山遺跡 (4

03)、 貝ケ崎貝塚、突抜平遺跡 (433)、 平三坊貝塚、柳沢

1遺跡、加茂平貝塚、榎後遺跡、榎前遺跡、榎遺跡、松

本遺跡 (502)、 加茂八幡貝塚、鴨平遺跡 (507)、 七曲り遺

跡(508)が挙げら/Lる 。

大半の遺跡は加曽利EI～ EⅢ 式まで継続 して占有さ

れる遺跡であるが、加曽利EⅣ 式の出土が確認あるいは

採集されている遺跡は少なく、型式設定の契機となった

岩坪平貝塚(173)と 加茂地区に位置する榎後遺跡、鴨平

遺跡が挙げられるのみである。この時期の遺跡は後期ま

で連続して占有される傾向が‡旨摘できる。

また、当該地域では希少な曽利式土器が小原1遺跡、

西入間遺跡 (059)、 岩坪新屋敷貝塚、南根本出戸遺跡、

六枚遺跡、大坂上遺跡、中妻木3遺跡 (349)、 小山遺跡、

加茂平貝塚において採集されている。

遺物量の多い38遺跡のうち、8遺跡が貝塚遺跡であるが

このような遺物量の多い貝塚遺跡とは対照的に遺物量の

少ない貝塚遺跡もある。
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第 9図 縄文時代後期の遺跡

第 10図 縄文時代晩期の遺跡
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牧ノ内貝塚 (228)は 加曽利E式および後期の堀之内式

土器と少量のサルボウ、ヤマ トシジミが採集されている

貝塚遺跡であるが、大正大学者古学研究会による踏査で

は知られていなかった(大正大 1984)。 本貝塚の貝層の

形成時期が加曽利E式期まで遡るのかは今後の資料の増

加あるいは発掘調査により検証される必要があるが、今

回の踏査で破砕した貝の散布している範囲に地主の方の

許可を得てボーリングステッキを挿 してみたところ、10

cmほ どの薄い貝層が4m× 4m程度の範囲に包蔵されて

いることを確認した。貝の分布範囲を考慮すると住居址

あるいは土坑内貝層の可能性がある①

6.縄文時代後期 (第9図 )

後期に比定される遺跡は72遺跡ある。遺物量の少ない

遺跡が多い点は中期と共通しているが、遺物量の多い遺

跡は中期より減少している。

(1)称名寺式期

後期初頭に位置付けられる称名寺式の出上が確認ある

いは採集されている遺跡は安食平貝塚 (049)、 荻平遺跡

(108)、 岩坪平貝塚(173)、 男神遺跡 (232)、 男神貝塚 (23

3)、 中島遺跡(392)、 平三坊貝塚(436)、 加茂平貝塚(473)、

松本遺跡(502)、 加茂入幡貝塚 (503)、 加茂人幡原遺跡 (5

06)、 鴨平遺跡(507)の 12遺跡である。いずれも遺物量の

少ない遺跡であるが、加曽利EⅣ式期から占有が連続す

るものがある。

なお、注目すべき資料として男神貝塚からは東北地方

北部に分布の主体を持つ後期初頭～前葉に位置付けられ

る門前式の土器片が1点採集されていることを付記 して

おく。

(2)堀之内式期

堀之内式の出土が確認あるいは採集されている遺跡は

37遺跡ある。前段階に比べると遺跡教は増加してお り、

それらから独立する形で遺物量の少ない遺跡が内陸に分

布する傾向がある。

遺物量の多い遺跡としては安食平貝塚、荻平遺跡、マ

ケシ遺跡 (184)、 男神遺跡、男神貝塚、栖形2遺跡 (374)、

平三坊貝塚、加茂八幡貝塚の9遺跡が挙げられる。

(3)加 曽利B式期

加曽利B式の出土が確認あるいは採集されている遺跡

は31遺跡ある。遺跡数は前段階より僅かに減少している

が、前段階と同様に遺物量の多い遺跡から独立して遺物

量の少ない遺跡が内陸にも分布する。遺物量の多い遺跡

としては安食平貝塚、岩坪平貝塚、畑合遺跡 (174)、 原

ノ坊遺跡 (177)、 男神遺跡、男神貝塚、平三坊貝塚、加

茂八幡貝塚の8遺跡が挙げられる。

(4)曽谷式期

曽谷式の出土が確認あるいは採集されている遺跡は安

食平貝塚と加茂八中番貝塚の2遺跡だけであり、いずれも

遺物量が少ない。前段階に比べると遺跡数は大幅に減少

しているが、曽谷式は小破片の状態では加曽利B式 と安

行1式 との区別が難 しく、そうしたことも遺跡数・遺物

量が少ない理由のひとつに挙げられるかもしれない。

(5)安行1～ 2式期

安行1～ 2式の出土が確認あるいは採集されている遺跡

は安食平西遺跡 (048)、 安食平貝塚、平遺跡(052)、 正佛

田遺跡 (165)、 岩坪平貝塚、畑合遺跡、岩坪丸山遺跡 (17

8)、 男神遺跡、男神貝塚、大坂上遺跡 (234)、 中島遺跡

(392)、 平三坊貝塚 (436)、 加茂人幡貝塚、鴨平遺跡の計

14遺跡が挙げられる。前段階に比べると遺跡数は増加 し

ているが、いずれも遺物量の少ない遺跡ばかりである。

7.縄文時代晩期 (第 10図 )

晩期に比定される遺跡は16遺跡ある。その大半は晩期

前半の安行3式 に帰属するものであるが、加茂八幡貝塚

(503)か らは前浦式と思われる土器片が、後田遺跡(015)

や小原3遺跡 (024)、 富士見塚古墳群 (070)、 和田台遺跡

(213)か らは晩期終末に帰属すると思われる口縁に浮線

網状文やB突起力消己された土器や胴部に条痕や細い撚糸

文が施された千綱式・荒海式土器の出土が確認あるいは

採集されてお り、当該地域においてもこの時期まで土地

利用がされていたことが明らかとなった。

遺跡から出土あるいは採集される遺物量は極めて少な

く、やや奥まったところに立地する傾向がみられるが、

和田台遺跡からは縄文時代晩期に帰属すると思われる数

点の土器とともに100点以上の石鏃とその製作の際に生

じた剥片や砕片、石核、両極剥片・石核などの割裂物が

数百点も採集されており、特異な様相を示している。何

らかの遺構に伴うものなのか否か興味深い資料である。

8.遺跡分布の変遷 (第6～ 10図・第5,7表 )

これまで早期～晩期の時期別の遺跡分布と遺物量の多

い遺跡について概観 してきたが、ここでは再確認する意

味でその変遷を辿つてみよう。

まず、早期であるが、遺物量の多い遺跡は極めて少な

く、その周 りに遺物量の少ない遺跡が点状に散らばるパ

ターンが見られた。遺物量の多い遺跡は柳沢1遺跡のよ

うに内陸にもあるが、他の遺跡は海岸寄 りに分布してい

る。逆に遺物量の少ない遺跡は内陸に多 くみられた。

採集あるいは出土が確認された土器の時間差により、

遺跡の立地に差がみられた。撚糸文系土器が確認されて

いる遺跡の大半が、菱木川や川尻川、一ノ瀬川の上流の

やや奥まったところに立地しているに対 し、沈線文系土

器が確認されている遺跡は一ノ瀬川右岸を除く、町域の

至る所で確認でき、条痕文系土器の確認されている遺跡

は川尻川の左岸地域と一ノ瀬川左岸地域、菱木川左岸地

域に立地する傾向がみられた。
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前期になると、遺跡数は増加し、町域の至る所に遺物

量の少ない遺跡が、所々に遺物量の多い遺跡が分布する

パターンがみられた。

遺物量の多い遺跡が霞ケ浦を直接望む台地縁にも形成

されていた早期とは異なり、遺物量の多い遺跡はいずれ

も川尻川の上流部や一ノ瀬川・菱木川に挟まれた台地の

支谷が入 り組んだ奥部に立地する傾向がみられた。また、

遺物量の少ない遺跡は海岸寄りにも分布するが、圧倒的

に内陸に多い。この時期に顕著であった海進と無縁の現

象ではないだろう。

大正大学考古学研究会の報告では黒浜期の遺跡が支谷

沿いの内陸部に多いのに対 し、それ以降の遺跡は内陸に

も形成されるが、河川流域の台地上に多い傾向があるこ

とが指摘されている(大正大 1985)。

しかしながら、第7図 と第7表からは少なくとも繊維土

器の出土が確認あるいは採集されている遺跡と浮島式 。

興津式・諸磯式土器の出土が確認あるいは採集されてい

る遺跡との間に有意な分布差は認められない。むしろ、

同じような選地パターンが読みとれる。

中期になると遺跡数はさらに激増し、遺物量の多い遺

跡から独立して故らばっていた遺物量の少ない遺跡も遺

物量の多い遺跡が増加したことによりその周辺に密集す

るパターンがみられた。遺物量の多い遺跡は海岸寄 りに

も分布するが、内陸にもみられた。

五領ケ台・下小野式期の遺跡は、後続する阿玉台式

土器・加曽利E式土器の出土が確認あるいは採集されて

いる遺跡とは分布が重ならず、遺跡占有が連続しない。

阿玉台式から加曽利E式期の遺跡は分布がほぼ重なり、

貝塚遺跡と遺物量の多い遺跡において阿玉台 Ia式期か

ら加曽利EⅢ 式期まで継続的に占有される傾向がある。

中期終末の加曽利EⅣ式期の遺跡は少ないが、後期の遺

跡分布と重なる傾向がある。

後期になると、遺跡数は激減し、遺物量の多い遺跡の

周辺に遺物量の少ない遺跡が分布するパターンがみられ

た。前時期に内陸にも多く分布していた遺物量の多い遺

跡は荻平遺跡(108)を 除きいずれも海岸寄りに分布が移っ

ており、前時期から漸移的に進行していた海退現象と連

動していると思われる。

遺物量の少ない遺跡のなかには遺物量の多い遺跡から

独立して内陸にも分布するものもあるが、それらはいず

れも堀之内式・加曽利B式期に帰属するものであり、称

名寺式・曽谷式・安行1～ 2式期のものは少ない。

遺物量の多い遺跡の大半は貝塚遺跡であり、曽谷式期

に断絶が認められるものもあるが、概ね貝塚遺跡と隣接

する遺物量の少ない包蔵地遺跡において称名寺式期から

安行1～ 2式期にかけて継続的に占有される傾向がある。

晩期になると遺跡数はさらに激減し、遺物量の少ない

遺跡が点状に分布するパターンがみられた6)。 これまで

の調査では安行3式期までの居住が確認されていたが(大

正大 1985、 能城 1987)今 回の分布調査では晩期終末

第 5表 霞ケ浦町域における縄文時代遺跡数の変遷

時 期 型   式 遺跡数

早 期

撚糸文

沈線文

条痕文

7

30

15

前 期
関山・黒浜

浮島・興津・諸磯

108

73

中 期

五領ケ台・下小野

阿玉台 。勝坂

加曽利E・ 曽利

4

61

121

後 期

称名寺

堀之内

加曽利B

曽谷

安行1～ 2

12

37

31

2

14

晩 期

安行3

前浦

千綱・荒海

1

37

の千網式・荒海式期の遺物が確認され、この時期まで継

続して土地利用がされていたことが明らかとなった。

全時期を通じて共通していたのは一ノ瀬川とその支流

に挟まれた深谷地区の半島状の台地に遺物量の多い遺跡

が認められなかった点である。また、内陸においても中

期の香取・山下遺跡 (098)を 除けば遺物量の多い遺跡は

ほとんど見られず、起伏がない平坦な地形に加えて、海

岸線からも離れているという立地が居住に適した条件で

はなかったのかもしれない。

以上のような遺跡分布、遺跡数の変遷は霞ケ浦を挟ん

だ対岸に位置する玉里村内の縄文時代遺跡や陸平遺跡群

の動向(玉里村村内遺跡分布調査団 1996、 1997、 小玉

1999、 中村 1996)と も共通する点が多 く、霞ケ浦沿

岸地域一帯において遺跡群の成 り立ちと変化が連動 して

いる可能性は極めて高いと思われる。

また、中期～晩期の遺跡分布と遺跡数の変遷について

は能城秀喜の先行研究の成果(能城 前掲 )を概ね追認す

る結果が得られた。

しかしながら、今回の分布調査により得られた遺跡の

分布と遺物量に関するデータが畑地の耕作時期・深度、

発掘調査の面積、大別土器型式の時間幅の長短、土器の

耐用年数、使用時間などいくつかのバイアスを被ってい

ることも考慮しておく必要がある。

従って、大別土器型式の時間幅や土器の耐用年数、使

用時間が異なると予測される、早期～晩期までの遺跡数・

遺物量を同じ次元で比較するといったことが必ずしも有
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第 6表 縄文時代中 今後期における貝塚遺跡と隣接包蔵地遺跡の時期的関係

安 食半 貝塚 半損 跡

阿玉台 ・勝坂

加曽利E 曽利

○

∩

牧 ノ内 貝塚 下犬好天ノ官醤跡

阿五台  勝坂

カロ曽利E.曽 利 0

田伏中台貝塚 山 ノ合遺跡

阿玉台・勝坂

カロ曽利E.曽 利

小 山潰 跡

阿玉台 勝坂

力]曽 希」E・ 曽不」

○ ○

∩

神明台貝塚 トウメキ遺跡

阿王 台  勝坂

れΠ曽禾1■ 螢荼‖

①

∩

平三坊 貝塚 突抜平遺跡

阿玉台・勝坂

加曽利E 曽利

○

○

岩坪平 貝塚 畑合還跡

阿玉 台 ・勝坂

市河曽夭‖R 曽禾‖

①
∩ t~

岩坪新屋敗目塚 蔀 lm潰跡 指坪中山慣勘

阿玉台 ・勝坂

hΠ 曽赤‖TI.曽茉‖ 0
①

０

加夜人幡貝塚 松 本遺跡 鴨平遺跡

阿玉台 ・勝坂
れΠ曽夭‖T「  当赤H

①
∩

○
∩

加茂平貝塚 榎後遺跡 榎前遺跡 榎遺跡

阿玉台 ,勝坂
士Π曽 夭II「 曽 禾1

①
∩

①

∩
①
∩

①

０

岩坪新屋致員場 前畑遺跡

称名寺

堀之内

加曽利B
曽谷

安行1～ 2

○ ○

平三坊 貝塚 寄居前遺跡

称名寺

堀之内

加曽利B
曽谷

安行1～ 2

）
○
○

（

○

○

男神 貝塚 大坂上遺跡 舅和 措 跡

称名寺

堀之内

加曽利B
曽谷

安行1～ 2

）
Ｏ
Ｏ
　
（

○

　

　

∩

∪
○
○
　
∩

安食平貝塚 そ食平西遺盟 平遺跡

称名寺

堀之内

加曽利B
曽谷

安行1ヽ 2

）○
○
○
（ O

∪

○

∩

洵Π帝入幡 目壕 鳴 平 活 跡 栖 形 2置 跡 加帝人蔭原悽跡

杯名寺

堀 之内

加曽利B
曽谷

安行 1～ 2

∪
○
○
○
∩

∪
○
　
　
∩

○

Ｏ

Ｏ
○

○

猪坪 平 貝塚 k8合置跡 原 ノ坊 置 跡

称 名 守

堀 之内

加曽利B
曽谷
~4を 1～ つ

）
○
○

（

○ ○

意な作業とはならないかもしれない。

ただし、大別土器型式の時間幅の長短や土器の耐用年

数、使用時間に差があったことを差し引いたとして

も、大別土器型式レベルでの共時的分布をみた時に遺跡

間に遺物量の隔差が生じている現象は土器の耐用年数や

使用時間、大別土器型式の時間幅の差という要因では十

分に説明することが出来ない。

従つて、冒頭でも述べたように大別土器型式レベルで

の共時的分布をみた時に遺跡間に遺物量の隔差が生 じる

背景に糸毛文人による遺跡の利用頻度の差という要因があつ

たことも考慮する必要があると考える。

9.貝塚遺跡 と隣接包蔵地遺跡の時期的関係 (第6表 )

冒頭の研究史抄において言及したが、前田潮は古霞ケ

浦湾沿岸の貝塚に関する調査報告の成果を総括する中で

つくば市の旭台貝塚、霞ケ浦町(旧 出島村)の 男神貝塚、

神明台貝塚においてそれぞれ小支谷を介した隣接する台

地上から包含地遺跡が発見され、それらが貝塚と時期的

にも併行または隣接する関係にあることから、これらの

包含地に集落址が存在する可能性を提言 している(前 田

前掲 )。

ここでは霞ケ浦町域の貝塚遺跡と隣接する包蔵地遺跡

の例に基づいてそうした関係が認められるのか否かにつ

いて検討してみたい。

まず、中期の貝塚遺跡であるが、安食平貝塚・田伏中

台貝塚 。牧ノ内貝塚・貝ケ崎貝塚 ,平三坊貝塚・加茂人

幡貝塚・加茂平貝塚についてはそれぞれ隣接する包蔵地

遺跡に時期的共有関係を認めることが出来た(第6表上段 )。

ただし、大半の貝塚遺跡が阿玉台・勝坂式期と加曽利

E・ 曽利式期の両時期に渡って占有されているのに紺し、

安食平貝塚に隣接する平遺跡、田伏中台貝塚に隣接する

山ノ合遺跡、平三坊貝塚に隣接する突抜平遺跡、岩坪平

貝塚に隣接する畑合遺跡と木ノ下遺跡には阿玉台・勝坂

式期と加曽利E・ 曽利式期のいずれか片方の時期の占有

しか認められない。

また、前田が指摘 した神明台貝塚とトウメキ遺跡 (神

明台西遺跡 )と の関係については トウメキ遺跡から採集

された土器が前期の関山式と浮島式であったことから時

期的共有関係を認めることは出来なかった。

後期の貝塚遺跡については岩坪新屋敷貝塚・平三坊貝

塚・男神貝塚・安食平貝塚・加茂八幡貝塚・岩坪平貝塚

のいずれも隣接する包蔵地遺跡に時期的共有関係を認め

ることが出来た(第6表下段 )。
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しかし、寄居前遺跡と畑合遺跡、原ノ坊遺跡では称名

寺式期、安食平西遺跡、平遺跡では堀之内式期と曽谷式

期、鴨平遺跡、栖形2遺跡、加茂八幡原遺跡、松本遺跡

では曽谷式期の占有が認められず時期的共有関係が認め

られない時期もある。

中期～後期に営まれた貝塚遺跡において占有の痕跡が

認められる一方で、隣接する包蔵地遺跡に同時期の占有

が認められないこのような現象はその時期に貝塚遺跡に

おいて貝層が形成されていないか、あるいは貝塚遺跡に

その時期の集落力W営 まれていることのどちらかを示して

いると考えられる。

いずれの想定を採るにせよこれらの貝塚遺跡の貝層形

成がいつまで遡るのか、貝層形成の主客となる時期がい

つなのか、貝層形成がいつ終焉を迎えるのか、貝塚遺跡

の下に集落が存在するのか否かといった基礎的な情穀を

発掘調査により把握することが不可欠であろう。

10.ま とめと課題

本稿ではまず出島半島における縄文時代遺跡の調査・

研究史をひもといてゆく中で貝塚遺跡を中心に研究がす

すめられてきた問題があることを述べ、貝塚遺跡を残し

た縄文人たちがどのような場所に暮らしていたのか、ど

のような場所で生業活動を展開していたのかといった生

業・居住システムに関わる問いに答えてゆくためには貝

塚遺跡に限らず、今回の分布調査で確認された多くの包

蔵地遺跡にも目を向ける必要性を説いた。

そして分布調査で明らかになった多くの包蔵地遺跡を

遺物量の多寡に基づいて三分し、縄文時代早期～晩期ま

での遺跡の共時的分布とその通時的変遷を概観・整理し

た。その結果、遺物量の少ない遺跡が多いことは通時的

に共通するが、遺物量の多い遺跡の数は時期毎に変化し

ていることが明らかとなった。

また、遺物量の多い遺跡は全時期を通じて一ノ瀬川と

その支流に挟まれた深谷地区の半島状の台地と内陸には

形成されておらず、必ずしも全ての地区に形成されるわ

けではないことも明らかとなった。

中期から晩期の遺跡の共時的分布と変遷については概

ね能城秀喜の指摘(能城 前掲)を追従することとなった

が、これまで様相が不鮮明であつた早期～前期後半まで

の遺跡の共時的分布と変遷については今回の分布調査に

よつて加えられた新たな知見と言える。

今回の分布調査で明らかになった307の縄文時代遺跡

のうちいくつかが今後、開発行為の対象となることは十

分に予測されることであるが、そうした際に発掘調査が

実施されるのであれば今回提示した遺物量の多い遺跡は

住居址が何軒も存在する居住空間であるのか?遺物量の

少ない遺跡は住居址が存在せず、陥し穴や集石、土坑な

どから構成されるような生業空間であるのか?と いうよ

うな遺物量と空間利用の間に相関関係があるのか否か仮

説を立てて検証していくような祝点が必要だろう。

霞ケ浦町域においてこれまでに発掘調査が実施されて

いる遺跡をみてみると、田伏地区の為都南遺跡(274)の

ように出土した遺物量が極めて少ないにもかかわらず、

加曽利EⅢ 式期の住居址が1軒検出されている遺跡もあ

るし、志士庫地区の小原1遺跡(017)の ように遺物量が多

いにも関わらず、遺構がまったく検出されてない遺跡も

ある(茂木 1999)。 また、深谷地区の人千代台1遺跡(35

8)の ように遺物量が少なく、完形に近い五領ケ台式上器

が出土した土坑1基が検出されている遺跡もある。

発掘調査の面積にも左右されることから、遺物量が少

ない遺跡=住居址が存在しない遺跡という法則は必ずし

も成立しないが、今後、大規模な発掘調査の事例が増え

てゆけば先に提示したような相関関係があるのか否かを

検証することが可能となるし、仮にそうした法則が導き

出せるのであれば、発掘調査を実施する前に遺物量と時

期のオ巴握を通じて、どのような遺構が検出される可能性

があるのかについておおまかな予測を立てることも可能

となるのではないだろうか。

また、研究史で取り上げた前田提言に答えるかたちで

貝塚遺跡と隣接する包蔵地遺跡との時間的関係について

検討した。その結果、神明台貝塚については隣接するト

ウメキ遺跡との間に時間的共有関係を見いだせなかった

が、男神貝塚については男神遺跡と大坂上遺跡、平三坊

貝塚については寄居前遺跡というそれぞれ時期的共有関

係を有する包蔵地遺跡を見いだすことが出来た。

ただし、貝層形成がいつまで遡るのか、貝層形成の主

体となる時期がいつなのか、貝層形成がいつ終焉を迎え

るのかといった基礎的な情報が発掘調査により詳細に把

握されている貝塚遺跡は管見の限り、霞ケ浦町域には存

在しない。今後、これらの貝塚遺跡の複数の地点で貝層

および遺跡の形成過程を確認するための学術調査も実施

される必要があるだろう。

今回の分布調査により霞ケ浦町域における縄文時代の

包蔵地遺跡の様相が鮮明となり、縄文時代の遺跡研究も

漸く緒につきはじめたと思われるが、生業・居住システ

ムの復元を目指す本格的な研究は今後の霞ケ浦町域にお

ける縄文時代遺跡の発掘調査に期するところが大きい。

ここに提示した課題のひとつひとつが今後の霞ケ浦町域

における縄文時代遺跡の発掘調査と研究を通じて検討さ

れてゆくことを願い、収束とする。

(川 口武彦)

言主

1)第 6図 ～10図 の縄文時代遺跡の分布図、第8表の縄文時代遺跡一覧

を作成するにあたっては特に筑波大学人文学類の川島尚宗、清野

陽一、辻村春香、伊藤千洋、林 真弓、中尾麻由美、近井悠子の

助力を得た。

また、一部の遺跡の帰属時期を決定する際に東海大学文学部の

関根孝夫先生、松戸市教育委員会社会教育課の大森隆志氏、峰村

篤氏、松戸市遺跡調査会の須賀悼子氏に縄文上器の型式鑑定をお

願いした。本稿が頂いた御協力 御教示に十分お答えできるよう
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第 7表 縄文時代遺跡一覧

遺跡番号 遺跡名
時 期

遺物量 採集および出土遺物 備考 文献
早 前 中 後 晩

004 実取三角遺跡 ○ ○ 少 縄文土器 大正大 1985

北久保遺跡 少 縄文土器

飯岡1遣跡 少 縄文土器 大正大1985

008 備前山遺跡 ○ O 少 浮島・加 曽利E 加曽利 B ~4行 3 景‖片(チ ャー ト

009 実取人幡塚遺跡 ○ 少 堀之内 加曽利B
飯岡2潰跡 少 縄文土器 大正大 1985

少 縄文土器 大正大 1985

上小原損跡 % 縄文土器,石核

飯岡3遺跡 縄文土器 大正大 1985

後田遺跡 ○ ○ 少 黒浜 晩期終末粗製土器 石核 (メ ノウ)打 製石斧 大正大1985

四反田遺跡 少 縄文土器

小原1遺跡 〇 〇 ○ 多

茅山上層 阿王台 加曽利E 曽利 堀之内,土器片錘,有孔土製

円盤,磨製石斧,打製石斧,石鏃 (チ ャー ト),散石,石皿,凹石 ,

剥片 砕片(安 山を,水晶,珪質岩,黒曜石 )

1997年 度に茨城県

教育財回が一部

発掘調査(阿王台・

加曽利E主体 )

大正大1985,茂 木1999,

能城1987

019-001 大池古墳群第1号墳 利E,磨 製石斧 大正大 1985

馬場山1遺跡 堀之内注目土器,打製石斧 大正大 1985

雷榊前古墳 少 縄文土番 大正大1985

小原2遺跡 ○ 少 加曽利E 大正大1985

024 小原3績跡 ○ 少 晩期終末粗製土器

塚下台艘 跡 少 縄文土器 大正大 1985

塚下台雄 跡 多 浮島 夫正大 1985

古酒台遺跡 縄文土器 大正大1985

028 山伏塚南遺跡 少 縄文土器

029 椎 ノ木遺跡 ○ 少 縄文土器 大正大1985

馬場山2遺跡 少 縄文土器

馬場平2損 跡 少 阿玉台,赦石剥片 (砂岩 ),石器 大正大 1985

馬場平 1遺詠 多 阿玉台 加曽利E 大正大 1985

愛宕山遺跡 繊維土器

大道北遺跡 少 縄支土器 剥片 (チ ャー ト 大正大1985

大道南遺跡 少 縄文土器 大正大1985

大坂北遺跡 少 縄文土器

西 闘損訴 少 縄文土器 大正大1985

042 風返遺跡 ウ 縄文土器 大正夫 1985

043‐ 003 風返古墳群第3号墳 少 縄文土器 大正大 1985

044 宍倉城
○ ○ ○ ○ 少

沈繰文 条痕文 繊維土器 。浮島 加曽利 B・ 堀之内 加曽利B粗
製土器.剥片(覆質頁岩 メノウ)

大正大1985

安食平西遺跡
○ ○ ○ 少

沈線文 繊維土器 安行2,剥片 (黒 曜石 チ ヤー ト),石鏃 (黒 曜

石,チ ヤー ト)

大正大 1985

安食平貝塚 ○ ○ ○ ○ ○ 多

貝殻条痕文 浮島 阿玉台・加曽利E称 名寺 堀之内 加曽利B・

曽谷 安行1～ 2 安行3,晩期最終末狙製土器,製塩土器,土製円
盤,耳飾 り,土偶 (遮光器  ミミズク形 ),土器片錘,剥片(黒曜石・

チヤー ト),石鏃,打製石斧,磨石,石棒,骨角器(ヤ ス 垂飾品 ),

貝輪

後期主体 小室1895,大 野1896,酒

岳吉廣瀬1948,清 水1956

196と a1979b,慶 応高1957,

斎藤1981■ 982,大正大1985,

能城1987,日 暮1996,鈴 木
1996,千葉1996 1997,

常松1997,佐 藤2000

天王下遺跡 少 縄文土器

平損跡 ○ ○ 少 加曽利E 加曽利B 安行2 大正大 1985

053 宮北遺跡 ∩ 少 田戸 下 層

054 山 ノ下遣跡 少 田戸下層

田子内遺跡 力1曽不」B 大正大1985

小津遺跡 少 縄文土器

西入間遺跡 ○ ○ 〇 少 田戸下層 阿玉台 曽利 堀 之内 大正大1985

山ノ赦 辟耳掛播跡 〇 ○ 少 浮島 堀之内 大正大1985

太子 1損跡 ∩ 少 繊維土器・黒浜

太子 2遺跡 ウ 縄文土器 大正大1985

大島遺跡 縄文土器 大正大1985

稲荷山遺跡 Э Э 貝殻条痕文 繊維土器 加曽利E 石核 (里曜石 )

富士見塚古墳群 ○ ○ ○ ○ 多
田戸下層 三戸 鵜 ケ島台 繊維土器 浮島 下小野 加曽利E・

千網.石鏃 (チ ャー ト メノウ).剥 片 (チ ャー ト メノウ)

鵜 ケ島台 沈線 文

主体

大正大1985

瓦谷 清水遺跡 少 縄文土器

鶴沼1潰跡 ○ 少 浮島

鶴沼2投跡 ∩ 少 撚糸文 ,阿王台,磨製石斧 大正大 1985

鹿 ノ山1遺跡 縄文土器

鹿ノ山2遺跡 Э 田戸下層

田尻遺跡 少 縄文土器

宍倉山ノ神2遺跡 少 力日曽利E
085 南野原1遺跡 少 縄文土器

086 南野原2損 跡 ○ 少 阿玉台

087 南野原3損跡 少 五領 ケ台 Ⅱ ,加曽利E
088 庄衛門遺跡 0 少 阿玉台

宍倉台山遺跡 縄文土器

孫三1遺跡 少 浮 島

孫三2遺跡 ○ 少 カロ曽オJE

南野原4遺跡 ○ 少 加曽利E
金川遺跡 ○ 少 繊維土器 大正大 1985

香取 山下還跡 ○ O ○ ○ ○ 多
撚糸文 沈線文 関山 黒浜 浮島・阿玉台 カロ曽利E・ 加曽利B
安行3,剥 片 (チ ャー ト)

中期主体 大正大 1985

沼王 1遣麻 0 0 歩 貝殻条痕文 繊維土器 阿王台 大正大 1985

沼王 2遺跡 少 組支土器 大正大1985
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追跡番号 遺跡名
時期

造物豊 採集および出土遺物 備 考 文献
早 中 後 聯

舟橋遺跡 ∩ 繊維土器 大下大 1985

船橋 1遺跡 ウ 縄文土器 大正夫 1986

船橋 2播跡 0 少 繊維土器.阿玉台 加曽利E堀 之内

西久保 1潰跡 0 Э Э 少 田戸下層 黒浜 浮島 加曽利E 大正大 1985

稲荷脇遺跡 ○ 少 カロ曽利E 大正大1985

108 荻平遺跡 ○ ○ ○ ○ 多
田戸下層 浮島 加曽利E 称名寺 堀之内,打製石斧,回石,剥
片(黒曜石 )

中期 後期主体 大正大1985,能 城1987

新林治訴 少 方日曽不」E 大正大 1985

権現遺跡 ○ ○ 多 繊維 十器 浮島 加 曽利E 前期主体 大正大1985

112 荻平本郷遺跡 ∩ 阿玉台 加曽利E 大正大 1985

113 稲荷前遺跡 O ○ 多 繊維土器 阿玉台 加曽利E,剥 片 (チ ヤー ト).磨裂石斧 中期主体 大正大1985

横根遺跡 0 0 少 大正大 1986

稗 田潰跡 少 沈線文

中丸遺跡 ○ ○ 少 阿玉台 加普利E
西 ノ入着跡 少 縄文土器 大正大 1985

○ 大正大 1985

西寺前遺跡 /7/ 縄文土器 大正大 1985

大塚遺跡 ○ 少 黒浜,磨製石斧 大正大1985

中丸 風呂下遺跡 夫正大 1985

大久保遣跡 少 繊維土器 阿王台

長町2遺跡 繊維土器 浮島 加曽利E 大正大 1985

長阿1損跡 少 縄文土器 大正大1985

堀 ノ内遺跡 〇

平松潰 171 少 太■太 1985

長命寺台遺跡 ○ ○ 少

鹿島神社遺跡 0 少 貝殻条反文 大正大 1985

宮尻1遺跡 ○ 少 黒浜 大正大1985

宮尻2遺跡 0 0 0 少 田戸下層 黒浜 浮島 加曽利E
下深谷置訴 ○ O 少 貝殻条痕文 黒浜 阿玉台 加曽利E,剥 片 (黒曜石 ),敲石片 大正大1985

西成井下原2遺跡 0 少 貝殻条反文 阿玉台 加曽利E 大正大 1986

国木損跡 少 加曽利E

腕足遺跡 ○ ∩ 多 繊ft土器 浮島 加 曽利E 浮島主体

五反田損跡 タ 沈線文 繊維土器 浮島 太■大 1985

神明遺跡 ○ ○ 少 繊維土器  浮畠 加曽利E 層製石斧 大正大1985

柿根平潰跡 阿王台 加曽利E 大正夫 1985

寺前 1遺跡 ○ 少 縄文上器 大正大1985

宮脇遣跡 0 ケ 繊維土器 大正大 1985

160 三ッ塚遺跡 ○ 少 方日曽希」E

猪ノ頭遺跡 ○ ○ ○
多 田戸下層 田戸上層 繊維土器 浮島 阿王台 加曽利E,磨 製

石斧 剥片(黒曜石,メ ノウ)

中期主体 大正大 1985

下江野貝塚 ○ ○ 多

沈線文 繊維土器 浮島,剥 片(赤玉石 ),打製石斧,石核 (メ ノウ),

礫器,敲石,磨石,ハマグリ

繊維土器 浮島主

体

斎藤1981,大 正大 1985,

能城1987,千 葉1996 19
97,佐藤2000

下軽部原口遺跡 り 縄 文土器 大正大 1985

正偶 田遣跡 少 沈線文,安行 大正大1985

岩坪原遺跡 ○ 繊維土器 両 TJJk剥 片 (チ ヤー ト) 大正大 1985

池端皆跡 少 繊維土器,剥 片 (チ ヤー ト) 大正大 1985

下高野遺跡 ○ ○ 繊維上器 加 曽利B 両極剥片 (メ ノウ )

西妻潰訴 少 黒浜,サ ルボウ

下山遺跡 ○ 少 婦之内

岩坪平貝塚 ○ O ○ ○ 多

黒浜 阿玉台 加曽利E 称名寺 堀之内 加曽利B 安行 1～ 3,

土器片錘,土製円盤,剥片(チ ャー ト),石 鏃,打製石斧,磨製石

斧,礫石錘,ヤス,骨鏃,垂飾品 (サ メの歯 ),骨 針 ,貝 斧,ア カ

ニシ,サルボウ,ハマグリ,タ カラガイ(ホ シキヌタ?)

後期主体 (堀之内

力Π曽不」B)

川角1894,小室1895,清 野

1923,岡 田 酒詰  広瀬

1950,杉 山1965 1968
1979,斎 藤1981 1982,

大正大1985,能 城 1987,

日暮1996,鈴 木1996,千

葉1996 1997,佐藤2000

174 畑合遺跡 ○ ○ ○ 多
繊維土器 浮島 加曽利E 加曽利B 安行2,磨 製石斧,両極剥

片(チ ャー ト),71片 (チ ャー ト),ハ イガイ

繊維土器 加曽利
B主体

大正大 1985

木 ノ下遺跡 ○ ○
加曽利E,磨製石斧,石鏃(メ ノウ),剥 片(チ ヤート),両極剥片
(ト ロトロ石)

大正大 1985

原 ノ坊遺跡 ○ ○ ○ ○ 多
繊維土器 黒浜 堀之内 加曽利B,剰 片(石英 ) 繊維土器 加曽利

B主体

大正大 1985

岩坪丸山遺跡 ○ 少 各行2 烈片 (阜 曜石 )

岩坪新屋敷貝塚 ① ○ ○ 多

繊維土器 阿玉台 加曽利E 曽利 堀之内 加曽利B,磨製石斧 ,

敲石,ハマグリ,サルボウ,カ キ,ナ ミマガシワ,フ トヘナタリ

中期主体 小室1895,斎 藤1981,夫

正大1985,能 城1987,千

葉1996 1997 佐藤2000

岩坪中山遺跡 ○ ○ ○ 少 阿王台  ,u曽 利 E 堀之内 剥片 (チ ャー ト)

前畑遺跡 浮島 阿王台 加曽利E ttΠ ttTIB 大正太 1985

岩坪寄居貝塚 ○ 〇 少

加曽利E,磨 製石斧 小室1895,清 野1923,斎

藤1981,大 正大1985,能

城1987,千 葉 1996 1991,

佐藤2000

マケシ遺跡 ○ ○ ○ 多
繊維土器 加曽利E 堀之内,土梨円盤,打製石斧,石核 (チ ャー

ト)蔽 石

加曽利 E 堀 之 内
キイ太

185 ンタダ遺跡 ○ 少 加曽利E カロ曽利B,石核 (メ ノウ) 大正大1985

186 柴内遺跡 ○ ウ 浮島 方E曽利E 敲石片 大正大 1985

1也袋貴跡 少 浮島,磨製石斧 大正大1985

婆田遺跡 ○ 繊維上器

三 ツ木人 1踏平奮跡 少 浮 島

南恨本出戸遺跡 ○ ○ O 多
浮島 阿玉台 加曽利E 曽利 堀之内,磨製石斧,凹石,磨石 ,

講石

中期主体 大正大1985

南根本遺跡 ○ ○ ○ 多
繊維土器 浮島 阿工台 勝坂 加曽利E 曽利 加曽利B,石皿 ,

磨石 敲石.磨製石斧,石核傑 曜石 ),剥 片 (チ ヤー ト)

中期主体 大正大1985,能 城1987

白藤追跡 ○ 少 繊維土器 浮島 大正大 1985

白藤南遣跡 ∩
/1/N 縄 文土器 大正大 1985

白 ヒゲ遣勘
'

少 田戸下悟 繊維土器 浮島 加曽利E 大正大 1985
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遺Fll(番 号 追跡名
時 期

遣物畳 採集および出土遺物 備考 文献
早 一副 中 後 晩

白道遺跡 ○ ○ 多
関山? 黒浜 浮島 諸磯?,石 皿,磨石,両極剥片,両極石核 ,

剰片(チ ャー ト 安山岩 )

南根本原口遺跡 O ○ ○ 多 1尤線文 繊維土器 浮島 阿工台 加曽利E 旨製垂飾形土製品 加曽利E主体

前の台遣跡 ○ 少 カロ曽利E

千駄 川遣跡 O O 多 繊維土器 阿王台 勝坂 加曽利E,土器片錘 中期主体 大正大 1985

内原遺跡 ○ ○ O 少 繊維土器 加曽利E 加曽利B 大正大 1985

六牧遣跡 ○ O 多 阿玉台 加曽利E 曽利,上器片錘,石剣,磨製石斧,磨石,石匙 加曽利E主体 大正大 1985

206 鎌地蔵遺跡 ○ 少 加曽利E,石鏃 (メ ノウ) 大正大1985

平遺跡 ○ 少 加曽利E,剥片 (黒曜石 ) 大正大1985

原山遺跡 ○ ○ 少 繊維土器 興津 阿王台 加曽利E 大正大1985

原山越遺跡 ○ ○ 少 繊維土器  阿玉台 加 曽利E 大正大1985

西明内遺跡 〇 少 浮島 大正大 1985

和田台遣跡 ○ ○ 多
浮島 安行3a 大洞A',石鏃,剥片,石核,砕片 縄文晩期石鏃製作

址

梨 ノ木遺跡 O O 少 繊維土器 浮島 加曽利E,砕片 大正大

東山台遺跡 ○ ○ 多 浮島 加曽利E 加曽利Eが主体 大正大

大和田大平遺跡 ○ ○ ○ 少 繊維土器 加曽利E 加曽利B 安行 大正大

217 西原遺跡 ○ ○ ○ ○ 少
浮島 加曽利E 加曽利B 安行,剥片 (チ ャー ト)

両極剥片 (メ ノウ )

大正大1985

渡内遺跡 O 少 黒 浜

男神大平遺跡 少 縄文土器 大正大 1985

男神大平東遺跡 ○ ○ 少 沈線文 堀之内

西山遣跡 ○ O 少 浮 島 大正大 1985

下大堤天 ノ宮遺跡 O ○ 多 繊維土器 阿玉台 加曽利E,141t製 石斧,剥片 (黒 曜石 ),磨石 中期主体 大正大 1985

榊山遣跡 O 少 加曽利B
228 牧 ノ内貝塚 ○ O 少 加曽利E 堀之内,サルボウ,ヤマ トシジミ

久保山遣跡 少 縄文土器

ヨンキ塚 少 磨石

源通遺跡 ○ ○ 少 繊維土器 加曽利B

男神遺跡 ○ ○ ○ 多 沈線文 繊維土器 称名寺 堀之内 加曽利B 安行 1 後期主体 大正大 1985

男神貝塚 ○ ○ O 多

加曽利E 称名寺 堀之内 門前 加曽利B 安行 1～ 3,磨 石
皿,打製石斧,磨製石斧,剥 片 (メ ノウ チャー ト 黒曜石 )

器 (珪質頁岩 ),石剣,ア カニシ,ア サ リ,ハ イガイ,ハマ グ

サルボウ,カ キ

石

削

，

後期主体 小室1895,寺 門 佐野
1977,斎 藤1981 1982,

大正大1985,田 中1991a,

前田編1991,日 幕 1996,

千葉1996 1997,常松
1997,佐 藤2000

大坂上遺跡 ○ ○ 多
加曽利E 曽利 堀之内 安行,土製円盤,石鏃 (チ ャー ト),剥 片

(チ ヤー ト 黒曜石 ),磨石

中期主体 大正大1985,田 中1991a

前田編 1991

駒木山遺跡 ○ ○ 多 加曽利E 称名寺 加曽利B 打製石斧 中期主体 大正大 1985

立葉遺跡 ○ ○ ○ 少 繊維土器 加曽利E 堀之内 大正大 1985

駒木山東遣跡 ○ ○ 少 撚糸文 条痕文 i子鳥 大正大1985

大山遺跡 少 縄文土器

正直遺跡 少 縄文土器 大正大1985

天王越遺跡 ○ ○ 少 繊維土器 加曽利E,剥 片 (チ ャー ト 黒Π琶石 ),磨石

244 小沼遺跡 ○ 少 繊維土器 浮島

上根遺跡 少 磨製石斧 大正大 1985

田伏天 ノ官遺跡 ○ 少 加曽利E 大正大 1985

252-001 小池古墳群第1号墳 ○ 少 縄文土器

田伏中台貝塚 O ○ 多

繊維土器 阿王台 加曽利E,土器片錘,磨製石斧,磨石,ア カニ 阿工台 加 曽利 E
主体

大野1896,清 野1928,斎

藤1981,大 正大1985,能

城1987,千 葉 1996 1997,

佐藤2000

下 ノ原遺跡 ○ ○ 多

撚糸文 沈線文 堀之内,石核(チ ャー ト) 1997年 に日本移動

通信のアンテナ設

置に伴 う事前発掘

調査 (沈 線 文が 主

体 )

山ノ合遺跡 ○ ○ 少 浮島 阿玉台 大正大 1985

為都南遺跡 ○ ○ ○ ○ 少

隠戸下層 田戸上層 浮島 阿玉台 加曽利E 堀之内 加曽利B 1989～ 1990年 にか

けてゴルフ場 クラ

ブハウスに伴発掘

調査 (加 曽利EⅢ 式

期住居址1軒 )

大正大1985,伊 東1989a

1989b

トウメキ遺勘( ○ 少 関山 浮島,磨石 前田編 1991.中森 1991

Fdi明 台員塚 ○ ○ 多

繊維土器 阿玉台 勝坂 加曽利E,剥片,磨製石斧,敵石,磨石,

土器片錘,貝輪,ヤ ス,ハマグリ,サ ルボウ,オ キシジミ,ア カ
ニシ,ウ ミニナ,ナ ミマガシワ,ア サリ,ツ メタガイ,バカガイ,

マガキ,ス ミノエガキ,カ ガミガイ

中期主体 慶応高1959a 1963 19
79c,斎藤 1981 1982,

大正大1985,能 城 1987,

中森1991,前 田編 1991,

日暮1996,千 葉1996 19
97,佐藤2000

中台遺跡 ○ 少 カロ曽不UE

水神遣跡 ○ 少 沈線文

大平遺跡 ○ ○ ○ 景 繊維土器 浮島 阿玉台 加曽利E 堀之内 加曽利B 中期主体 大正大1985

新地遺跡 O 少 カロ曽利E
二城 内遺跡 ○ 少 縄文土器,剥 片(黒曜石 )

新林造跡 ○ 少 田戸下層 大正大 1985

束1市遣跡 ○ 少 カロ曽flE 大正大1985

白幡遺跡 少 縄文土器

要害峯遣跡 少 縄文土器 大正大 1985
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遺跡番号 遺跡名
時期

遺物量 採集および出土遺物 備 考 文 献
阜 前 中 後

西方貝塚 ○ ○ ○ 多

繊維上器 ,黒浜・浮島・阿玉台 加曽利E 堀之内,上器片錘,サ
ルボウ,ハマグリ

中期主体 斎藤1980 1981 1982,

大正大1985,前 田1991a,

前田編 1991,千 葉 1996・

1997,佐 藤2000

304 西方1遺跡 少 縄文土器

305 西方2遺跡 少 縄文土器

306 西方3遺跡 少 縄文土器

下宮接跡 縄文土器

308 更 1遺跡 縄支土器

309 兎谷 ツ置跡 田戸下層

東2遺跡 少 繊維土器 浮島

束3遺跡 ○ 少 繊維土器

谷ノ下1遺跡 〇 少 繊維土器

坂遺跡 ○ ○ 少
浮島 .阿玉台 ,加曽利E,敲石,磨製石斧,石鏃 (チ ヤー ト 黒曜
石 )

茂木1999

坂沼漬跡 縄支十器

上原 1設跡 う 縄文土器

御幣鹿島神社遺跡 少 縄文土器 大正大 1985

御幣遺跡 ○ 少 繊維土器

法蔵寺北遺跡 少 剰片(チ ャー ト) 大正大 1985

渡谷下原1播訴 〇 ○ 少 阿玉台 ,加曽利E・ 加曽利B,上偶(阿玉台 ),剥 片 (黒曜石 ) 加曽利E主体

上原矮 跡 紹 支 十 器  副 片 (メ ノ ウ )

八坂神社北潰跡 繊維土器 大正大 1985

深谷下原2遺跡 ○ 少 繊維土器 大正大 1985

深谷下原3遺跡 少 加曽利E.石核 (メ ノウ)

342 鷹巣館跡 少 縄文土器

345 川嶋家屋敷遺跡 〇 〇 少 繊維土器 阿玉台 す加曽利E
346 中毒未1殻跡 少 縄文土器 大正大1985

中華未2接跡 少 紹支十器 大正大1985

中妻本3遺跡 ○ ○ ○ ○ 少
繊維土器 浮島 阿玉台 加曽利E 曽利,磨製石斧,石核(メ ノ
ウ)

大正大 1985

深谷下原4遺跡 少 縄文土器 大正大 1985

深谷下原5遺跡 ○ ○ 少 黒浜・加曽利E,剰 片(黒曜石・メノウ),石核 (メ ノウ) 大正大1985

堤遺跡 ○ 少 縄文上器,剥片(石夫 ),石核 (メ ノウ) 大正大1985

颯壁2損跡 ∩ ∩ り 繊維 十器  阿て台 剥 片(石糞 ) 大正大1985

人千代台1遺跡 ○ ○ ○ ○ 少

黒浜・浮島 五領ケ台 加曽利B 1996年 にあ じさ�ゝ

館建設に伴 う発掘

調益 (五 領 ケ台式

上器が出上 した土

坑1基 =幼 児埋 葬
か?)

大正大 1985

人千代台2遺跡 少 縄文土器

360 人千代台3遺跡 ○ ○ 少 繊維土器 浮鳥 阿王台 加曽利E 大正大1985

人千代台4遺跡 少 縄文土器 大正大1986

362 人千代台5蟄跡 ∩ り 阿王台 加曽和E 大正大1985

367 幕戸 1置跡 縄支土器 大正大 1985

370 幕戸3遺跡 ○ Э 少 繊維土器 .加 曽利E 大正大 1985

白井沢稲荷遺跡 O Э 少 加曽利E

白井沢下郷遺跡 少 剥片(チ ャー ト メノウ)

373 栖形1遺跡 ○ ○ ○ 少 繊維土器・加曽利B・ 称名寺

374 栖形 2潰跡 ∩ ∩ % 洋島 加 曽利 E IFF才内 後期主体 大正大1985

真珠院北置跡 0

376 真珠院跡 少 縄文土器 剥片 (メ ノウ )

377 栖形 3遺跡 ○ Э 少 繊維土器 阿玉台 加曽利E 大正大 1985

378 栖形4遺跡 O ○ 少 鵜ケ島台 称名寺 堀之内 加曽利B`石鏃 (チ ャー ト) 大正大 1985

379 価形5遺跡 ○ 少 縄文土器 大正大1985

南遺跡 ○ 多 黒浜

384 台畑接跡 ∩ 加曽和E
ナシ久保潰麻 絹支土器

388 人幡遺跡 少 縄支土器

389 高谷新田遺跡 ○ Э 多 黒浜 浮島 阿玉台 加曽利E剥 片 (黒Π召石 ).両極剥片 (メ ノウ ) 中期主体 夫正大 1985

1青水遺跡 少 石鏃(メ ノウ)

松崎遺跡 少 縄文土器

中島遺跡 ○ ○ ○ 多
関山 黒浜 浮島 五領ケ台・称名寺 安行,両極剥片(チ ャー ト),

石核(黒曜石 )

前期主体

牛滝原口慣跡 ∩ 少 加曽利E
第六天遺跡 少 縄支土器

清水東遺跡 〇 少 黒浜 土取りにより湮減

正智遺跡 少 縄文土器

398 入草遺跡 ○ 少 黒浜

細内遺跡 ○ 少 黒浜 加曽利E,黒 曜石 大正大1985

サイカチ指詠 ○ ○ 〇 少 繊維土器 浮島・加曽利E,土器片錘,有溝土錘 大正大1985

小山接跡 ∩ ∩ 里IEE 阿玉台 方u曽和IE 曽利 十器片錘 土製円絆 サ ルボウ 加曽利畦 体 大正大 1985

貝ケ崎員塚 ○ ○ 多

阿王台 加曽利E 堀之内、石斧.敲石.土器片錘,ヤス.貝輪 中期主体 慶応高1959,清 水1961b

1979a,斎 藤1981 1982,

大正大1985,能 城 1987,

中島1991,日 暮1996,千

葉1996 1997.佐藤2000

境前遺跡 ○ 少 黒 浜

新屋敷遺跡 ○ 〇 O 少 諸磯a 加曽利E 大正大 1985

松原遺跡 ○ 少 黒浜

カヂヤ遺跡 ○ ○ ○ 少 繊維土器 加曽利E 安行3

423 カヂヤ前播跡 ∩ 洋 島

谷ツ跡景跡 0 少 繊絶土器  浮島 加曽利E 大正大1985
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遺跡番号 遺跡名
時期

遺物量 採集および出土遺物 備考 文献
早 単削 中 後 晩

小代田遺跡 少 縄文土器

新南遺跡 ○ 少 縄文土器 大正大 1985

482-002 拶肝塚古墳群第2号墳 少 磨製石斧,磨石 大正大 1985

突抜平遺跡 〇 ○ 多 加曽利E 堀之内 安行2,剥片(黒曜石 ),ハマグリ,サルボウ 加曽利E主体

寄居前遺跡 ○ ○ ○ 少
阿王台 加曽利E堀 之内 加曽利B 安行3b,磨製石斧,磨石 ,

剥片 (チ ャー ト)

大正大1985

平三坊貝塚 ○ 〇 ○ ○ 多

浮島 阿玉台 加曽利E 称名寺 堀之内 加曽利B 安行 1～ 3,

土器片錘,有溝土錘,磨製石斧,両極剥片,磨石,サ ルボウ,ア
カニン,ハマグリ

中 後期 主体 (中

期の遺物集中地点
と後 ,晩期の遺物

集中地点は異なる)

小室1895,斎 藤1981,大
工大1985,能 城1987,団

中1988的鋭b,日 暮1996,

千葉1996 1997,常松
1997,佐 藤2000

内台古墳 〇 少 カロ曽利E

寺 ノ内遺跡 少 縄文土器

浅閥台遺跡 ○ ○ 少 関山 浮島 加曽利E 大正大1985

柳梅台遺跡 ○ ○ 少 撚糸文 加曽利E 大正大1985

柳沢2遺跡 ○ ○ 少 繊維土器 浮島 阿玉台 土1甫 出島調査会1996

柳沢3遺跡 ○ ○ 少 田戸下層,関山,黒浜

柳沢4遺跡 ○ 少 カコ曽希」E

養老 田遺跡 ○ ○ ○ 少

黒浜 加曽利E 大正大1985,上浦  出

島調査会1996,小 川

大渕 石川1996

六万部遺跡 〇 ○ ○ 少 黒浜 . 浮島 土坑 2 土浦 出島調査会1996

山の神遺跡 ○ ○ ○ 燃糸文,繊維土器,堀之内 大正大 1985

柳沢1遺跡 ○ ○ ○ 多

稲荷台 三戸 関山 黒浜 浮島 阿五台 加曽利E,土製円盤 ,

局部磨製石斧,石鏃,剥片,石皿,磨石,敲石

1990年 に発掘 Fll査、

稲荷台 (141点 )、

浮島 (57点 )、 三戸

(40点 )、 阿玉台

加曽利E(29点 )、

関山 (18点 )、 黒浜

(13点 )、 陥 し穴(20

基 )

土浦 出島調査会1996,

珂寸11,大 測 石川1996

八双田北遺跡 〇 少 繊維土器 土浦 出島調査会1996

入双 田南遺跡 ○ ○ 少 縄文土器 土浦 出島調査会1996

小宮遺跡 ○ 多 浮 島 土浦 出島調査会1996

下小官遺跡 ○ 少 浮 島 土坑 1 土浦 出島調査会1996

八幡神社古墳 少 縄文土器 大正大1985

並木遺跡 ○ 少 繊維土器 石鏃 (ト ロ トロ石 ),石核 (メ ノウ)

寺後遺跡 少 縄文土器

前原後遺跡 ○ 少 繊維土器

戸崎中山遺跡 ○ 少 繊維土器 大正大 1985

465-001 戸崎古墳群第1号墳 ○ 少 繊維土器
大正大 1985,出 島村教

委1971

466 戸崎城跡 少 縄文土器

出島村教委1971 1978,

茨城県教委1985,大 正

大1985

468 石橋遺跡 ○ 少 力日曽利E 大正大1985

女人塚古墳 少 縄文土器 大正大 1985

原久保遺跡 ○ 少 阿王台 加曽利E,剥片 (ホ ルンフェルス?) 大正大 1985

加茂平貝塚 ○ ○ ○ 多

繊維土器 浮島 阿玉台 加曽利E 曽利 称名寺 堀之内 加

曽利B,上器片錘,石鏃 (チ ャー ト),剥 片 (チ ャー ト 石英 黒曜

石 ),石核 (チ ャー ト メノウ),磨製石斧,凹石,打製石斧

中期主体 斎藤1981,大 正大 1985,

能城1987,中 島1991,千

葉1996 1997,日 暮1朗
,

佐藤2000

加茂台山遺跡 ○ 少 縄文土器 大正大 1985

榎後遺跡 ○ ○ ○ 多 繊維土器 阿玉台 加曽利E 堀之内,石核 (チ ャー ト) 中期主体 大正大 1985

榎前遺跡 ○ ○ 多 阿王台 加曽利E 大正大 1985

山崎遣跡 ○ ○ ○ 少 沈線文 繊維土器 興津 大正大1985

稲荷台遺跡 ○ ○ ○ 少
貝殻条痕文 黒浜,浮島,石鉄 (チ ャー ト 黒曜石 ),剥 片 砕片

両極剥片 両極石核 (チ ャー ト 黒曜石 メノウ)石 核 (メ ノウ)

大正大 1985

馬鹿穴遺跡 〇 少 縄文土器 大正大 1985

加茂山ノ神遺跡 O O 多 田戸下層 茅山下層 鵜ケ島台 繊維土器 沈線文主体 大正大 1985

榎遺跡 ○ ○ 多 貝殻条痕文 阿王台 加曽利E 中期主体 大正大 1985

吹上遺跡 少 縄文土器

494 加茂原遺跡 ○ 少 貝殻条痕文 大正大 1985

サキハマ台遺跡 少 縄文土器 大正大 1985

万蔵寺遺跡 ○ 少 黒浜 浮島,磨石 (安山岩 )

498 カケ山遺跡 ○ 少 加曽利E

横須賀台遺跡 ○ 少 黒浜

御殿遺跡 ○ ○ 少 浮島 阿王台 加曽利E,石 斧,ヤマ トシジミ 大正大1985

松本遺跡 O ○ ○ 多
貝殻条痕文 阿王台 加曽利E 称名寺 加曽利B,両極石核 (黒
日詈石 ),サ ルボウ

加曽利E主体 大正大1985

加茂入中昏貝塚 ○ ○ 〇 多

阿玉台 加曽利E 称名寺 堀之内 加曽利B 曽谷 安行1～ 3

前1甫,有孔土製円盤,石鏃,剥片 (黒 曜石 チヤー ト),石核 (チ ャー

ト),石棒,蔽石,凹石,磨石,石斧,砥石

中 後期 主 体 (中

期の遺物集中地点
と後 晩期の遺物

集中地点は異なる)

斎藤1981,大 正大 1985,

能城1987,筑 大貝塚チー

ム1995,千 葉1996 1997,

佐藤2000

加茂八幡原遺跡 ○ ○ 少 加曽利E 称名寺 堀之内 六正大1985

鴨平遺跡 ○ ○ ○ 多

阿玉台 加曽利E 称名寺 堀之内 安行 1～ 3,石鏃 (チ ャー ト),

石錘 (安 山岩 ),打製石斧(安 山岩 ),磨製石斧(蛇紋岩 ),磨石 (安 山

岩),剥 片(黒曜石 メノウ),貝

加曽利 E主体 大正大 1985

と山り遺跡 ○ ○ ○ 多 黒浜 浮島 IDT玉台 加曽利E 堀之内,石皿 加曽利E主体 大王大1985
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1.出 島半島における弥生時代研究史抄

出島半島における弥生時代遺跡の分布調査は大正大学

考古学研究会によつて初めて行われた(大正大 1985)。

その結果明確な中期の遺跡は確認できなかったが、出島

半島全域に小規模ながら弥生時代遺跡の分布が認められ

た。ただし霞ケ浦町域には大規模な遺跡群はなく、最も

多くの遺物が採集できた遺跡は石岡市域の下宮遺跡であつ

た。霞ケ浦沿岸の地理的にほぼ完結 した地域全体におけ

る弥生時代遺跡分布力WJ明 した点が重要な成果であつた。

しかし1980年代から1990年代にかけて、大規模な弥生時

代遺跡の発掘が茨城県南部域の内陸部で行われたことに

より、大正大学の成果が茨城県南部域の弥生時代研究に

反映されることはなかった。

こうした状況下で開催された霞ケ浦町郷土資料館の弥

生時代特別展は、霞ケ浦沿岸の弥生時代に焦点をあわせ

た初の試みであった。この特別展の中で千葉隆司により

霞ケ浦町域出土の弥生時代遺物が集成され、大正大の成

果を含めた霞ケ浦町域の弥生時代遺跡の整理が行われた

(千葉 1998)。

また出島半島のなかでも下宮遺跡など石岡市域の弥生

Ⅲ.弥 生 時 代

時代遺跡群については、高浜入り周辺の弥生時代遺跡群

の一つとして小玉秀成によって論じられるなど(小玉 1
997)、 出島半島の成果は再び注 目されている。いずれに

せよ霞ケ浦沿岸の弥生時代研究はまだ端緒についたばか

りである。

次に土器に目を転 じると、出島半島において学史的に

著名な弥生時代後期の下大津小学校校庭出土土器がある

(豊崎 1971)。 なお今回の調査の結果、下大津小学校は

篠山遺跡(491)の範囲に含められた。この土器と土浦市

宍塚古墳群出土土器・千葉県香取郡小見川町阿玉台北遺

跡出土土器を指標とし、「口縁部下端にイボ状突起」を

特徴とする土器型式である「下大津式」が鈴木正博によ

り提唱された(鈴木 1979)。 型式名称は利根川下流域か

ら桜川河日までの当時の海において用いられた土器であ

るという認識のもとに命名された(鈴木 1999:47頁 )。

その後鈴木自身により「下大津式」の再検討がなされ、

下大津小学校校庭出土土器は「下大津式」の一系列であ

る「下大津式下大津系列」とされた(鈴木 1999)。 そし

てこの系列は利根川下流域から霞ケ浦南岸に沿って伝播

してきた「下大津式阿玉台北系列」と、天の川流域にお

いて「二軒屋式」系の進出によって生まれた「下大津式

第11図 弥生時代の遺跡
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原田北系列」との境界ラインに成立したと論 じた。

鈴木による古霞ケ浦における「下大津式」の分布 と

「下大津式下大津系列」の生成についての想定は非常に

興味深い。なぜなら、出島半島は、霞ケ浦を土浦入 りと

高浜入 りとに南北に三分するという地形的な特徴があり、

霞ケ浦周辺地域における弥生土器型式の分布範囲を検討

する上で良好な立地だからである。ただしそのためには、

出島半島における弥生時代遺跡の発掘調査が必要になっ

てくる。

また、土器以外の遺物としては有角石器がある。霞ケ

浦町域における出土例は古 くから知られ、またその出土

数も多い。だが、いずれも出土状況が未詳であるため型

式研究の素材として用いられるのみで、出島半島の弥生

時代について踏みこんだ研究はない。

さらに、出島半島対岸の美浦村陣屋敷・根本遺跡の発

掘調査も霞ケ浦周辺における弥生時代後期研究の特筆す

べき事項である。台地上を全面発掘 したことにより、従

来不明だった霞ケ浦沿岸部の弥生時代集落の一様相が明

らかになった。さらにこの両遺跡の土器は土浦市原田遺

跡群や竜ケ崎ニュータウン遺跡群とは異なる独自のもの

であり、小玉秀成により茨城県南部域の弥生時代後期土

器編年における一つの柱とされている(小玉 1998、 1999)。

現在までに出島半島で発掘調査によつて全容が明らかに

なった弥生時代遺跡はない。今後上記 2遺跡との対比が、

出島半島の弥生時代研究に必要となるだろう。

(赤坂 亨 )

2.弥 生時代の概観 (第 11図、第 8表 )

弥生時代遺跡の総数は133遺跡である。そのほか、出

土地未詳の弥生時代中・後期の遺物が、霞ケ浦町郷土資

料館に収蔵されている。1998年の時点では37遺跡確認さ

れていたが(千葉 1998)、 今回新たに96遺跡が加えられ

た。

今回の分布調査では、中・後期に帰属する遺跡を確認

することができた。茨城県域において、現行の編年案で

は前期と目される資料は確認されておらず、中期前半の

下館市女方遺跡出土の上器などをもって茨城県域におけ

る弥生土器の初現としている(佐藤 1991、 川井 1991a)。

一方、女方遺跡出土土器の一部は前期に帰属するという

編年案もあるが(中村 1976:第 1表 )、 未だ意見の一致

をみたとは言い難い。今回の分布調査で、女方遺跡出土

土器に近似する土器を採集・確認したが、ひとまず現行

の編年に則 り、これらの上器を中期の遺物として扱うこ

ととする。

中期の包蔵地は19遺跡を数える。なお既報告の有角石

器 5例のうち 3例、新たに確認した有角石器 1例、霞ケ

浦町郷土資料館所蔵土器、町立北中学校所蔵土器などは、

出土地未詳のため遺跡としては登録 していない。

また後期の包蔵地は79遺跡を数える。うち 5遺跡が発

掘されている。その他、霞ケ浦町郷土資料館所蔵土器、

町立北中学校所蔵土器など出土地未詳の資料がある。

全体的な立地の傾向として谷津に面 した場所に遺跡が

存在し、台地の平坦面には遺跡がみられないということ

がある。また菱木川 。一ノ瀬川の上流域では遺跡の分布

が希薄になっていく。     (赤 坂 亨、齋藤瑞穂 )

3.弥生時代中期 (第 12図 )

弥生時代中期の遺跡は、塚下台 2遺跡 (026)、 宍倉城

跡(044)1)富士見塚古墳群第 1号墳・同第 2号墳 (070-0

01・ 002)、 白畑遺跡 (161)、 下江野貝塚 (163)、 南根本出

戸遺跡 (191)、 内原遺跡 (204)、 和田台遺跡 (213)、 男神

遺跡 (232)、 駒木山遺跡 (235)、 立葉遺跡 (236)、 天王越

遺跡(24)、 為都南遺跡 (274)、 坂大平遺跡 (281)、 要害

峯遺跡 (299)、 西方貝塚 (302)、 坂遺跡 (320)、 新南遺跡

(428)である。湧水点に近接する谷津最奥部の台地縁に

立地する遺跡が多 く、川に面した場所に位置する遺跡は

少ない。

(1)土器

茨城県域における所謂「弥生時代中期」の編年は、女

方式→野沢式(格式)→足洗式という条が、ほぼ意見の一

致をみている(佐藤・井上 。宮田 1978、 川井 1991a、

鈴木 1991)。 霞ケ浦町を含む出島半島における該期の

土器は、霞ケ浦町郷土資料館所蔵
2)の足洗式上器のみが

知られており、足洗式期以前については未詳であった。

今回の分布調査では、主に、女方式土器、足洗式土器

と考えられる資料を採集・確認することができた。無論、

いずれの型式に該当するか判断しかねる資料も中には存

在する。

女方式土器は、和田台遺跡で採集されている。また、

町立北中学校所蔵の土器には、女方式と考えられる資料

が含まれていることを確認した。下館市女方遺跡出土の

土器群(田中 1944)は 34号竪穴段階、15号竪穴段階、 3

号竪穴段階の 3期 に細別されているが(石川 1985)、 今

回確認した土器は15号竪穴段階の土器に近似する。これ

らの土器の文様モチーフは、那珂郡大宮町小野天神前遺

跡出土土器(阿久津ほか 1977)3)ゃ稲敷郡桜川村殿内遺

跡出土土器に類例がある。先述したように、女方式土器

の帰属時期については諸説あるが (ナ |1井 1991a、 中村

1976)、 小玉秀成は和田台遺跡出上の土器の時期を弥生

時代前期としている(小玉 2000)。

今回確認された資料が、資料蓄積の少ない該期の研究

に貢献する資料であることは間違いないが、紙幅の関係

上、稿を改めて論 じることとしたい。

また、塚下台 2遺跡、白畑遺跡、下江野貝塚、南根本

出戸遺跡、和田台遺跡、坂大平遺跡、要害峯遺跡では足

洗式土器が採集されている。また、富士見塚古墳群第 1・

2号墳が発掘された際、墳丘及び周溝内から足洗式土器

が出土 している。足洗式土器はこれまでに、鈴木正博や
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第12図 弥生時代中期の遺跡

第13図 弥生時代後期の遺跡



海老沢稔によって 1～ 3式に細別され(鈴木 1978、 海

老沢 1986)、 小玉秀成によって各細別型式の内容が整

理されてきた(小玉 1995、 1998)。 霞ケ浦町郷土資料館

所蔵の足洗式土器は、足洗 2式 と考えられている(小玉

前掲 )。 また、要害峯遺跡採集の土器は、渦巻文帯が胴

部縄文帝と重複することから、足洗 3式に比定できる資

料である。他の資料は、足洗 2式以降に位置付けられる

ことは確実だが、 2式、 3式の判別は難しい。

(2)有角石器について

霞ケ浦町では、 5例の有角石器が既に確認されている

(清水 1954、 町田 1960、 千葉 1998、 岡本 1999)。

有角石器は、柴田常恵が「奇形石器」という名称で採 り

上げて以来(柴田 1911)、 用途や機能の問題について繰

り返し議論されてきたが、未だに意見の一致をみていな

い。ただし、弥生時代中期後半から後期に帰属すること、

茨城県南部や千葉県北部といった霞ケ浦沿岸域に集中的

に分布することは、以前から幾度となく指摘されてきた

(清水前掲、川井 1991b、 岡本前掲 )。

先に挙げた諸報告によると、志士庫荻平、加茂地区内、

坂地区、田伏地区、牛渡コイウチで出土したという。志

士庫荻平、加茂地区内出土の有角石器の出土地は未詳で

ある。一方、坂地区の有角石器は、旧佐賀村役場 (現在

の佐賀保育所 )で井戸を掘った際に出土 したという。佐

賀保育所であれば、坂遺跡の出土となる。また、田伏地

区の有角石器は、旧田伏小学校 (現在の田伏公民館)付近

で採集されたという。牛渡コイウチの有角石器の出土地

には、新南遺跡が該当する4)。

今回の分布調査では、新たに志士庫飯岡の資料を確認

した。個人蔵の資料である。この有角石器は、柄部、突

起部は遺存しているが、刃部はほぼ欠失している。志士

庫荻平例とは異なり、柄部は発達している。

なお、霞ケ浦町内出上の有角石器は、坂遺跡、新南遺

跡、志士庫飯岡出土のもの以外は、所在が確認できなく

なっていることを付記 しておく。

(3)ま とめ

以上、霞ケ浦町の弥生時代中期遺跡・遺物について概

観 してきた。該期の遺跡や遺物については、発掘調査が

実施された例がないため、県内の他の市町村同様、集落

の様相や遺物の組成など弥生時代社会を考察していくた

めの基本材料が少なく、あまりにも不明な点が多い。今

後の調査の進展をまって再論したい。

(齋藤瑞穂 )

4.弥生時代後期 (第 13図 )

弥生時代後期の遺跡は79遺跡を数える。このうち発掘

調査を行った遺跡は坂遺跡(320)、 坂有河遺跡 (322)5)、

為都南遺跡 (274)、 富士見塚古墳群第 1号墳 (070-001)、

同 2号墳 (070-002)の 5遺跡である。発掘された遺跡以

外で文様等から確実に後期と判別できるのは、篠山遺跡

(491)。
)、

塚下台 2遺跡(026)、 風返古墳群第 5号墳 (043-

005)、 大島遺跡 (067)、 香取 。山下遺跡 (098)、 西山遺跡

(225)、 立葉遺跡(236)、 坂大平遺跡 (281)、 折越遺跡 (30

1)、 東 2遺跡 (310)、 東 3遺跡(311)、 房中古墳群 (410)、

新南遺跡 (428)、 柳梅台遺跡 (441)、 鍛冶屋廃寺 (477)な

どの十数遺跡である7)。
出土地未詳の弥生時代後期の遺

物として、霞ケ浦町郷土資料館所蔵土器の円形浮文を施

す小壼(千葉 1998)と霞ケ浦町立北中学校所蔵土器があ

る。

また現在までのところ、霞ケ浦町域において発掘され

た弥生時代の集落はない。従って、今後の発掘次第では

状況が大きく変化する可能性も考えられる。こうした危

うい前提の上ではあるが、以下で今回の採集 した資料と

出島半島における弥生時代後期の遺跡立地の提起する間

題について検討する。

(1)遺物

前述したように採集した遺物は、小片が多 く時期を特

定できるものが少ない。その中で後期前半から中葉の櫛

描文系土器と後期後半の上稲吉式土器a)が
、また外来系

のものとして十王台式土器と後期後半～末の南関東系土

器が確認できた。

櫛描文系土器は塚下台 2遺跡、風返古墳群第 5号墳、

大島遺跡、富士見塚古墳群第 1号墳、同 2号墳、西山遺

跡、折越遺跡、東 2遺跡、東 3遺跡、房中古墳群におい

て採集された。また発掘調査によつて櫛描文系土器が出

土した例として坂遺跡がある(茂木 1999)。

上稲吉式土器は立葉遺跡、坂大平遺跡において採集さ

れた。篠山遺跡に含まれる下大津小学校校庭から「下大

津式下大津系列」の標準資料となった土器が出土してい

る(鈴木 1999)。

十王台式土器は富士見塚古墳群第 2号墳、為都南遺跡、

柳梅台遺跡の 3遺跡において採集された。

南関東系土器は香取・山下遺跡、坂有河遺跡において

採集された。また霞ケ浦町立北中学校所蔵土器の中にも

含まれている。

その他の弥生時代後期の遺物として土製紡錘車がある。

新南遺跡と鍛冶屋廃寺の 2遺跡で採集された。

後期のうち櫛描文系土器の例が多いが、これは特徴的

な文様をもっているためであり、この時期に遺跡数が最

も増加 したわけではない。霞ケ浦町域全体でみれば、弥

生時代後期を通 して断絶することなく居住が行われてい

たといえる。

(2)遺跡の分布

霞ケ浦町域における弥生時代遺跡の分布に関して千葉

は、 1高浜入 り・菱木川流域、 2-ノ 瀬川流域、 3加茂

地区の 3グループに分けている(千葉 1998)。 この分布

は大筋で変更はないが、今回の調査の結果、これまで弥

生時代の遺跡が確認されなかった安食地区、岩坪地区、

田伏地区において弥生時代の遺跡が確認された。本節で

はこうした新発見の遺跡を含めた霞ケ浦町域における遺
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跡のグルーピングを遺跡の継続1生 という点から行う。

弥生時代中期―後期―古墳時代前期と継続した遺跡は、

安食地区の富士見塚古墳群第 1号墳 。同 2号墳、下大堤

地区の和田台遺跡、田伏地区の為都南遺跡、中台地区の

駒木山遺跡、男神地区の立葉遺跡、坂地区の天王越遺跡、

坂大平遺跡、坂遺跡、牛渡地区の新南遺跡の10遺跡を数

える(第 13図 の○ )。 坂・田伏地区に 6遺跡と集中し、安

食地区に 2遺跡、一ノ瀬川中流域に 1遺跡、牛渡地区に

1遺跡がそれぞれ所在する。

弥生時代後期一古墳時代前期と継続する遺跡は宍倉地

区 2遺跡、安食地区 2遺跡、西成井地区 1遺跡、大和田

地区 1遺跡、中台地区 2遺跡、田伏地区 1遺跡、坂遺跡

2遺跡、深谷地区 2遺跡、牛渡地区 1遺跡、戸崎地区 1

遺跡、加茂地区 2遺跡の16遺跡を教える。これらの遺跡

は中期から継続 した遺跡の周辺に加え、菱木川中流域、

川尻川流域にも分布し、一ノ瀬川・菱木川の上流域を除

く霞ケ浦町全域に存在する。

後期のみの遺跡も、前述した継続1生のある遺跡周辺に

多くが分布する。したがって継続性のある遺跡のまとま

りから 1牛渡・田伏地区を含めた一ノ瀬川河口周辺、 2

深谷・加茂地区の一部を含めた一ノ瀬川中流域、 3菱木

川中流域、 4)|1尻川流域、 5安食台地の 5つ の遺跡群に

霞ケ浦町域の弥生遺跡を分ける。

これらのうち 1～ 4については河サ||と それによって形

成された谷津のまとまりに対応する。これは小玉の考察

した高浜入りの分布状況とも重なる(小玉 1997)。 また

河川の本流と支流との合流地点に継続性のある遺跡が存

在するという立地は、原田遺跡群と類似 している。従っ

てこのような遺跡群の分布は、霞ケ浦沿岸だけでなく内

陸部も含めた茨城県南部域に共通するといえる。その背

景として、谷地田における稲作を生業とした生活様式が

弥生時代後期において広範囲に定着していたと考えたい。

こうしたパターンに当てはまらないのが安食台地の遺

跡群である。安食台地は東西に細長いため、台地に谷津

がほとんど形成されず、台地上の平坦面も狭い。南は菱

木川河口部の氾濫原に面しているが、当時の霞ケ浦は汽

水湖であり塩害のため水田耕地ではなかっただろう。そ

れにもかかわらず弥生時代中期から古墳時代にいたるま

で継続する遺跡が存在するのである。

このような地理的条件下では稲作よりも、漁業などの

霞ケ浦に依存する生業の方がより環境に適応した生業と

いえる。つまり出島半島では、地形により茨城県南部域

に共通する谷津に居住 し水田稲作を行う集団と、沿岸部

に居住 し漁業を行う集団とが混在 していたと考える。

参考となるのが陣屋敷・根本遺跡における遺跡群研究

である。両遺跡は同じ台地上に位置するほぼ同時期の遺

跡であるが、両遺跡の土器の内容は大きく異なる。黒沢

浩はこれを型式差と認識し、隣接する集団が必ずしも同

一集国ではないと指摘 した(黒沢 1996)。 この成果を受

けて中村哲也は一つの谷津を水田として維持管理するた

めに、異なる集団が協力関係にあつたとし、複数異集団

による谷地田経営のモデル化を行つた(中村 1996)。

このような異集団の隣接居住については安食台地の事

例をふまえると必ずしも各集団の生業力耳活作である必然

性はない。むしろ異集団=異生業の方が理解しやす く、

陣屋敷・根本遺跡も漁排業集団と稲作集団の隣接居住で

あつた可能性がある。

出島半島においてはその居住地の地理的条件によつて

漁業に特化する集団(安食台地)と 、稲作に特化する集団

(菱木川 ,一 ノ瀬川中流域 )と 、両者が共存する集団(一

ノ瀬川河口周辺・川尻川 )に分かれていたと考える。そ

してこれは霞ケ浦全域に当てはまる可能性がある。

(3)ま とめ

以上分布調査の成果から霞ケ浦町域の弥生時代後期に

ついて考察を行つてきた。最後に弥生時代から古墳時代

への移行についての展望を述べてまとめとしたい。

弥生時代後期から古墳時代前期へ継続した遺跡は坂地

区が最も多い。この地区は谷津が多数形成されているこ

とから、水田面積を増加させることができたようだ。ま

た、一ノ瀬川の自然堤防上に弥生時代後期のニノ宮遺跡

が立地するなど氾濫原への居住域の拡大が行われた。こ

れには生産量増加にともなう人口増加が背景にあつたと

考える。これは従来の弥生時代から古墳時代への発展図

式で捉えられるものである。

しかし水田面積を拡大できない安食台地において、首

長墓は認められないものの弥生時代から古墳時代前期へ

継続する遺跡が 5遺跡認められる。このことは霞ケ浦周

辺地域において古墳文化の受容に水田耕作が必ずしも必

要条件ではないことを示 している。

これまで古墳文化の受容については、汎列島的に同じ

理由の下に説明されることが主流であった。しかし霞ケ

浦といういわば列島内の「小地域」内ですら、古墳文化

受容の直前である弥生時代後期において同一の生活様式

ではなかった。結果としてはどの小地域でも同じように

古墳が出現するが、それぞれの地域にはそれぞれの受け

入れ理由があったと考える。こうした小地域の詳細な検

討が霞ケ浦からの古墳時代像への見直しにつながってい

くだろう。 (赤坂 亨 )

註

1)弥生土器が採集されたのは、陽廣山呆泰寺の境内である。

2)こ の上器は出島村中央公民館所蔵であつたが、現在は町郷土資料

館に移管された。

3)小玉秀成氏の御教示による。

4)新南遺跡は、字コウイチを包含する。

5)千葉隆司により塚峰遺跡として幸R告 されている(千葉1998)

6)下大津小学校校庭を含む。また、千葉隆司により下大津遺跡とし

て報告されている(千葉 1988)

7)後期の79遺跡のうち確実に後期といえる遺跡が1/4以下なのは、

弥生土器の小片を数点採取しただけの遺跡が多いためである。そ

れゆえ時期の認定には付加状縄文や底部木葉痕を指標とせざるを

得ず、一部は中期末業にさかのぼる可能性がある。

8)上稲吉式については「二軒屋式Jも その内容に含まれるため土器型
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田中国男 1944 F弥生式縄文式接触文化の研究」大塚工芸社時代』

千葉隆司 1998 「霞ケ浦町の弥生遺跡と遺物」 F霞 ケ浦沿岸の弥生川井正- 1991も  「茨城における弥生文化の特質」「茨城県史料 考

文化一土器から見た弥生社会一J霞ケ浦町郷土資料古資料編弥生時代』

館黒沢 浩 1996 「根本と障屋敷」『根本遺跡』美浦村・陸平調査会

中村五郎 1976 「東北地方南部の弥生式上器編年」 F東北考古学の小玉秀成 1995「根田上遺跡出上の弥生土器」「王里村立資料館報Jl

諸問題J東北考古学会小玉秀成 1997「高浜入り周辺の弥生時代遺跡群」『茨城県考古学

中村哲也 1996 「弥生時代の陸平遺跡洋」『根本遺跡J美浦村・陸協会誌』 9

平調査会小玉秀成 1998 「常総地域における弥生土器編年の大枠」『霞ケ浦

新́例」「貝塚』96町田公雄 1960 「有角石斧の一沿岸の弥生文化一土器から見た弥生社会―』霞ケ浦

茂木悦男 1999 「一般県道石岡田伏土浦線道路改良工事に伴う坦蔵町郷土資料館
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茨城県教育財回
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第 8表 弥生時代遺跡一覧

遺跡番号 遺跡名
弥 生 古 婚

遺物 文 献
中 後 一副

5 北久保

備前山

飯同 3 大正大1985,千 葉1998

小原 1

壕下呑 2 0 足洗式 二本同時施文具

馬場平 2

愛宕 山 結節編支

風 返 大正大1985,千 葉1998

043-005 風板古婚群第 5号増 藤塚百墳墳丘 よ り採 集

宍倉城 中期 は果泰孝墓地にて採集 大正大 1985 千葉 1998

山 ノ腰  勝見掛 0
太子 1 ∩

太子 2

大島

070-001 富士 見塚古壻辞第 1号塔 足洗式 ,十王台式 斜格子 目立

070-002 宮十 耳壕古増群第 2号増 ∩ ∩ 足洗式 十三台式 斜格子 目文
健沼 2

84 宍倉 山 ノ神 2

金チH
呑取  山下 ∩ 南関東系
西次保 1

荻平 大■T大 1985 千葉 1998

横 根 大正大1985,千 葉1998

稗 田

大塚 大正大 1985 千葉1998

長町 2

長町 1 0 大正大 1985.千 葉1998

下浜谷

五反田

自畑 足洗式

猪 ノ頭

下江野 貝埃 足洗式

下軽部原日

上佛 田

岩坪原

油 端

下 山

174 畑合

原 ノ坊 ∩

柴 内

池袋

南根本出戸 足洗式 大正大 1985 千葉 1998

南根本 0
白 ヒゲ

200 前の台

羽 黒

203 十駄 川

腺

牧

大正大 1985 千葉 1998

山

山 越

削 台 ① 女方式 足洗式 大正大 1985 千葉 1998 小王2000

大正大 1985 千葉1998

東山台 夫正夫 1985 千葉1998

大赤口日大平

画 原 夫工夫 1985 千葉1998

内 山

男神大平東

225 西 山

226 大浮天 ノ宮

牧 ノ内買壕

男神

駒木 山 ∩

立葉 ∩ ∩
「

稲★弐

駒木山東 ∩ ∩

240 正 直 0 ∩

天王越 0 ∩ 太止太 1985,十 粟 1998

0 ∩

水戸脇 0 粗製小型帯

為都南 0 ∩ 犀洗式 、十三台 千葉1998

トウメキ 0
神明台貝塚

中台

水神

坂大半 足洗式

三城 内

絲林 大下大 1985 千葉1998

白帖

要害攀 足洗式 大正大 1985 千葉1998

西方員塚 大正大 1935 千葉 1998

304 西方 1 ①

アデ2

西方3 ① 大正大 1985 千葉 1998

下宮
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遺跡番号 遺跡名
生

遺 物 文献
中 後 前

谷 ツ

Яこ2 多条櫛歯文

〕霊3 金粂櫛歯文 ★下★ 1985 千葉 1908

坂 0 ∩ 岩角石器 清水 1954 夫正大1985■ 986.千葉 1998 岡本 1999.茂 木1999

ニ ノ宮

坂有河 塚峰遺跡 と して報告 手華 199A

中孝 未 3 大正大 1985,千 葉 1998

深谷下原 4 大正大 1985 千葉 1998

深谷下原 5

婦 大正大 1985,千 葉1998

八千代台2

八千代台 3

慕戸 1 大 T大 1985 キ葵 1998

慕芦3 大正大1985,千 葉1998

栖形 1 ∩

真珠 院北

緬形 3

栖形超 0

栖形5 ∩

384 台畑 ○

房中古増群 単沈線維区画

新匠敷

谷ツ跡 ∩ 夫正大 1985

新南 ○ 有角石器 大下大 1985 町田1960 千葉 1998 岡本1999

436

∩ 大正大 1985,千 葉 1998

柳梅台 C ∩ 附
"H築

績甘 大正大 1985 1986 千葉 1998

戸崎 中山

465-002 戸峠古増辞第2号婚

473 労H滓平 目塚 大正夫 1985.千 葉 1998

榎後 ∩ ∩

鍛治屋廃寺 紡錘車

糎 苛

稲荷合 0

馬鹿穴 大正大 1985 千葉 1998

加茂 山 ノ神 大T★ 1985 千斐 1998

榎

篠山 ○ ○ 「下大津式下大津系列」出土地点含む
豊W奇1971,鈴 木1979 1999,大正大 1985,海 老洋1985 1986

1989 1998,弥生時代研究班 1994‐ 1995,千 葉1998

加茂人幡貝塚 大正大 1985 千葉1998

鴨 平

田伏公民館付五 有角石器

∩ 右角石器 清水 1954 千葉 1998 岡本1999

加茂 ∩ 岩衛石器 清末 1954 千葉 1998 岡木 1999

志士庫飯岡 有角石器

霞 ケ1蔦町郷土資料館所蔵土器 足洗2式、円形洋文小形豆 湛芳勘 993 手棄 1998 小千 1996 1998

1986
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1.出島半島における古墳時代研究史抄

霞ケ浦町の古墳時代については、日本大学考古学会の

継続的な発掘調査により、古墳についての多 くの情報が

把握された (軽部 。平沢 1964、 平川 1964、 浮田 19
68、 軽部 1970、 竹石・平沢 1970、 竹石 1964・ 1965,

1967・ 1969,1982な ど)1)① 特に、竹石健二・平沢一久

が出島村(現霞ケ浦町)の古墳概要を示 した研究は、現在

では失われた古墳や古墳群の詳細を知ることのできるも

のであり、高く評価されるべきものであろう。

また、大正大学考古学研究会の継続的な分布調査の成

果は、他の追随を許さない重要な研究成果であり、霞ケ

浦町にとどまらず、出島半島全域を対象としていること

に意義がある(大正大 1985)。 私どもの分布調査でもそ

の成果を活用させていただくとともに、追検証すること

で調査の精度を高めることができた。大正大学の成果を

最大限活用した田中広明の研究も、霞ケ浦沿岸全域を視

野に入れた地域研究として一つの方向性を示 したものと

いえる(田中 1988)。

文献史学の立場から、この地域の国造制に迫ったもの

として佐々木虔―(佐々木 1975)や 篠川賢(篠川 1980)

の研究がある。佐々木は出島半島周辺の玉里、沖洲、高

浜と出島という各地域で、「在地首長制が、それぞれの

地域に成立していた」ことを認めた上で、さらにその上

位に石岡市舟塚山古墳を位置付け、「在地首長層内部の

ヒエラルヒーが成立していた」と考えた(佐 々木前掲 :1

39頁 )。 また篠川は、茨城のクニについて、いくつかの

小地域で概して規模の小さい首長墓が認められる前期の

段階から、首長墓が継続する地域とそうでない地域が顕

在化 した後、石岡市舟塚山古墳が築造された段階で「茨

城のクニ全域を範囲とするような一つの政治的集団が形

成され」たと考えた。その後の展開は「恋瀬川下流域左

岸」の首長を頂点に「一個の政治権力を構成していた」

ことを認めた上で、各地域の首長がいずれも「大形古墳

を一貫 して造営 していくだけの権力を有していた」とし

た。さらに「こうした現象―中略―の示す意味について

は国造のクニの枠をはず して考えなければならない」と

いう重要な指摘をおこなっている(以上篠川前掲 ,168～

169頁 )。

稲村繁は各古墳で採集される埴輪をもとに、霞ケ浦北

西部の首長墓の編年と首長系譜を論 じている (稲ホす 19
85)。 石岡市舟塚山古墳の築造を契機として、 5世紀中

葉頃には恋瀬川河口付近→ 6世紀には園部川・鎌田川河

口付近→ 6世紀後葉～末葉頃には出島地域へと大形古墳

の築造場所が移動 したとし、「高浜入 り周辺の最有力首

長権は一地域の首長系列によって保持されたものではな

Ⅳ.古 墳 時 代

かった」と考えた(稲村前掲 :79頁 )。

白石太一郎は、常陸の後期から終末期古墳の分布 と

「国造国」および律令期の郡(評 )と の比較検討をおこなっ

ている(白石 1991)。 茨城国造の支配領域内で、 6世紀

代の60m以上の古墳が多いことと、90～ 100m級の大首

長墓の分散化した在 り方に対して、それぞれが等質的と

評価 した。さらに、「有力在地首長層の勢力圏は、国造

による地域支配の領域 よりはかなり狭い」 とし、特に

「茨城国」における多数の大型前方後円墳の被葬者を

「領域支配者としての「国造」よりも交通上の重要性か

らこの地に数多 く置かれたと推測される名代、子代など

の部の地方管掌者」ととらえ、東国における「国造制」

そのものについても7世紀初頭に下る可能性を指摘した。

筆者もまた、風返稲荷山古墳の成果をもとに霞ケ浦周

辺の首長墓を検討 したことがある(日 高 2000a・ bな ど)。

霞ケ浦高浜入りには、出島半島と対岸の玉里台地周辺に

ほぼ同時期の数多くの首長墓が築造されている。特筆す

べきは、玉里台地の首長墓から環頭大刀と甲冑類が数多

く出土し、出島半島では円頭・頭権大刀で甲冑類が皆無

であるという事実である。近接 した地域でありながら副

葬品の様相が異なることから、玉里台地の首長は町田章

のいう軍事権(町田 1987)お よび、小幡北山埴輪窯跡群

を掌握 し、出島半島の首長は柏崎窯跡群という須恵器生

産を掌握するという役割の相違があったと考えた。

玉里台地周辺の古墳については、玉里村内の分布調査

が進み、より正確な年代や古墳の詳細が判明してきたこ

とが正確な首長墓の検討を可能とした(4ヽ玉 1999)2)。

出島半島を中心に、霞ケ浦周辺の首長墓をとりあげた霞

ケ浦町郷土資料館特別展も、現在の研究水準を示す格好

の材料を提供 した(千葉 1997)。

以上、霞ケ浦町の古墳時代を収 り上げた諸研究の一旦

を紹介してきた。諸研究の問題′点としては、まず、それ

ぞれの古墳の年代観に血齢が見られることである。特に

舟塚山古墳の築造年代は、各研究者によって最大約50年

の開きがある。また、古墳群の捉え方によって導き出さ

れる首長系譜の違いは、描かれる歴史像の違いとして現

出してくる。ただし、各古墳の年代観の飢齢については、

調査研究の進展によつて詳細な年代を導き出せるように

なったからこそ醜齢が生じたのであり、今後もより詳細

な古墳の年代特定作業をしていかなくてはならない。古

墳群の捉え方も各古墳の正確なデータが明確になること

で、おのずと決定されていくはずである。

最も大きな問題点としては、いずれの諸研究もこの地

域の古墳時代像を古墳、特に首長墓築造の歴史としてし

か捉えきれていないということである。つまり、集落遺

跡や生産遺跡などの要素を汲み取らずに歴史を語つてい
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るのである。これは甚だ片手落ちといわざるを得ない。

分布調査の利点の一つとして、遺構の詳細は不明であつ

ても同時期の遺跡を把握できることがあげられる。古墳

時代の遺跡に限定して述べるならば、本分布調査の力点

の一つには、古墳という構築物だけでなく包蔵地を時期

ごとに認識することがあつた。その概略は後述するが、

古墳とそれに関連すると目される遺跡をある程度抽出す

ることができた。次章では、分布調査によつて確認でき

た古墳および、それに関連すると考えられる遺跡につい

てその概略を説明していきたい。

2.古墳時代の概観 (第 14図、第11表 )

霞ケ浦町における古墳時代の遺跡は、古墳群を 1遺跡

と換算して221遺跡を数える。古墳(横穴を含む)は 312基

であり、前方後円墳(帆立貝形古墳を含む)は 31基 、前方

後方墳は2基、方墳は10基、円墳 (不明を含む)|よ 250基、

横穴は19基 を数える3)。 包蔵地は130遺跡であるが時期

未詳のものも含まれ、今後も4L続的に遺物採集をおこな

えば時期決定もできるであろう。時期の判明した遺跡に

ついても、その時期とわかる採集品があつたということ

であり、限定された時期のみの遺跡となるかどうかは、

今後の調査の進展により変動もありうる。古墳について

も、運減や未発掘のため時期を限定できないものが存在

しているし、記録の残っていない湮減古墳もあるだろう。

以下、時期ごとの遺跡概観をおこなうことにするが、

包蔵地は▲、時期未詳の包蔵地は△、古墳については前

方後円墳、前方後方墳、単独古墳はその墳形を表示 し、

古墳群は範囲を表示 した。時期未詳の古墳は白抜き、古

墳群は破線で表示 した。また、遺物量の多い包蔵地は大

きめの▲で表示 した。時期未詳の遺跡 。古墳は、すべて

の地図に表示することとした。

3.古墳時代前期 (第 15図 )

古墳時代前期の遺物量の多い遺跡は、平遺跡 (052)、

山ノ越・勝見掛遺跡 (061)、 香取・山下遺跡 (098)、 南根

本遺跡(193)、 天王越遺跡 (241)、 坂大平遺跡 (281)、 二

城内遺跡 (288)、 西方貝塚 (302)、 西方 2遺跡 (305)、 坂

遺跡(320)、 小山遺跡 (403)、 新南遺跡 (428)、 榎後遺跡

(476)、 松本遺跡 (502)、 加茂八幡原遺跡 (506)、 鴨平遺

跡 (507)、 七曲り遺跡(508)である。

古墳は出土遺物などの知られるものは少ないが、寺山

古墳群第 1号墳 (429-001)、 柳梅台古墳群第 1号墳(4420

01)、 田宿・赤塚古墳群第 1号墳 (510-001)、 同第16号墳

(510-016)な どがあげられる。その他にも、五領期の土

師器が採集された戸崎古墳群第 1・ 2号墳(465001・ 00

2)や田宿・赤塚古墳群第10号墳(510010)な どがあげら

れるが、墳丘盛土中に混入していた可能性もあり確実な

ものではない。

第14図 古墳時代の遺跡
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第15図 古墳時代前期の遺跡

古墳時代中期の遺跡
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これらの遺跡相互の関係について、遺構力洋」明してい

ない現状で言及することは慎重でなくてはならない。し

かし、加茂地区において古墳時代前期の遺物量の多い遺

跡が集中することは、田宿・赤塚第 1号墳および、同第

16号墳と不可分な関係であることは指摘できる。

古墳時代前期の首長墓は田宿・赤塚古墳群、寺山古墳

群、柳梅台古墳群など一ノ瀬川右岸の出島半島南岸にの

み存在する。一ノ瀬川左岸の坂地区にも遺物量の多い天

王越遺跡や坂大平遺跡などが所在 しているが、その周囲

には前期の首長墓は確認できていない。これらは、一ノ

瀬川右岸の河口に位置する寺山古墳群や柳梅台古墳群と

の関係を考慮 したほうがよいかもしれない。

菱木川流域にも遺物量の多い安食地区の平遺跡、山ノ

越・勝見掛遺跡、宍倉地区の香取・山下遺跡などが所在

するが、いずれも遺跡の範囲はそれほど大きくなく、前

期古墳の存在も知られていない。

つまり、古墳時代前期においては出島半島南岸に、首

長墓およびそれに関連する集落などが営まれた可能性を

↓旨摘できよう。

4.古墳時代中期 (第 16図 )

古墳時代中期の遺物量の多い遺跡は、船橋 2遺跡(098)、

小山遺跡 (403)、 鴨平遺跡 (507)、 七曲り遺跡 (508)に 限

定される。そのほかに古墳時代中期と認識できる遺跡 も

数少ないのが現状である。時期未詳としたものが、この

時期になる可能性もないではないが明確さを欠く。

前期において遺物量の多かった鴨平遺跡と七曲り遺跡

が、中期でも遺物量は比較的多いことから、継続 して集

落が営まれているようである。また、新南遺跡について

も中期に継続する。これらは、中期でもその前半代に位

置付けられるものが多く、田宿・赤塚古墳群や寺山古墳

群において首長墓が継続して築造されている可能性もあ

る。ただし、そのことを裏付けるような端緒は見出され

てはいない。

坂地区において前期に遺物量の多かった遺跡で、中期

に継続するものはほとんど確認されていない。菱木川流

域においても、前期から中期に継続するものはほとんど

存在 しない。

古墳については、低地に築かれた中期前半と考えられ

る牛塚古墳 (408)の 存在が目を引 く。また、田宿・赤塚

第11号墳 (510-011)も 時期未詳ながら、低地の微高地上

に立地することから中期である可能性もある。このよう

に、台地突端から低地に築造立地が移動する現象は、霞

ケ浦沿岸において、中期から後期初頭の首長墓の多くが

低地に築かれることと連動すると思われる(日 高 1998)。

その前提からすると,台地上に立地する銚子塚古墳群第

1号墳(432001)は 、中期古墳 とすべきではないかもし

れない。また、台地のやや奥に所在していることは、前

述した前期古墳の立地とも異なる。むしろ、後述する後

期古墳の立地と共通するとも思われる。しかし、銚子塚

古墳群第 1号墳についての情報が少ない現段階において

は、墳丘測量の結果から導き出された中期という見解を

支持 しておきたい(田中1999)。

ここで注目されるのは、遺跡の範囲はそれほど大規模

ではないものの、前期から継続 して遺物量の比較的多い

小山遺跡である。牛渡地区の台地上に所在しているが、

霞ケ浦に向いているというよりは一ノ瀬川へ流れ込む支

谷の奥に位置する。牛塚古墳と銚子塚古墳群第 1号墳の

ちようど中間の場所に位置しているが、一ノ瀬川へ向い

ていることを重視すれば、銚子塚古墳群第 1号墳との関

係で理解できるかもしれない。

菱木川左岸で前期において遺物量の多い遺跡が確認さ

れた安食地区では、中期に目立った遺跡は確認できてい

ない。菱木川右岸の宍倉地区でも遺物量の多い遺跡は継

続せず、新たに船橋 2遺跡が確認されるほか、小規模な

遺跡が散在する。

つまり、古墳時代中期は、前期と同様に出島半島南岸

において首長墓およびそれに関連する集落が営まれた可

育と性を指摘できると思われる。ただし、それは一ノ瀬川

右岸に限定されることのようである。さらに、他地域で

は前期から継続する遺跡が激減することを特徴として指

摘できよう。

5.古墳時代後期 (第 17図 )

古墳時代後期の遺物量の多い遺跡は、安食平貝塚(049)、

香取・山下遺跡 (098)、 船橋 2遺跡 (104)、 岩坪平遺跡 (1

73)、 南根本遺跡 (193)、 坂大平遺跡 (281)、 二城内遺跡

(288)、 西方貝塚 (302)、 西方 2遺跡 (305)、 坂遺跡(320)、

松本遺跡 (502)、 鴨平遺跡(507)がある。坂地区において

遺物量の多い遺跡が集中して認められる。

古墳については、それまで首長墓が知られていなかっ

た菱木川左岸、一ノ瀬川左岸に新たに築造されるように

なることが特徴である。例えば風返古墳群 (043)、 太子

古墳群(063)、 富士見塚古墳群 (070)、 坂稲荷山古墳群 (2

85)、 白幡古墳群 (294)、 折越十日塚古墳 (296)な どがあ

げられる。また、田宿・赤塚古墳群でも、第 7号墳(5111

007)や 第14号墳 (510014)な どの小型の前方後円墳がこ

の時期となる可能性を有する。これらのなかで、富士見

塚古墳は後期初頭、風返古墳群はそれよりもやや下降し

た後期前半ころに風返古墳群第 2号墳 (043002)が 築造

される。その後、第 3号墳 (043-003)、 第 9号墳 (レ偲009)

などの埴輪をもつ円墳が築造され、第 1号墳 (043-001)、

第 4号墳 (043-004)と 継続して築造される。

古墳時代後期でもその後半期(いわゆる終末期 )と 考え

られる首長墓は、風返古墳群第 4号墳、笹塚第 1号墳 (0

64-001)、 富士塚山古墳 (354)、 車塚古墳(488)な どである。

また、茨城県南部では鹿嶋市域と出島半島にのみ確認さ

れる横穴群の存在も特筆される。志戸崎横穴群 (319)、
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崎浜横穴群(495)であり、いずれも時期は未詳である。

この時期で最も特筆されるのは、菱木川左岸の半島先

端に位置する柏崎窯跡群(072)の存在である4)。
現在ま

でのところ、 6世紀後葉から7世紀前半に操業されてい

たことが判明している。2000年夏には筑波大学考古学研

究室の手によつて発掘調査もおこなわれた。本窯跡群は

従来から瓦窯として著名であったものだが、古墳時代の

須恵器生産遺跡として県内において操業が最も遡る窯の

一つである。本窯で生産された須恵器の供給先は、今の

ところ詳らかではないが、少なくとも霞ケ浦周辺におい

て出土している古墳時代須恵器の一部に、本窯で生産さ

れたものが含まれると思われる。また、今回の分布調査

において採集された須恵器の中に、胎土や焼成が近似す

る資料も存在するが、これも窯跡群の詳細が判明した後

に改めて考究すべき課題である。

古墳時代後期における遺跡相互の関係では、坂地区に

おいて遺物量の多い遺跡が集中して確認されたことと、

坂稲荷山古墳群第 1号墳(285001)や 折越十日塚古墳の

存在が注目される。坂地区で、古墳時代前期の遺物量の

多い遺跡が確認されていることは前述したが、古墳時代

後期の遺物量の多い遺跡と同一遺跡であることが多い。

中期の様相が必ずしも詳らかでないが、周辺に中期の包

蔵地も存在していることから、古墳時代を通して集落が

営まれている可能性もある。古墳時代前期の首長墓は、

一ノ瀬川対岸の寺山古墳群や柳梅台古墳群などが想定さ

れたが、後期では同じ台地の奥寄 りにその築造場所を移

したのかもしれない。

菱木川左岸の風返古墳群に最も近い同時期の遺跡は、

遺物量がそれほど多 くなく範囲も狭い風返遺跡(042)で

ある。ただし、やや下流の安食平貝塚でも一定量の遺物

が採集できることから、ここに風返古墳群との関連を想

定することも可能である。また、風返古墳群とは菱木川

の支流の小河川を隔てた台地上に時期未詳の椎ノ木遺跡

(029)があり、踏査時に住居l■状の斑点が確認された。

縄文・古墳・奈良・平安時代のいずれの遺構であるか確

証を欠くものの、立地の面では風返古墳群と関連付ける

ことも可能である。

同じく菱木川左岸の太子古墳群、富士見塚古墳群の周

辺において遺物量の多い遺跡は現在までのところ知られ

ていない。特に富士見塚古墳群の周辺では柏崎窯跡群と

それに関連する遺跡以外は未詳である。富士見塚古墳群

第1号墳の築造は後期初頭(5世紀末ころ)と 考えられるの

に対 して、柏崎窯跡群の操業は前述 したように 6世紀後

棄から7世紀前半ころで時期的に合致しない。また、富

士見塚古墳群から西へ伸びる丘陵は、いくつもの支谷で

分断された地形を呈 しており、古墳を築造する以外に大

規模な集落などを営む余地が残されていない。後世の安

食館跡(051)が所在するところまで奥まると、ある程度

の平坦地を丘陵上に求めることができる。安食平貝塚や

田子内遺跡(056)な ども平坦地が確保できる場所に立地

第17図 古墳時代後期の遺跡
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しており、富士見塚古墳群や太子古墳群などとの関連を

考慮することも可能である。

古墳時代後期は、坂・柏崎 。宍倉地区に首長墓および

それに関連する集落が営まれた可能性を指摘できると思

われる。ただし、古墳時代後期でもその後半期では、車

塚古墳 (力日茂 )、 富士塚山古墳 (深谷 )、 風返古墳群第 4号

墳(宍倉 )、 笹塚古墳群第 1号墳 (安食)な どがあげられる。

注目したいのは、前二者の周辺で関連する遺跡を見出す

ことが困難であること、いずれも台地の奥で築造されて

いることである。風返古墳群第 1号墳や第 4号墳も、風

返古墳群のなかでは台地の奥に位置する。笹塚第 1号墳

も霞ケ浦に面するというより菱木川に面した立地である。

また、坂稲荷山古墳、折越十日塚古墳も内陸部に築造さ

れている。

つまり、古墳時代後期後半に近づ くにつれて、首長墓

の築造立地が内陸へと変化 している可能性が高い。前期

～後期初頭ころでは霞ケ浦に面した立地であったことと

比較すると、極めて大きな変化といえよう。首長墓から

の視野もしくは、いずれの場所から首長墓を望むのかと

いう点を重視すると、古墳築造が霞ケ浦を意識した外向

きの立地から霞ケ浦をそれほど意識しない内向きの立地

へと変化 していると考えることもできる。

6.古墳時代の首長支配領域 について

(1)出 島半島における首長支配領域

出島半島の古墳時代については、 1領域として捉える

意見(佐 々木 1975、 稲村 1985)、 菱木川流域 と一ノ瀬

川流域の 2領域として捉える意見(篠川 1980)、 風返、

安食、坂、牛渡・深谷、赤塚の 5領域として捉える意見

(田中 1988)、 田中広明と近似する意見ながら、安食、

風返、坂、牛渡、赤塚の 5領域 として捉える意見(白石

1991)、 20ケ 所前後の古墳群ともいえるグループとし

て捉える意見(竹石・平沢 1970)な どがある。

本稿の冒頭にも述べたが、これらの諸研究の問題点は、

この地域の古墳時代像を古墳、特に首長墓築造の歴史と

してしか捉えきれていないことである。今回の分布調査

で明らかになった、首長墓周辺の遺物量の多い遺跡を考

慮すると、首長墓のみでは語 り尽 くせない歴史が復原で

きそうである。調査成果をもとに、出島半島における古

墳時代の領域について考察を進めてみたい。

第 9表は霞ケ浦町における主要古墳の一覧である。方

墳あるいは円墳は、比較的規模の大きいものを抽出した。

前方後円墳(帆立貝形古墳を含む)は31基、前方後方墳は

2基、上円下方墳 ?は 1基、方墳は 1基、円墳は 7基、

横穴群は 2箇所である。時期別の数は不確定なものも含

竹石 平沢 1970,

風返古墳群第1号墳 横室,太刀,馬具 ,須恵 な ど 方円 (781,h10)
1964,竹 石 1964,浮 田 1968,

風返古墳群第2号墳 軽部1970,大 正大1985

石 平沢1970,大 正大1985

小至 1895,大 野 1896 大正大 1985

上円下方 ?(23× 23.h6) 平川 1964 長 谷川 1967 大 T大 1

方円 (78,hl1 5) 富士見塚古墳 正大1985,伊 東1992

192,h15)
万 円 (24 h25)

方円 (10、 h05)

山古墳群第1号墳 (594 h5) 970,茨 城県教委1982,大 正大1985

石室 (赤彩 線 ),石棺

方 (25× 25,h4)

方円(164,H)
1971,大正大1985,田 中 日高1996

247,h25) 竹石 平沢1970,大 正大1985

円 (29 h18)

帆立(20,h2) 竹石 平沢1970 大正大1985 1986

(23  h53)

大正大 1985,炭 木1987

石 1967 大正大 1985

田宿 赤塚古墳伴第 1号墳 方円 (63 h45) 1985,田 中 日高1996

赤塚古墳伴第10号墳 万円 (185 h17)
田4B 赤塚古壇辞第 11

方円(40,h3) 1985 田中 日高1996
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め、前期は 5基、中期は 4基、後期は26基、未詳は 9基

である。未詳の古墳の年代が今後判明したとしても、後

期の主要古墳の圧倒的な数は変わらない。

包蔵地については、遺物量の多い遺跡を中心に取 り上

げたが、概 して遺跡面積も広いものが多いことを指摘 し

た。逆に遺物量の少ない遺跡は、概 して面積も狭いよう

である。この違いについては、遺構の情報が欠如してい

る以上は未詳とせざるを得ないが、面積が広いというこ

とは、集落としても大規模遺跡であるといえよう。

古墳時代前期の首長墓は出島半島南岸の加茂地区に所

在する田宿・赤塚古墳群と、牛渡・有河地区に所在する

寺山古墳群、柳梅台古墳群に限定されていた。関連する

遺跡としては、田宿・赤塚古墳群の場合は鴨平遺跡、七

曲り遺跡などであり、寺山古墳群や柳梅台古墳群の場合

は一ノ瀬川の対岸に所在する坂地区の天王越遺跡や坂大

平遺跡、二城内遺跡などを想定した。安食地区に所在す

る遺物量の多い遺跡と対応する首長墓は未詳である5)。

古墳時代中期の首長墓は牛渡地区の牛塚古墳や銚子塚

古墳群に限定され、関連する遺跡として小山遺跡が想定

された。ただし、中期前半においては加茂地区の鴨平遺

跡、七曲り遺跡でも集落が継続していたと思われること

から、田宿・赤塚第11号墳という微高地上に立地する古

墳が対応 してくる可能性もある。宍倉地区に所在する遺

物量の多い遺跡と対応する首長墓は未詳である。

古墳時代後期の首長墓は、はじめ柏崎地区に富士見塚

古墳群第 1号墳が築造された後、安食・宍倉地区の太子

古墳群、風返古墳群へと築造場所が移動している。また、

坂地区に坂稲荷山古墳群第 1号墳や折越十日塚古墳、白

幡古墳群が築造される。柏崎 。安食・宍倉地区の首長墓

と関連する遺跡としては、安食平貝塚あるいは田子内遺

跡が想定された。ただし、風返古墳群については時期未

詳ながら小河川を隔てた椎ノ木遺跡も候補として指摘 し

た。坂地区では坂大平遺跡、二城内遺跡、西方貝塚、西

方 2遺跡、坂遺跡など密集して遺物量の多い遺跡を確認

することができた。ただし、加茂地区でも松本遺跡や鴨

平遺跡など遺物量の多い遺跡を見出すことができること

から、田宿 。赤塚古墳群における小規模前方後円墳 (第

7号墳・第14号墳 )と の関連を想定した。

終末期古墳については安食・宍倉地区に風返古墳群第

4号墳、安食地区に笹塚古墳群第 1号墳、深谷地区に富

士塚山古墳、加茂地区に車塚古墳などがある。いずれも

発掘調査などを経ていないので時期決定にはなお熟考を

要するが、いずれも霞ケ浦に面しておらず、内向きな立

地へと変化 したことが!旨摘できた。

以上をまとめると、前期では加茂地区、牛渡・有河・

坂地区、中期では加茂地区、牛渡地区、後期では柏崎 。

安食地区、宍倉地区、坂地区、加茂地区に、首長墓もし

くは大規模遺跡が存在する。終末期の首長墓は、柏崎・

安食地区、宍倉地区、深谷地区、加茂地区であった。地

区ごとに大規模遺跡が展開する時期や首長墓の築造時期

第18図 古墳時代出島半島の首長支配領域



は異なってはいるが、古墳時代を通じてそれぞれの地域

で継続的な領域を認めてよいと判断する。それぞれを、

首長支配領城と呼んでおきたい。

出島半島の古墳時代における首長支配領域は、加茂地

区周辺、牛渡・坂地区周辺、柏崎・安食・宍倉地区周辺

の 3ケ 所である。3ケ 所の地区は、まさに 勝日名類衆抄』

(承平年中 :931～ 938年 に選進 )の常陸国茨城郡十八郷中

の大津郷、佐賀郷、安餅郷に相当する。特に、佐賀郷の

範囲を F新編常陸国誌」(中 山 1901)の いう坂・田伏・

岩坪 。大和田 。中台・男神 。有河・牛渡の範囲とするこ

とでそれほどの蠅賂がないのであれば、一ノ瀬川の両岸

を含んだ地域ということになる。)。 第10表は 3領域の首

長墓と大規模遺跡の消長を示したものである。

第10表 首長墓と大規模遺跡の消長

郷名 地区名

首長墓 大規模遺跡

一削 中 後 終 一削 中 後

大津郷 加茂・戸崎 ○ △ ○ ○ ○ ○

佐賀郷 牛渡・坂 ○ ○ ○ ○ △ ○

安餅郷 柏崎 安食 ,宍倉 ○ ○ ○ ○

第18図は、設定できると考えられる古墳時代の首長支

配領域を模式的に表現したものである。領域設定に際し

ては、牛渡・坂地区の一ノ瀬川河口付近から田宿・天神

塚古墳群の東端までと今の霞ケ浦大橋が架かる沖ノ内ま

でがほぼ4kmであることを一つの定点として半径 4km
の円弧で表した。加茂地区周辺は田宿・天神塚古墳群の

東端から半径 4kmと し、柏崎～宍倉地区周辺は柏崎の

半島状に突出したところから半径 4kmと した。

牛渡・坂地区周辺は、ほぼ佐賀郷の範囲に合致する。

加茂地区周辺は現在の土浦市田村・沖宿周辺まで円弧が

及んでいるが、まさに大津郷の範囲に合致する。柏崎・

安食・宍倉地区周辺は現在の石岡市石川まで円弧が及ん

でいるが、これも安餅郷の範囲に合致する。牛渡・坂地

区と柏崎～宍倉地区の円弧が交差している部分は、その

中位に境界線を考えればよかろう。

大規模遺跡の消長をみると、古墳時代前期に 3領域が

確立していたとしてよい結果を得た。首長墓の消長では、

同一時期にすべての領域で出揃う結果は得られていない。

ただし、富士塚山古墳のある深谷地区が牛渡・坂地区と

同一領域としてよければ、終末期に至 りすべての領域に

首長墓が築造されたと解することもできるが、これは今

後の課題である。いずれにせよ、古墳時代を通じてその

ような領域があったからこそ、後世に国郡制の郷領域が

円滑に設定できたといえるのではなかろうか。

(2)出 島半島から「国造制」論ヘ

前節までに、出島半島において3つの首長支配領域が

設定できることを説いた。令制国としての常陸国が成立

して以降、出島半島は茨城郡に属していた。それより以

前について F常陸国風土記』の記載によれば、分割後の

茨城郡と、信太郡・行方郡の一部とを合わせた範囲を、

茨城国造の支配する「茨城のクニ」の領域とする。それ

では、出島半島をいわゆる「国造(茨城)の クニ」の中の

一地域として理解 し、茨城国造の本拠地を別地域に想定

することができるのだろうか。

そのことを考える前に、いまひとつ解決 しておかなけ

ればならない課題がある。それは、出島半島内における

3領域を東ねる上位概念、すなわち出島半島全域を一つ

の領域として理解できるかどうかである。前節までの結

果から、 3領城中に飛び抜けた地域の存在を見出すこと

は困難である。ただし、柏崎地区で後期初頭に突如とし

て築造された富士見塚古墳群第 1号墳の存在は軽視でき

ない7)。 なぜなら、霞ケ浦を隔てた対岸の玉造町三味塚

古墳、玉里村権現山古墳、石岡市府中愛宕山古墳という

80～ 90m級の前方後円墳が、いずれも富士見塚古墳群第

1号墳の築造時期と相前後して築造されていると思われ

るからである(日 高 2001)。

後世の国郡制の郷に照らせば、三味塚古墳は立花郷、

権現山古墳は田余郷、府中愛宕山古墳は茨城郷の領域 と

いうことになる。それぞれの領域での首長墓の消長に関

しては改めて検討したいが、少なくとも三昧塚古墳の築

造された領域は、断続的ではあるが霞ケ浦沿いに築造場

所を変えながら玉造町塚畑古墳(瓦吹・黒沢 1991)ま で

築造が続 くと思われる。権現山古墳が築造された領域は、

玉里台地を中心に80～ 90m級の首長墓が継続 し、終末期

に至り玉里村岡岩屋古墳が築造される。府中愛宕山古墳

の築造後の状況は、必ずしも詳らかではない。恋瀬川と

山王川に挟まれた高浜周辺で、早くに削平された前方後

円墳などもあるようだが、継続して首長墓が築造されて

いるかどうかは未詳である。しかし、府中愛宕山古墳が

存在している以上、他とは別の領域として理解できる3)。

ひとまず、出島半島における 3つの首長支配領域を大津

郷領域、佐賀郷領域、安訪郷領域と呼び、対岸の 3つの

首長支配領域を立花郷領域、田余郷領域、茨城郷領域 と

呼んでおきたい。

それぞれの領域で築造された首長墓の墳丘規模に着目

すると、若干の差は存在しようとも、ことさら序列を導

き出せるようなものでもない。それぞれの郷領域で同規

模の首長墓が築造されていることは、出島半島において

富士見塚古墳群第 1号墳が築造された段階でも安銹郷領

域の中で理解すべきかもしれない。しかし、同古墳が出

島半島の古墳時代において最も規模の大きい首長墓であ

ることを最大限評価するならば、この時期に出島半島全

体に支配領域を伸ばしたと解することもできる9)。
仮に

そうであったとしても、その前 。後の時期の出島半島に

は確実に 3領域が存在したことは間違いなかろう。

以上の検討で、出島半島における3領域に加え、高浜

入りを挟んだ対岸にも3つの首長支配領域が存在してい

たことが明らかになった。
。注目されるのが、後期初

頭以降に、田余郷領域では継続して80～ 90mの首長墓が
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築造されていることである。また、他の領域では断続的

で、なおかつ墳丘形態が帆立貝形古墳や円墳になってい

る。例えば安餅郷領域の風返古墳群第 2号墳、第 3号墳、

立花郷領域の玉造町大日塚古墳などである。上記の各古

墳はおおむね 6世紀中葉ころの築造と考えて差し支えな

い。つまり、この時期に至 り田余郷領域の首長を頂点に

周辺領域との階層差が日に見える形で現出したと考えら

れる。しかし、その後 6世末から7世紀初頭ころになる

と、再びそれぞれの領域で同規模の首長墓が築造される。

次に、各領域における首長墓の築造状況を国造制論に

ひきつけて考えてみたい。国造制については長い研究史

があり(新野 1974)、 また国造制の成立時期についても

4世紀から5世紀初頭頃、 5世紀後半、6世紀中葉以降、

7世紀後半などの諸説がある。ここでそれぞれの諸説に

ついて論述する余裕はないが、古墳以外の要素が欠如 し

ている現状では、各領域の首長墓築造過程における最も

大きな画期にそれを求めるのが妥当と考えている・ )。

「茨城のクニ」にひきつけて考えるならば、白石太一

郎の東国における国造制の成立が 7世紀初頭に下るとい

う見解がある(白 石 1986・ 1991)。 確かに、関東各地の

首長墓築造の動向を俯厳してみるならば、白石の見解は

正鵠を得ているとも考えられる。白石は「常陸の場合も

少なくとも6世紀代の大型前方後円墳のあり方が,F常
陸国風土記」などから復元される国造制に対応するとは

みえない」(白石 1991:155頁 )と 述べている。つまり、

常陸においても7世紀であれば国造制の成立を認めてよ

いというのであろう。しかしながら、7世紀以降の出島

半島周辺領域において、他を超越した墳丘規模を有する

首長墓は確認できず、現状で茨城国造の墓を探すことは

困難である。このことは、とりもなおさずこの地域にお

ける国造制そのものに対して根本的な問い直しをはかる

必要性をもの語る。白石の視点を採用するならば、 7世

紀前葉ころの築造と思われる最後の前方後円墳、7世紀

中葉ころに築造されたと思われる終末期古墳をもってし

ても茨城国造の存在は指摘できないことになる。

F常陸国風上記」をひもとくならば、行方郡条におけ

る継体朝の谷津開墾伝承で登場するのは箭括氏麻多智で

あり、孝徳朝の池堤事業に登場するのが行方郡(評 )設定

を申請した茨城国造の壬生連麿であった。この記事をもっ

て茨城国造は継体朝以降、孝徳朝以前には成立していた

ことになるのであろうか(平林 1983)。

筆者に妙案があるわけではないが、二つの可能性を指

摘してまとめにかえたい。一つは前述した6世紀中葉か

ら6世紀後棄ころの、田余郷領域における首長墓の卓越

性である。周辺領域で措抗する首長墓が存在しないこと

は前述の通りだが、さらに田余郷領域の首長墓の副葬品

に着目すると、環頭大刀と甲冑の保有率が卓越している

ことが知られる(日 高 2000b)。 環頭大刀が町田章のい

う軍事権を象徴しているとするならば(町田 1987)、 甲

冑の多さと相倹って田余郷領域の特徴が軍事権というこ

とになるかもしれない。注目されるのは、『隋書』倭国

伝の国を指すとされる「軍尼」という表記である。この

語をめぐっては F隋書』の記者が国造の軍事的性格をつ

よく感じたため、そのような表記となったとみる見解 も

ある(本位田 1978:359頁 )。 また、国造制が「朝鮮半

島をめぐる国際関係の緊追の中で、軍事動員体制を整え

る目的で施行された」(篠川 1996:135頁 )と 捉える見

解も想起される。つまり、 6世紀中葉ころにこの地域の

国造制施行を認め、その奥津城を田余郷領域の首長墓群

とするのである。しかし、国造名はあくまでも茨城国造

であり田余国造ではないから、名称についての納得でき

る説明が必要である。また、6世紀末から7世紀初頭こ

ろになると、それぞれの領域で同規模の首長墓が築造さ

れるようになるから、その時期の田余郷領域の首長墓を

茨城国造の墓とすることはできない。

二つめは鎌田元一らが主張する孝徳朝における全面立

評(鎌田 1977、 薗田 1971な ど)に よって、それまでの

古墳時代的な論理が払拭され、この時期に至 り始めて国

造制が施行されたと考える案である。国造制施行を、各

領域の首長墓築造過程における最も大きな画期に求める

ことが許されるならば、他の中小規模古墳との格差をもっ

ていた首長墓の築造終了こそにそれを見出し得ると考え

るのである。藤間生大が、国造制は天皇号とともに 7世

紀第 2四半期以降に成立してくるとした想定に共通する

(藤間 1970:95頁 )。 ただし、これとても国造が 7世紀

後半の天武朝に初めて認定された公的資格であるとする

山尾幸久の見解(山尾 1983:222買 )と の微妙なずれも

見逃せない。

また、前川明久は東国のなかでも常総地域に多い伴造

的回造の成立について、その氏姓名の子代・名代が 6世

紀になってからのもので、それが「常総地域を南から】ヒ

に向かうほど新 しくなってゆく」ことを明らかにすると

ともに、「房総地域が最 も早 く六世紀中葉に近いころま

でに、常陸では六世紀末前後」に成立 したとしている

(前川1977:76～ 79頁 )。 つまり、茨城国造や那珂国造、

筑波国造として登場する壬生連 (直 )な どの壬生部は、

推古朝 (推古15年 )において設定されたものなのである

(岸 1957、 早川 1985な ど)。 壬生部設定の時期は、ま

さに白石が東国の国造制施行とした年代に合致するかの

ようではある。しかし、「茨城のクニ」の国造の成立を、

白石がいうように他地域と同様な 7世紀初頭ころとする

には、国造の墓を明確にし得ないことへの納得できる説

明が必要だろう。

筆者としては、上記の案のいずれにも解決しなければ

ならない問題が内包していると考えている。もちろん上

記以外の可能性も存在しよう。今後、考古学からどこま

でこの問題に迫っていけるか、自らに問い掛け続けてい
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きたい。 (日 高 慎 )



言主

1)日 本大学の発掘調査成果は、残念ながら未刊のものが多い。その

ようななかで、風返稲荷山古墳の無告書が干1行 され、それまで断

片的に示されてきた資料の総合的な検討をおこなうことができる

ようになった(霞 ケ浦町遺跡調査会 2000)。

2)明治大学考古学研究室が分布調査をおこない詳細な遺跡地図が刊

行されている(玉里村教育委員会 2000)。

3)『 茨城県古墳総覧』においては119基 の古墳が登録されており(茨城

県教育庁社会教育課 1959)、 大正大学者古学研究会の分布調査に

おいては219基の古墳が確認されている(大正大 1985)。

4)こ の他に安食地区には小津製鉄跡(060)がある。従来から、製鉄跡

として認識されてきたものであり、崖の断面に焼上が 3箇所確認

された。そのうちの 1基から須恵器を採集しており、現在確認で

きるものが須恵器窯(害窯)の 断面である可能性もある。採集され

た須恵器は奏の口縁部であり、柏崎窯跡辞で採集されたものと似

た特徴をもっていることから、古墳時代の須恵器窯である可能性

がある。

5)石岡市石川 1号墳を墳丘長15mの小型前方後方墳とする意見もあ

る(田 中1988)。 距離的にも離れているが、出島半島の高浜入 りに

前期古墳がある可能性もでてくる。詳細不明であり、墳形も前方

後方墳とする根拠に欠けることから、ひとまず考慮の外に置 くこ

とにする。

6)た だし、『大日本地名辞書』第 6巻坂東(吉田 1903)で は出島村に

合併する前の牛渡村、佐賀村、美並村とする。美並村は深谷地区

が含まれることから、F新編常陸国誌』の考証とはやや異なる。深

谷地区を大津郷とするか佐賀郷とするかについては、終末期古墳

と考えられる富士塚山古墳の存在を考えたとき問題となろう。第1

0表にあるように、現在までのところ牛渡・坂地区に明確な終末期

の首長墓といえる古墳は未確認である。このことから、深谷地区

の富士塚山古墳を牛渡 坂地区に編入しておくのも一案だが、な

お熟考を要する。常陸国茨城郷の地名考証をおこなった久信田喜

―は、深谷地区を佐賀郷としている(久信田 1989a)。 さらに、そ

れぞれの領域ごとに古墳などの遺跡を列挙する(久信田 1989a～ 1

990)。 ただし、筆者が古墳時代から後の郷領域をみた視点とは逆

の視点から述べたものであることを申し添えておく。宍倉地区の

一ノ瀬川と菱木川に挟まれた遺跡空白地域については、空白ゆえ

保留しておきたい。

7)同古墳については報告書では墳丘長78mと している(伊東1992)。

しかし、報告書に掲載されている測量図を計測する限り、78mと

いう規模は小さすぎるように思われる。今回の一覧表においても

墳丘長は78mと したが、筆者は墳丘長を90mと 考えている。その

根拠は墳丘企画を論じた拙文で示しておいた(日 高 2000a)。

8)舟塚山古墳辞には、かつて90mの 前方後円墳であつたという8号

墳 (平足塚 )と 、やはり90mの 前方後円墳であつたという21号墳 (大

日塚・手子后古墳 )が知られている(石 岡市教育委員会 1995)。 両

者とも墳丘規模や年代については未詳だが、伝えられる規模が正

確であれば大前方後円墳であり注意しておく必要がある。しかし、

これらの古墳の情報が未詳である以上、首長墓が継続 しているか

否かという検討はできない。他方、「新編常陸国誌』では、茨城郷

の東端を玉里村田木谷までとしている。そうすると、工里村木船

塚古墳や栗又四ケ岩屋古墳などは茨城郷の領域となる。しかし、

F大 日本地名辞書』ではこの領域をすべて田余郷としており結論が

でていない。

9)前川明久は国造制の成立からその展開に関して、「七世紀後半まで

には、東国において国造勢力の消長があった」(前川 1977173頁 )

と捉えている。それは、霞ケ浦高浜入り地域を考える際にも参考

となろう。後述のように、当地域で国造の墓を探すことは困実とで

ある。それぞれの領域で突出した存在がないということは、また

安定した領域でなかった可能性もあり、それだけ各領域で首長勢

力の消長が顕者に確認できるということかもしれない。しかし、

出島半島における3領域が古墳時代を通じて存在していたことは

疑う余地がない。

10)本 稿で述べた古墳時代の首長支配領域が後世の郷の領域と重なり

合うという事象は、すべての地域に普遍化できるわけではない。

例えば埼玉県行田市埼玉古墳群の被葬者の支配領域が、後世の埼

玉郡埼玉郷のみであったとは想定しにくい。Fイロ名抄』によれば、

埼玉郡には大田郷、笠原郷、卓原郷、餘戸郷 (高 山寺本にはみえ

ない)と 埼玉郷があるわけだが、埼玉古墳群の被葬者達の支配領

域が埼玉郡のみに留まっていたとも思われない。郡領域を超えた

支配を想定できるであろう。ただし付け加えると、 6世紀末から

7世紀前半ころにおいては埼玉占墳群の絶対的な政治的優位性が

揺らいでいた可能性が高い。なぜなら、このころ埼玉古墳群の首

長墓と肩を並べるような規模の大きな古墳が隣接地で続々と造ら

れているからである。例えば、行田市若王子古墳、同真名板高山

古墳、同小見真観寺古墳、菖蒲町栢闘天王山塚古墳や、終末期の

行田市人幡山古墳などである。杉崎茂樹はこれらの古墳の在 り方

をして、「互いに覇権を争うような対立関係を想定するのは無理が

ある」とした上で、「埼玉古墳群の最高首長と、本宗家と分家といつ

たような血縁にも近い関係にあり、時にはこれを補佐 し、あるい

は上位に位置し、連合的な政治体制」となっていたと述べている

(杉崎 1990:34頁 )。 後述のように、霞ケ浦高浜入り周辺でも6

世紀後半～7世紀前半にそれぞれの郷領域でほぼ同規模の首長墓

が築かれることと共通する可能性もあるが、その場合は埼玉郷内

で幾つもの勢力が台頭してきたことになる。

11)扱 う地域は異なるものの、印波国の分割と後の印膳郡と埴生郡、

香取郡などを古墳や古代寺院などから論じた杉山晋作の研究は、

文献史料と考古資料をつないだ古墳時代領域研究として高く評価

されるものである。その手法は郷名や文字瓦にも目配 りした堅実

なものであり、本稿を著すにあたってその多くを学んだ (杉 山 1
995)。
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千葉隆司 1998 「乳母神古墳辞出上の須恵器」F婆農岐考古』20 茂木雅博 1987 『日本の古代遺跡36 茨城』 保育社

上浦市・出島村合同遺跡調査会 1996 『柳沢遺跡・養老田遺跡 寿 吉田東吾 1901 F大日本地名辞書』 冨山房(1970年増補版を参照 )

行地遺跡』 早稲田大学考古学研究室 1973 「福田古墳群第 9号墳・長堀古墳群

藤間生大 1970「国造制についての一考察」F日 本古代史論叢』 第 2号墳・柏崎古墳辞富士見塚古墳の測量調査報告」

遠藤元男博士還暦記念刊行会 「茨城考古学』5
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第11表 古墳時代遺跡一覧

自跡番号 遺跡名 遺物量 遺物 備考 文献

万 太正大 1985

大 lrj古 増群 円 1 太工夫 1985

雷袖前苦増 竹石 平沢 1970,大 正大 1985

少 太止夫 1985

太止大 1985

馬場平 2掻跡 少 太止大 1985

飯綱 山古婚群

宍倉愛宕 山古増

大道南遺跡 少

風返置跡 少

風返古墳群 方円1 研立上 方 1 田 19 を参k,大 止太 1985

鹿島墨古墳 円

安食平貝塚 多 大T大
平遺跡 少 大下大 19[

堀の内古墳 i璽〕嘘 大正大 1985

田子肉遺跡 少 大正大 1985

津裂鉄跡 客窒あ り 豊L41971 大下大 1986

見掛遺跡 多 土師 (五領 ) 大正大 1985

少 土師 (五領 )

墳 群 を参照 方円1 円6 方 1 小室 1895 大野 1896 大 下大 1986

上円下方 ?1 円6 平川1964 長 谷川 1967 大正大 1985

野 中 人 馬 ) 万円1 円15 大正大 1985 大正大 1986

大底潜訴 五 大正大 1985

稲 蒜 少

稲 荷 円 2 太正大 1985

万円1,円 4 早夫考古学研究室 1973 大正大 1985 伊東1992

相障窒跡群 響 窯 豊崎 1971 大正夫 1985

突倉山 ノ和餓 訴

089 庄街 F耳 苫増 大止太 1985

098 香取 山下遺跡 ○ 〇 ○ 多 前 後期主体
太 止 太 1985

船橋 2遺訴 多

西久保 2彊 :跡

108 荻平遺跡 五 大正大 1985

荻平本郷遺跡 師(五領 ) 大正大 1985

横根遺跡 り , 大正大 1985

稗 田百墳 円 大正大 1985

由 ノ人1遺跡 師 (五領 )

土 ) 大正大 1985

石 穂 円 竹石 平沢 1970 大正大 1985

少 大正大 1985

少

大 日古増 ① 石 円 大正大 1985 1987
下宿膚確 訴 少 り 大正大 1985

山T苦増群 万円1,円 3

下浜谷機詠 あ 夫正夫 1985

西茂斗下原1播詠 太正夫 1985

西茂井下原2潰琳 大正大 1985

五反田損跡 大止大 1985

坂 田古増

神明慣跡

柿根平置訴 土師      |
上軽部古増

反町古婚 :〕芝

寺前 1遼跡 ∩ )

正佛 田遺跡

池端古墳群 円 4 大 T
池端遺跡 り

下高野遺 i

岩坪平貝塚 )須 大正大 1985

174 畑合遺跡 大正大 1985

大正大 1985

中居百墳 方 円

土師(前 )須 恵 (湖 西あ り ) 大正大 1985

岩斗新屋致遺跡 少 夫正大 1985

岩坪 中山遺跡 少

南根本出戸潰跡

円 6 正大 1985

と98 商根本

南根本原回捜跡

正大 1985

203 千駄川着訴 985

206 簾地蔵潰隊 985

少 土 師 正大 1985

1985

和田台潰跡 ∩ 少 十師 (■循 ) 1985

ケ 土 師 大正大 1985

大正大 1985

男神大平東潰訴 ∩ /1/・ 十師(五循 )

申山遺跡 少 土 師

太止太 1985

大坂上遺跡 土師(五領 ) 大正大 1986

_q41太 山醤 i 大正大 1985

太止太 1985

駒木山東遺跡 少 土師 (五領 ) 大 T大 1985

大正大 1985
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夫正大 1985 田中 日高 1996

竹石 平沢 1970 大正大 1985

―-58-―



宣跡番号 遺跡名
隣子要

遺物量 遺物 備考 文 献一削 後

石穂 鉄剣 ,軍滅 太 止 大 1985

新爾百墳 石 棺 直刀 人骨 なと ,夏滅

関台百噴

方方 1 方円2 円 8

新,沢古増 大正大 1985

446 新,沢 4播訴 タ 土 師

447 春宏日苦婚 (正大 1985

44 蕃差日播訴 土師(五領 ).紡錘軍 く正夫 1985 土浦  出島調杏会1996

450 山の和潰蘇 土 師 (正大 1985

下小官播跡 二浦・出島調査会1996

人幡神社吉増 (正大 1985

並木損訴 土 師

460 松掌寺授跡 土 師

流答授跡 0 少 夫正大 1985

太正夫 1985

戸晴古増辞 ∩ ∩ 太正夫 1985

戸崎城跡 少 土師 太正夫 1985

戸崎愛奢 山古増群 ∩ 太正大 1985

女人塚古増 太工夫 1985

後遣嵌 夫1985

前古墳群 太1985

小原内遺跡 少 土師(五領 和泉 ) (1985

権現塚古墳群 半沢 1970,夫 正夫 1985,茨 城県教委1986

階行台遺跡 土師(五領 )

冨士塚首壌群

488 1 阜塚百墳 ■985,茂木1987

吹上遺跡

崎決積穴祥 竹石1967,大 正大1985

仰敗遺跡 ① 土師(五領 ) 大正大

土師(五領 ),須恵 大下大

多 土師(五領 ) 大正大1985

507 鴨平積訴 土師(五領～鬼高),須恵 大正大 1985

508 七 曲 り潰跡 土師(工領 和泉 ),須恵 大正大 1985

509 大壕苦増群 付近で石棺 出土 円 1 1 大正大 1985

三要古墳一覧を参照 万方 1 万円4 円15 主要古増一藍 を参照 大下大 1985
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1.出 島半島における研究史抄

これまでの研究で、出鳥半島の奈良・平安時代の遺跡

を取り上げたものは意外と少ない。それらは窯業遺跡・

製鉄遺跡などや、骨蔵器についてなされたものがほとん

どであり、当地域の当該期の遺跡分布を取り上げて言及

しているものはほとんどない。

試みに、これまで刊行されてきた遺跡地名表・地図類

における、霞ケ浦町内の奈良・平安時代に該当すると推

測されるような遺跡の扱われ方を、発行年順に列挙する

と以下のようになる。

『茨城県遺跡地名表』(1964。 1970・ 1975)の市町村ご

との一覧表では、その遺跡で採集できた遺物が取り上げ

られ、それをもとに遺跡の時代を決めている。縄文式土

器や弥生式土器は細かい時期にまで区分され、遺跡の性

格も集落跡や貝塚などにわけて認識されている。それに

対し、奈良 。平安時代に該当する遺物としては土師器・

須恵器などが挙げられるが、古墳時代との時期区別はな

されていない。したがつて、奈良・平安時代の集落跡と

して登録されている遺跡はみられない。一方で種別とし

ては寺院跡・窯跡があるが、霞ケ浦町内では1964年 の段

階で窯跡が1遺跡登録されているのみである1)。 そうし

たことから、F茨城県遺跡地名表』から、霞ケ浦町内に

おける奈良・平安時代の状況は断片的にしか窺い知るこ

とができない。

次に、『茨城県遺跡地図』(1977・ 1987・ 1990)で は時

代という項口が設けられ、その中で、奈良・平安時代が

独立した時代区分として登場する。しかし、ここでも奈

良・平安時代に該当する遺跡の種別を見てみると、その

前の F茨城県遺跡地名表」と大差なく、窯跡と製鉄跡が

取り上げられているのみである。包蔵地という種別はあ

るものの、霞ケ浦町内で奈良・平安時代のそれに該当す

る遺跡は存在しない。発行年が進んでも変化していない

ので、奈良・平安時代の全体像を知ることはできない。

『茨城県遺跡地図」とは別に1980年 に文化庁文化財保

護部の編集で『全国遺跡地図』が発行されたが、これは

1975年の F茨城県遺跡地名表」と1977年 の F茨城県遺跡

地図」の成果をもとに作成されたものであり、記載内容

はこれらの内容を基本的に踏襲したものである。ここで

もやはり、霞ケ浦町内の当該期の遺跡としては窯跡と、

製鉄跡が取り上げられているに過ぎない。

その後、これら県単位で行われた遺跡分布調査とは別

に大正大学考古学研究会が、出島半島という、現在の行

政区分にとらわれない地域設定をした画期的な分布調査

をおこない、その成果を発表した(大正大 1976・ 1985)。

『鴨台考古』3号 (1976)で は、奈良・平安時代に関し

V.奈良・平安時代

ては丸山ふみ子が「新治郡出島村の地理―常陸風土記の

記載のことを中心に一」で『常陸国風土記』内の地理に

関する記述を中心に出島半島について記述しているのみ

であり、考古学的な記述はなされていない。

F鴨台考古』4号 (1985)の 「遺跡地名表」の項では

「時代 (期 )」 の記載があり、採集できた遺物が記載され

ているが、縄文土器などは細分した時期区分まで記載が

なされているものの、古墳時代以降に関しては土師器・

須恵器という記載があるのみである。

ただし、「各時代の概観」では採集できた遺物を中心

に記述が行われており、土師器については奈良時代と平

安時代の遺物として記述がある。このことから、調査者

は少なくとも土師器に関しては古墳時代のものとそれ以

外にわける努力をしており、この報告以前に県がおこなっ

た調査において、土師器・須恵器が各時代別に区分され

ていなかったことを考えると、遺物の帰属年代の認識に

進展があつたことがわかる。

須恵器に関しては、今回の筑波大学が行った調査にお

いて、大量の奈良・平安時代に該当する須恵器片が採集

されていることから、この時の調査においても相当量の

当該期須恵器が採集されていると思われるが、残念なこ

とに、主に取 り上げられているのは古墳時代の須恵器に

関してだけである。遺跡地名表の中でも、土師器・須恵

器を古墳時代とそれ以降の時代とに区別はされていない。

「4.歴 史時代の概観」では主として窯跡と製鉄跡につ

いて記述が見られ、遺物散布地については特に触れられ

ていない2)。 土器については奈良・平安時代のものにつ

いて一応の認識が見られただけに残念である。大正大学

の調査は有志による調査であり、報告には担当者ごとの

差異は見られるが、全体としては緻密であり、今回の筑

波大学の調査においても基礎資料として最大限活用され

ている。

以上のように、霞ケ浦町域も対象に含んだ過去の調査

において、奈良・平安時代の遺跡として取 り上げられて

いるのは窯跡と製鉄跡に限られており、散布地も含めた

当該期の霞ケ浦町内の状況について論じたものは存在し

ない。遺物散布地も含めた議論が、奈良・平安時代に関

してはおこなわれてこなかった原因を考えた場合、遺跡

の帰属年代を明らかにする際に大きな決定力を持つ、土

器の編年研究の進展状況を考慮しなければならないだろ

う。奈良・平安時代における土器編年は1960年代の後半

頃から次第に整備されはじめ、1980年 頃までに大略は完

成したとみることができる。そのため、編年研究の進展

によつて、奈良・平安時代の遺跡も認識される様になっ

てきたといえる。また後述するように、現在のところ一

部の意見を除き、出島半島を古代の主要官道が通ってい
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たとは考えられていないことも、その他の官道沿いの地

域に比べて、集落跡を取 り上げて議論されることが少な

かった原因の一つとして考えられる。

このように、霞ケ浦町内で当該期の遺跡が取 り上げら

れている場合は生産遺跡が中′しヽである3)。 その要因とし

て、当地域は他の地域ほど開発に伴う発掘が頻繁におこ

なわれていない点も挙げられよう
4)。 しかし、それにも

増 して大きな要因は、分布調査の結果による奈良・平安

時代遺跡の記述が生産遺跡を除いてなされてこなかった

ことにある。

この他に霞ケ浦町内の奈良・平安時代を扱ったものと

しては、古代道路や郷についての研究や、骨蔵器を扱っ

た研究があげられるが、これについては後述する。また、

出島半島という視点で見た場合、その南西端に位置する

田村・沖宿遺跡群は、現在は土浦市域ではあるものの、

平安時代を中心とする大規模な集落跡が発見されており

注目される5)。 出島半島内においては広範囲に発掘され、

群として遺跡の性格を論 じられるような当該期の調査例

が数少ないため、この遺跡群の発掘調査は様々な情報を

提供してくれる貴重なものである。

2.奈良・ 平安時代の概観

(1)遺跡の分布

霞ケ浦町城において、奈良・平安時代 (古代も含む )

の遺跡総教は264遺跡にのぼる(第 19図 ・第12表 )。 この

数は、前時代の古墳時代のそれと比べてかなり増加して

いると考えられる。古墳時代では包蔵地とは別に、古墳

も遺跡として登録されるのに対し、奈良 。平安時代にお

いては窯跡や製鉄跡など若子の例外はあるものの、この

数のほとんどが包蔵地にあたるということを考えると、

集落数という点では前時代に比べてかなり増加 している

とぃぇょぅ
6)。

表中で奈良時代・平安時代に明確に区別しているもの

は、時期決定のできる器形や特徴的な遺物が採集されて

いる場合に限った。そのため、時期を限定している遺跡

においても、その前後の時期を含む可能性を否定するも

のではない。

図中において大きめの0で示したのは遺物量の多い遺

跡である。この基準は主観的ではあるものの、相対的に

採集できた遺物の量や内容を勘案 して決定している。こ

のような遺跡はほとんど偏在することなくほぼ等間隔を

保って分布 していることが窺える。

これがどのような原因によるものかは遺構の性格が未

詳のため明言することはできない。しかし特定の場所に

集中せず、等間隔を保つているという状況は、当時の土

地開発のあり方などから推測した場合の、いわゆる「拠

点的集落」に値するような性格を持つ遺跡や、郷程度の

領域における中心的集落の性格を持つ遺跡などが考えら

れるだろう。実際に採集できる遺物の量や種類を考えて

第19図 奈良・平安時代の遺跡
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第20図 施釉陶器と墨書・刻書土器と陶硯の採集された遺跡

も、大きめの0で示した遺跡は地表面に濃密に土器片が

散布している状況が認められ、採集できる遺物にも、施

釉陶器や在地産ではない須恵器などの破片が認められる。

そうしたものを日常的に保有していたような人々のいた

集落となると、遺跡の性格としては上記のようなもので

あつたと考えられる7)。

(2)特徴的な遺跡

次に特徴的な遺物が採集された遺跡について、遺物ご

とに概観 したい(第20図 )。 ここでは灰釉陶器に代表され

る施釉陶器と、墨書・刻書土器、陶硯を取 り上げる。図

中において、▲が施釉陶器、■が墨書 。刻書土器、□が

陶硯の採集、もしくは過去に出土した遺跡を示している。

施釉陶器は当時の状況を考えた場合、常陸国内では生

産されておらず、主として他地域からの搬入品である。

また時期によつて程度の差はあるものの、在地産の日常

什器とは明らかにその使用目的や性格が異なる遺物とし

て捉えることもできる。つまり、それが存在することに

何らかの意味を付与することができると思われる。また、

墨書・刻書土器はその存在から、文字を必要とする生活

をしていた人々の存在が推測される遺物であり、それも

また一般集落とは異なった1生格を付与することができる

のではないかと思われる。陶硯の場合はその場所で文字

が書かれていた証拠になるため、更にその傾向が強いと

いえよう。

灰釉陶器が採集された遺跡は13遺跡を数える。この中

には表面採集された土器片以外に、灰釉陶器を用いた骨

蔵器も含んでいる3)。 人千代台1遺跡(358)の発掘調査で

は緑釉陶器が出土しているが、今回の分布調査では認め

られなかった。今後、灰釉陶器以外の施釉陶器が表面採

集で発見される可能性はあるものの、この結果から推測

した場合、緑釉陶器や二彩・三彩陶器に比べ灰釉陶器の

存在比率は高いということができ、前者に比べ、相当量

の灰釉陶器がこの地域にもたらされ、消費されていたこ

とが窺える。施釉陶器の出土する遺跡と第19図 の奈良・

平安時代全体の遺跡分布を重ねると、必ずしも第19図 中

において大規模遺跡として認識された遺跡から施釉陶器

が採集されているわけではないことがわかる。県内の他

地域の発掘調査例をみると、当該期の遺跡からは出土量

に差はあるものの、かなり高い割合で施釉陶器、特に灰

釉陶器が発見される事が多いようである。たしかに、大

規模遺跡として認められるような一部の遺跡からは多く

の灰釉陶器片が採集されているので、集落ごとの保有数

に差があったことは認められるにせよ、この結果を見た

場合、当時はどの集落にも普遍的に施釉陶器は存在して

いたのではなかっただろうか9)。

墨書・刻書土器など、文字 (も しくは記号の可能性も

ある)の書かれている土器片が採集されている遺跡は6

遺跡ある。このうち注目されるのは田子内遺跡(056)で

採集された「貴」の刻書のある土器である。これは須恵

器郭の底部隅に、かなりはっきりとした筆跡で文字が刻
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まれているもので、底部の直径を考えるとあと1～ 2文字

ほどあった可能性が考えられる。

今回の採集遺物では遺物が細片のため全体の文字がわ

かるものは少なかったが、八千代台1遺跡の発掘調査に

おける出土資料の中には文字と認識できるものも存在す

る n。 墨書・刻書土器は当地域に限らず、茨城県域に

おいて、特に8～ 10世紀頃に普遍的に認められる資料で

あるが、一般の土器とは区別して用いられていることは

特別な意味を付加できるであろう。文字という側面から

考えれば、その集落に日常的に文字に接 していた人々の

いた可能性も指摘することができ、当地域における文書

行政の浸透も推測することができる。

そのような意味においては、陶硯の存在は墨書・亥」書

土器よりも更に文書行政の浸透を推し量る資料として取

り上げられるであろう。墨書土器の場合には搬入品であ

る可能性を完全に捨てきる事ができないのに対 し、陶硯

の存在はそこで文字が書かれていた証左となり、それが

採集された遺跡の性格に深く関わつてくる。

陶硯と思われる破片が採集されている遺跡は4遺跡認

められた。採集されたすべての破片は、復原すると円面

硯の脚部にあたる部分と思われ H)、 いずれも大規模遺

跡として把握されている遺跡において採集されている。

このことから、文字を扱うような人々はこうした大規模

遺跡に存在 し、硯を用いた活動(例えば物品の管理など)

を行なっていたと想定することができる。また、これら

が採集された遺跡の数が少ないことから、こうした活動

が限られた場所において行なわれていたと考えられ、そ

うした集落は、郷に相当するような範囲において1～ 2ケ

所であっただろう。

以上のような遺物の分布をみると、施釉陶器の分布に

比べて墨書・刻書土器や硯の分布が希薄であるというこ

とがわかる。これは、高級陶器である施釉陶器の当地域

への流入量の多さや需要の高さを示しているのに対 し、

硯といった実用的な道具は、施釉陶器ほどその需要がな

かったということがいえる。茨城県内において、施釉陶

器は猿投窯の編年における黒笹90号窯式期頃
めに大幅

に増加すると言われているが(茨城県教育財団 奈良・平

安時代研究班 1995～ 9)、 今回採集された灰釉陶器など

も、おおよそその時期に比定できるものと考えられる。

施釉陶器のなかでも灰釉陶器は半島内において比較的満

短なく存在していることから、灰釉陶器を手に入れるこ

とができた人々が半島内に均等に存在 していたことが考

えられる。当時の社会的な背景を考えると、そうした性

格の人々というのは、土地開発を主体的に推 し進めてい

た開発領主のような人々と推測され,彼 らが、出島半島

内に発達した谷地を中′とヽとして土地開発を行なうために、

半島内各地にそのための拠点的な集落を営み、その中で

灰釉陶器を使用していたのではなかっただろうか。そし

て、拠点的な集落の中でも限られた集落において、硯を

使用した文字などを書 く行為が行なわれていたと考えら

れる。

図には記していないが、この時代の特徴的な遺物であ

る、瓦についても触れておく。瓦が採集された遺跡は、

瓦窯跡として柏崎窯跡群(072)と 、霞ケ浦町界から石岡

市側にわずかに入ったところに風返瓦窯跡 鋤がある。

また、その他の包蔵地でも瓦が採集されている。しかし

包蔵地からの出土の場合は、瓦が生産されていたと考え

られる窯跡の周辺地域であることが多く、その遺跡内に

は窯跡の存在が確認できないところで採集されている。

直接的に生産地と考えられない遺跡で瓦が採集できると

いう現象は、それ自体の意味を掘り下げることもできよ

うが、遺構が未詳であることもあり、ここでは詳しく触

れない。ただ、県内の一般の集落と思われるような遺跡

での瓦の出土例を見てみると、近隣に瓦を使用したよう

な建物跡を伴う遺跡が存在 し、そのような建物に使用さ

れていた瓦が、竪穴住居の竃の構築材に用いられている

例などが見られる。今回の調査で窯跡以外の場所から採

集された瓦の破片についても、その採集量の少なさを考

えると、その遺跡への搬入遺物としてみることができ、

その遺跡の性格として窯跡を考えることは難しい D。

ただし、窯跡に関しては常陸国府や回分寺をめぐる生

産体系の中で重要な位置を占める遺構であるとともに、

地上からでも把握することのできる当該期の数少ない遺

跡であるから、ここで少し触れておきたい。

出島半島における、今回の踏査で確認できたものとし

ては柏崎窯跡群と風返瓦窯跡、小津製鉄跡がある。前二

者はいずれも瓦窯であり、常陸国分寺へ供給するための

瓦を焼いていたと考えられている(茨城県立歴史館学芸

部 1994、 黒i畢  1998、 千葉 2000)。 また、柏崎窯跡

群の瓦窯勒とは別地点において古墳時代の須恵器窯が

確認されており、筑波大学によつて調査がおこなわれて

いる 0。 そして窯体は未確認であるものの、小津製鉄

跡(060)に おいては ドーム状の焼成遺構から突き刺さつ

た状態で須恵器が発見されており、須恵器窯であつた可

能性が考えられている n。 これら須恵器窯と考えられ

る遺跡では今のところ古墳時代に湖る遺物 しか採集され

ていないが、将来的に奈良・平安時代に下る遺物が採集

される可能性もある。特に、柏崎窯跡群は奈良・平安時

代の生産物として瓦が確認されているほかに、時期不明

ながらも製鉄津が採集されており、この時代において生

産に高温を必要とするような各種製品が作られていたこ

とが考えられる。

瓦は、主として常陸国分寺に供給されていたと考えら

れるため、この地における生産活動はおそらく国分寺ヘ

の供給を念頭においてなされていたものと考えられる。

黒沢彰哉によれば、常陸国衡において瓦葺建物が建造さ

れるのが国分寺創建の直前と位置づけられるようであり

(黒澤 1987)、 国分寺の創建時期を前後するような時期

に国府周辺において各種施設が一斉に建設される状況が

起こっていたと考えられる。国衛の拡充や国分二寺の創
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建が同時期におこなわれたならば、これらの周辺におい

て各種製品が大量に必要となったことも考えられるだろ

う。出島半島における生産体制の整備も、こうした動き

の中で、前時代に須恵器の生産がおこなわれていた場所

を中心に生産体制が再編成されたものと考えられる。先

にあげた遺跡はいずれも出島半島の北岸、霞ケ浦の高浜

入りに面した位置に立地しており、国府周辺地域への製

品の輸送ということを意識 した立地といえよう
n。

今回、取 り上げた各々の遺物が、出島半島において相

当量認められるということは、当該期において出島半島

内で人間活動が,舌発であったことを窺わせるものであり、

当時の人々にとってこの地域が何らかの魅力ある土地で

あったことを物語つているといえよう。その魅力が何で

あったのかといえば、水上交通の結節点に近いという点

や、当時積極的に開発されたであろう樹枝状の谷地が広

範囲に展開しており、水田開発に適していた土地であっ

たという点が考えられる。

3.古代官道・郷 との関係

遺物の散布状況からみた出島半島の状況は以上の様に

なるが、これらの結果を含めて、当該期の出島半島がど

の様な状況であったか、古代官道や郷との関係について

も言及しておきたい。

常陸国内の奈良・平安時代研究の中で忘れてはならな

いのが、官行の一つとしての駅奈研究から始まった古代

交通路のTfl究である。常陸国は七道の一つである東海道

の東端に位置し、国内を東海道が通っていたことは間違

いない。また当時、東北経営においては陸奥国に接する

国として、様々な側面からそれを支える役目を員い、朝

廷から重視されていたということが、史料上における駅

路の設置・廃止が頻繁におこなわれていたことからも窺

える。

古代交通路のルー トについては以前から諸説あるが、

その研究方法によつて大きく2つ にわけることができる。

一つは、駅家の位置を地名・伝承をもとに想定し、その

遺称地間を結ぶという方法であり、古 くから盛んにおこ

なわれてきたものであるり。もう一つは航空写真の観

察による地形上の痕跡や、地籍図による字界をもとにし

て、直線的な道路痕跡を探すという方法であり、常陸国

に関しては木下良が研究を進めている(木下 1984)。

これらの研究の中で、豊崎卓は出島半島を横断するルー

トを提示した(豊崎 1970・ 1971)。 もともとこのルー ト

は中山信名が F新編常陸国誌』の付図として掲げた想定

ルー トを起源としており、豊崎はそのルート上において

実際に駅家などの推定を行なって論を進めたといえる。

しかし「井関駅家」など、現在確認できる史料にその名

が見えないものが用いられていることなどから、その後

この意見を進めるような議論はおこなわれていない劾
。

その後、木下良らを中心として、古代国家の敷設 した

官道は直線的であったという想定のもと、航空写真や直

線的な字界を用いて遺弥を探す作業が進められた。その

結果、現在でも茨城県内では道路跡と目される痕跡地が

かなりの距離にわたつて遺存 していることが半」明し、西

茨城郡友部町五万堀遺跡では、その一部と考えられる遺

構も見つかっている(長岡・仲村 2000)。 また、それを

もとに駅家の位置も実際の遺跡として認識されるように

なってきている(海老浮・黒澤 2000)。

しかし、出島半島内を通過する直線的に計画された古

代官道は、木下良らの研究によると今のところ認められ

ていない。ところが、出島半島が当時の状況として人間

活動の活発な地域であったことは、前章において記 した

とおりである。したがって、古代官道の有無が当時の人

間活動を規定する要因であったとは考えにくい 2)。 む

しろ、出島半島においては古代官道の存在よりも、霞ケ

浦に面しているという地理的要因から考えて、水上交通

の存在を積極的に取り上げるべきであろう。

霞ケ浦町域は古代において茨城郡に属 しており、安餅

郷、佐賀郷、大津郷の範囲に該当するものと考えられて

いる。それぞれの郷の境界線については諸説あり、一致

はみていないが、おおまかに言って】ヒ部が安餅郷、東部

が佐賀郷、南部が大津郷に比定される刀
。

試みに、霞ケ浦町内における、遺跡分布の偏在性をも

とに、領域の復原をおこなってみたものが第21図である。

ここでは遺跡の分布が希薄な地域をおおよその境界とし

て領域設定を行なった効
。

その結果、大きくわけて川尻川流域、一ノ瀬川の河口

付近と現在の坂地区、そして菱木川の流域 という三つの

領域にわかれる結果となった。この想定図は、あくまで

先学による古代の郷の復原は一切考慮 しないで、遺跡の

偏在状況から判断したが、結果的にこれまでの諸研究に

よって示されている領域設定を追認する結果となったこ

とは注目に値する。考古学的に見た場合でも、細かい異

同はあれ、およそ出島半島は北部、南東部、南西部に領

域区分することができ、それが文献上に登場する安餅郷、

佐賀郷、大津郷の範囲に重なってくるのであろう。

また、別の注目すべき点として、偶然にも大規模遺跡

がほぼ同数各領域内に存在するという結果を得た。大規

模遺跡は霞ケ浦町内においては26ケ 所存在 し、菱木川流

域には9ケ 所、一ノ瀬川河回と坂地区には9ケ 所、川尻川

流域には8ケ所である。北部と南東部の領域境界線につ

いてはマケシ遺跡(184)が どちらの領域に入るかによっ

て若干の数的変動はあろうが、上記の結果を重視したい。

これにより、古代の郷のような領域内が、複数の大規模

集落とその周辺に存在するより小規模な集落によつて構

成されているという状況を想定することができる。そし

てまた、郷(里 )は 50戸 をもって1つ の単位 となすことが

戸令為里条に規定されており、郷(里 )と いうものがほぼ

同じ数の集落や人数で構成されていたと考えられ、領域

内においてほぼ同数の大規模遺跡が存在するという状況
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第21図 奈良 。平安時代の領域想定図

とうまく合致するとも思われてくるのである。分布調査

によって得られた情報からのみではあるが、このような

結果は郷の実体を考えるうえで重要な情報を与えてくれ

るものだといえるだろう。        (清 野陽一)

言主

1)こ の1遺跡は瓦谷窯跡 (柏崎窯跡群)であり、この他に古瓦出土

地として風返遺跡、その他の遺跡 (製鉄跡)と してかなくそ山遺

跡が登録されている。その後、1970年 の時点では1964年 と変化は

見られないものの、1975年 には新たに製鉄跡が種別として独立し、

鉄淳採集遺跡として飯岡遺跡、小津製鉄跡、兵庫峰製鉄跡、栖形

製鉄跡が遺跡として加わる (一方で古瓦採集地の風返遺跡は登録

から外れている)。 しかし、これらの遺跡がいずれも窯跡や製鉄

跡といった生産遺跡のみであり、集落跡は種別としては存在する

ものの、奈良・平安時代でそれを特定することができず、取 り上

げられていないという点に注目する必要がある。

2)こ こで窯跡として取り上げられているのは柏崎窯跡群と、風返瓦

窯跡である。製鉄跡は8ケ 所取 り上げられているが、今回の調査

ではそれをすべて追認できているわけではない。寺院跡はいつの

時代に該当するのか記載がなく、また、詳細も不明であるとして、

詳しくは言及されていない。しかし、今回の調査結果を参照する

と、奈良 平安時代に比定できるような寺院跡と考えられる遺跡

は霞ケ浦町内では確認されていない。

3)霞 ケ浦町内の生産遺跡のうち、持に瓦窯跡は常陸国分寺の瓦を生

産していたと考えられるため、頻繁に取 り上げられている(友城

県立歴史館学芸部 1994、 千葉隆司 1999な ど)。

4)町内の発掘調査例としては、稗田遺跡 (渡邊 1997)、 坂遺跡 (茂

木 1999)、 為都南遺跡、八千代台 1遺跡、等がある。

5)田 村 沖宿遺跡群で特筆すべき奈良・平安時代の遺構が発見され

ている遺跡は、寺畑遺跡、長峰遺跡、前谷遺跡群、金沢遺跡、石

橋北遺跡、石橋南遺跡、人幡脇遺跡、尻誉遺跡などがある(黒 i畢

1995、 小川ほか 1997、 黒澤ほか 1997、 窪田ほか 1997、 関

口ほか 1998)。

6)た だし、ここでは主として上師器 須恵器などの遺物が採集でき

た遺跡を取り上げているため、それらの遺物の詳しい帰属時期が

不明なもの(明確に古墳時代に帰属させられるもの以外)を 「古代」

として一括して奈良・平安時代の中に含めているので、厳密な意

味で当該期に相当する遺跡数としては多少の減少も考えられる。
この「古代」に分類された遺跡の中には、土師器 須恵器の破片

によって判断したため、古墳時代に該当する遺跡も含まれてくる

可能性がある。

7)以下、これらの遺跡を「大規模遺跡」と呼ぶことにする。

8)霞 ケ浦町内で見つかっている灰釉陶器使用の骨蔵器は坂地区の歩

崎観音付近出上のもの、宍倉地区の馬場山出上のもの、図中に示

してはいない出土地未詳の三点がある(竹下 196と、清水 1962、

千葉 2000)。 須恵器を用いたものまで含めると、骨蔵器は全部

で5遺跡にのぼる。常陸国はとりわけ火葬墓の集中する地域とし

て知られているが、霞ケ浦周辺を含め、茨城県域の骨蔵器に関し

ては吉澤悟の研究に詳しい(吉 i幸  1995,1996 1997)。

9)た だし、先に挙げた吉i畢悟の研究によると、常陸国は全国でも屈

指の火葬墓密集地域ということができるようであることから(吉

澤 1996)、 霞ケ溝町内で採集された灰釉陶器についても骨蔵器

に用いられていた可能性も考えられる。実際、私見ではあるが、

採集された遺物をみる限り短顕重などの壷類が多いようであり、
これらは骨蔵器としてよく用いられる器形である。そのような骨

蔵器として灰釉陶器が用いられていた場合は、集落における保有

という意味とはまた別の意味を考える必要があるだろう。

10)八千代台1遺跡の文字資料は霞ケ浦町郷土資料館のご好意により

実見させていただいたが、文字であることはわかるものの、解読

はできなかった。また、発掘調査されたものとは別に、図中には

示さなかったが、牛渡地区の人段田において工事中に低地より、

「大井E… Jと 書かれている内面早色処理された土師器も偶然発

見されている。一ノ瀬川の低地から発見されていることを考える

と、他の台地上より発見されているものに対 し、水辺という特殊
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な場所からの発見として貴重な例といえるだろう。

坂大平遺跡(281)で採集されたものは獣の脚をモチーフとしたよ

うな形状で、非常に特異な遺物である。これは、短顕重につ く獣

脚としては非常に小さく、自童を支えるには幸奢な作りと思われ

る。また、つま先にあたる先端の部分に剥離痕があるため、その

部分が円面硯の硯脚(獣脚)の 下半部と接合していたものと想定 し

て、円面硯として報告することとした。

黒笹90号窯式は研究者によって実年代に差があるものの、ここで

はおおよそ9世紀中頃～10世 紀前半頃を想定しておく。

風返瓦窯跡は霞ケ浦町と石岡市の境界線のわずかに石岡市側に入

りこんだ場所に位置する。そのため、今回の霞ケ浦町内の分布調

査では対象となっていないが、参考までに取り上げておく。遺跡

の名称について『茨城県遺跡地図』で「金子沢遺跡」として登録

されているが、ここでは『茨城県における古代瓦の研究』(茨城

県立歴史館学芸部 1994)の 中で使われている「風返瓦窯跡」とい

う名称を用いる。これは、古代瓦の研究史を尊重したためである。

なお、『茨城県遺跡地図J(1990)で は霞ケ清町側に存在する三ツ

谷遺跡(041)も 同一の遺跡として扱つているが、現状で現地は篠

竹が密生しており、遺跡を確認できる状態ではなかったため、第

11表では「瓦窯未確認」としている。

ただし、こうした性格のほかに、瓦を少量使用した建物跡 (例 え

ば一生だけで構成されるようないわゆる「集落内寺院Jの ような

もの)の存在は可能性として充分考えられる。しかしこれに関し

ては発掘調査などによって遺構が把握された段階で初めて議論で

きるものなので、現時点では可能性を指摘するにとどめておく。

現在、この瓦窯については国士舘大学文学部考古学研究室が調査

をおこなっており、8世紀前半と推定されるロス トル式の平窯が

確認されている(2001年3月 1日 付朝日新聞朝刊地方欄 )。

『筑波大学 先史学・考古学研究』第12号 に調査概報が掲載され

る予定となっている。

今回の報告では、確実に製鉄跡である確証が得られなかったため

に、種別としては窯跡/製鉄跡として登録した。

製鉄遺跡に関しても、生産遺跡の一つとして取 り上げればより具

体的な国府を巡る生産体制の具体像を明らかにすることが可能に

なるのだが、今回の分布調査で製鉄跡を性格づける遺物としては、

鉄津のみであって、これだけで時期を決定することはできない。

出島半島に存在する製鉄遺跡も念頭において議論は進めたものの、

現時点で鉄淳だけでは製鉄跡の帰属時期を決定することはできな

いと考えられるため、論を進めていく中で主体的には取 り上げな

かった。製鉄跡は発掘調査などによつて遺構が確認されたり、共

伴する土器から時期がはっきりしない限りは、積極的に議論の中

で取り上げることには慎重を期す必要があると考えられる。

このような方法によっておこなわれた古代駅路復原の研究は斎藤

忠によつてまとめられている (斎藤 1985)。

しかし、近年のものとして、石川功が F古代霞ケ浦事情―常陸国

府とその周辺―』において、この豊崎の想定ルートを「牛込・牛

渡ルー ト (想像 )」 として取 り上げている(石川ほか 2000)。

ただし、ここで取り上げた古代官道というのはあくまで先学によっ

て考証されてきた文献史料に見える官道であり、それ以外に常陸

国内にこれよりも規模の小さな官道や私道のようなものがあつた

可能性は十分考えられ、そうしたものが出島半島内にも存在した

であろう。逆に、そうした道の存在は、文献史料としては残つて

いなくても、綿密な分布調査の成果を利用すれば大まかなルー ト

を類推することは可能であろうと思われる。今回の分布調査にお

ける大規模遺跡の偏在性はこうした道によつて説明できるかもし

れない。

安訪郷・佐賀郷 ,大津郷の範囲については以下のような研究があ

る。

実際に地図上に図化して、郷の境界線を示しているのは F新編

常陸国誌』(中 山 1901)である。それに対して、図化はしていな

いが、現在(編集当時)の 集落が古代のどの郷に比定されるかを列

記したものが F大 日本地名辞書』(吉田 1903)や F日 本地理史料』

(中b岡  1903)である。また近年、常陸国内の古代の地名について、

こうした研究史をまとめているのが久信田喜―である (久信田

1989,1990。 上記三郷に関するもののみ )。

現在の霞ケ浦町域のみを対象として取 り上げると、「日本地理

志料』では安訪郷に宍倉、上軽部、下軽部、成井、柏崎の5ケ 村、

佐賀郷に田伏、岩坪、大和国、中台、男神、牛渡の6ケ 村、大津

郷に根本、三木、深谷、加茂の4ケ 村を比定している。また、F新

編常陸国誌』では安餅郷に安食、宍倉、上軽部、下軽部、成井、

柏崎等の諸村とし、佐賀郷に坂、田伏、岩坪、大和田、中台、男

神、有河、牛渡等の8ケ 村、大津郷に上大堤、下大堤、根本、三

木、深谷、加茂、戸崎の7ケ 村を比定 している。現在のところこ

れらの説が一般的に採用されている。ただし、『大日本地名辞書』

においては深谷を「今大堤、大和田、男神と相合せ、美並村と改

む、田伏の西一里半、加茂の北半里なる岡野の地に在り。古郷の

系属は明ならざるも、佐賀、大津の外にはあらじ。(後略 )」 とし

て、大津郷、佐賀郷のどちらに帰属するかについての明言を避け

ている。

23)地 図上において、遺跡の分布が希薄な地域というのは、場合によっ

ては、調査時に地表面で遺物が採集できない状況になっていた場

所も含んでいる。
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第12表 奈良・平安時代遺跡一覧

遺跡番号 遺跡名 遺物量 遺物 備考 文献

土 師 太正夫 1984

些後積跡 0 土師 (内黒 )

土師 (肉 黒 )

北久保活訴 土師.須恵

飯 岡 1損訴 土 師

備前 山潰跡 土師、須恵

実取八幡塚潰跡 土師 (内黒 )

飯岡 2潰跡 少

月ノ本遺跡 少

上小原遣跡 少

飯 岡 3遺跡 大正大 1984

小原 1遺跡 ① 小原損跡 大正大 1984

020 高割遺跡 ①

馬場 山 1遺跡 ① ) 大正大 1984

023 小原 2遺跡 :正 大 1984

024 小原 3遺跡

・IA下 台 1彊 大正大 1984

琢下台 2
/1/ 大正大 1984

百狛台遺跡 ウ 大正大 1984

山伏塚南遺跡
/1/

壕 夫正大 1984

∩ ウ 新治 不明有 り)

l~ ( ) 夫工夫 1984

篤場平 1 嗚場半遺跡 大止夫 1984

琴宕山潰跡 0 土

土 ( 犬止太 1

038 大首首番訴 土 師

039 大坂北接訴 0 土 師

西田接跡

三 ツ谷損訴

044 宍倉城麻 少 984
~4食

平西損跡 多 大下大 1984

安食平 貝塚 少 大下大 1984

平潰跡 少 大T大 1984

宮北遺跡 少

山 ノ下遣跡 ①

田子肉遺跡 正大 1984

小津遺跡

西入間遺跡 ( ) (正大 1984

山 ノ越  勝見千卜遺跡 (正 夫 1984

太子 2遺跡 大正大 1984

067 太島遺跡 く正夫 1984

梢荷山遺跡 ウ

ウ (内 黒 ) 太正夫 1984

∩ 少

柏崎窯跡群 ○ 少 瓦 `鉄淳 瓦窯
量 W奇 1971,大 止大 19M,

柏略丸山遺跡

素薇神社維塚 目 大正大 1984

先浜遺跡 少 夫正大 1984

鶴沼 2遺跡 0 少 夫正大 1984

少

∩ ウ

∩ ウ

少 土 師

諒野原 4播訴 0 少 土 師

山下播訴 0 ウ 土 師 大止大 1984

0 土師 (内 黒 )

沼王 2捨訴 0 土師

舟構播跡 0 土師 (

船橋 1潰跡 0 少 土師 須恵

船橋 2潰跡 0 多 り

画久保 1損跡 り

不ほ荷脇置跡 大 T大 1984

108 荻平潰訴 大下大 1984

夫正夫 1984

師 (内 黒あ り)

112 荻平本郷着跡 大 T★ 1984

大正夫 1984

( )

1 稗田播跡

117 中丸遺跡 大正大 1984

百 ノ入 2潰跡 り

西寺前遺跡 大正大 1934

師 り)須恵 (新治)

大壕番訴 ウ

中丸 風 呂下遺跡 大正大 1984

)須 薫 (新治 )

長町 2捨跡

長町 J漫跡 大王大 1984

平松指訴 ∩

歴島神社潰跡 大T大 1984

( ) 大正夫 1984

宮屏 2捨訴 ∩ 少 土師 (内黒あ

,38 下宿尻 1損跡 大T大 1984

少 土師 須恵
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遺跡番号 遺跡名 遺物量 遣 物 備考 文献奈良平安1古代

法蔵寺北遺 F7JIN ○ 少 土 師 須恵 大正大 1984

上原 2潰訴 ○ /1/h 土 師

浜谷下原 2替詠 ○ 少 土師 須烹 太工夫 1984

深谷下原 遺跡 ○ 少 土師

鷹巣館跡 ○ り 土師

膊巣北損跡 ○ /1/N 土 師

上原 3播跡 ○ 土 師 太止夫 1984

中妻木 1遺跡 ○ 十 師 大正大 1984

中要木 2遺跡 ○ 少 土師 大正大 1984

中妻木 3潰跡 ○ 土師.須恵 大正大1984

深谷下原 4潰訴 〇 上 師 大正大1984

八千代台 1遺跡 ○ 少
土師 (内黒 ,墨吾 あ り),須顧 (鉄鉢形土器 )

灰釉 緑絶 告歳器 (痴京 )

集落 大正大1984,石 川ほか2000

十代台 2遺跡 O 土師

十代台 遺 跡 〇 ウ 土師,須恵 大正大 1984

十 師 大正大 1984

○ 土 師 密 薫 太正大 1984
Ffl中 ○ 土 師 太正夫 1984

○ 土 師 太止夫 1984

○ 土 an

○ 土 師 大止大 1984
白 ∩ 少 土師 須 烹

白井沢下 , 少 上師

少 土師 (内 黒あ り)須 烹

栖形 2潰跡 少 土 師 須 恵 大止太 1984
真珠院北投訴 少 上師 (内黒あ り )

栖形 3蟄跡

378 栖形 4撥跡 土師 (内黒あ り)

栖形 5遺跡 ○ 少 土師
かなくそ山遺跡
柄 形 理 .4■ 駄

大正大1984

31 七廻 : 跡 0
384 台畑 ; 跡 十 !

高谷新 田遺跡 土師,須恵 大正大1984

盾水遺跡 大正夫1984

中島遺跡 燕

天遺跡 少 土師 須東 ( 斤治^東海 )^灰 釉

土師 須烹

細 関遺跡 多 土師 須薫 (新治 臓面綴 あ り 大止太 1984

土師 (内黒 墨書あ り)須烹 (新治 )灰 釉 太止大 1984
403 少 土師 (内黒あ り 須烹 (新治〕 :止 夫 1984
405 少 土師 , (新治 ) :止 大 1984
407 タ 土師 , (新治 )

千特前措跡 ① 少 土 師 (新治 )

皇麿睦製鉄訴 製鉄筑卜夫確設

新磨穀措訴 タ 土師`須恵 (新治 )灰 釉

カヂヤ潰訴 タ 土師.須恵

土師.須恵 (新治 )

新首漬訴 土師 (内黒 ).須恵 大下大

突抜平設跡 土師.須恵

穿居前活跡 土師,須恵 大 T大 1984

440 浅問台潰跡 (正大 1984

,梅台潰跡 ∩ 土師 (肉黒 .墨言 あ り,,須恵 (新冶 (正大 1984

柳沢 2潰跡 ∩ 土

養老日潰跡 ∩ 十 師 大正大 1984

戸崎出戸損訴 ∩

流答損跡 ∩ 少 十 須 悪 大正大 1984

戸崎中山慢跡 ∩ 多 十 大正大 1984

戸崎城跡 ∩ 少 大正大 1984

石橋担跡 0 少 十 太正大 1984

原久保越跡 ∩ 少 大正夫 1984

加茂平貝塚 0 少 土 須恵 大正大 1984

加茂台山遣跡 0 少 十師 大正夫 1984

榎後退跡 十師 密煮 大正夫 1984

榎前遺跡 十肺 密薫 大正夫 1984

小原内遺跡 土師 痴東 太正夫 1984

山W奇遺跡 少 土師 狂薫 太止夫 1984

稲行台遺跡 少 土師 須烹 大正太 1984

少 土師 密煮 大止夫 1984

加茂 山 ノ神遺跡 土師 須烹 止大 1984

立木 山遺跡 土師 須京 止太 1984

根遺跡 土師 須烹 止大 1984

篠山遺跡 土 師

修業伝遺跡 土 師

吹上遺跡 土師 (内 黒あ り)須 斎

加茂原遺跡 土師 須薫 太止大1984

万蔵寺遺跡 土師 須薫

土 師

積須賓台遺跡 土師.須恵

宿 lEI遺跡 土 師

lA殿遺跡 土師 (内 黒あ り),須忘 (新治 )

松 本遺跡 土師 (内 黒あ り),須恵 (新治 ) 大止大 1

大正大 1

大 T大 1

力H茂 人崎貝塚 土師 (内黒あ り)須 恵 (新治 )灰 釉

加茂人崎原遺跡 土師 (内 黒あ り)須 恵

鴨半遺跡 土師 須恵 (新治 )灰 釉 大 下大よ

508 t出 り遺跡 少 土師 恵 (新治 ) 大 下大 1984
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Ⅵ.中 世 (平安時代末～安土・桃山時代)

霞ケ浦町内では全部で137ケ 所の中世遺跡が確認され

ており、内訳は包蔵地・集落跡103ケ 所、塚(古墳の再利

用)7ケ所、城館跡・居館跡18ケ 所、寺院跡 4ケ 所、土

塁・堀 5ケ 所よりなる。第22図 には城館・居館を■、そ

の他の遺跡を0で示 した。この図から窺えるように、生

産基盤となる谷津を擁した台地縁に散布地が多く、河川

や湖岸に面し、防御や眺望に優れた小高く平坦な台地に

城館が営まれており、隣接 して寺院や宿を伴って一連の

空間を形成している。その分布は菱木川中流域、一ノ瀬

川中流域、川尻川流域など河川流域の低地を望み、水路

と隆路が交錯する交通の要衝に集中し、半島の南半部の

ほうが遺物散布地の密集度が高 く採集遺物も多い。

中世における霞ケ浦町域は、平安末期の康治二年(114

1)の官牒に「南野牧」と見え、仁平二年(1176)の 人条院

領目録には信太郡とともに南荘がみえる。霞ケ浦町に隣

接し、大津郷の領域に位置する土浦市沖宿入ノ上遺跡で

は、 9～ 10世紀以降の遺構・遺物が検出され、「青毛」

墨書の内黒土器や糸切かわらけを伴う馬の埋葬墓などが

複数見つかっており、南野牧の関連遺跡と見られる(土

浦市遺跡調査会 1997)。 隣接する沖宿鹿島社には、承

安五年(1175)紀 の大般若経が施入されており、六百巻の

うち三百九十巻余が,中宿海蔵寺に移管されている。霞ケ

浦町域でも下大堤の「牧ノ内」、宍倉の「馬場平」 ・

「馬場山」などの字名は牧関連地名を含む可能性があ り、

南野牧が半島の東部までのびていたことが予想される。

南野牧は常陸平氏の惣領で、筑波山南麓から常陸国府

にかけて勢力を持っていた大像多気氏の支配下にあつた

と考えられるが、多気義幹が建久四年(1193)に 小田氏の

祖である人田知家に減ぼされて以降は、当地にも小田氏

が進出したようで、安訪郷には小田氏一族の安食氏が、

佐賀郷には小田一族の田伏氏が、のちには同郷牛渡八田

に小田本宗家が、大津郷加茂にも小田氏一族が、同郷深

谷には小田家臣の川嶋氏が居を構えており、鎌倉中期以

降はほぼ小田氏の勢力圏となったようである。

鎌倉後期には弘安二年(1280)の勘文に「南野牧一一九

二町九段大」とあり、のち開墾されて嘉元四年(1306)の

案文に「南荘六五〇町」と記されている。その範囲は当

時の茨城郡の南辺に筑波・河内の二郡を加え、九郷五十

四村に及んでいた。

室町時代には『大光禅師語録」に「南野庄高岡郷 (新

治村高岡)・ 南野庄善応寺 (土浦市真鍋善応寺 )と みえる

ほか、町域では安鋳郷内、安食大宮神社の応永十年 (140

3)銘鰐口に「常州囲南野庄安鋳郷大宮」銘があり、この

頃には南野庄(南庄 )を称 したことが半J明する。

16世紀後半には小田氏の後退の中で佐竹氏の勢力が及

ぶようになり、小田恨Iの有力武将であつた宍倉城の菅谷

氏や、戸崎城の戸崎氏は、ついには佐竹氏に降伏する。

文禄四年(1596)の 「中務大輔当知行目録写」によれば、

志々倉・おかミ・大わた 。かしは崎・あんぢき・いわつ

ほ 。さか 。田ふせなど出島半島の大部分が佐竹一族の東

義久の知行地となっている(佐竹義秀文書)が、茨城県南

部諸地域に残る文書類からみて、文禄年間には太閤検地

が実施され、古代～中世の地域単位であった庄・保・郷

が解体された可能性が高い。そして佐竹氏の出羽への転

封(1602)を もって、当地の中世は終わる。

1.研究史

霞ケ浦町域における中世遺跡の認識は、近世の軍記や

F新編常陸回誌」、『新治郡郷土史』等の地誌類に城館や

寺院の記述が現れたのを1嵩矢とするが、『出島村史』の

ほかややまとまったものでは『日本城郭大系』における

阿久津久氏の県下城館の概観で、宍倉城・田伏城・戸崎

城が取 り上げられ(阿久津 1979)、 茨城県教育委員会に

よる F重要遺跡確認調査報告書』Πでも安食館跡・坂寄

居山館跡・田伏城跡・宍倉城跡・戸崎城跡の 5ケ 所の城

館が取 り上げられた(茨城県教育委員会 1985)。 これら

の城郭の城主や沿草についてはもっぱら F新編常陸国誌」

や近世軍記に拠っているため史料的な裏付けの乏しいも

のが多いが、寺島誠斎氏は手稿中で文書や金石文を用い

史料批判を行なっている(寺島 1994)。

大正大学による踏査では、中世のかわらけや常滑陶器

が報告されている(大正大 1985)。 なおこの踏査では、

鍛冶屋廃寺で完形の中世軒平瓦も採集されていたが、当

時は中世瓦研究が進んでいなかっため報告されていない。

橋場君男・り【崎祐輔は、常陸南部の中世瓦の例として

加茂の鍛冶屋廃寺 (477)・ 深谷の真珠院(376)を 挙げ、い

ずれの中世瓦も鎌倉時代に遡 り同絶瓦が広域に分布して

いること、小田氏の菩提所で西大寺流律宗の拠点であっ

たつくば市三村山極楽寺の瓦と強い関係を示すことを指

摘 した(橋場・羽【崎 1995,土浦市立博物館 1996)。

さらに霞ケ浦町域は、中世の埋蔵銭が数ケ所で見つかつ

ていた(豊崎 1971)が、土浦市上高津ふるさと歴史の広

場の F埋蔵銭の物語』特別展図録では、内山俊身氏によ

り常総地域の埋蔵銭が集成され、霞ケ浦町域では多聞寺

遺跡 (511)、 柏崎、志戸崎、人田館(414)な どが取 り上げ

られた。更にこれらが『常陸国富裕仁等注文』(1435)に

見える富裕人居住地と一部対応することも指摘 された

(土浦市上高津ふるさと歴史の広場 1996)。 そうした成

果をうけて、石川功氏は霞ケ浦町域で出土した埋蔵銭の

調査を進めている(石川 2000)。

また茨城県立歴史館による町内仏像の調査では、古代
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第22図

から中世に遡る古仏が見いだされ、深谷法蔵寺境内遺跡

(338)出土の小金銅仏や懸仏類が紹介されている(黒澤・

千葉 1997)。 また2000年秋に行われた「祈 りの金エー

中世霞ケ浦の金工品」特別展では、霞ケ浦町内をはじめ

茨城県各地に遺る鰐口、密教法具、碧、懸仏などが展示

された(霞 ケ浦町郷土資料館 2000)。

さらに筑波大学の調査とほぼ同時期に進められていた

大正大学考古学研究会による町内石造物の調査では、こ

れまで知られていなかった私年号を持つ青石板碑など重

要な発見があり(越田 2001)、 正式報告が待たれる。

以上のように霞ケ浦町域は中世考古資料の宝庫である

が正式な発掘調査で出土したものは僅少である。これま

で発掘調査された遺跡では八千代台遺跡(070)(千 葉 19
95・ 1996)、 坂遺跡(320)(茂 木 1999)で若千の中世遺構・

遺物が発見されているほか、富士見塚古墳群(070)の 調

査では渡来銭やかわらけが出土している(伊東 1992)。

2.遺跡 と遺構

(1)中 世城館・居館

中世城館は安鋳郷の領域に宍倉城跡 (044)、 安食館跡

(051)、 西成井館跡 (130)、 上軽部館跡 (133)、 軽部前館

跡(147)、 佐賀郷域の田伏城跡(246)、 坂寄居山館跡(290)、

要害館跡 (297)、 大津郷域の大和田城跡(208)、 人坂神社

遺跡 (337)、 鷹巣館跡 (342)、 川嶋家屋敷 (345)、 幕戸川

中世の遺跡

嶋家屋敷地(368)、 八田館跡 (414)、 戸崎城跡 (466)、 平

後館跡 (472)、 台山館跡(474)な どがある。これらの多 く

は戦国城郭とみられるが、城主や沿革等については同時

代資料が乏しいため近世軍記の記録に依拠せざるを得な

い。しかし、それらは資料的に信頼のおけないものも少

なくないため、以下の記述についても、今後確実な資料

で検証する必要がある。

宍倉城跡(宍倉小字本丸外)は菱木川とその支流に挟ま

れた合流点の東西にのびる台地上に位置する。堀と土塁

を巡らす掻上げ城で、周囲の低地を堀代わりにする。面

積は主要部だけで7016 に達する(卜可久津久 1979)が 、

城域は馬場・新宿・天王町に及び、城跡に隣接して「宿」

空間が形成されている。天王町には「市の神」の石像が

万Eら れている。

伝承によれば永享(1429-41)頃 、野口遠江守が居城 し、

のち菅谷氏が城主となり、文亀年間(150104)に は菅谷

隠岐守貞次が城主であった。菅谷氏は小田氏の家臣で、

当時、出島半島の約半分を領有 していた。『永慶群記』

等によれば永正十二年(1569)の手這坂合戦で小田軍が大

敗した折、討死 した武将の中に鹿倉兵部少車甫が見えるが、

宍倉城主の一族であろうか。小田氏の衰退につれて宍倉

城も佐竹氏の攻撃をうけるようになり、元亀四年(1573)

の佐竹義重書状には、「戸崎・宍倉両地速二属手、証人

等取之、其外残所之郷村悉成墟」とあり(佐竹文書 )、 天

正元年 (1573)、 佐竹義重は土浦の木田余城を攻めようと



して、先ず宍倉城を攻め、城主菅谷氏は七月二十五日に

質を入れて降つた(『チ乱信筆記』F/1ヽ 山孝格書状』)(小丸

1979)。 そして、文禄四年 (1595)、 佐竹の家臣大山田

刑部が城主となったが、文禄四年(1596)の 中務大輔当知

行目録写によれば、志 倉ゝ・おかミ。大わた 。かしは崎・

あんぢき。いわつほ 。さか・田ふせなどが佐竹一族の東

義久の知行地となっている(佐竹義秀文書 )。 宍倉城は慶

長七年(1602)の佐竹氏の出羽秋田への国替によつて廃城

となったとされる。城域内からは16世紀の景徳鎮染付、

祖母懐茶壼、おはぐろ壺に用いられた瀬戸陶器など伝承

する存続期間に対応する遺物が採集されているが、鉄絵

志野や初期伊万里の徳利片も採集されており、これらは

1610～20年前後以降に出現する陶磁器であることから、

慶長七年に完全に廃城されたとは考えにくく、17世紀前

半には陣屋等の形で存続した可能性が高い。

安食館跡(安食小字堀之内外)では安食大宮神社とその

周辺の北ノ坊集落の一部、塙前集落にまたがる範囲に土

塁・濠等が現存 している。南は菱木川の流れる低地、北

は霞ケ浦岸の低地、西は霞ケ浦に続 く谷津(諏訪久保 )|こ

よつて平集落に境 し、東は田子内・中道両集落に接 して

いる。塙前集落と田子内・中道両集落との境界近くに堀

があり、畑中に黒土が深く入り、それが一直線に続 く。

また「堀之内」という字が堀から第二保育所近くまでの

約 3ヘ クタール範囲に広がっており、本丸とみられる。

その西に大宮神社があり、堀之内との境には土塁の残骸

が一部残 り、土塁の形に沿つて地番も分かれている。こ

の西側に屋号を二城内という家があり、二の丸を意味す

る字名が屋号となったものであろう。F香取応安海夫注

文」F大宮縁起』などによれば、「lヒ地(安食郷)は小田時

知(小田氏四代,1238～ 1293)が子安食越中守盛知地頭に

て、其子兵部少輔知房(六代貞知1284-1349の従兄弟)に

伝う」とある。また「小田系図」でも小田氏五代宗知 (1

259～ 1306)の弟盛知が此地に住んだとする。

安食館より南東の田子内遺跡(056)で は竜泉窯系青磁

蓮弁紋碗(13世紀 )の破片が採集されてお り、また安食最

勝寺の阿弥陀如来座像(県指定文化財)は鎌倉時代中期、

絹本着色の阿弥陀三尊来迎仏(県指定文化財)は鎌倉時代

末期の仏画であることから、館の形成が鎌倉期に遡る可

能性は十分考えられる。

なお安食館の中核部にあたる大官神社には直径33cm

の鋳銅鰐口(昭和44年県指定文化財 )が偉世 してお り、

「常州國南野庄安飾郷大宮 応永十年癸未(1403)三月十

八日浄超敬白」銘より、15世紀初頭には当地を安食郷と

称し、南野庄に属していたことが判明する。

安食北ノ坊の堀国家輝氏(大宮神社宮司)宅 も土塁をめ

ぐらす屋敷で、台地縁斜面にはヤマ トシジミのみからな

る貝塚が形成されており、付近から常滑甕の破片が採集

されている。隣接する福蔵寺には元亀元年(1570)の 胎内

銘を持つ仏像があることとあわせ、貝塚は15～ 16世紀の

形成にかかると推定される。霞ケ浦の汽水化は15世紀前

後と推定されているが、その正確な時期を探る上で、中

世貝塚の分析は重要な課題である。また安食郵便局に近

い宮下の磯山氏宅も土塁を巡らす屋敷跡で、現在も17世

紀頃の完形の六地蔵宝帳があり、屋敷の形成は中世に遡

る可能性がある。すると安食館は、小田一族安食氏の居

館として築かれ、中世後期には一族や家臣の館が独立 し

た区画をなして連接 した、一揆結合的な構造であったと

みられ、近世以降も地域有力層の居住地域として存続 し

たと推測される。

西成井館跡(西成井 )近世の諸記録によれば、成井館は

坂(佐賀 )に本拠を置いていた坂氏一族の居館の一つと考

えられる。寺島誠斎氏は、F義久筆記』に「宝暦六(1巧6)

丙子年四月廿九日義久御城下浜町坂吉五郎方へ参候、此

節常陸国新治郡成井村天王別当成井山正幡院二対面、右

天王神体毘沙門天王 卜也、此勧請ハ坂吉五郎昌周先祖坂

大学 卜云也、天王ノ近所二古来大学ノ屋敷 卜云モノ有之

卜也云々」とあり、また『小田屋形家風記』には「坂館

主坂大学(一本 一門引渡二列ス)坂新太郎」の名が見

え、F天庵記密書』に「坂大学、坂新太郎、坂新左衛門」、

文政四(1821)連 歌師に「坂昌成 同昌永」 と見え、F安

永武鑑J(安永1772～ 1781)に「連歌師 あさ草坂昌周」、

『安政武鑑」(安政1854～ 1860)|こ 「連歌師 ねきし坂昌

功 父昌功 坂昌元 昌久」などあるのを根拠に、成井

館(西成井館跡 )は坂大学一連歌師坂昌成―五郎昌周―昌

功―昌元の館であろうと述べている。なお成井の地名は

七つの井戸に由来するとされ、この館主は水利管理と密

接にかかわつていたと考えられる。

寄居山館跡(坂字東方 )は 、田伏横須賀より北西に伸び

る谷津に面し、田伏中台より谷津を隔てた南方にあたり

現在も山中に濠址を残 している。『出島村史』では南北

朝時代小田治久の家臣佐賀美濃守の居館とのべている。

しかしこれは F新編常陸国誌』に「F会津旧事考』二小

田宮内大輔治久臣二佐賀美濃守 卜云フ者アリ、其子孫会

津若松ニアリテ、治久ヨリ美濃守宛文書ヲ蔵ス」とある

のを引いたもので、寺島誠斎はこの記事を検討 し、「予

『会津風土記』二載ル同文書弐通ヲ抄写セルヲ見ルニ全

ク後人ノ偽作ナリ、新誌ガ其文ノ末尾ヲ中断セルハ之ニ

ヨルカ、此偽作者ハ田伏二鈴木美濃守ナル人アリシコト

知リテ坂美濃守ナ ド偽作セルニヤ、可笑央」と断じてお

り、これらの文書は後世に偽作されたものでやはり信ず

るにたりないという。すると村史の記事も根拠を失うこ

ととなる。城の所在地や構造からみて15～ 16世紀代に坂

氏の一族によつて営まれたと見たほうが妥当であろう。

要害館跡(坂字折越 )は、一ノ瀬川下流の北岸に位置し、

かつては河国の入り江を望んでいたとみられる。谷津に

挟まれ沖積低地に突出した舌状台地の先端を堀切 りで切

断したもので、付近からは15世紀後半～16世紀前半の竜

泉窯青磁碗や瀬戸大窯期の菊花スタンプ皿、糸切 りかわ

らけなどが採集されており、戦国時代でもやや早い段階

に営まれた居館と考えられる。
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なおこの北方の台地全面に展開する天王越遺跡(241)

は、要害館の一部およびその城下集落を含むと推定され、

中・近世遺物が多量に散布しており、中世遺物には12世

紀代の渥美甕、14世紀の瀬戸灰釉瓶子、14～ 15世紀の常

滑甕、15～ 16世紀の竜泉窯青磁剣頭文蓮弁文碗、16世紀

の内耳土鍋などがみられ、室町～戦国期の平地型居館が

存在する可能性も残る。

『佐賀村郷土誌」では「十五、坂砦趾」に「坂村字要

害峰ニアリ、千三百九十六坪、其地勢北ヨリ東ルー丘陵

ヲナシ、西囲二堡ヲ構へ、西二大手回アリ、本村字折越

ヨリ牛渡村宇池鼻二達スル里道二係ル、南二揚手回アリ、

一瀬川支流ヲ帯ビ平田二接ス、東北ハー階低キ平坦ノ民

有小林二属ス、元臣下ノ居ル所ナリ」とあり、更に「古

昔要害初太郎直時ノ居城タリ、直時ハ常陸大抜清基ノ第

三子常春ノ庭下タリ、常春小田讃岐守氏治二征セラレシ

ニ及ビ共二減ス」とのべ『出島村史』もこれを引いて大

嫁氏の家臣要害氏の居館とする。しかしこれは俗書『南

城高家録』に「要害太郎時直(イ 国時)中 台二砦アリ」

「龍界初太郎景正石川台二砦アリ」とあるのをふまえ、

「要害」を「龍界」の転訛とみて、元亀四年(1573)に三

村城主大抜常春が小田氏治に攻められたとき勇戦した家

臣の龍界初太郎時直と結びつけたものにすぎない。寺島

誠斎氏は『南城高家録」の内容は矛盾が多く史料として

信頼が置けないと断じ、『小田屋形家風記』に「坂館主

坂大学(一本 一門引渡二列ス)坂新太郎」の名が見え、

『天庵記密書』に「坂大学、坂新太郎、坂新左衛門」ま

た F安永武鑑』(安永1772～ 1781)に「御医師 五百石も

ちの木坂 坂上池院 同鍼料 三十人フチ 坂幽玄法眼

子 春達」、F安政武鑑」(安政1854～ 1860)に 「二十人

フチ 坂 尚安/百俵 坂 春庵」とあるのを根拠に、

「按二此ノ城館ハ御医師坂正智院―同上池院(五百石 も

ちの木坂)ノ 祖ノ居リシ処ナルベシ」と述べている。こ

の坂氏については、F筑麓雑記』に坂氏は手野貞氏の後

胤であると述べ、手野貞氏は小田貞宗の後とされること

から、小田氏の遠縁ということになる。

田伏城跡(田伏字上根)は霞ケ浦沿岸を望む小高い森に

なっており、自然の崖を巧みに利用した城である。城に

隣接して城主田伏氏の菩提寺である曹洞宗賞偉寺があり、

裏山墓地からは大関武氏の踏査で常滑大甕が採集されて

いる。

城主の田伏氏は F新編常陸国誌』にひく『水戸領地理

志』に「新治郡田伏村ニアリ、館主ハ藤原姓ニテ、小田

天庵象臣卜云、田伏柏崎藤原白鳥玉取三ツ木六村ヲ領セ

リト云」とあり、藤原姓を称し小田氏一族でその家臣で

あつたことが見える。同家の家紋は三頭左巴で下野宇都

宮氏と同じで、小田氏の支流田中氏もこの紋を用いてい

る。また上記の記録によれば賃停寺には「実偉道参大居

士應永三年(1396)丙子二月十五日」銘の古碑があったと

いう。板碑の類と推定されるが現存していない。実停道

参大居士は田伏氏初代の次郎太夫治定の没後の法号とみ

られ、時代も諄も似ている点から小田治久(1300～ 1352)

の息邦和と関係があるのではないかという。邦知は後に

岡見氏を継いでいる。以上より田伏城は南北朝時代の築

城と推定される。その後は不明な点が多いが、『土浦城

記』には小田政治(?～ 1548)の家臣に「田伏周防守 田

伏城主」とみえる。

小田氏治(1531～ 1601)代の人物としては田伏次郎太夫

匡邦、田伏道茂(四郎ないし五郎邦昌か)力執日られている。

F永慶群記』等によれば永正十二年(1569)に手這坂で小

田氏治と真壁道夢が合戦し、真壁側の鉄砲使用などで小

田軍は大敗、討死した武将の中に田臥(田伏)兵庫の名が

見える。F小田天庵記密書』藤沢合戦(1573)条 に田伏大

和、同小伝次の名がみえる。F4ヽ 田屋形家風記』には田

伏次郎太夫、同主殿がみえ、田伏主殿の註に稲敷宇都木

とある。田伏次郎大夫は小田氏治に従って、天正元年(1

573)の筑波山君島川の合戦に参加し、一番槍の功名をた

てたことで知られる。

『新編常陸国誌補』に市村文書を引き、天正十六年(1

588)正 月(F筑波郡郷土史』では十一月二十八日とする)

真壁氏幹が藤沢に来攻し、田伏某力渭寸ち死にしたとある。

水戸に行つた邦昌の子孫と思われる五左衛門の伝である

『実伝寺記』には「其後天正中二田伏次郎大夫アリ、佐

竹氏二減サル、其子孫田伏五左衛門卜云ヒシガ今ハ絶タ

リ」とあり、系図の弥三郎邦信、密書の田伏大和に該当

するとみられている。『実伝寺記』より田伏氏は小田氏

の土浦落城と共に天正十八年(1590)に佐竹氏に減ぼされ

た(阿久津久 1979)と するのが通説となっているが、

F東源軍記』等では田伏城主田伏治部右衛門は土浦落城

後田伏城に帰還したとしている。慶長十七年(1612)十 月

廿七日に没した田伏道司は F実伝寺記』の五左衛門(イ台

綱)と みられている。F東国闘戦見聞私記』には、土岐の

家人に田伏次郎左衛門があり次郎太夫の弟としており、

安中村に宇都木氏がありその子孫かと述べる。また田伏

村の宇都木次郎右衛門は田伏氏の末裔と伝えており、あ

るいは土浦落城後に帰還した田伏治部右衛門の子孫であ

る可能性もある。この宇都木姓については、小田の本家

である宇都宮に由来すると見られている。

大和田城跡(大和田)は一ノ瀬川の合流点北岸の台地縁

上に位置する東西に長い城跡で、現在町役場の敷地になっ

ている。現在田伏土浦線の道路によつて城郭の西寄りが

分断されているが、道路を隔て西方にあたる大和田集落

も短冊形地割をよくとどめ、城館に伴う宿空間に由来す

るものと考えられる。南に一の瀬川が流れ、三方が低地

で自然の要害となっている。現在堀と土塁が残っており、

昭和31年役場新築工事の際、「抜穴」とみられる横穴が

発見されており、おそらく地下式娠が開口したものであ

ろう。大橡氏家臣の居館と伝えられているが明らかでは

ない。しかし立地からみて小田系の領主の館と見た方が

妥当であろう。文禄四年(1596)の中務大輔当知行日録写

は、志 倉ゝ・おかミ・大わた 。かしは崎・あんぢき。い
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わつほ 。さか・田ふせなどが東義久の知行地となってお

り(佐竹義秀文書 )、 佐竹氏の占領を受けた可能性が高い。

また城の東南に谷を隔てて相対する柿 ノ内土塁 (224)も

城郭に関連するものであろう。

なお大和田城より東北の台地平坦面上にある和田台遺

跡(213)では灰釉三足盤(15世紀)や景徳鎮染付 (16世紀 )、

梨ノ木遺跡(214)で は中国産白磁玉縁口縁碗 (12世紀 )や

常滑甕(14～ 16世紀 )、 瀬戸灰釉縁釉碗 (15世紀 )、 景徳鎮

染付(16世紀 )な どが採集されている。

平後館跡 (力日茂字平後他 )力日茂集落より北東の道路脇に

南北に近い軸をとって100mほ ど土塁がのびており、山

林中にも屈曲した土塁の痕跡がある。この区画は南は加

茂集落の北を画す土塁と堀によつて分断され、北方は工

場との境界にほぼ東西に直線状に走る比較的大規模な堀

切によって画されている。この山林は西恨1が谷となって

大きく落ち込んでいるが、付近には「木戸口」や「木戸

台」の地名を遺し、東狽1の谷戸に至る地域を南北300m,

東西400mに わたって囲続 していた可能性さえある。

永享七年(1435)の F常陸国富裕人等注文』には賀茂郷に

富裕人総四郎の名がみえ、知行主は小田治部少輔となっ

ている。小田氏の系図のうちには小田孝朝の′自、子で小田

治朝の弟に「孫四郎、加茂村住」とみえ、加茂地内に小

田氏一族が居住していたことは確実であり、加茂香取神

社や鍛冶屋廃寺(477)か らほど遠 くない位置にその居館

が存在する可能性が高いと考えられる。平後館跡は、そ

の居館の候補として今後注目すべき遺跡といえよう。

台山館跡(戸崎字台山)カロ茂平より南西、川尻川低地か

ら湾入する谷津に面した台地縁の山林中に位置する。舌

状の台地縁を縁取るように土塁をめぐらし、その内部に

も若干の区画がみられる。谷を隔てれば戸崎城があり、

同じ丘陵縁には「駒形」「根小屋」の地名を遺すため付

近には城郭に準ずる性格が考えられる。戸崎城防衛のた

めの出城か、逆に戸崎城攻略のために設けられた仮設的

な陣地のいずれかであろう。

戸崎城跡(戸崎字本丸他)は、川尻川低地の東岸台地上

に展開する。城は「掻上げ城」であるが城郭としての区

域は戸崎台地一帯の東半のほぼ全域を占めている。現在

なお「本丸」「二の丸」をはじめ「城中」「九外」「外城」

「御南屋敷」聴宮下」「根古屋」など城に関する地名と濠

l■が明瞭に残つており往時の縄張 りの様子をよく伝え、

また現在戸崎集落となっている南縁は、戦国以来の宿空

間の名残 りをとどめている。また本丸より東方の川尻川

低地の水田中には、城の姫が落城の際に投げた火鉢の落

ちた場所と伝える塚があったが、現在なくなっている。

戸崎城の落城は宍倉城の菅谷氏の降伏の直後とされるが、

当時の慣例として、降伏した将兵はただちに攻撃の先鋒

に動員されるため、以来菅谷と戸崎の間には遺恨が生 じ

たようで、今日なお土浦市菅谷と戸崎両集落間は通婚 し

ない習慣が続いているという。

城の範囲内では小字本丸の範囲で16世紀代の糸切かわ

らけ類、内耳土鍋、常滑甕片などともに龍泉窯系砧青磁

花生、同安窯系青磁、景徳鎮染付などが採集されている。

このうち青磁類は、12～ 14世紀のもので城の存続期間よ

り古い時期に生産されたものだが、茶の湯の盛行と床の

間の出現によつて美術陶磁器や茶器として骨童的価値の

ある陶磁器が収集されるようになる。特に同安窯系青磁

は、12世紀～13世紀初めにかけて輸入品の食器として使

われていた雑器だったものが、室町時代に茶人の村田珠

光によつて茶碗として取 り上げられたことから、「珠光

青磁」と呼ばれるようになった。こうした陶磁器を賞翫

する城主一族の姿がうかがえる。また南方の根小屋地区

でも16世紀代の糸切 りかわらけ・景徳鎮青花などが採集

された。さらに本丸では、17世紀前半の登窯期志野の白

釉皿の破片が採集されているが、これは伝承する城の廃

絶年代(1602)よ りも新 しい時期のもので、当地も宍倉城

と同様、江戸初期にも陣屋として存続した可能性が高い。

城の起源は明らかでないが、寺嶋誠斎氏がその沿草を

検討 している。それによれば松学寺位牌に「(表 )開基富

永樹豊大居士 (裏 )永正中菅谷尾張守義則」とあり、永

正年中(1504～ 1521)以前に菅谷尾張守義則が居城 したと

推定する。ちなみに菅谷氏の本姓は赤松で、弘治三年 (1

557)黒子に討死 したつくば市の手子生城主赤松伯胤斎則

定、その息で土浦市の木田余城主(の ち手子生城主)凝淵

斎則実は、偏諄と共通と年代の連続から推定して菅谷義

則の子孫と考えられるという。

永禄・天正(1558～ 1573)間 には戸崎道閑斉俊直子大膳

亮長俊が居たが、戦国末の小田氏と佐竹氏との抗争には

小田氏十五代氏治天庵の有力武将として活躍した。

元亀四年(1573)の佐竹義重官途状写に「此度戸崎地進

陣付而、於戸張之仕合奇特之至候」と見え(水府志料所

収文書 )、 同年の佐竹義重書状にも「戸崎・宍倉両地速

二属手、証人等取之、其外残所之郷村悉成墟」 とあ り

(佐竹文書 )、 戸崎・宍倉両城が佐竹氏に属している。

小田城・藤沢城をめぐる激しい攻防が繰り返された天

正元年(1573)頃 、小田城を占領した太田三楽父子は、小

田氏治の勢力挽回の機先を制するため梶原美濃守景国・

北条出雲守率いる五百余騎で藤沢城を攻撃した。氏治は

戸崎大膳・由良判官則綱以下七百騎で小田と藤沢の中間

にある砦の台に出陣した(砦台の戦 )。 この戦聞では両軍

死傷者が多 く勝敗はつかなかった。四月十一日には小田

城を占領する梶原・北条・真壁氏幹が藤沢城攻撃に発向

した際、小田氏治 。守治は、戸崎・菅谷・由良・行方・

海上勢一千余騎を率いて田土部川にこれを迎え撃退して

いる(田上部合戦 )。 一方木田余城攻略をめざす佐竹義重

は七月二十五日宍倉城を降し、人月二日には戸崎城に拠

る戸崎大膳も降したとされる。この間の事情を『佐竹奈

譜・後』では「……天正元年七月義重将木田余(胤信筆

記)十五日攻宍倉城城主菅谷貞次隠岐守納質出降、人月

二日攻戸崎城城主戸崎大膳亦降(胤信筆記 )」 と記してい

る。しかし大膳は新治村の藤沢城に籠城して不在であっ

-75-―



たため、城が陥ちたとする説もある(『松学寺縁起』 F天

庵記密書』『聞見雑録」『小田家風記』 )。 諸記録によれ

ば、戸崎大膳・由良判官則綱は平出伊賀守、足立加賀守、

志筑左近、横山弾正、岩崎勘解由、甲崎四郎左衛門とと

もに藤沢城に籠り、佐竹勢・太田・梶原・北条・真壁氏

二千の攻撃を防戦した。この時戸崎大膳は寄せ手の大関

久米之助を長刀で討ち取ったとする説もある。また十月

二十日過ぎ、小田氏治の息守治は戸崎・由良・行方・海

上ら三百余騎で梶原勢を夜襲し、小田城へ肇退したとす

る伝もある。しかし諸将の相次ぐ戦死で四散 し十一月十

九日に落城 した。戸崎・由良は大勢の中に駆け入って生

死不明となったという(F諸士略伝』F東源軍記』。『常源

譜略』では討死とする)。 また天正五年(1577)戸崎城回

復の戦があり大膳ら討死という説もある。天正六年に氏

治が土浦城主菅谷範政の助けで本田余城を一時回復 して

おりその可能性も残る。しかし天正十八年(1590)と 推定

される関東八州諸城覚書には「一、ひたち 藤沢之城

小田武晴(氏治 )・
・…・ 一、十崎之城」と見え(毛利家文

書 )、 豊臣秀吉の小田原城攻略前後の段階では、小田氏

に奪回されていたと思われる。しかし結局、戸崎城は佐

竹氏の支配下に入 り文禄四年(1595)家臣の飯塚兵部少輔

が管理するところとなった。文禄四年(1596)の 中務大輔

当知行日録写は、志 倉ゝ 。おかミ・大わた 。かしは崎・

あんぢき ,い わつほ 。さか 。田ふせなどが佐竹一族の東

義久の知行地となっている(佐竹義秀文書 )。 が、慶長七

年(1602)佐竹氏の秋田国替えにより廃城になったという。

なお「守山公子松平頼融」の揮墓になる「淡園先生墓碑

銘」に「淡園先生姓源氏、氏戸崎、講允明、字哲夫、初

名哲、字子明、後更今名、淡園其号也、先世大膳佐者名

長俊、仕於小田陸奥守氏治執鋭巧最多、小田氏亡居常陸

人本邑数世至命英、委贄於吾王考荘公、為郡属吏、先先

生於常陸松川云々文化三年丙寅冬十一月十四日卒、享年

八十三」とあることから、戸崎氏の子孫は松平大学頭

(守山候 )|こ仕え戸崎五郎太夫を称 していると判明する。

戸崎在住の飯田氏は戸崎氏の家臣の末裔と伝える。文禄

四年(1595)佐竹氏は飯岡兵部少輔を城に配したが、慶長

七年(1602)佐竹氏移封と共に廃城となったという。

このほか戸崎城本丸より南西、川尻川低地を望む山崎

には局地的に大規模な堀と土塁を伴う区画が見られ、下

河辺氏関係の城郭とする説もある(F出 島村史』 1971)

が、位置的に戸崎城の外城とみるのが妥当と考えられる。

戸崎城周辺には数箇所に城郭関連施設と推定される遺

構がある。最も大規模なものは松学寺(460)で、寺の周

囲に大規模な空堀と土塁を巡らし、特に北方や西方から

の防御を意識した構造となっている。牧洞山松学寺 (曹

洞宗 )は、開山伝によれば、「相州小田原海戒寺末 永正

元年(1504)邑主菅谷尾張守義則 模堂永範醇師を請 じて

開創す 爾束法燈連綿 永平の祖風を偉ふ 畜御朱印地

十石 末寺七ケ寺 営山直末常州田伏賓偉寺  牛渡賓

昌寺」とある。また永正四年(1507)模堂永範和尚によつ

て創立されたとするものと、明応二年(1493)と するもの

があり、永正四年は模堂永範和尚の示寂の年とも言われ、

創立年代は確定しがたい。いずれにしても戦国時代に戸

崎城主一族の菩提所として創立されたと考えられ、築城

時期に示唆を与える。この寺の地蔵菩薩立像(腹帯地蔵 )

は昭和33年県指定文化財。創立当時より安置されていた

もので、一木両袖寄木造 りで高さ99cmを はか り、平安

末の作とされるが、室町期の倣古仏とみる見解もある。

八田館跡(牛渡人田)|ま人田集落を前に霞ケ浦を一望で

きる高台に方形の郭が複数連接 している。また東側の郭

の最高所は前方後円墳を改造 したものである。

室町時代の初め小田氏八代孝朝(1387～ 1414)が構えた

居館と伝え、牛渡の地は、小田氏五代宗知(1259～ 1306)

が法名を「牛渡寺殿観慶尊覚大居士」とし牛渡寺を菩提

寺としている。また古 くより水陸交通の要地であり、南

北朝争乱当時小田氏は行方・稲敷の勢力に対する水上防

御の拠点として重要視 していたものであろう。

孝朝は弘和年中(1381～ 1383)小 山義政の乱で活躍 し、

元中年中(1384～ 1386)に は義政の子若犬丸を擁 し子の五

郎と岩間難台山に拠って足利氏に抗 した降つた。「小田

氏系譜」によれば晩年入道し「恵尊」を号したが、応永

二十一年(1414)に 没し牛渡邑宝昌寺に葬られたとある。

宝昌寺には小田孝朝の供養塔と伝える九重層塔が現存し、

花蘭岩製で塔高3.5mを測 り台座に梵字と銘文の痕跡が

ある。昭和四十四年に県文化財に指定された。

(2)港湾集落

高賀津・柏崎津・田伏・志戸崎 。人田・崎浜は現在も

船溜まりがあり、これらは近世以前に遡ると考えられ中

世港湾の存在が推定される。

菱木川河日の北岸柏崎は霞ケ浦に突出する岬をなし水

運に恵まれた位置にある。富士見塚古墳群(070)や柏崎

窯跡群(072)の 麓にあたる瓦屋・清水遺跡(073)や 先浜遺

跡(077)では、大量の近世陶磁器とともに瀬戸害窯後期

様式(14世紀末～15世紀前半)の灰釉三足盤・瓶子、瀬戸

大窯期の鉄釉小皿、中世瓦質火鉢の破片などが採集され、

永楽銭等の中国銭貨も出土している。南北朝時代の応安

七年(1374)に香取神宮大禰宜中臣長房が起草 した「海夫

注文」には柏崎津が記されてお り、採集された中世陶器

や土器は中世柏崎津に関連する遺物とみられる。

(3)中 世寺院(第 16表 )

廃寺となったものでは加茂の鍛冶屋廃寺 (477)・ 深谷

栖形の真珠院跡(376)が鎌倉時代の瓦類が採集される寺

院跡として特筆される。

鍛冶屋廃寺(477)は 加茂香取神社参道より東方の墓地

周辺に位置し、中世～近世前期の五輪塔残骸が密集し、

空風輪には高さ40cm程 のものがあり、150cm級の中型

五輪塔の存在が推定される。墓地の隅には中近世陶磁器

や土器、多量の鉄津やフイゴ羽口破片とともに鎌倉時代

を主体とする大量の中世瓦が集められている。また墓地

北西隅には層塔の部材がある。もともと墓地の東傾!畑 地
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中にあつた古墳上に旧在し、古墳の削平に際して墓地に

移築されたという。現在ばらばらになっているが、本来

は五重層塔程度とみられ三段分の笠が残る。戸崎城落城

(1573～ 77)当 時の城主、戸崎大膳の墓塔と伝承 していた

が、年代は16世紀後半より遡るとみられ、小田孝朝の四

男で15世紀頃加茂村に居住したと伝える孫四郎の墓碁で

ある可能性も考えられる。なお深谷法蔵寺の直門徒にあ

たる加茂如来寺増福院は鍛冶屋廃寺の墓地北側の畑地に

位置する小堂であったが、明治期に荒廃し現在は跡形も

ない。鍛冶屋廃寺は散布地が非常に狭 く、小型瓦が多い

点から増福院の前身となる小堂であったと考えられるが、

13世紀中葉～14世紀初め頃に位置付けられるつくば市三

村山極楽寺と同他・同系の中世瓦類を複数型式そなえ、

規模に似合わず寺格の高さが推定され、石塔・鍛冶工房

を伴い古墳隣接地に占地する点もあわせ、加茂香取神社

の神宮寺にあたる律宗寺院l■の可能性が強いと考えられ

る。

深谷真珠院(376)は 一の瀬川支流の湧水ある谷地水田

に面した台地縁に立地する無住の小堂である。山号を熊

野山真珠院長福寺といい深谷法蔵寺の門徒で、明和四年

(1767)下軽都塙山長福寺の正應上人によつて開かれた人

十八ケ所霊場の五十八番札所となる(寺嶋誠斎1994)。

明治期に本堂が民家として移築される以前は裏山の竹藪

および山林内に位置していたようで、付近には13世紀後

半に遡る中世瓦が僅かに散布しているほか、境内周辺に

は南北朝期以降の石造層塔・大型五輪塔残骸が集中し、

北側の塚上には古式の宝医印塔部材がある。中世以来堂

宇が存在したと推定される。堂内には弘法大師像ととも

に像高150cm程の木彫彩色の孝養聖徳太子像が祀られ、

桜姫の伝説がある。蘇我入鹿の襲撃を受けて山背大兄王

一族は自殺し、その御子は東国へと落ち廷びた。恋人の

桜姫は侍女の楓を連れてあとを追った。しかし旅疲れで

この地に庵を構えてとどまり、姫は聖徳太子像を刻んだ。

しかし完成とともに息をひきとり、今際のきわに、「私

達は脚が弱いから御子に逢うことができなかった。人々

が、文夫な脚で長生きするように、太子の脚の下へおあ

し(お銭 )を 入れて下さい」と言い残し、楓も姫の後を追

うように没した。村人たちは二人を庵の西に葬 り、墓に

は桜と楓の木を植え、庵を寺とし太子像を本尊とし、足

の下には銭を入れて、真珠院と名付けたという。また真

珠院から谷津を隔てた東佃1の 栖形 4遺跡 (378)に は、部

分的に土塁や堀と思われる構築物が遺されており、真珠

院に伴う居館跡が存在する可能性も遺る。

鍛冶屋廃寺・真珠院跡の出土瓦については後述する。

今日も法灯を伝える寺院で、中世以来の仏像や什宝を

伝え、境内にもその時期の遺構を残すものには深谷法蔵

寺(338)・ カロ茂南円寺などがある。

深谷の法蔵寺(338)は 鎌倉中期の木造十一面観音菩薩

座像(県指定文化町 )を本尊とし、鎌倉末期の密教法具で

ある銅宝珠杵(県指定文化財 )を伝世する。境内には中世

石塔が密集し、中世かわらけや陶磁器などが散布してい

る。隣接する小林家の敷地からは多量の鉄津が出土する

ほか、平安末頃の小金銅仏が出上している。

加茂の五智山南円寺は大字加茂にある真言宗の寺で鍛

冶屋廃寺の東方に位置し、境内周辺は榎遺跡(490)であ

る。応永元年(1394)祐尊大和尚によつて開山され、当初

加茂小字田宿台の通称「万蔵寺」に旧在したとされる。

往時は小田領常陸真言宗四大寺の一つに数えられ、檀林・

朱印地十石を有し千手院・延命院・法蔵寺・能円寺など

十数力寺の末寺を有していた(寺嶋誠斎 1994)。 什宝に

は鎌倉中期に遡る秀逸な蓮華孔雀紋碧があるほか、境内

には室町～戦国期の筑波山花尚岩製の石塔が集中して見

られる。石塔類には多宝塔形層塔など特殊なものが含ま

れており、類例は新治村藤沢城周辺などに見られる。小

田氏やその家臣によつて遺されたものであろう。

(4)中 世塚(第14表 )

中世に塚として再利用されたと見られる古墳に風返古

墳群第 5号墳 (043-005)、 深谷愛宕塚古墳群 (047)、 颯壁

古墳 (357)、 人幡神社古墳 (456)、 戸崎古墳群第 3号墳 (4

65-003)、 車塚古墳(488)と 立木山土塁(499)な どがある。

富士見塚古群第 1号墳 (070-001)の 発掘では、後円墳

頂地下から永楽銭を主体とする古銭や、戦国期頃の灯明

皿、経石が出土している。かつて墳丘上には稲荷社が祀

られ、参道も設けられており、縁日には賑わいを見せた

がのち柏崎に移転したという(山口 1992)。

戸崎古墳群第 3号墳 (465-003)は 埴輪を伴う6世紀代

の古墳だが、墳丘の表面には14世紀代を中心とする古式

の花尚岩製五輪塔の部材が集積され、隙間から蔵骨器片

とおばしき鎌倉期の常滑片が採集された。付近の畑には

火葬骨片も散乱し、古墳の墳丘に寄生する中世墳墓群と

考えられる。土地所有者によれば、この古墳は「境塚」

と呼ばれ、土浦と出島の境界塚であつたという。ここ戸

崎原は戸崎城の南側に位置する宿から堀・八坂社を隔て

た西方にあたり、付近からは鉄津も採集されることから、

所謂「無縁」の空間であつたと目される。

立木山土塁(499)|よ 、古墳終末期の大型円墳と推定さ

れる車塚古墳(498)周 辺に巡らされた土塁である。立木

観音は霞ケ浦町域の三観音の一つに数えられ、一木造 り

の古仏であるが、火災で炭化しているため、室町ないし

それ以前の作と推定されるのみである。水源池をのぞむ

境内には室町～戦国期を主体とする膨大な量の筑波山花

筒岩製の石塔部材が積み重ねられており、五輪塔・宝医

印塔・六地蔵宝憧・層塔・宝塔などからなる。当地は信

仰と水源が一体化した空間であり、非常時に人々が逃げ

込むための避難所もしくは陣地的な性格が推定される。

この立木山から谷津を挟んだ南恨1の加茂地区も、集落

の北側に東西に台地を分断する堀切が連続し、複数の民

家が堀を共有して防御的な空間を構成していたと推定さ

れる。おそらく有力農民層が一揆結合して集落を形成 し

ていたことを示すものであろう。なお茨城県内では下総
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域にあたる猿島台地などで近世村落の微小地域単位であ

る「坪」(木村 1994)、 これに先行 し中世後期から近世

初頭に遡る「構」(原田 1999)の 存在が指摘されており、

当地においても、そうした微小地域単位の解明が進めば、

これらの遺構の位置付けもより鮮明なものとなるだろう。

3.遺 物

(1)舶 載陶磁器

舶載陶磁器とみられるものは、町内の27遺跡で確認さ

れている。内訳は12世紀の白磁玉縁口縁碗 (Ⅳ la類 )、

同安窯系青磁碗(lb類 )、 龍泉窯系青磁劃花文碗(12
a,4a類 )、 13～ 14世紀の竜泉窯系青磁蓮弁文碗(15
b類 ,Ⅲ 2類 )。 青磁筒花生、青白磁ロハゲ皿(皿Ⅳ lc
類 )、 褐釉陶器壼、15～ 16世紀の竜泉窯系青磁剣頭蓮弁

紋丸碗・稜花皿、16世紀の景徳鎮系青花皿などよりなる

が、細片が多く全容の窺えるものは少ない。

平安末～鎌倉前期の舶載陶磁器は、坂の坂大宮神社周

辺の西方 2遺跡(305)で 同安窯系青磁が、一ノ瀬川水系

では大和田の梨の木遺跡(214)で 白磁玉縁口縁碗、深谷

下原 2遺跡(339)で 竜泉窯系青磁劃花文碗・白磁玉縁口

縁皿、南岸およびナ|1尻川流域では牛渡では人田館北方の

小山遺跡(403)で 白磁玉縁口縁碗、戸崎では戸崎城(466)

で同安窯系青磁、土浦市にまたがる養老田遺跡(448)で

自磁玉縁日縁碗が採集されている。

この時期の舶載陶磁器は、安餅郷の領域には未確認だ

が、佐賀郷 1ケ 所、大津郷 5ケ 所が確認される。同様な

陶磁器類は霞ケ浦町の西に隣接する土浦市沖宿入ノ上遺

跡でもみつかっており、白磁玉縁口縁碗、同安窯系青磁

碗、初期の竜泉窯系青磁に加え、同時期の渥美大甕、常

滑三筋壼、糸切かわらけなどがアセンブリッジを構成 し

ている(土浦市教育委員会 1997)。 当遺跡は南野牧大津

郷の拠点遺跡とみられ、霞ケ浦町域の同時期の遺跡の大

部分も、その延長上に連なる南野牧関連遺跡と考えられ

る。なお戸崎城例のみは、本丸で16世紀のかわらけ等と

採集された事から、戦国期に「珠光青磁」として茶器に

用いられた骨董品の可能性が高い。

鎌倉～南北朝期の舶載陶磁器は、菱木川水系では安食

地区の田子内遺跡(056)で 竜泉窯青磁蓮弁紋碗、長町 1

遺跡(128)で竜泉窯青磁蓮弁紋碗、下宿尻 2遺跡(139)で

青磁筒花生の肩部片、深谷地区では御幣鹿島神社遺跡 (3

30)で竜泉窯青磁・青白磁ロハケ皿、戸崎城(466)で 龍泉

窯系青磁筒花生が採集されている。この段階は小田氏が

南野牧へと進出し、南野庄の開発を進めたとされる時期

と一致する。特に安食館に近い田子内遺跡の例は、伝承

する13世紀の築城と接近するため注目される。また戸崎

城例は前記と同じく戦国期に骨童品として賞翫され床の

間を飾っていたと考えられる。

なお深谷下原の鹿島神社、御幣の鹿島神社、坂の大宮

神社など地域の鎮守社の隣接地でしばしば中世前期の貿

易陶磁器が採集されることは、これらの神社の勧請が中

世ないしそれ以前に遡ることを示唆する一方、付近に荘

園領主居館の存在を暗示する。中世の神社は、土地開発

に際して勧請される場合があるほか、土地開発領主の墓

が聖域として祀られ、神社 となる例があるためである。

室町期の舶載陶磁器では、一ノ瀬川南岸にあたるナシ

久保遺跡(385)で竜泉窯系青磁稜花皿、要害館(297)で竜

泉窯系青磁、その北方の天王越遺跡(241)で竜泉窯系青

磁剣頭蓮弁文碗、深谷の川鳥家屋敷地(345)で白磁輪花

皿、川尻川流域、戸崎の養老田遺跡(448)で竜泉窯系青

磁稜花皿が採集されている。いずれも城館や居館および

その関連遺跡とみられる。

戦国期の舶載陶磁器では、菱木川流域では宍倉城(044)

で景徳鎮窯系の青花皿、一ノ瀬川流域では大和田城東方

の和田台遺跡(213)で青花皿、南岸の高谷新田遺跡 (389)

でも中国青花とおもわれるもの(15世紀 )、 川尻川流域の

戸崎城(466)で も青花皿が採集され、やはり城館・居館

およびその関連遺跡にみられる。

(2)国産陶器

中世の国産陶器では12世紀の渥美や常滑の甕・三筋壺、

13～ 14世紀の常滑算盤玉形壼、12～ 16世紀の常滑大甕、

こね鉢、13～ 15世紀の瀬戸灰釉梅瓶、15世紀、古瀬戸害

窯後期の縁釉と総称される灰釉三足盤・おろし皿・平碗・

小杯、16世紀、瀬戸大窯期の鉄釉福鉢、灰釉皿、天目茶

碗、鉄釉茶入、祖母懐茶壺などがみられる。

平安末～鎌倉はじめの国産陶器は、鹿島神社遺跡(134)

で渥美、宮尻 1遺跡(135)で常滑、菱木川水系の西成井

宮尻 2遺跡(136)で 、渥美・常滑 Ib期頃の甕日縁が採

集されている。一ノ瀬川流域では深谷の人坂神社北遺跡

(336)で常滑三筋壼、坂大宮神社周辺の西方 2遺跡 (305)

で常滑甕片、 南岸およびサ|1尻川流域では人幡貝塚(503)

でも渥美とおぼしき甕片がみられる。このうち八坂神社

北遺跡では、神社北方の藪中に低 く細長い土塁・堀が東

西 2町、南北 1町ほどの範囲で残つており、その北東の

畑地の只中に茶樹の生垣・四本忌竹に勧請縄をかけたも

のを巡らし、祠が祭られているが、その直下の円礫集石

に中世陶器片を交えており、中世土地開発領主の集石墓

を神域として祀っているのではないかと想像される。

鎌倉～南北朝期の国産陶器は、日常容器のほか、石造

五輪塔や集石墓に伴う火葬蔵骨器にしばしば用いられて

おり、霞ケ浦沿岸では玉造町三味塚古墳の墳丘より常滑

壺や瀬戸灰釉瓶子、小川町天神中世墓で常滑壺および在

地土器壺(小ナll町 2000)、 石岡市要害山 3号墳 (海老沢

1983)や府中域で常滑三筋壺、土浦市般若寺で在地土器

壼(土浦市教育委員会 1987)が蔵骨器に使用されており、

霞ケ浦町域では戸崎 3号墳 (465003)で 蔵骨器とおぼし

き13世紀の常滑甕片や14世紀の五輪塔部材・火葬骨片が

みられ、加茂の鍛冶屋廃寺(477)で も鎌倉後期の常滑斐

片や須恵系在地土器とおぼしき壺片が採集されており、

やはり付近に密集する五輪塔に伴う蔵骨器片である可能
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性が高い。平三坊貝塚 (436)の 一角にあたる宝昌寺境内

には、小田孝朝(1414没 )の墓塔と伝える層塔、五輪塔、

宝医印塔、一石五輪碁が残されており、付近からは14～

15世紀頃の常滑奏片が採集され、中世石塔に伴う火葬蔵

骨器と推定される。このほか霞ケ浦町郷土資料館には、

出土地不詳の常滑 期頃の算盤玉形壺の完形品 2点が保

管されている。同形の壼は岩瀬町門毛経塚やつ くば市三

村山極楽寺五輪塔で火葬蔵骨器に用いられていることか

ら、本例も中世の火葬蔵骨器とみてよいだろう。

集落に伴う陶器類には要害館北方の天王越遺跡で瀬戸

灰釉梅瓶、松本遺跡で多量の常滑瓶片や灰釉梅瓶片が採

集されている。

このほか注目すべきものとして、一ノ瀬川南岸、牛渡

のナシ久保遺跡(385)で 舶載陶磁器や14世紀頃の常滑甕

とともに採集された須恵系在地土器の信鉢片 (14～ 15世

紀)が挙げられる。硬質灰色の焼成で内面は摩耗が進み、

武蔵や上野域の製品が搬入されたと推定される。

さらに入田館(414)の 南側から出土 した瀬戸灰釉梅瓶

は、口縁から肩部にかけてを欠損しているが、表面に椿

や蕨手唐草紋のスタンプ文を全面に押捺 したもので、内

部には永楽通宝を中心とする銭サシが入っていた。この

梅瓶は神奈川県鎌倉市多宝寺跡やぐらで出土 した鉄釉梅

瓶や埼玉県入間郡毛呂山町崇徳寺跡の延慶年板碑の根元

から出土した灰釉梅瓶の蔵骨器と酷似 し、13世紀末～14

世紀初頭の製品とみられるが、内部に入っていた銭の組

成比が示す16世紀前半を前後する年代(石川 2000)と は

かなり隔たりがある。おそらく数百年にわたって伝世 し

たのち転用されたものであろう。

室町期の国産陶器では、菱木川流域では宍倉の峯後遺

跡(003)で瀬戸害窯後期の灰釉三足盤、柏崎の瓦谷・清

水遺跡(073)で瀬戸害窯後期の灰釉縁釉小杯、先浜遺跡

(077)で同様の小杯や瓶子、一ノ瀬川流域では深谷の人

坂神社北遺跡(336)で 瀬戸灰釉縁釉小杯、牛渡の細内遺

跡(399)で は灰釉卸皿、川尻川流域では加茂の榎前遺跡

で灰釉瓶子が採集されている。14世紀末から15世紀前半

にかけての瀬戸後期様式の縁釉三足盤 。平碗・縁釉小杯、

卸皿、上げ底の瓶子等の陶器は、霞ケ浦町域の各所から

出土しているが、総じて少量であり、この時期の拠点的

な遺跡の存在は未確認である。ただ柏崎津に近い瓦谷清

水遺跡 。先浜遺跡などで採集されているところから、津

を介して流入しているとみられる。

戦国期の国産陶器では、安食館 (051)内 の北ノ坊で常

滑甕片、宍倉城(044)で瀬戸大窯祖母懐茶壼、田伏城 (24

6)内の賃伝寺裏墓地で常滑大甕、坂の要害館(297)付近

でほぼ完形の瀬戸大窯 期頃の菊花スタンプ紋皿が採集

されているが、出土遺跡・点数とも害窯後期に比べ減少

した感がある。東海地方を襲った明応四年(1496)大 津波

は紀伊半島から房総半島にかけての大平洋沿岸を襲い、

続 く永正地震(1510)の津波とあわせ港湾に壊減的な被害

をもたらしたとされている(矢田 1996・ 1998)。 大窯前

期の製品が少ないのは、流通網の破壊も一要因として考

えられる。

(3)中世土器

常総地域の中でも、特に霞ケ浦西岸から筑波山麓にか

けては、12世紀までは古代のロクロ土師器の系譜をひく

糸切底の土師皿が用いられてお り、石岡市外城遺跡(石

岡市教育委員会 1986)や 土浦市沖宿入ノ上遺跡(土浦市

遺跡調査会 1997)で一括出土が見られるが、13世紀に

入ると手づくね丸底かわらけが卓越し、関東の諸地域で

丸底かわらけが殆どみられなくなった15世紀の前半頃ま

で遺存する特異な展開を見せる(桃崎 1999)。 手づ くね

九底かわらけはつくば市小田城、柴崎遺跡、日向廃寺、

三村山極楽寺、小泉館、新治村田官城など小田氏の領域

に集中するが、岩瀬町門毛経塚、明野町赤浜遺跡、龍ケ

崎市屋代B遺跡など鎌倉～南北朝期の段階ではある程度

の拡がりを見せている。一方15世紀以降、かわらけ以外

の器種が極めて限定されていた土器類に変化が生じ、ロ

クロ糸切のかわらけが再び主流となり、火鉢のほかにも

在地土器類が充実し、悟鉢と内耳土鍋が新たな器種とし

て定着する。この内耳土鍋は金雲母を多量に含む軟質の

焼成で、時折×字のヘラガキを有するものを交えている

(白根 1996)。 その供給圏はひたちなか市沢田遺跡から

総和町小堤城の範囲に及んでおり、胎上の特徴から真壁

町源法寺周辺で生産されたとみられている。16世紀には

僅かだが茶釜形土器 (lヒ毛 2000)が見られるほか、直立

する日縁の土器壺が火消し重や埋蔵銭の容器として用い

られる(上高津貝塚ふるさと歴史の広場 1997)。 また内

耳土鍋から浅手の焙烙が派生し、近世の内耳焙烙へとつ

ながっていく(両角 1996,白田 1998)。

鎌倉～室町期の手づくね丸底かわらけは、平三坊貝塚

(486)のある牛渡鹿島神社境内で採集されている。この

神社は806年の創建を伝え、その年代は信ずるに足 りな

いが、隣接する宝昌寺の中世石塔の年代からみて、榊社

境内が中世の居館跡である可能性も考えられる。大正大

学の調査時にも町域内で九底かわらけが採集されており、

当地に小田氏が進出した時期に遺されたものであろう。

確実に15世紀代に位置付けられる土器類は良好な例が

ないが、松本遺跡(502)南側の中世五輪塔群や常滑甕・

瀬戸瓶子片などと共に採集された外面に巴文のスタンプ

がある三脚の瓦質火鉢、鍛冶屋廃寺で採集されたロクロ

糸切かわらけ、内耳土鍋、瓦質火鉢、須恵系在地土器重 ?

などはこの時期のものを含んでいるとみられる。

戦国期と考えられる土器では、一ノ頑川下流北岸の坂

の要害館(297)や深谷の法蔵寺境内遺跡 (338)、 川尻川流

域の戸崎城(466)本 丸でやや歪つなロクロ糸切かわらけ

が採集されており、要害館では瀬戸大窯期の灰釉皿、法

蔵寺では15～ 16世紀の五輪塔、戸崎城は内耳土鍋片や景

徳鎮窯系の青花皿とともにみいだされていることから、

16世紀代のものと考えられる。

また富士見塚古墳 (070001)の 発掘調査では、後円部
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墳頂地下から永楽銭一括や経石と共にかわらけが三個合

わせ口にした状態で出土 している(山口 1992)。 共伴遺

物や日縁部が玉縁状化しつつあるかわらけの形態から判

断して、16世紀後半～17世紀初め頃のものと考えられる。

また一ノ瀬川水系にあたる深谷八千代台遺跡の発掘調査

では中世末頃の瓦質火鉢が出上し、調査区内からは菊花

スタンプのある常滑甕片や中世の地下式墳も検出されて

いる(千葉 1995,1996)。

(4)中 世瓦

中世瓦は加茂鍛冶屋廃寺と深谷真珠院で採集されてお

り、小田氏の菩提所で鎌倉時代に忍性が止住して西大寺

流真言律宗の拠点となったつくば市小田の三村山極楽寺

と同範および同系の瓦を含む点が特筆される。

加茂の鍛冶屋廃寺(477)で は小型の軒丸瓦・軒平瓦や

鬼瓦・平瓦類が採集されている。

軒丸瓦は小巴文圏三巴文、素縁三巴紋、連珠圏頭部連

結三巴文の 3種からなり、このうち小巴文圏三巴文は高

井分類(高井 1979)の 巴文軒丸瓦 a類にあたり、つ くば

市三村山極楽寺(山崎 1993)、 つくば市前峯廃寺、栃木

県益子町の尾羽寺地蔵院に同絶瓦がみられる。前 2者 は

小田氏の勢力圏、益子地蔵院は小田氏の本家である下野

宇都宮氏の菩提所である。また僅かに文様構成が異なる

同紋瓦は栃木県足利市の智光寺にみられ、この軒丸瓦と

セットをなす連巴剣頭紋軒平瓦は凸面に「文永二年(126

5)二月日」銘が型押しされており、1250～ 60年代頃に製

作されたとみられ、忍性の三村山止住(1252～ 1261)な ら

びに正嘉二(1258)年銘平瓦とのセット関係が推定されて

いる。また素縁三巴紋軒丸瓦も三村山極楽寺に同籠瓦が

存在する可能性が高い。軒平瓦はいずれも小型で連珠文

系 2種以上、蓮華唐草文系 3種 よりなり、連珠紋は前峯

廃寺のものに、蓮華唐草紋のものは三村山の所用瓦と類

似するが他の寺院との同絶瓦は現在確認されていない。

このほか鬼瓦、梵字(毘沙門天種子 ?)を ヘラ描きした九

瓦がみられるほか、平瓦の一部は小田氏の外護のもと元

弘二年(1331)～ 建武二年(1335)頃創建 した新治村法雲寺

の平瓦と細かい格子日のパターンが類似するため、鎌倉

末頃まで降ると考えられる。鍛冶屋廃寺は散布地が非常

に狭 く、小型の瓦が多い点からすれば増福院の前身とな

る小堂であった可能性が考えられるが、三本す山系の蓮華

唐草文系軒平瓦を複数型式含むだけでなく、それらが本

遺跡にのみ見いだされる型式である点が特異であり、規

模に似合わず寺格の高さが推定される。以上より加茂鍛

冶屋廃寺は、13世紀中棄から14世紀前半にかけて、小田

氏一門によって営まれた真言律宗寺院跡で、規模からみ

て居館に伴う持仏堂もしくは加茂香取神社の神宮寺の可

育と性が強いと考えられる。なお隣接する南円寺(1394創

建)に は鎌倉中期の蓮華子し雀文碧が伝世しており、鍛冶

屋廃寺創建当時の所用碧であった可能性も考えられる。

鍛冶屋廃寺の東方2kmに位置する真珠院跡(376)で は

軒丸瓦、平瓦の破片が採集されている。小巴縁軒丸瓦は

高井分類 (高井 1979)の巴文軒丸瓦 a′ 類、文様は珠文・

三巴文縁右廻 り三巴文で面径13crlaを 測る。協和町小栗

寺山遺跡(瀬谷 1986)・ 下館市川澄 くまんどう遺跡 (高

井 1979)と 同文の子持巴文軒丸瓦である。かなり摩耗

した範を用いて造られたことが推測される。また三村山

極楽寺では、この軒九瓦と同じ文様を組み込んだ鬼板が

採集されている。さらに類似する文様構成の軒丸瓦が栃

木県小山市の長福城跡で出土しており、「長福寺」「弘安

二」(1279)銘 の平瓦を共伴 しており、1270年代を前後す

る年代が考えられる(大澤ほか 1997)。

真珠院の平瓦は凸面に厚い離れ砂を付着させ格子目叩

きを施 したもので焼成は脆弱である。下館市川澄 くまん

どう採集の平瓦と類似する。

なお真珠院は山号を熊野山真珠院長福寺という。下館

市の川澄 くまんどう遺跡は、常陸平氏小栗一族の川澄氏

にかかわる寺院跡とみられ、「 くまんどう」は熊野堂の

転訛という。瓦とともに千手観音(熊野那智社本地仏 )・

阿弥陀如来(熊野本宮本地仏)の懸仏が出土していること

からも、熊野三山を祀る堂であったと推定される。小栗

寺山遺跡は三村山極楽寺の同施瓦が出土しており、律宗

寺院と見られるが、ここ協和町小栗の地は、熊野信仰と

密接に結びついた小栗判官伝承の発祥の地である。また

三村山極楽寺・鎌倉極楽寺 ,金沢称名寺は、境内に熊野

社を勧請していたことが推定されている。よってこれら

の同籠瓦を出上 した寺院跡は、いずれも熊野信仰や律宗

との関係を示 している。霞ケ浦町では坂権現堂などに熊

野本地仏とみ ,ら れる平安末～鎌倉期の懸仏が 3～ 4体遺

されている(霞 ケ浦町郷土資料館 2000)こ ととあわせ、

真珠院も熊野御師の上住する律宗系の堂宇であった可能

性が高いと考えられる。

(5)銭貨

土浦入を中心とする茨城県南部地域は、全国的に見て

も突出して埋蔵銭の発見例が多い地域であり、近年注目

を集めている。

永享七年(1435)に鎌倉府に提出された F常陸国富裕仁

等注文』は、鹿島神宮の造営費捻出に悩んだ鎌倉府が、

鹿島郡宮本郷に課税 しようとして抵抗にあい、最後には

課税可能な富裕人のリス トをつくって提出させたもので

ある。図23は出土銭の分布を0、 F富裕仁等注文」に記

載された郷村を△で示したもので、出土・埋蔵銭は菱木

川流域や土浦入奥に注ぐ境川流域に集中する。一方富裕

仁は川尻川、菱木川、恋瀬川流域などに居住している。

霞ケ浦町域では宍倉郷では聖道一人仮名有禅知行地の

野田遠江守、安食郷では梶原五郎知行地の弥次郎、梶原

五郎家人知行地の井河掃部助、賀茂郷小田治部少輔知行

地の総四郎があげられており、特に菱木川流域は両者が

いずれも認められる地域で、宍倉郷と多聞寺遺跡(511)、

安食郷と柏崎および富士見塚古墳群 1号墳が対応する。

多聞寺遺跡 (511)の 所在する宍倉小学校附近は「多聞

寺」の地名を残 し五輪塔部材が散在することから中世寺
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第23図  出島半島周辺の埋蔵銭0と F常陸国富裕人等注文』(1435)の 比定地△

1 土浦市本田余, 2.土浦市神立, 3 上浦市手野①, 4 土浦市手野②, 5 土浦市手野③, 6_宍倉小学校 (多開寺跡), 7 牛渡八日館跡, 8 富士見塚古墳,

9 柏崎道路改修,10.志戸崎揚水機場, a 田余郷河中小平七 (I里村上玉里), b 石河郷遭場 (石側市石川), c 賀茂郷総四臓Б(小田治部少輔知行,加茂),

d.宍倉郷聖適一人仮名有禅 (野田遠江守知行,宍倉), c 安食郷井河掃部助 (梶原五郎家人知行,安食), f.安食郷孫次郎 (梶原五郎知行,安食)

院址と考えられ、小学校の西側には谷津頭を塞き止めて

構築された多聞寺池があり、中世に遡って築造された可

能性も考えられる。昭和44年の造園作業中に地下数十c

mか ら銭サシが発見され、800枚以上が現存 しているが、

本来は 2～ 3倍あったという。殆どが中国銭で、銭種は

唐の「開元通宝」(713～ 741)か ら明の洪武(1368～ 1398)・

永楽(1403～ 1424)に わたっている。北宋銭が大部分で、

二十数種あり、次に南宋のものが多い。一つの銭種では

明の洪武・永楽両銭の量が多い。金の「正隆元宝」や遼

の「聖宋元宝」も少量ある。

富士見塚古墳群 1号墳 (070001)で は、後円墳頂地下

から永楽通宝を主体とする銭50枚ほどが16～ 17世紀頃の

かわらけとともに見つかっている(山口 1992)。 また柏

崎の道路改修でも永楽銭が出土したとされ、現在の瓦屋・

清水遺跡(073)付 近とみられる。いずれも柏崎津との関

連が想起される。柏崎津は応安七年(1374)頃 の F海夫注

文』に「かしわさきの津 小田兵部少輔入道知行分」と

あり、慶長七年(1602)佐竹氏移封後は一時天領となり、

慶長十一年(1606)の年貢割付状写(田制考証)に「宍倉之

内柏崎村午年可納御年貢割付之事 一高百九拾三石壱斗

弐升 此取米六拾五石六斗六升壱合 比わけ 米四拾壱

石壱斗六升五合 永楽四貫九百文 右之米銭霜月廿日を

切、可有皆済、如此相定於無沙汰、譴責を以可申付者也、

"如
件(慶長十一年 )午 九月十八 日 伊奈備前守 (E「 判

花押)名主 百姓中」とあり、近世初頭においても寛永

通宝流通前まで永楽銭が盛んに流通していた状況が窺え、

富士見塚出土銭の年代に示唆を与える。

田伏からも宋銭が出土しているほか志戸崎の揚水機場

付近の水路工事の際地下約 lmの ところに開元通宝を含

む宋銭四種類20～ 30枚が発見されている(出 島村史編纂

委員会 1971)。 これらも津との関係が考えられよう。

牛渡人田館跡 (414)で は、南東の崖中腹から13世紀末

頃の古瀬戸の瓶子に入れられた約2000～ 3000枚の銭が発

見されている。そのうち246枚が調査されてお り、永楽

通宝が最新銭として確認された。このうち永架銭は36枚

で14,6%を 占め、その構成比から埋納は16世紀前半から

以降と推定されている(石川 2000)。 なお出土地点に隣

接する人田地蔵堂には木造弘法大師座像(県指定文化財 )

があり、桧の寄木造で彩色を施す。座高33cm。 胎内の

銘文には「(梵字)良敬営住持 弘法大師御影作者秀資

願主 権大僧都良敬 檀那 阿閣梨勝範右天地長久御願

国満 殊者 首寺繁昌所願 成就悉皆成就也 延徳元年

(1489)十二月吉日 敬白 為弟子 勝尊 結縁也」とあ

り、住持良敬が天地の長久と当寺(寺名不詳)の繁昌を祈

願 したところめでたく成就したので、阿閣梨勝範が檀那

となり秀資が製作に当たり延徳元年(1489)に完成し供養
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した とことが知 られる(昭和 四十四年県指定文化財 )。 す

ると埋蔵銭や太子像 は、人 田地蔵堂が中世の牛渡津 を背

景 として繁栄 していた15世紀末～16世紀初頭 に入田館 な

い し城下の有力者 によつて残 された と推定 される。

(桃崎祐輔 )
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第13表  中世遺跡一覧 (包蔵地・集落跡 )

遺跡番号 遺跡名

時 代 時期 遺物

備考 文献平安末～

鎌倉初
鎌倉 室 阿 戦 国

中国産 渥美(○ )

常滑(0)
中国産 十器

白磁 青 磁 青花 反 釉 鉄 釉 かわら1+ 純

峯後遺跡 0
月ノ本番訴

「
小原着訴 ○ 0

7 小原 1遣跡 0 0 茂木1999

馬場平 2遺跡 の O
田子内置跡 ∩

○ C 0
先浜遺跡

金川遣跡 ∩ 五輪塔

稲荷前接訴 ∩

0 ∩

長町 1遺跡 0
平松遣跡 C
長命寺台潰跡 命 ①

134 鹿島神社遺跡 O 0
宮尻 1遺跡 0

136 宮尻 2遺訴 ∩ ○ ○ ①

下宿屏 2潰訴 O
下 濃 谷 憎 訴 0
神明遺跡 0 ● ○

柿根平遺跡 ∩ 0

下高野播跡 ○ 0
岩坪平貝塚 0
木ノ下遺跡 0 ∩ ∩ O
岩坪新屋敷 貝塚 ● ∩

三ツ未人膊平積訴

南根木遺跡 ∩

内原遺跡 0 0

鎌地蔵潰跡 C 0 ●

原山赦潰跡 ○ ∩

和田台遺跡 0 ∩

0 0 0 ∩

内山潰跡

西 山番脈

下大堤天 ノ宮遺跡

男神遺跡

天王越潰跡 0 C ∩ ○ ○ ? ●

闊蟄訴 ● ∩

田伏中台貝塚

坂夫平遺跡 0 0

東浦損跡 ●

祈繊番跡 ●

西方2遺跡 Э 0 ●

下宮遺跡 ●

坂潰跡 北案銭 茂木1999

坂沼潰跡 ● 0
上郷公民館遺跡 ● C

釜内島田屋敦地潰跡 0 ● O ①

御幣庫島神社番跡 ∩ O O ●

法蔵寺北遺跡 ● ∩

深谷下原 1遺跡 0 石塔部材

八坂稗社北損跡 ∩ ∩ ● C ① 集石裏

決谷下原 2潰訴

決谷下原 3滑詠 ∩

中妻木 1遺跡 0 ● C

颯壁 1潰跡

八千代台 1損脈 ○ ● 0
幕戸 3遺跡 ∩

自井沢稲荷前遺跡 ∩ ① 石秀部材

白井沢下郷潰跡 ∩ ●

栖形 1接訴

栖形 4遺跡

栖形 5遺跡 ∩ 鉄 津

前久保損跡 0 ●

ナシ久保替訴 ●

高谷新田遺跡 0 ∩

第六天澄跡 ∩

細内着訴 ○ Э

サイカチ滑麻 ● ∩

小山遺跡 0 ∩

貝ケ峠 貝塚 ∩ ●

千代前潰跡

兵庫峰潰跡

新屋敷遺跡 ●

カヂヤ遣跡 ∩ ● ①

カヂヤ前景跡
谷ッ跡遣跡

お 新南遺跡

突抜平遺跡 ∩

得居前遺跡 ∩ 0
半三坊 貝塚 0 0 0 ①

Ю 寺 ノ内遺跡 ∩ ①

浅問台遺跡

り,沢 2遺跡 0 0

養老 田遺跡 0 0 ∩
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遺跡名 備考 文献遺跡番号 平安末～

鎌倉初
鎌 倉 室 町 戦 国

中国産 渥美 (O)
常滑 (0)

瀬 戸 美濃 十 暴

白磁 青 磁 青 花 灰 釉 鉄 釉 かわら↓

柳沢 1遺跡 ∩ ●

戸障出戸潰跡 ∩

寺徒普跡 ∩

464 声障 中山捨訴 ∩ ①

470 原久保遺跡

加茂平 買塚 0 ∩ 0 0

労Π荘台山潰隊

訂終 憎 跡 ∩ 0 ①

:前 遺跡 0 ● 0

小原内損隊

立未山積蘇

糎 活 絲 ∩ ∩

横須賀台遺跡

御殿潰隊 ● ∩

松本番誅 0 0 ∩

加茂人幡貝塚 ∩ ∩

鳴平遺跡 ∩ ∩ ● 0

七 曲 り損訴 0 ∩ ∩ ∩ ∩

511 %聞幸番跡 理瀧後 善障 1971

第14表 中世遺跡一覧 (塚ほか)

遺跡番号 遺跡名

時 代 播 物

備考 文献平安末 ヽ

鋳合加 鎌倉 室 町 戦国
中国産 渥美(○ )

常滑 (● )

瀬声華滞 十器

白磁 青磁 青 花 灰 4d 仙

043-005 風返古墳群第 5号墳

070-001 富士 見塚古増群第1号墳 0 0 ―字一石経 山口1992

A47-001

347-002 深谷琴宕壕古増群第 2号増

神社古増 宝医印碁

465-003 戸購古増群第 3号増 0 丈嘉骨 石塔

第15表 中世遺跡一覧 (城館跡・居館跡 )

遺跡番号 遺跡名

遺 4

備考 文献

平安末、働
鎌倉 室 町 戦 国

中国荏 渥美(○ )

哲 居 ra、

瀬戸美濃 土器

灰 縄 挨釉 かわらけ 他

宍倉城跡 ○ 〇 ○ ○ ● ○ 〇
茨城県教委1985,

阿久津1979

安食館跡 ∩ 0 求競県教参1985

西成井館跡 ∩ 豊 W舒1971

上軽部億跡 豊略1971

等認前館跡 善障1971

大和田城跡 ∩

田伏城跡 ○ ○ ●
茨城県教委1985,

阿久津1979

坂需 山館訴 茨城県教委1985

蓼害館訴 ● ∩ 魯峠 1971

ノ改 神社遺跡 ∩ ○ ルツボ 鵠違

鷹巣館跡 ∩ ● ○

川隔家屋致 ∩ 0 0

36A 慕戸 川陥衆屋戦拍

人田館跡 ∩ 理 蔵 4t

戸崎城跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
久 頻 呆 萩 安 1ワ もし,

阿久津1979

平後館跡

台 山館訴

維 名 衆 屋 戦 」IV 0

第16表  中世遺跡一覧 (寺院・寺院跡 )

遺跡番号 遺跡名

遺

備 考 文献

平安末、働
鎌倉 室 町 戦 国

中国滋 渥美(○ )

世 洛

`0ゝ

瀬 声 土器

昔 諺 青 芹 灰 稀 候 釉 かわらI十 他

3RA ・l■ 誨寺培内捨訴 0 小令◆同仏 候達

真珠院跡 0 ∩ ● 0

460 松革寺潰跡 ①

鍛冶 FF麻寺 0 ∩ ∩ ∩ 瓦 鉄違  フイゴ羽 □ 稀場 ・桃 W辞1995

第17表 中世遺跡一覧 (土塁・堀 )

遺跡名 備考 文献遺跡番号 平安末ヽ
鎌倉 室町 戦国

中国産 渥美 (O)
常滑 (● )

瀬戸芙濃 土器

白磁 青 磁 青 花 灰 釉 鉄 釉 かわらけ 他

神田堀

根本台土塁 0

松学寺担麻 ∩

489 立木山上累

―-84-―



霞ケ浦町内では合計350カ 所の近世遺跡が確認されて

おり、内訳は包蔵地263カ 所、塚42カ 所、屋敷 6カ所、

土塁 6カ 所で古墳や中世居館の再利用等も含まれる。第

24図に0で示 した遺跡数からも窺えるように、その分布

は町域の全域に及び、現在山林となっている場所にも屋

敷跡や塚と考えられる遺構が数多く認められるが、陶磁

器類の散布は近世石造物の多い旧道沿いや墓地に集中し、

それも半島の南岸部に集中して認められる。

霞ケ浦町域における中世の終焉と近世の開始は、地域

社会の内的変質に起因する側面は乏しく、列島を覆った

政治的変動の波が押 し寄せて来るかたちをとる。

天二十八年 (1590)、 豊臣秀吉は小田原北条氏の討伐に

際し、常陸南部の後北条系勢力の討伐を佐竹氏に命じた。

佐竹氏は府中石岡の大嫁氏を減ぼし、鹿行地域の大稼系

豪族を一掃、牛堀に大台城を築いた。これに対 し、下総

を領回化 していた徳川家康は霞ケ浦南岸に家臣を配し佐

竹氏への抑えとした。以後十年間、徳川氏と佐竹氏は霞

ケ浦を挟んで対峙したが、佐竹氏が秋田に転封(1602)さ

れると、慶長十四年(1609)に成立した水戸藩が潮来周辺

を領有し、沿岸には土浦藩、麻生藩、小見川藩、佐倉藩

など譜代藩領が置かれた。

香取神宮・鹿島神官の支配下にあつた霞ケ浦沿岸の津

を拠点とする「海夫」集団は漁業・水逗を特権として認

められていたが、中世後期に領主の支配権が次第に強化

され、寺社の統制が弱まるにつれて、津も次第に自営の

ため連合組織を形成、水域を津々の入会(共同利用地 )と

して管理するようになった。これが「霞ケ浦四十八津」

で、その呼称は寛永二年(1625)文書を初見とする。

幕府は浮島付近に専用漁場「箕和田御留川」を設け、

また水戸藩も四十人津側の猛反対を押 し切 り、寛永二年

(1625)、 高浜入 りに「玉里御留川」を設置 した。これに

倣って、湖畔を領有する土浦藩や麻生藩などにも、支配

地から運上を徴収しようとする気逗が高まり、四十人津

側は危機感を強めた。そうした中で慶安三年 (1650)、 安

中郷山内村(美浦村)の漁民が、領主への運上のため「あ

ぐり網」(大型の地引網)を 引いたというので、四十八津

は幕府に訴えその禁上を勝ち取つたが、これを契機に従

来の漁業慣行を成文化し、霞ケ浦沿岸四十一か村四十八

名が連判 したのが「霞ケ浦四十人津掟書」である。この

掟書はその後、度々改定され津の数も変わった。内容は

鯉漁の期間を冬春に限ること、禁制の網や新種の漁法は

舟・網とも没収、惣津への妨害の禁上、幕府御留川周辺

の奪引禁止、惣津の寄合への出席の義務付け等で、条文

に違反した村は処罰することになっていた。なおこの掟

書はその後、享保十一年(1726)、 寛保元年(1741)、 文化

十二年(1815)の 3回 にわたり補貝1さ れ、寛保元年の「津々

Ⅶ.近 世 (江戸時代)

寄合相連判之事」では霞ケ浦で公儀の御城米船 。大名の

米船・商船が遭難したときは救助の船を出すこと、御留

川以外はすべて入会のこと、新規の漁具や漁法の禁止な

どが記されている。

霞ケ浦町域では最終的に川尻・平川・崎浜・田宿・赤

塚・房中 。人田・有賀・志戸崎・田伏・柏崎が四十八津

連判に名を連ね(第24図 )、 漁携活動は掟書の規制を受け

ていたが、享保期を境に領主に運上金を納め逗上場とす

る「村極の漁場」が定められ、入会の原則が守られなく

なった。土浦藩領であつた霞ケ浦町域では坂村・加茂村・

有賀村に「入海表漁猟違上場―ケ所」の記述(酒井泉家

文書県方集覧)が見え、村極めの漁場の存在が窺える。

1.研究史

霞ケ浦町における近世遺跡への着目は、『出島村史』

における村内の一字一石経塚の概述や椎名家住宅をはじ

めとする近世屋敷地、シシ土手、空也念仏堂に伴う塚や

近世一里塚への論及があり (豊崎 1971)、 大正大学考

古学研究会による踏査では近世遺物として経石や泥面子

等が報告されたが遺物の概述にとどまり (大正大 1985)、

近世遺跡や遺物を通じて歴史叙述を試みた例はほとんど

見当たらない。こうした中で越田真太郎・千葉和史氏ら

による霞ケ浦町域の石造物調査ならびにその概要報告

(越田・千葉 2001)は 、考古資料として数量が多 く、

金石文資料としても内容が豊富な近世石造物の調査とし

て特筆すべきものでありその全容の報告が待たれる。

一方村内で行なわれた発掘調査に際しては、小原遺跡

(017)・ 坂遺跡(320)(茨 城県教育財団 1999)、 稗田遺

跡(霞 ケ浦町教育委員会 1997)、 八千代代遺跡(千葉199

5)な どで近世遺構・遺物が出土し、井戸やシシ土手の一

部が調査されているが僅少である。

2.遺跡 と遺構

(1)近世屋敷 (第22表 )

霞ケ浦町域には、深谷地区の地岸羽成氏屋敷 (327)、

人坂神社遺跡 (337)、 川島家屋敷(345)、 田中屋敷地遺跡

(336)、 幕戸川島家屋敷地(368)、 加茂地区の椎名家屋敷

地(504)な どが近世名主層の大規模な屋敷地として遺さ

れている。霞ケ浦町をはじめ土浦市菅谷地区やつくば市

谷田部地区など茨城県南地域の各所では、戦国末から近

世初頭に帰農した中世土豪層や有力農民層が、 6～ 7軒

を単位として未開発地に入植し開拓、地域を代表する近

世名主クラスに成長し、現在も有力家系の本家として存

続している例がしばしば見受けられる。こうした近世屋

敷では、今日なお堀と土塁を巡らした大規模な邸宅を構

え、付属する墓地に古い石塔群を伴うことが多い。それ
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第24図

らの石塔の型式や散布 している土器・陶磁器が示す年代

は、17世紀ないしそれ以前への遡上を示しており、屋敷

の成立年代を窺うことができる。

これらの代表が、椎名家屋敷地(504)内の椎名家住宅

(加茂人幡)である。南北150メ ー トル、東西125メ ー トル

の長方形の敷地内に建てられた茅葺寄棟造の民家で、桁

行153メ ー トル、梁間9.6メ ー トルをはかる。昭和43年 4

月25日 に国指定重要文化財となっている。椎名家は寛永

(1620年代)以前からこの地に住み、代々「茂右衛門」を

襲名した旧家で、近世には村役も務めた家柄である。住

宅は昭和45~6年解体修理され、建立当時の状況に復元

したもので、解体の際に、「ひろま」と「ざしき」境の

差鴨居のほぞから「延宝弐年きのえ寅十二月三日此当主

権名茂右衛門三十七年」の墨書が発見され、延宝 2年 (1

674)12月 3日 の建立と判明した。この差鴨居は長押を一

本から作 り出している。形態からみれば直屋で、間取 り

は「ねま」が「ひろま」の後方へ張 り出す変形広間型で

ある。こうした形式は、千葉県北部から茨城県南部にか

けて分布する特異な間取 りで、椎名家はその典型である。

現在のところ建立年代の判明する民家としては東日本最

古とされている(豊崎 1971)。 この椎名家住宅の東隣に

権名家の墓地があり、室町期の五輪塔の部材を含む中世

の墓石が存在する。敷地内では肥前クラワンカ・民窯系

悟鉢など18～ 19世紀の陶磁器が採集されている。周囲に

は土塁、堀が巡っており、敷地を一周する。

近世の遺跡

地岸羽成氏屋敷(327)(深谷地岸 )は一ノ瀬川南岸の渡

河地点に隣接する大規模な屋敷地で、堀と土塁をめぐら

し、敷地の一角にある墓地には、17～ 18世紀の五輪塔や

六地蔵宝嵯がみられ、敷地内からは17世紀頃の常滑甕片

が採集されている。また屋敷の北西には湧水池があり、

水利を管理する立場にあったと考えられる。立地からみ

て一ノ瀬川の水逗にも関与していたと推淑1さ れる。

深谷川島家は小田氏の祖である八田知家に従って近江

より移住 したと伝える由緒ある家系で、鷹巣薬師堂付近

の鷹巣館跡(342)がその元屋敷であると伝えている。元

屋敷より谷津を隔てて東方に位置する川島家屋敷(345)

は、門前に持仏堂をそなえ、付近に南北朝頃まで遡る大

型五輪塔の空風輪や幕末の歌碑が見られる。屋敷地の東

方の畑地からは戦国期に遡る天目茶碗や白磁の破片が採

集されたこととあわせ、屋敷の形成は中世まで遡る可能

性がある。屋敷内は後世の造成で旧状はとどめていない

が、周囲の竹藪中に堀と土塁の痕跡をとどめ、門前部分

の堀は滞水している。屋敷の東手前には17～ 18世紀の小

型五輪塔が数十基並んだ当家の旧墓地があり、更に門前

には専属の鍛冶屋をそなえ、近年まで水田中に大量の鉄

津が散乱していたという。門前の池はやはり地区の水利

を管理する立場にあったことを示 している。

このほかにも深谷地区には幕戸川島家屋敷(368),田

中屋敷地遺跡 (366)な ど、土塁や堀をともなう名主クラ

スの屋敷地が見られるほか、人坂神社遺跡 (337)、 加茂
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の榎遺跡(490)な どでは藪の中に土塁・堀・井戸が遺さ

れている様子を見ることができる。

(2)シ シ土手(第20表 )

シシ土手 (宍土手)と は「猪鹿土手」とも呼ばれ、猪

や鹿などの食害から農作物を防護するために作られた長

大な土塁である。現在備前山シシ土手 (007)、 庄衛門シ

シ土手(090)、 島山シシ土手 (091)、 向シシ土手 (099)、

稗田・西ノ入シシ土手(118)、 三ッ木シシ土手 (188)、 下

大堤シシ土手(220)な ど宍倉 。西成井 。三ッ木・下大堤

など菱木川より南岸の地域に、一部南に向かって張 り出

すような形に屈曲しながら東西に約10km以 上にわたつ

て連なっている。このうち最も遺構の保存が良いのは西

成井の西縁に位置するもので、高さ2～ 3mの土手が南

北1000mに わたって築かれている。成井のシシ土手は土

手の切れ間に穴(=猪落し)が掘られており、猪を大勢で

土手に追いつめ、土手間の穴に追い落として丸太や石を

投げたリシシ鎌で刺し殺 したという。なお稗田 。西ノ入

シシ土手(118)の一部は、稗田遺跡(115)の発掘に際 して

調査が行なわれている(霞 ケ浦町教育委員会 1997)。

元文元年(1736)の成井村より黒川幸衛門宛の覚書によ

ると、「土手七百六間」「猪落シ三拾弐」をつくるために、

坂村、加茂村、成井村など六カ村より人足1291人 、他領

他村よりの助人足を加え、合計2393人 に割 り当てて普請

に従事させたことが記されている(豊崎 1971)。 よって

現在のシシ土手の主要部は、18世紀前半に築造されたと

みられ、庄衛門シシ土手では土塁上から19世紀の瀬戸染

付が採集されている。シシ土手は成井のほかにも、村内

各地の山林中に分断された状態で残されている。こうし

た大規模な土手遺構は、長野県や岩手県などでも類例が

知られ、用途こそ猪鹿除け、牧や野馬除け、土地境界線

など様々であるが、それらの本格的な構築はいずれも17

世紀以降のようで、藩の境界の確定や、中世的な郷村の

結合が解体され、それまで共有地であった入会地が個別

の村落に分割領有されるようになった時期と一致してお

り、近世的な土地境界の確立が、こうした宍土手や境界

塚などの築造を促 したと考えられる。

(3)土 塁(第22表 )

土塁は本来居館や屋敷地、寺 。墓地などに伴っていた

ものが分断されて残つたものと、特にその地域の鳥獣対

策などの名日で部分的に構築されたものからなり、安食

の西入間土塁(058)、 下軽部の長福寺裏土塁(156)、 岩坪

の桟敷台土塁(170)、 加茂の立木山土塁(489)な どが知ら

れている。

(4)近世塚(第 19表 )

近世には大小様々な塚が構築された。これらのうち富

士見塚古墳群 1号墳 (070-001)、 権現橋経塚 (074)、 素鵞

神社経塚 (076)、 下軽部経塚 (158)、 二の宮経塚 (324)な

どは経石を伴う近世経塚と考えられるほか、天神塚(001)、

実取塚 (010)、 雷神前古墳 (022)、 天王稲荷塚 (045)、 堂

山塚 (046)、 座王塚 (095)、 稲荷塚 (109)、 千駄川塚 (202)、

西明内塚 (212)、 大平塚 (223)、 コシキ塚 (230)、 六仏塚

群(243)、 天王台塚 (245)、 小池塚 (254)、 小山古墳 (268)、

中台塚 (270)、 太平不動塚 (283)、 坂横須賀塚 (293)、 小

沼弁天塚古墳 (325)、 稲荷塚古墳第 4号墳 (335-004)、 下

原古墳群(350)、 ゴマタン塚 (386)、 人幡塚群 (387)、 三

本松塚 (400)、 小山塚 (404)、 千代前塚群(4■ )、 人幡神

社古墳 (456)、 戸崎古墳群第 2号墳 (465002)、 原久保塚

(471)、 崎浜横穴墓群第17号墓 (495-017)、 吹久保塚(505)、

田宿・赤塚古墳群第 1号墳(510001)、 第 3号墳(51∈ 003)、

第19号墳 (510-019)、 ススキ入塚(512)な どは盛土もしく

は古墳の転用による墳丘を有している。このうち人幡塚

群(387)は所謂「十三塚」で、現在12基が確認できるが、

他のものは群構成・用途ともはっきりしないものが多い。

こうした近世塚は、石仏や石祠を祀り信仰の対象となっ

ているとともに、坪・字境や旧道に沿つて構築されてい

ることがしばしばで、近世以降に確定した村落の境界標

識であることが多 く、村落間の境界論争に際し、その犠

牲者を埋めたと伝承を持っていたり、墓地の中核をなす

例も多い。

また中世に引き続き古墳を塚に再利用する行為が行な

われており、深谷の富士塚山古墳 (354)|よ 、前方後方形

の平面を示すが、主墳の北狽1に伸びる突出部を幅も狭 く

傾斜も強いので、方墳の北側に構成に参道が付設された

と見た方が妥当であるかもしれない。

田宿・赤塚古墳群第 1号墳(510-001)(=天 神塚古墳 ,

田中 。日高 1996)や戸崎の人幡神社古墳 (456)で は、墳

丘の上部に南面 して雲母片岩製の石亀が設けられ、内部

に花尚岩製で智拳印を結ぶ金岡1界大日如来石仏が安置さ

れており、牛渡の兵庫峰第 1号墳 (416001)|ま 雲母片岩

の埋葬主体部を石亀に組み立て、内部に鼻デカの大日如

来を浮き彫 りにした板碑を安置し、脇には銚子飯沼砂岩

でつくられた近世初頭の下総型五輪塔が立てられている。

いずれも湯殿山信仰などの近世修験道とのかかわりが推

測され、17世紀を中心とする年代が考えられる。牛渡の

ゴマタン塚(386)は 本来「護摩壇塚」の意であったと考

えられ、やはり修験道に関連して築造されたとみられる。

志々庫小学校の東方300mに所在する宍倉字空也堂に

は空也伝、空也上人木像、鹿角、鰐口半片(叩鉢 )、 鈴、

仏画三幅が伝わる。現在 も近 くに「供養塚」「お塚」の

地名が残 り、大正末期まで塚があったが、現在削平され

畑地となっている。かつて塚上には周囲約1.8mの老松

が立ち、「お墓松」と呼ばれていたが享和三年(1803)雷

火に枯れて今はない。江戸期に展開した空也念仏信仰の

遺蹟の実例として注目されている (菅根 1987a・ b)

また慶長九年(1604)に は江戸幕府が日本橋を基点に、

諸街道の両狽1三十六町毎に一里塚を築き、その上に榎を

植えて里程標としたが、水戸街道にも一里塚が築かれた

ことは土浦市及び石岡市に残るものから明らかである。

内閣文庫所蔵の F常陸国絵図』(元禄年間)|こ よると、霞

ケ浦町域内にも南野・西成井・坂の三地内に一里塚がみ
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第25図  出島半島周辺における霞ケ浦四十八津掟書記載の津△

1 大岩田, 2.田村, 3 沖宿, 4 川尻, 5 平ナlh O 崎浜, 7.田宿, 8 赤塚, 9 房中,10人口,11 有贅,12志戸崎,13田伏,14 相崎,15(高賀津 )

16 八木.17 石

'1に

18 高浜,19 高崎,20 大井戸,21 城之内、22 沖須 (洲 ),23 羽生,24 八木蒔

えるが、いずれも削平され現存しない。水戸藩庁から宍

倉領への巡検路は水戸から小川・玉里を経て大井戸より

舟で井関八木に渡り、ここから宍倉・安食を経て柏崎か

ら田伏に至るもので、宍倉や田伏に宿をとったことが文

書や日伝に残つている。帰路は往路を引き返すか、柏崎

や田伏より玉造へ渡つたようである(豊崎 1971)

(5)近世港湾(第 25図 )

津は漁船や貨物運搬船の舟溜 りとしての港湾である。

既に応安七年(1374)の海夫注文にみえる柏崎津は、戦国

末に佐竹氏一族の支配を経て慶長七年(1602)佐竹氏移封

後は一時天領となり、慶長十一年(1606)の年貢割付状写

(田 制考証)が遺されている。江戸幕府は元和七年(1621)

～承応三年(1654)に いたる一連の改修工事によって、利

根川の東遷を行ない、その結果、本流は旧常陸川を経て

香取の海へ流れるようになったとされる。この時期、仙

台藩や津軽藩は潮来に蔵屋敷を設置し、銚子河口から海

船を遡航させたり、那珂湊・涸沼・北浦経由のいわゆる

「内川廻し」で年貢米を回送 した。東北諸藩の米は、潮

来で川船に積み替えられ、利根川筋を経由して江戸へ送

られた。この副産物か、霞ケ浦沿岸には福島県域で生産

された相馬大堀焼が大量に流入する。また、水戸藩は小

川河岸の運漕庁を介して江戸へ年貢米を輸送した。この

当時、霞ケ浦には運送を行う川船が多数存在し、米のほ

か酒・醤油・木材・薪炭などの物資輸送も盛んになった。

幕府は関東伊豆駿河の河岸や海湊を調査し、幕府直轄

地からの年貢米の公定運賃や代官毎の津出し河岸を設定

する。元禄三年(1690)四 月に幕府が江戸への年貢米輸送

の運賃を定めた「関入州伊豆駿河国廻米津出湊浦々河岸

之道法井運賃書付」(徳川禁令考)に は「柏崎1可岸 江戸

江川通六拾里 運賃米百石二付五石」とある。この時公

認された河岸及び河岸間屋が「元禄以来の河岸」として、

以後さまざまな特権を主張してゆく。柏崎津はその後水

戸藩領となり、「水府志料」には「戸凡九十一…船渡場

浜村へ渡す。湖上三十六町」 とあり、対岸の浜村 (現

玉造町)への渡勇合場もあった。特に柏崎や小津は風雨の

折に避難 し順風を待つ風待ち港として知られ、柏崎の宿

通りには宿屋・湯屋・商店が並んでいた。

水運を担った高瀬船は小さなものでも百俵以上の米を

積むことができた。高浜から三ッ谷・小津を通って柏崎

を過ぎ、三又沖を下って牛堀に出、横利根川を経て佐原

に至る主要航路のほか、霞ケ浦や利根川に注ぐ川にも河

岸が開かれ、相当上流まで遡った。そして土浦・潮来等

の大きな河岸には種々の特権をもつ船問屋ができた。

(6)近世の漁榜活動と漁港

17世紀に成立した霞ケ浦四十八津は、津の運営管理や

漁業権に関して中世以来の組合連合体的な自治組織を継
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承しつつも、近世領主圏の確定に対応 して慣習や組織を

成文化したとみることができる。津は津頭の管理のもと、

入会権や漁期、運上金などの相互協約を結んで漁業を営

んでいたが、総 じて慣習や既得権の連守が重視され、新

種の漁法などは忌避されていた。

霞ケ浦町域に関係する津・津頭を抜粋すると、柏崎村

の小左衛門、田伏村の吉右衛門(二郎右衛門)、 田宿村の

平右衛門、有河村の九右衛門(十右衛門)、 赤塚村の市右

衛門、房中村の仁左衛門、崎浜村の久三郎、河尻村の椙

右衛門、(ナ |1尻村のかもへもん)が見える。

津頭は毎年十月二十日に村廻りで寄合いをもち、諸問

題を吟味した。寛保元年(1741)の寄合いでの主な約定は

一、御留川に入らないこと。

一、rl■ とりは霜月二十日より三月まで。

一、密猟者の網や漁具は没収。

一、地引網 ,大徳網へ付網をしないこと。

一、海老とりの漁具は沿岸におく定めであったが、近年

沖へ置くようになったので止めること。違反した津は罰

金三両。

一、寅年(慶安三)に取 り交わした約定は守ること。

一、年貢運搬船はもとより、商船でも難風にあった時は、

各津より助け舟を出すこと。

などがあげられている。

掟書等によると、この当時の主な漁獲種はこい・うな

ぎ・ふな 。えび・いさざ (ア ミ類の 1種)等で、漁法は

大徳網や地引網、笹浸やおだ・ずなどである。これらは

鮮魚または千魚として販売され、わかさぎなども生魚の

ままか干して肥料とするに過ぎなかったといわれ、のち

特産となった煮干しや佃煮は19世紀に外地から技術が導

入されるまで生産されなかった。

漁排活動の拠点となった港湾は、江戸期の絵図や明治

期の迅速測図などから大凡の位置を知る事が出来、沿岸

の旧家には津の管理にかかる鑑札や割印を保管している

場合も時折見られるが、沿岸漁業・水逗の衰退と湖岸低

地の護岸、水田・蓮田化で舟入や澪が破壊され、網元の

屋敷や網小屋などの近世建築も次第に失われているため、

年々その痕跡をたどることが困難になってきている。

なお霞ケ浦の湖底堆積物のボーリング調査では、15世

紀前後のヤマ トシジミ殻層が広 く見られることが指摘さ

れているほか、ボーリングサンプル中に有機質漁具がそ

のまま遺されている場合があるという。今後火山灰鍵層

の比定を含めた湖底堆積物の調査が進めば、陸上遺跡と

は異なるかたちでの漁労遺跡カン巴握される可能性がある。

3.遺 物

(1)磁器

中世にはすべて輸入に頼つていた磁器類は、17世紀前

葉に肥前の有田窯で国産化され、東日本でも1640年代頃

から出土品に加わるようになり、鎖国体制の完成で舶載

磁器の供給が激減するなかで、急速にシェアをのばして

いる。生産コス トも次第にさがり、江戸前期に整備され

た廻船ルートや内水系水運とも結びつき、大量に供給さ

れたため、16世紀までの中国磁器が限られた遺跡でしか

採集されないのとは姑照的に、霞ケ浦町内のほぼ全域か

らみいだされるようになる。日常雑器として農漁村の隅々

まで普及したことがわかる。

17世紀前半～中葉に生産された所謂初期伊万里は、つ

くば市古屋敷遺跡(白 田 1998)・ 手子生城 (つ[崎 1995)、

土浦市土浦城(西 ケ谷 1998)な ど近世城郭や屋敷地で出

土例があるが、霞ケ浦町域では出土遺跡が城郭や津の隣

接地に限られ、出土量も少なく、中世以来の拠点的な場

所から見いだされる。17世紀前半の肥前磁器は、福建産

の青花を意識 してか中国風絵柄の皿類が多いが、17世紀

後半には碗の比率が増大する。器壁も次第に薄くなり、

丁寧な彩画を施すものが現れる。牛渡の平三坊貝塚(436)

で井桁文の碗、 カロ茂鍛冶屋廃寺 (477)・ 榎後遺跡 (476)

ではコンニャク印判の碗、中・近世の柏崎津に隣接する

瓦谷・清水遺跡(073)や 先浜遺跡(077)では薄手の碗・皿

類や角形の型打ち摺判の手塩皿など17世紀代に遡る古い

肥前磁器が比較的多く採集された。

18世紀には肥前磁器の出土量が激増し、磁胎がぶあつ

く石質で、表面に粗い絵付けを施した所謂クラワンカ茶

碗・皿の生産が増え、松学寺境内遺跡(460)や椎名家屋

敷地(504)な ど霞ケ浦町域でもいたるところにみいださ

れる。前期の柏崎周辺や大和日の和田台遺跡 (213)、 深

谷の田中 2遺跡 (365)な どに濃密な散布が見られるほか、

加茂平貝塚(473)付 近の近世墓地では肥前青磁の三足香

炉や長崎県波佐見窯産の白磁蛇の目釉ハギ皿などが採集

されている。

19世紀の肥前磁器には粗い絵付けを施した丸皿や輪花

皿、高い高台に直線状に体部がたちあがる広東碗、雷文

を施した蓋碗、人角手鉢、筆洗いなど碗皿に加え、菊花

文やタコ唐草をあしらった紅皿、タコ唐草文の徳利や香

油瓶が加茂の戸崎の寺後遺跡(459)な どにみられるが、

細片が多く良好な資料は少ない。

一方19世紀になると、瀬戸で肥前磁器を模 した製品、

所謂「新業焼」が創始され、東国では肥前の流通量を凌

駕するまでに成長する。一見すると峻別しがたいが、瀬

戸はぼってりした半透明の呉須の使い方やガラス粉を含

む溶結した磁胎が特徴である。葡萄文や蝶文など粗い絵

付けを施した端反りの茶碗に加え、小振 りな広東碗、小

型の井状の蓋碗、菊花紋やタコ唐草の紅皿、つぶれた徳

利形の香油瓶などが充実をみせる。

更に東北地方では宮城県宮崎町で肥前や瀬戸の染付を

模 した切込焼浸焼造され、東北諸藩の回米ルートを通 じ

霞ケ浦沿岸にも流入しているとみられ、今回の踏査でも

その可能性があるものが散見されたが、肥前や瀬戸の染

付と明確に峻別することは出来なかった。

こうした近世磁器は、コバル トや銅を呈色剤とする近
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代の刷判手磁器の出現で終焉を迎える。

(2)陶器

近世陶器を象徴するものとして、朝鮮半島からの影響

による唐津を代表とする肥前陶器の生産開始、その影響

を受けて瀬戸美濃窯では熱効率が飛躍的に向上 した連房

式登窯が採用され、長石釉の発明による白色陶器「志野」

の盛行など、あらたな窯業生産技術の確立は陶器の生産

をも増大させ、至るところで近世陶器の散布を見ること

ができるが、器種や内容が充実した陶器は、柏崎などの

津や近世石造物が並ぶ交通路に隣接する遺跡に多い。

唐津系陶器では加茂の鍛冶屋廃寺(497)で採集された

墓の副葬品と見られる17世紀初頭の鉄絵唐津皿が最も古

く、また当遺跡をはじめ17世紀後半には長崎県内野山窯

の銅を呈色剤とする蛇の目釉ハギ青緑釉皿の頻度が高い。

また西成井地区の近世寺院跡などで三島手鉢や刷毛目碗

が採集されているほか、僅かだが陶胎染付もみられる。

17世紀には、瀬戸美濃産の天目茶碗とともに志野や鉄

絵志野の皿類の破片が多く見いだされる。厚手の器に分

厚い鉄釉を掛ける天目茶碗は、本来中国福建省の建窯の

製品で、列島に抹茶碗として輸入され、鎌倉期以降瀬戸

窯でその模倣品が生産された。町城各地から多量に採集

される近世前期の天目茶碗片は、17世紀における抹茶消

費の拡大を物語っているが、これは文禄前後の大閤検地

の実施で庄 。保・郷が解体され、今日の大字につながる

地域単位への再編に伴い近世名主層のイエが成立した時

期と一致している。すなわち新たな名主層は、武士や僧

侶など中世領主層のステイタスシンボルであった仏事や

会合における喫茶を自らの生活様式にも取 り入れ、これ

に地方での茶栽培の隆盛が結びついたものと推定される。

村内の近世墓地で時折見られる茶自の残骸も、多くは17

世紀のものであろう。

一方志野・鉄絵志野に多い法量が規格化されたセット

の皿は茶席での懐石料理の食器として普及したと考えら

れているが、それにとどまらず、宍倉城(044)や戸崎城

(466)の本丸から採集されたものは、これらの中世城郭

が佐竹氏の秋田転封(1602)と ともに廃城となったとする

通説に再考を促すもので、17世紀前半にも陣屋等のかた

ちで存続したことを暗示する資料となる。

17世紀後半～18世紀にかけては瀬戸・美濃系では鉄釉

橋鉢・香炉・尾呂茶碗・腰錆茶碗などが普遍的にみられ、

大型の志野系灰釉盤や織部水甕などは、現在も旧家の庭

先などに置かれている。

このうち茶碗を見ると、17世紀代までの天目茶碗にか

わり、18世紀には薄手の尾呂茶碗や腰錆茶碗が主流とな

り、特に腰錆茶碗は殆どすべての近世遺跡に見られると

いっても過言ではない。これは月巴前のクラワンカ茶碗の

普及とともに、喫茶のありかたが抹茶中心から煎茶中心

に転換 したことを示している。つまり18世紀には、簡易

な煎茶法や安価な鉄瓶の普及で茶は一部の階層の飲物か

ら、ひろく一般の日常飲料へと変化したと考えられる。

19世紀には、濾過・火入技術の発達による全国的な清

酒流通や、石岡や霞ケ浦町域など地方蔵本の充実をうけ

て計 り売り用の徳利類が充実し、瀬戸の高田徳利や志戸

呂の由右衛門徳利の破片が多 く見られ、幕末には爛付け

のため染付磁器の銚子類が増大する。

また江戸後期には従来の菜種油に加え、安価な鯨油が

灯明油として普及し、夜間に灯火する習慣が一般化した。

このため各地の窯では灯芯を出す片日や油溜めをそなえ、

油漏れを防ぐため内面に施釉するなど工夫を施 した灯明

皿類が生産され、瀬戸 。志戸呂などの製品が多い。これ

らは久慈川流域の山方町で産出するメノウ製の火打ち石、

これと組み合わせた鉄製火打金とともに、家庭や村堂な

どに常備されていたようだ。

また目をひくものに、大型の近世常滑甕があげられる。

埋葬用の甕本宮に用いられたものも麻生町など鹿行地域で

は僅かに知られているが、霞ケ浦町域では民家の水甕や

貯蔵甕として今日なお伝世するほか、肥溜や藍甕などの

埋斐に用いられたものが目立つ。肥溜に用いられたもの

は内部に屎尿のカルシウムや燐分が皮膜となって固着し

ている。こうした下肥は野菜や綿花など商品作物の栽培

には不可欠である。霞ケ浦沿岸には九十九里浜や鹿島灘

1合岸で地引き網によって大量に漁獲された鰯を乾燥 した

千鰯も金肥として流通していたが、肥溜は少しでも肥料

を自弁 しようとする努力の現れであろう。

そのほかの近世陶器類として、18世紀には、京都で生

産された京焼が高級食器として城郭や都市を中心に消費

された。京焼は高台の丁寧な削りと刻印、鉄絵や貫乳肌

の生地に低温焼付で赤・青・緑などの彩色を施すのが特

徴で、谷和原村前田村遺跡の近世墓で白粉入れを副葬 し

ていた例が知られている(吉原 1997)が 、霞ケ浦町域で

は、京焼を真似て丁寧に削り出した高台に刻印を施 し、

全体的に黄色っばい色調に焼き上げた肥前や瀬戸美濃の

京焼風陶器ばかりが見いだされる。通常の丸碗が最 も多

いほか、源通遺跡(231)で白粉もしくは紅の容器と思わ

れる素文の小型合子が採集されている。主要窯業生産地

の製品がいちはやく江戸をはじめとする都市部に商圏を

確立しブランド化したのに対 し、都市近郊農村や地方に

は、ブランド品を真似た新興窯の模倣品が流通するとの

指摘があり(長佐古 1994)、 有田に対する波佐見、瀬戸

に対する志戸呂・初山、京焼に対する肥前や瀬戸美濃の

京焼風陶器が町域の各地から見いだされる。無釉陶器で

は堺 。明石系福鉢の比率が最も高い。備前焼の影響を受

けて成立した無釉の焼き締め福 り鉢で、特に堺産のもの

は陶邑産須恵器と同じ大阪層群の粘土で焼成されている

ため、灰赤色の胎土が特徴である。「備前悟鉢投げても

割れぬ」と謡われたように、丈夫で堅牢であるため、軟

質の在地産土器福鉢を駆逐してその生産を終焉に追い込

み、素地の耐久力で劣る瀬戸美濃の登窯期鉄釉橋鉢をも

シェアで凌駕 していたようだ。日縁部の断面形からみて、

17世紀代の製品は少なく、18世紀のものが多い。

―-90-



(3)民 窯系陶器

19世紀には民窯系陶器の比率が非常に高くなる。民窯

系陶器には福島県の相馬大堀・茨城県内の笠間・栃木県

の益子の製品が見られるが、よく似ているため峻別は難

しい。いずれも橋鉢・壼甕・徳利など従来の機種に加え、

急須・片口鉢類の充実が顕著である。

相馬大堀焼は、福島県浪江町の郷士が元禄三年(1690)

頃に相馬市の相馬藩窯で学び、のち帰郷 して創始 した窯

である。宝暦(1751～ 63)か ら天明飢饉(1783～ 87)にかけ

て窯場の規模が拡大 したが、生産は特権として一部の窯

元に独占されていたため、職人とともに製陶技術が各地

に流出し、笠間宍戸焼・益子焼などの成立を促 した。文

化四年(1807)頃 には相馬藩指導によって新楽焼系の製陶

技術が導入され、二彩・三彩の生産が開始されたが、こ

の技術も各地に拡散 した(福島県立博物館 1990)。

笠間焼は安永年中(1772～ 81)に近江信楽の陶工を招い

て倉1始 された箱田焼に発し、幕末に笠間藩主牧野氏の保

護を受け、明治初年には隣接する宍戸焼とともに笠間焼

の名で横浜で販売 した。信楽を介して導入した肥前嬉野

風の銅緑釉陶器(青土瓶 )も 僅かに見られるが、多 くは厚

手の地に柿釉や黒釉を掛けた甕・悟鉢・壼・徳利・土瓶

などからなる。

益子焼は笠間焼の影響で成立 したもので、特に19世紀

代は所謂汽車土瓶も含め、新楽焼系の色鮮やかな三彩土

瓶が特産となった。この上瓶は小貝川流域に多いが、霞

ケ浦町域ではさほど採集されていない。おそらく江戸期

の内水系水運で当地に接続 している笠間や相馬の製品の

方が多いものと推測される。

(4)近世土器

近世在地土器は各地で出土 し、その器種には茶斐・井

戸枠・瓦質火鉢、内耳焙烙など所謂荒物が多い。中世に

多かった内耳土鍋や悟鉢はそれぞれ鉄鍋や瀬戸美濃鉄釉

福鉢・堺明石系橋鉢に転向するとみられる。ちなみに鉄

鍋は西成井地区の廃寺跡で近世陶磁器類とともに三足片

口形のものが採集されたほか、牛渡の貝ケ崎貝塚 (405)

附近の近世墓地でも口縁部片が採集されている。

土器悟鉢の終焉については鈴木裕子氏の検討がある

(鈴木 1998a)が、各地の動向はまだ不明な点が多い。

常総地域では龍ケ崎市南三島遺跡や取手市下高井城で

17世紀中葉～後半、つ くば市古屋敷遺跡で17世紀末頃の

土器悟鉢が出土しているが、以後見られなくなる。おそ

らく堺・明石系や瀬戸美濃橋鉢の競合に敗れ駆逐された

ものであろう。このため在地土器製品は機種組成が転換

したようで、搬入陶器がカバーしにくい瓦質祠・火鉢・

七輪・焙烙・火消壺等に特化し、特に耐火度が要求され

強度や法量から遠距離輸送に向かないものに傾斜する。

倍烙は「茶焙 じ」と通称され戦前までは日常的に用い

られており、煎茶や焙 じ茶の加工を中心に、豆や穀物を

煎ったり、餅や団子を焼 くフライパンのような役目を果

たしていた。17世紀～18世紀初めまでは浅い内耳鍋状で

平底だが、18世紀代に七輪が普及すると丸底化する (両

角1996 白田 1998)。 いずれも熱効率を高めるため底

部は極端に薄手で、耐火度を高めるため雲母を含む川砂

を付着させた砂目底となっている。茶甕は加工された茶

を貯えたり、穀物の防湿にも使われたようである。

また直口縁壼類は火消壺に多く用いられたほか、宍倉

地区内の墓地では、蔵骨器とおぼしき胎土に雲母微砂を

含む完形の近世在地土器重が採集されている。

また江戸後期から近代にかけては、瓦質の祠が製作さ

れ、真壁町やつくば市などの路傍に現在もその製品を見

ることが出来るが、宍倉の見取塚(010)で は、鶏をヘラ

描きした瓦質祠の破片が採集されている。

また径50cm以上で、三脚部に型抜 きした獣面を貼付

ける瓦質火鉢がみられ、神社や村堂の囲炉裏に据えられ

ていることもある。平三坊貝塚(436)や 田宿天榊塚古墳

(510001)に 隣接する神社の社殿近 くに破損品が放置さ

れているのを見ることができた。

こうした瓦質土器の荒物 (茶甕、井戸枠、植木鉢、焙

烙等)の うち、胎土に多量の金雲母を含むものについて

は、霞ケ浦から桜川を遡った筑波北西麓の真壁町源法寺

で生産された源法寺焼と目されている。その生産開始は

真壁城より全陶磁器類の90%以上という異常に高い比率

で出土した在地上器製品の状況(佐々木 1983)な どから、

中世後期の16世紀代まで遡ると見られている(阿久津 1
998)。 なお石岡府中藩松平氏の下屋敷とみられている東

京都豊島区北大塚遺跡では、深いタガ桶形の火鉢が出土

してお り、江戸産の今戸焼ではなく、常総地域からの搬

入品と見られている(鈴木 1998b)。 石岡市幸町の地蔵

院には、延宝五年(1677)の舟形地蔵に「土器町結衆三十

人」、貞享五年 (1688)の舟形地蔵に「土器町同行十七人」

の銘があり(黒沢 1996)、 F府中雑記』に「今幸町 卜云

フ所(宝永年中改ル)往古土器屋 卜云り、其故ハ国府ナル

故二古実ノ神事数多アリ、其時窪手平賀ナ ド云土器ヲ製

セシ所也 卜云ヒ伝フ、今寛政年中二至リテモ市助 卜云モ

ノ土器ヲ天王祭礼二献ズ、是古礼残レルカ (旧地ハ御霊

ノ下蔵成ノ辺二人家十八、九軒アリテ残ラズ今ノ幸町ニ

移ス)」 (石岡市教育委員会 1986)と みえることから、

宝永(1704～ 1711)以前に幸町の古称を土器町と称 し、17

世紀以前には土器職人が組織的に居住していたとみられ、

霞ケ浦町域にも製品の供給が予測される。

また霞ケ浦町内にも、常総粘土層の拡が りがあり、明

治頃、深谷の川嶋家屋敷 (345)の 門前では、付近から採

掘される粘土で荒物を焼成していたという。窯や製品の

探索を試みたが現在埋没しており確認できなかった。

(5)泥面子
′
泥面子は、江戸下町の浅草今戸などで軟質の近世土器

類とともに生産された子供の玩具で、近年は台東区元浅

車 1丁 目の白鴎遺跡、新宿区住吉町遺跡、墨田区江東橋

二丁目遺跡などで泥面子を含む土製品の生産が確かめら

れている(イ中光1998)。 享保年間(17161736)頃 に現れ、当
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時は「面模」「面打」「めんてう」「紋打」などと呼ばれ

ていた(千葉県文化財センター 1994)。 町域の採集品に

は筍・ひょっとこ・石灯籠、打出小槌、二朱銀などを象っ

たものがみられる。このうち二朱銀形のものは、南錬二

朱銀の形態を模したもので、この銀貨は、田沼意次が老

中に就任した明和九年(1772)に深川の銀座で鋳造され、

天明八年(1788)以降一時鋳造が停止したが、寛政十二年

(1800)六月に鋳造が再開され、文政七年(1824)の 停止ま

でに596万3000両分が発行された(栗原 1999)。

霞ケ浦に連なる印熔沼沿岸では、泥面子を「ドジロク」

もしくは「バッカジ」と呼んで子供が玩具としていた。

「ドジロクはバッカジとも呼ばれている直径 3cmく らい

の素焼きのお面で、いまのメンコに似た子供の遊びに使

われた。地面に浅い穴を掘り、この中にみんなが出しあっ

たバッカジを入れ、それにねらいをつけて、かわりばん

こに自分の持っているバッカジをたたきつける。そして、

うまく穴からとび出したものがあれば、それが自分のも

のになった。地面に掘る穴は直径が15cm、 深さが 3～

4cmだった。」(芦原 1984)と いい、こうした遊び方が

一般的であった。

(6)土錘

霞ケ浦町域では、東岸 。南岸のほぼ全域で、極めて多

数の漁網用上錘が採集されている。それらは所属年代が

明らかでないものが多いため、年代と結びつけた議論が

難しいが、最も古いものは古墳時代前期、五領式期に遡

ると考えられる。古墳時代から中世にかけては、霞ケ浦

は基本的に内海で戯水であり、漁獲される魚種も現在と

は大きく異なっていたと考えられるが、戦国・近世にな

ると、現在の霞ケ浦につながるヤマトシジミが繁殖する

汽水～淡水環境が成立し、漁獲対象も現在と近いものに

変化したと考えられるから、近世漁榜の復元にあたつて

は、近代の漁携民俗との比較も有効となる。

地元で「ヤツ玉」と呼ばれている土錘は、近年まで以

下のような手法で沿岸の漁師によつて作られていた。

①篠竹を入れて丸めた土玉をつくり、そのあとで篠竹を

取り除くと原形ができる。

②土錘を乾燥させる。

①乾燥した土錘を藁の間に沢山挟み、それを古俵につめ

てよく結び下端から火をつけて焼く

④ 3～ 4時間位かけて赤褐色に焼き上げる。

製作にあたっては原料の粘土をよく叩くことが大切で、

その後は塩を少々混和するようになった。粘土は柏崎の

ものが最良とされ、また柏崎・田伏などでは多量に作り、

「さし」にして商品として販売していた者もあった(豊崎

1971)。 原始・古代においても、古俵の使用以外はほ

ぼ同様な製作方法であったと推定される。なお柏崎窯跡

群の東端に位置する国分寺瓦窯付近では、明治期頃、老

夫婦が付近の粘土を用いて漁網の土錘を一手に生産して

いたが、粘土採掘中に落盤事故にあい、以後柏崎での土

錘生産が断絶したことを伝えている。

(7)鍛冶関係遺物

深谷の川嶋家屋敷(345)の 門前には、かつて専属の鍛

冶屋がお り、池の付近には大量の鉄淳が埋没して水田耕

作の邪魔になる程だったというが、現在は見られない。

深谷集落の西の外れを画していたと考えられる人坂神

社遺跡(337)の参道付近から無縁墓地にかけて近世陶器

・土器類とともに大量の碗形鉄淳が散布しており、墓地

ではガラス質が溶着し対蝸の可能性がある小型土器が見

つかっている。隣接 して西側には現在公民館となってい

る堂があり、付近は無縁墓地となって15～ 17世紀の五輪

塔・宝医印塔・六地蔵宝唾の部材が集中する。煙が発生

し火災の危瞼性 もある鍛冶屋は、集落の宿空間から離れ

た村境の空閑地に営まれたと想像される。

牛渡の谷ツ跡遺跡(424)では墓地の一角で近世のもの

と思われるほぼ完形のフイゴ羽日が採集されており、一

端は溶解 してガラス化している。非常に整つた円筒形で

表面の仕上がりも滑らかであり、型造りであると考えら

れる。中世に遡るものよりも丁寧なつくりである。

(8)銭貨

江戸幕府は寛永十三(1636)に寛永通宝 (古寛永 )を は

じめて発行 し、永楽通宝を基幹としつつも雑多な銀銭を

含む渡来銭や模鋳銭にかわる良銭として流通を開始させ

た。そして古寛永はきわめて短期間に渡来銭を駆逐 し、

寛文十年(1670)に文銭の鋳造が軌道に乗った段階で渡来

銭の流通が禁止され、更に元禄十年(1697)に流通が開始

された新寛永は江戸時代を通じて最も多量に鋳造された

銭貨であった(鈴木 1999)。 霞ケ浦町域ではほぼ全域か

ら寛永通宝・文久永宝(1863～ 1865)な どが採集されてい

る。多 くは近世塚やその上に立てられた近世石塔・石仏

への奉塞銭もしくは近世土坑墓への副葬品、所謂六道銭

であるが、セリエーションに耐え得るような良好な一括

品は殆どない。ただし西ノ入 2遺跡では文銭ばかり5枚

が銹着した状態で採集されており、1670～ 97年前後、17

世紀後葉の六道銭であった可能性が高い。

(9)煙管 (キ セル )

茨城県教育財団の発掘調査では、宍倉の小原 1遺跡 (0

17)や坂の坂遺跡(320)でキセルが採集されてお り、特に

小原 1遺跡のものは竹管が遺存 している(茨城県教育財

団 1999)。 土浦・出島合同調査会による戸崎の柳沢 1

遺跡(451)の調査でもキセルが出土 している。踏査では

戸崎の並木遺跡(458)や中山遺跡(464)で採集されている。

キセルは18～ 19世紀の土葬墓の副葬品として多く見られ、

以上に挙げた例も本来近世墓に伴うものであろう。

(10)一字一石経

一字一石経は河原石などの表面が滑らかな礫石に一字

または数字を書いて経典を書写したもので礫石経ともい

う。村内では飯岡、坂の二の宮経塚 (324)、 柏崎素鳶神

社経塚(074)、 柏崎の権現橋経塚(074)で一字一石経の出

土が知られ(豊崎 1971)、 また富士見塚古墳 1号墳 (070-
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001)の墳頂部で も、渡来銭やかわらけなどと共に一字一 鈴木裕子 1998a「土器福鉢の終焉」「江戸在地系土器の研究』Ⅲ

石経 が 出土 (山 口 1992)し 、共伴 遺物 よ り16世紀 後 半 ～   鈴木裕子 1998b「 江戸遺跡出上の非在地系の深鉢形土器について一

豊島区北大塚遺跡エステージ大塚地区出上例から一」

17世紀前半頃のものと考えられる。今回の踏査では柏崎 『東京考古』第16号

素鵞神社経塚(074)で長さ 2～ 3cmの チ ヤー ト礫 に経字 斎藤弘 1999「中世墓における古墳の再利用」FHOMINIDSJ Vo12

を一文字づつ墨書 したものが数点が採集されている。    千葉県文化財センター 1997 F房総考古学ライブラリー8 歴史時

代 1』

こうした経石は、平清盛が大輪田泊の経ケ島の築造に 上浦市教育委員会 土浦市遺跡調査会 1988 『茨城県指定文化財土

あたって経石 を埋 め られた とす る伝承か ら平安後期 には 浦城址内櫓門保存修理工事報告書』

出現 していた と見 られ、小川町天神中世墓では五輪塔 地   上浦市教育委員会・土浦市遺跡調査会 1996『 土浦城 (外丸御殿跡)

下に常滑の蔵骨器を伴う中世墳墓から多字一石経が出土         
発掘調査報告書』

しいる (小川町教育委員会                
土浦市教育委員会・土浦市遺跡調査会 1998「土浦城二の九・本九

2000)が 、一字一石経の実 試掘調査発掘調査報告書』

際の遺品は鎌倉時代末期か ら江戸時代にかけて全国に分   永山正 1994『ふるさと探訪一謡曲桜)||の 里から筑波山・霞ケ浦そ

布 してお り、特に江戸時代のものが圧倒的に多い。こう          
の自然と歴史を辿って一』筑波書林

土浦市・出島村合同遺跡調査会

した経石 は、まとめて土中に埋 め、その上 に納経塔 を立                 1996「 "H沢

遺跡・養老田遺跡・寿

行地遺跡』

てた り、土地 を清浄化 して勝地 とす るまじないのため に   豊崎卓監修 1971「 出島村史』出島村教育委員会

埋 め られることも多 く、寺院や墓地の造営 に先だつて経    
長佐古真也 1994「江戸の陶磁器消費～何を、どれだけ使つたか～」

「第15回貿易陶磁研究会発表要旨』

石 を埋納す る例がある。また大正大学の踏査では土浦市 仲光克顕 1998「墨田区江東橋二丁目遺跡にみる江戸の上製品生産―

田村 町内 の遺 跡 で多 数 の一 字一石経 が採 集 され て い る。          製作技法の検討を中心に一」「東京考古』16号 東

(桃崎祐 輔 )         
京考古談話会

鳴田浩司 2000「 第 3章 出土遺物について」『千葉県文化財センター

研究紀要』20

引用文献 白田正子 1998「三度山遺跡 古屋敷遺跡J茨城県教育財団文化財

阿久津久 1998「茨城考古学20年の歩みと展望 中・近世」『茨城県 調査報告書第132集

考古学協会誌』第10号  茨城県考古学協会 白田正子 1998「茨城県における中世末から近世にかけての上師質

芦原修二 1981『 ,II魚 図志』待書房.                          内耳土器について一つくば市古屋敷遺跡の出土例を

石岡市教育委員会 1986『石岡の地誌』 中心として一」『研究ノート』 7号 茨城県教育財

石尾和仁 1999「中世社会と「古墳J」 F員 朱』第 3号 働徳島県埋 団

蔵文化財センター 塙義郷 1981 『出島の音ばなし』ふるさと文庫 筑波書林

小川町教育委員会 2000『小川町坦蔵文化財分布地図』 原田信男 1999『 中世村落の景観と生活―関東平野東部を中心とし

小田原市 1990 F小田原城とその城下』 て一』思文閣出版

霞ケ浦町教育委員会 1997 『ヒヘ田遺跡調査報告書』栗原 治 19 福島県立博物館 1990 『東北の陶磁史』

99 「江東歴史紀行 南錬二朱銀と町火消」『下町 茂木悦男 1999『坂遺跡 船戸内遺跡 小原遺跡』茨城県教育財団

文化』 205 文化財調査報告第148集

江東区教育委員会 pp6 7 桃崎祐輔 1995「つくば市手子生城の中 。近世遺物一陶磁器を中心

木村 礎 1994『村落生活の史的研究』 人木書店 として一」F平成 7年 度 第17回遺跡研究発表会資

黒沢彰哉 1996『石岡の石仏』 料』茨城県考古学協会

佐々木達夫 1983「真壁城出上の陶磁器」 F真壁城跡 中世真壁の 両角まり 1996「 内耳鍋から培烙ヘー近世江戸在地系倍烙の成立」

生活を探る』真壁城跡発掘調査会 F考古学研究』42-4

菅根幸裕 1987「常陸国宍倉村空也堂と空也僧～近世空也信仰につ 山口行雄 1992 F富 士見塚古墳群』出島村教育委員会

いての一考察～」論集 F日 本文化の時・場』 吉原作平 1997 F高野台遺跡 前田村遺跡D・ F区J茨城県教育財

菅根幸裕 1997 「近世空也信仰の形成と展開一伯者国転法輪寺史料 団文化財調査報告書第127集

を中′とヽに一」F栃木史学』第11号  囲學院大学栃木 渡邊久生 1997 『ヒヘ田遺跡調査報告書』嚢ケ浦町教育委員会

短期大學史学会
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第18表 近世遺跡一覧 (包蔵地・集落跡 )
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第19表 近世遺跡一覧 (塚ほか)

遺跡名 備考 文 献遺跡番号
18c

肥前 瀬戸美濃
常 滑 堺

噺
土 器

陶 器 磁 ゼ 陶 器 かわらけ
天神塚 方 彬

実取壕 方形,瓦質祠
雷粕節苦増 前方後円墳 1基

天王稲荷塚 円罷

046 堂山塚 円形

070-001 山口1992

権現精経塚 湮 減

素鳶神社経塚 善購1971

座王塚 円形

稲符壕 方形

下纂認経壕 喜崎1971

千駄川塚 方 形

西明内塚 方 形

大平壕

コシキ塚

六仏塚群 方形 1 円形 1

243-001 六仏塚群第 1号塚 方形

243-002 六仏壕群第 2号壕 円形

天王台塚 円形

0 円形 煮野系陶器 折世五

小山古増

中台壕 方形

大平示動塚 3分の 1く らい削 られている

坂横須賀塚

二の官経塚 豊崎1971

小沼弁天壕古増

稲荷塚古墳群第 1号墳 周溝をめく
｀
らす円増婚頂の一部を4平

稲荷塚古墳群第 4号墳 円婚 か 折世石措物 ″多 くTPる

350-001 下原古婚群第 1号増 円墳,近世塚の可能性あ り。
下原古増群第 2号増 円墳.近世塚の可能性あ り。

350‐ 003 下原古墳群第 3号墳 円墳 近世石造物をIEる  尋常小学校跡

ゴマ タン塚 方 形

ノ(中るル夏君辛 十三壕

387-001 十三塚

387_002 八幡塚群第 2号塚

387-003 八幡塚 群第 3号塚 十三壕

387-004 八幡壕群第 4号塚 十
=壕

387-005 入幡壕群第 5昇壕 十三塚
387-006 入幡塚群第 6号塚 十三塚

387-007 八帖塚群第 7号塚 十三壕

387-008 八幡塚辞第 8号塚 十三壕

387-009 八幡壕群第 9号嫁 十三塚

387‐010 八幡塚群第10号塚 十三塚

387-011 八騰塚群第11号塚 十三壕

387-012 八幡塚群第12号塚 十三壕

400 円形、古墳 ?

小山塚

千代前塚群 1来のみ確認 その他未詐 経壕 ?

416-001 兵庫隆古増群 第 1 号 婚 大日仏板碑,下総型五輪塔
人幡和村古増 円墳 ,花両岩裂太 日如来像あ り

465_002 戸崎古墳群第 2号墳 円墳  1山王大権現 1祠 をifEる

原久保塚

495-017 略浜橋穴群第17号 糖穴 祐座あ り,安山岩製耳地蔵
吹久保壕 円形

田宿 赤塚古墳群第 1号浮 前方後円墳 (日 宿天神塚古塔 )

510-003 田宿 赤塚古墳洋第 3 C
田宿 赤壕古婚群第 14号増

510-019 円墳,一部湮減
512 方形

第20表 近世遺跡一覧 (シ シ土手 )

遺跡番号 遺跡名

時代 時期 遺 物

備 考 文献一副 瀬戸美濃
常 滑 堺

噺
民窯

土 器

陶 器 磁 器 陶 器 磁 器 かわら,サ 他

備前 山シシ十■ ∩ 長 さ31m
庁 街 FRシ シ 十手 長 さ170m

島山シシ土手 長 さ197m
向シシ土手 ∩ 長 さ178m
稗 田  西 ノ 入 シ シ 十■ l‐ 長 さ300m
三ツ木シン土手 高 さ90crr. 申目10m
下夫堤 シン土手 の
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第21表 近世遺跡一覧 (寺院・寺院跡 )

遺跡番号 遺跡名

遺 物

備考 文献
18c

月Ri部 F 瀬戸幸溝
常滑

堺
民窯

土

節翌睾 磁 器 かわらけ 他

湛蔵幸培内設訴 ○ 常鉄杵伝世 鉄達 小今飼仏あ り

葺鉄 昨 訴 ω ∩ ○

松学寺遺跡 ∩ ∩ 0

鍛冶 FT廃寺 ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ C 伝増福院跡 中世瓦 鉄淳集中散布

遺跡番号 遺跡名

播 物

備 考 文献
17c 18c

肥前 滋声峯滓
常滑

堺
民窯

土器

陶 器 陶 器 frJ

044 共奮競駄 ∩ ∩ 0

西入間土塁 長 さ95m シシ土手 ?

156 長福寺裏土塁 長 さ65m

170 権競合十塁 岳ヽ60m

179 神田堀 断面 V写形、時期禾 at

柿 ノ内上塁 長さ487m、 高さ10m 幅10m
田伏城

加Fi羽成氏屋勁 0

入坂神社遺跡 ∩ ∩ 0 0

鷹巣館跡 含む 1伝チ1嶋家本屋敷

川I嶋衆屋敷 ∩

36S 用中屋散地活跡 絢哲 十星若 b

幕戸川嶋家屋敷地

4611 松革寺置訴 ∩ ∩

466 戸臓 訴 ∩ 0 水古 HT指乍 む跡

472 平終舘 駄 十黒 婦 ″伴 う機構

489 立木山土塁 古墳 に付設す る土塁

490 榎遺跡 ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ 0 0 0 土塁あ り

504 椎名家屋致地 十累 堀 を伴 う授構

第22表 近世遺跡一覧 (居館跡・土塁・堀 )
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第 4都 遺 跡 一 覧 表

凡  例

1)一覧表は、遺跡番号、遺跡名、所在地、種別、現況、時代 。時期、備考、旧県番号、旧遺跡名、

大正大No.を記した。

2)所在地の地番が複数に亘る場合は、代表する地番外とした。

3)種別のうち発掘調査などにより住居跡などが確認されている場合は集落跡とした。

4)備考には古墳・塚の形状と規模、遺跡の別称、発掘調査歴、特記事項などを記載した。古墳群

は墳形・基数を記し、前方後円墳は方円、帆立貝形古墳は帆立、前方後方墳は方方、円墳は円、

方墳は方と略記した。遺跡の遺存状況は、半壊あるいは湮滅の場合のみ記述することとした。

5)旧県番号は F茨城県遺跡地図』(1990)の通し番号に対応する。

6)遺跡名は小字を基本とし、名称変更した場合は旧遺跡名を記載した。

7)大正大No.は F鴨台考古』4(1985)の遺跡No.に対応する。
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第 5部 遺 跡 地 図

1)1:10000都 市計画図を使用 した。

2)地図は下図に示した範囲で作成した。 1マスの1縦は2.25h,横 1.7kmである。

3)地図に示した遺跡番号は第 5部の遺跡一1覧表に対応する。

4)地図で用いた記号は下記の通りである。

〇 集落跡・包蔵地(範囲のみ)    f■ 横穴

△ 貝塚 ハ 塚

Д 前方後円墳・帆立只形古墳     ▲ 窯跡・製鉄跡など(生産遺跡)

Д 前方後方墳           凸 城館跡
● 円墳 Cひ 居館跡・屋敷跡

■ 方墳 卍 寺院跡

,アよ几

遺跡地図範囲模式図
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霞ケ浦町教育委員会

平成 9年度

教育長    斎 藤   生

教育次長         
ユ

殿 岡 穂 積

生涯学習課長  飯 田 隆

社会教育係長  小松崎

担当者

延 明
よ
(主事)宮  本 彰

平成10年度

教育長    斎 藤   豊

教育次長   殿 岡 穂 積

生涯学習課長  飯 田   隆

生涯学習課参事 初 島 忠 則

担当者 (主幹)井  川 俊 男

担当者 (主事)宮  本   彰

平成11年度

教育長    小

教育次長    飯

生涯学習課長  飯

社会教育係長  石

担当者 (主事)宮

平成12年度

教育長    小

教育次長   飯

生涯学習課長  宮

生涯教育係長  石

担当者 (主幹)篠

霞 ヶ 浦 町 調 査 組 織

文化財保護審議委員

会長  大

委員  福

委員  久保

委員  今

委員  栗

会長  大

委員  福

委員  久保

委員  今

委員  栗

会長  大

委員  福

委員  久保

委員  今

委員  栗

会長

委員

委員

委員

委員

博

三

真

邦

業

敬

　

　

信

塚

島

庭

宮

又

博

三

真

邦

業

敬

　

　

信

塚

島

庭

宮

又

博

三

真

邦

業

敬

　

　

信

塚

島

庭

宮

又

昭

哉

隆

二

彰

敬

良

　

洋

崎

塚

田

塚

本

松

博

三

真

男

俊

敬

　

静

信

塚

島

庭

本

戸

保

大

福

久

山

神

昭

哉

一
二

彦

敬

良

　

洋

政

崎

塚

本

塚

崎

松
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霞ケ浦町遺跡調査会

平成10年度

会長  小松崎 敬 昭

副会長 大 塚   博

理事  菅 沢 和 夫

理事  宮 下 英 雄

理事  今 宮   邦

理事  福 島 敬 三

理事  栗 又 信 行

理事  久保庭   真

理事  岡 田   隆

理事  川 俣 吉之助

理事  山 口 行 雄

理事  大 枝 光 男

理事  小松崎 貞 子

理事  山 本 静 男

理事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

平成11年度

会長  小松崎

副会長 大 塚

理事  菅 沢

理事  宮 下

理事  今 宮

理事  福 島

理事  栗 又

理事  久保庭

理事  岡 田

理事  川 俣

理事  山 口

理事  大 枝

理事  小松崎

理事  山 本

理事  飯 塚

幹事  飯 田

幹事  石 塚

幹事  宮 本

幹事  千 葉

岡 穂 積

田   隆

島 忠 則

川 俊 男

木   彰

葉 隆 司

殿

飯

初

井

宮

千

昭

博

夫

雄

邦

三

行

真

隆

助

雄

男

子

男

哉

隆

二

彰

司

之

敬

　

和

英

　

敬

信

　

　

士
口
行

光

貞

静

良

　

洋

　

隆



調査及び整理参加者一覧 (1998～ 2000年度 )

川西 宏幸  常木  晃  三宅  裕

日高  慎 (日 本学術振興会特別研究員 )

福田 正宏  衣笠 聡史  赤坂  亨

渥美 賢吾  石原 玲子  内山 大介

馬籠 亮道  青木 直哉  安沢 鉄也

大森  綾  岡崎 健一  緒方 雪絵

小松原宏美  酒井 太郎  渋谷 智子

長井 友美  平田 美生  芦田 忠明

川添菜津子  木原 徳子  清水 研志

花野 禎史  林  真弓  原木 夕子

鈴木 陽子  高畑 裕美  谷山 杏子

(筑波大学学群生 )

有田 倫子  安西 真理

小林久美子  小林 智子

鈴木 綾子  田中 教子

竹中 哲朗  木崎  悠

川上みね子  須川富貴子

小刀祢 文  小林 桃子

作山 智彦 (専修大学卒業生 )

阿部 有花 (立正大学大学院)

岩淵  睦  西川 善之 (早稲田大学学生 )

桃崎 祐輔 (筑波大学歴史・

津本 英利  川口 武彦

藤井 義範  齋藤 瑞穂

高木 康行  高橋 洋平

池田 奈智  及川  洋

小野寿美子  川島 尚宗

清野 陽一  辻村 春香

阿部 功寛  伊藤 千洋

竹田佳也子  津田 憲弘

増田 洋基  山本 元樹

近井 悠子  水口 重政

大口恵美子  恩田  茜

坂上なつ子  重信由美子

藤井 真紀  森廣真由美

(茨城大学大学院 )

三浦 貴子  青山 葉子

十文字 健  山本 吉一

井上沙知子

酒井 あや

田中美穂子

的野 善行

永井 三郎

柴田ユリコ

人類学系教官 )

松本 建速

(筑波大学大学院)

知念 正彦

大島 泰文

栗山  望

殿岡 理恵

岡田  圭

中尾麻由実

相田 五月

宮下 聡史

小濱 綾乃

末永江梨子

(聖徳大学学生 )

岸本 和樹

(茨城大学学生 )
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