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例  言

1.本書は、霞ケ浦町教育萎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 した遺跡分布調査において、採集 した資料を中心に報告するものであ り、2001年 3月 刊行の F霞 ケ

浦町遺跡分布調査報告書―遺跡地図編―」(以下 F遺跡地図編』)に続 くものである。

2.本書刊行に向けての整理作業は、F遺跡地図編』刊行後の2001年 4月 より、風返浅間山古墳測量調査および柏崎

窯跡群発掘調査による若干の中断を挿んで、2003年 12月 まで行つた。なお作業期間中には、採集資料以外の資

料調査 も同時に行った。

3.調査・報告の対象としたのは、先土器時代から近世 (幕末 )ま での遺跡である。

4.本書の編集は、筑波大学 (以下本学 )人文社会科学研究科教授川西宏幸の指導のもと、桃崎祐輔 (福岡大学人文

学部助教授、前本学歴史 。人類学系助手 )。 日高慎 (東京国立博物館、前本学歴史 。人類学系技官)の助言・協

力を得て、渥美賢吾 (本学大学院博士課程)が担当した。

5.本書の執筆分担は、以下の通 りである。なお文責は、各文末に記名した。

先土器時代～縄文時代草創期 :川 口武彦 (水戸市教育委員会 )

縄文時代 (早期～晩期 ):ナ H島 尚宗 (本学大学院博士課程 )、 伊藤千洋 (本学卒業生 )

弥生時代 !赤坂 亨 (福 岡市教育委員会 )

古墳時代 :小野寿美子 (本学大学院博士課程 )、 赤坂、宮下聡史 (本学大学院博士課程 )

奈良・平安時代 :清野陽― (三重大学大学院修士課程 )

中世 :桃時、比毛君男 (土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広場 )

近世・土錘 :つヒ峙

測量報告 :小野

なお、写真撮影は各報告者が行ったが、一部嶋田圭吾氏にご助力賜つた。

6.研究室における整理作業には、執筆者のほか、以下の本学第一学群人文学類学生 (当時)があたった。

岡田 圭、加古慈乃、中尾麻由実、山本元樹、岩井顕彦、柏田五月、河地小留里、篠原詩織、鈴木陽子、

谷山杏子、近井悠子、花城 泉、伴 信和、水口重政、我妻慎介、五十嵐聡江、大町太郎、工藤幸尚、

小塩淳仁、篠崎祐里、高澤陽二郎、谷 真一郎、富田光一郎、奈良雅史、西窪美穂、西原直樹、仁平直子、

松井一真、持田玲子、伊藤将弥、遠藤 塁、大川 悠、岡田朋子、柿本亮平、渋谷文鷹、高園 悠、高橋城暁、

高橋 慧、高橋健介、唯野将央、田中治宏、新原亜季子、西川一宏、村上裕理、横山勇介、吉村憲洋。

7.本書を刊行するにあたり、以下の方々・諸機関に御協力・御教示を賜った。記 して謝意を表する次第である

(五十音順・敬称略 )。

石川 功、内田 仁、織笠明子、勝山百合、加藤博文、加藤 学、亀田直美、国武貞克、窪田恵一、齋藤弘道、

島田和高、鈴木綾子、千葉隆司、永塚俊司、長沼正樹、野口 淳、萩野谷 悟、朴 天秀、橋本勝雄、

山本 薫、吉澤 悟、吉田直哉、吉林昌寿、霞ケ浦町郷土資料館、富士見塚古墳公園展示館。

8.『遺跡地図編』刊行以降の発掘調査・資料調査などにより、新たな知見が加わつた。 したがって各時代に帰属

する遺跡数は、若干変更してある。詳細は抄録を参照されたい。

9.本書刊行後、これまで研究室で保管 していた遺跡分布調査採集資料は、霞ケ浦町郷土資料館へ移管する。

10,町遺跡調査会および遣跡分布調査参加者一覧は、すでに『遺跡地図編』に掲げてある。
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第 6都 時代別遺物通覧

凡  例

1)第 6部では、F遺跡地図編』第 3部に対応させて、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 F遺跡地図編』第 4

部の「遺跡一覧表」を参照していただきたい。また土錘については、帰属時期の判断困難な資

料が多いため、別章を設けて報告することとした。

2)本文・表の遺跡番号は、『遺跡地図編』収録の第 4部「遺跡一覧表」および第 5部「遺跡地図」

に対応する。

3)各章では、1998。 1999年度遺跡分布調査における採集資料を中心として、周知の資料や未報告

の町郷土資料館などの所蔵資料を合わせ、町内の考古資料をできるだけ資料化 し、今後の当該

地域における考古学的研究に寄与せんとすることに努めた。また若干の考察とともに、今後に

提起されるべき問題や展望を加えた。

4)本文中で参考・引用した文献および報告書は、各章の末尾に記した。

5)第 6部は、巻頭の例言のとおり、主に時代別に分担して執筆している。全体の体裁は、できる

だけ編集者の渥美が整えるようにしたが、編集にあたっては、執筆者の意図を尊重 し、表現 。

用語等はあえて統一を図らなかった。

― -1-一



1. |ま じめに

この報告と対となる F遺跡地図編』では出島半島にお

ける先土器時代～縄文時代草創期遺跡の調査研究史を振

り返 り、その現状を‡巴握するとともに、これまでに確認

された遺跡の分布と立地の傾向を明らかにした。

また、最終氷期最寒冷期前後の環境について概観 し、

現在の台地下においても人類の活動が展開していた可能

性を指摘 し、最後に今後の課題をいくつか提示 した (ナ‖

口 2001)。

その後も良好な発掘資料に恵まれていないこともあっ

て、解決できていない課題は現在もなお、山積みとなっ

ているが、以下では『遺跡地図編Jで掲載できなかった

先土器時代から縄文時代草創期までの石器実測図を提示

するとともに、その技術的・形態的特徴について解説を

加える。

さらに、出島半島全域における先土器時代～縄文時代

草創期石器群の編年案を提示 し、石器群の変遷過程を確

認するとともに、石材産地と石材利用の変遷を明らかに

する。

2.石器の技術的・形態的特徴

拙稿 (ナ |1口  2000a、 2001c)で 報告 したものと、今回

の分布調査で石器が採集された遺跡、さらにその後の整

理・資料調査で明らかになった遺跡および追加資料を加

えると38遺跡から計93点の石器が確認されていることに

なる(第 2表、第 1～ 12図 )。

ナイフ形石器や尖頭器など明らかに縄文時代草創期以

前の所産と考えられる資料はさておき、剥片や石核など

の割裂物については、利用されている石材や風化の程度

から当該期の遺物と判断した。

以下、遺跡毎に資料の技術的・形態的特徴について解

説する。

上小原遺跡(013)1は分布調査で採集されたナイフ

形石器である。先端および左側縁の一部、基部側を新規

破損により失っているが、背面構成および主要剥離面の

方向から連続的に剥離された石刃あるいは縦長剥片を素

材としていると考えられる。二次調整はいずれも腹面側

から背面側に向かって施されており、石材には硬質頁岩

が利用されている①

小原 1遺跡(017)2は分布調査で採集された折断剥

片である。背面には自然面が全く残されておらず、 8枚

の大きな剥離面が観察される。いずれも打点が認められ

ない。左右両恨I縁には新規破損面も認められるが、切 り

合い関係から時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆ

I.先土器時代～縄文時代草創期

く過程で生じた剥片であることがよみとれる。

打面の形状は折断により失われていることから、不明

である。石核の調整剥片であろう。石材にはガラス質黒

色安山岩が利用されている。

宍倉城跡(044)3と 4は 分布調査で採集された剥片

である。3は右似1縁から下端を新規破損により失ってい

るが、背面に自然面を大きく残しており、左側縁側から

上端にかけて連続する剥離面が認められる。切 り合い関

係から反時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆく過

程で生じた乗1片であることがよみとれる。打面は打点の

観察されない一枚の剥離面から構成される単剥離面打面

であり、ポジティヴバルヴであることから、大形の剥片

素材の石核の主要最1離面側から剥離されたものであるこ

とがよみとれる。

4は周縁全体を新規破損により失つているが、背面に

自然面を大きく残しており、左側縁側から上端にかけて

連続する剥離面が認められる。切 り合い関係から時計回

りの方向に90° 打面を転位させてゆく過程で生 じた剥片

であることがよみとれる。打面は礫面打面である。

2点 とも石材に珪質頁岩力漸J用 されている。

安食平貝塚(049)5と 6は分布調査で採集された剥

片である。 5は背面に主要剥離面と同一方向を向く剥離

面、それに直交する方向の剥離面が観察され、切 り合い

関係から時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆく過

程で生じた剥片であることがよみとれる。

打面は打点の観察されない複数の剥離面が切 り合う切

子打面である。打面を除く周縁全体および稜線上には二

次調整の可能性がある剥離痕が連続的に観察されるが、

それらが人為的・非人為的要因のいずれによつて形成さ

れたかは定かではない。

6は左狽I縁側を新規破損により失っているが、背面に

主要剥離面と同一方向を向く、幅の狭い剥離面が連続 し

て認められ、切 り合い関係から右側縁側から左側縁側に

向かって縦長剥片を連続的に剥離 してゆく過程で生 じた

剥片であることがよみとれる。打面は単剥離面打面であ

る。

2点 ともに石材に硬質頁岩が利用されている。

山ノ越・勝見掛遺跡(061)7は分布調査で採集され

た縦長剥片である。背面には自然面が全く残されておら

ず、3枚の大きな剥離面が観察される。いずれも打点が

認められない。下端には微細な剥離痕が認められる。背

面にある剥離面の切 り合い関係から縦長剥片を連続的に

剥離してゆく過程で生 じた剥片であることがよみとれる。

打面の形状は点状打面である。石材にはメノウが利用

されている。

富士見塚古墳群(070)8～ 25は 1990年に実施された

―-2-―
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富士見塚古墳群の発掘調査の際に出上したものである。

8、 10～ 24の資料については拙稿 (サ |1口  2000a)で報告

したが、その後の資料調査で 9と 25の石器が新たに確認

された。

8は第 1号墳(富士見塚古墳)に設定された Iト レンチ

から出土 したナイフ形石器である。背面には主要剥離面

と同一方向の一次剥離面が 4枚観察されることから、連

続的に剥離していく過程で生 じた縦長剥片を素材として

いることがよみとれる。二次調整はいずれも腹面偵1か ら

背面狽↓に向かって施されており、基部狽1の左右両狽1縁 と

右側縁先端部に認められる。石材には青灰色で艶のある

硬質頁岩力冴1用 されている。

9は Sト レンチから出土した台形様石器である。Sト

レンチは第 2号墳 (旧 I号墳 )と 第 3号墳(旧 Ⅱ号墳 )の両

方に設定されており、いずれのSト レンチから出土した

のかは定かではない。

背面に残されている一次剥離面は主要剥離面の方向と

直交しており、切 り合い関係と主要剥離面の方向から、

時計回りの方向に90° 打面転位を繰 り返す過程で生 じた

横長忌1片 を素材としていることがよみとれる。

二次調整は左右両側縁に施されており、基部が尖る逆

台形状の形状を作 り出している。左狽I面 には折断面と考

えられる面が大きく残されており、それを打面として利

用し、二次調整が背面側に向かって施されている。背面側

が左右両側縁から施されているのに対 し、腹面側は右側

縁のみに施されている。石材には石英力汗1用 されている。

10は 第 2号墳と第 3号墳との間に設定されたSEト レ

ンチから出土した台形様石器である。石器が入っていた

袋に「 2号墳」の記載がみられることから、第 3号墳 よ

りの位置から出土したものと考えられる。

背面に残されている一次剥離面は主要最U離面の方向と

一致しており、連続的に剥離された横長剥片を素材とし

ていることがよみとれる。二次調整は左右両側縁に施さ

れており、基部が尖る逆台形状の形状を作 り出している。

左右両側面には折断面と考えられる面が僅かに残されて

おり、それを打面として利用し、二次調整が背腹両面に

施されている。背面側が左右両側縁から施されているの

に対 し、腹面側は左側面からのみ施されている。石材に

は黄褐色の気泡・爽雑物を多 く含む透明度の低い漆黒の

黒曜石が利用されている。

11は 第 1号墳に設定されたBト レンチから出土した尖

頭器である。図上で裏面とした似1か ら表面とした側に向

かう加圧により器体の半分以上を失っているが、木葉形

を呈していたと考えられる。二次調整は表裏両面に施さ

れているが、図上で裏面とした狽1に主要剥離面と考えら

れるポジティヴバルヴが残されていることから剥片を素

材としていたことがよみとれる。石材には水色のチャー

トが利用されている。

12は 第 1号墳に設定されたHト レンチから出土した尖

頭器である。図上で表面とした側から裏面とした側に向

かう加圧により器体の半分以上を失っているが、細身の

木葉形を呈 していたと考えられる。二次調整は表裏両面

に入念に施されており、主要剥離面や自然面が失われて

いることから素材の特定を困難にしている。石材には青

灰色のチヤー トカ汗1用 されている。

13は縦長剥片である。石器が入っていた袋に「 1号墳

E溝」の記載が認められることから、第 2号墳に対 して

設定されたEト レンチから出土したものと考えられる。

背面には主要最U離面の方向と一致するものと対向するも

のとが認められることから、両設打面の石核から剥離さ

れたものである可能性が高い。石材には乳褐色の買岩が

利用されている。

14は 第 1号墳に設定されたDト レンチから出土 した縦

長剥片である。背面には主要剥離面の方向と一致する方

向の剥離面が認められることから、縦長剥片を連続的に

剥離 していく過程で生じたものであることがよみとれる。

背面に残されている転石面は九みを帯びており、川原石

から剥離されたものであることが窺える。打面は一枚の

剥離面から構成される単剥離面打面である。石材には半

透明のメノウカ薪J用 されている。

15は剥片である。石器が入っていた袋に「富士見F7」

の記載が見られることから、第 1号墳に設定されたFト

レンチから出土 したものと考えられる。

背面には主要剥離面の方向と一致するものと対向する

ものとが認められ、切 り合い関係から反時計回りの方向

に90° 打面を転位させてゆく過程で生じたものであるこ

とがよみとれる①打面は単剥離面打面である。石材には

ガラス質黒色安山岩力漸1用 されている。

16は 第 1号墳に設定されたFト レンチから出土 した縦

長剥片である。背面には自然面が一部残されており、主

要剥離面の方向と一致する剥離面と直交する剥離面が観

察されることから、90° 打面を転位させてゆく過程で生

じたものであることかよみとれる。打面は単剥離面打面

である。石材にはガラス質黒色安山岩力漸1用 されている。

17は剥片である。石器が入っていた袋に「富士見F8」

の記載が見られることから、第 1号墳に設定されたFト

レンチから出上 したものと考えられる。

背面には主要剥離面の方向と一致する方向の剥離面と

それに直交する方向の剥離面が認められ、切 り合い関係

から反時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆく過程

で生じたものであることがよみとれる。打面形態は線状

打面で、石材にはガラス質黒色安山岩力漸」用されている。

18は剥片である。石器が入っていた袋に「富士見FT」

の記載が見られることから、第 1号墳に設定されたFト

レンチから出土 したものと考えられる。

背面には 3枚の剥離面が認められ、自然面が大きく残

されている。打面は単剥離面打面であるが、バルヴと打

点と考えられる剥離面が観察されることから、大形剥片

から剥離されたものであることがよみとれる。石材には

ガラス質黒色安山岩力漸1用 されている。

-4-
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19は剥片である。石器が入っていた袋に「富士見MJ
の記載が見られることから、第 1号墳に設定されたMト

レンチから出土したものと考えられる。

背面には自然面が半分ほど残されており、主要黒1離面

の方向と一致する剥離面と直交する剥離面が観察される

ことから、 90° 打面を転位させてゆく過程で生 じたも

のであることがよみとれる。石材にはガラス質黒色安山

岩力汗J用 されている。

20は第 1号墳に設定されたCト レンチから出土した系1

片である。背面は主要剥離面の方向と一致する剥離面か

ら構成されており、このような形態の剥片を連続的に景J

離していたことがよみとれる。石材にはガラス質黒色安

山岩力漸」用されている。

21は第 1号墳に設定されたFト レンチから出土した石

核である。図上で裏面とした側にポジテイヴバルヴが残

されていることから剥片を素材としていることがよみと

れる。剥片剥離の痕跡は表面では左狽I縁の一部と右側面

にのみ認められる。石材にはガラス質黒色安山岩カテJ用

されている。

22は第 1号墳に設定されたGト レンチから出土した剥

片である。背面には主要剥離面の方向と一致するポジティ

ヴな剥離面が認められることから、剥片素材の石核から

剥離されたものであることがよみとれる。打面は単剥離

面打面である。石材には10の 台形様石器と同様、責掲色

の気泡・爽雑物が多く含まれる透明度の低い漆黒の黒曜

石力汗1用 されており、高原山産と推定される。

23は第 1号墳に設定されたFト レンチから出土した折

断剥片である。背面には自然面が大きく残されており、

主要剥離面の方向と一致する方向と対向する方向の剥離

面が上下に観察される。右側面に観察される折断面は主

要剥離面の打点部から始まっており、偶発剥離(縦折れ )

である可能性が高い。打面は単剥離面打面である。石材

には24と 同一母岩と考えられるメノウカ耳1用 されている。

24は第 1号墳に設定されたFト レンチから出土した石

核である。図上で裏面とした狽1に ポジティヴバルヴが観

察されることから、剥片を素材としていることがよみと

れる。剥片を剥離した痕跡は表裏両面ともに左狽I縁の一

部と右側縁の一部にのみ認められる。石材には23と 同一

母岩と考えられるメノウが利用されている。

25は石核である。図上で表面とした側には最終剥離面

と自然面が残されており、切 り合い関係から90° 打面転

位を繰 り返していく過程で残された石核であることがよ

みとれる。石材には透明度の高い黒曜石が利用されてい

る。

以上の資料は全て墳丘の盛土中や周塚内から出土した

ものであり、調査時には既に原位置が失われていたもの

であるが、Fト レンチから出土している資料は同一母岩

と考えられるガラス質黒色安山岩(15～ 18)、 メノウ(23

～24)か ら構成されてお り、この付近のローム層中に石

器集中地点が存在している可能性が極めて高い。

柏崎窯跡群(072)26は国士舘大学考古学研究室が実

施した奈良時代の瓦窯の トレンチ調査で出土 した尖頭器

である。二次調整は表裏両面に施されているが、表面の

二次調整の頻度に比 して、裏面倶1に は主要剥離面を大 き

く残 している。先端には基部側に向かう方向の剥離面が

認められ、「衝撃剥離」 (御堂島 1991)で ある可能性が

高い。新規破損により器体の一部が失われているが、木

葉形尖頭器であったと推定される。石材にはガラス質黒

色安山岩が利用されている。

27は筑波大学考古学研究室が実施した古墳時代須恵器

窯の調査期間中に採集された剥片である。背面は主要剥

離面の方向と一致しており、打面・左右の両側縁に丸み

を帯びた自然面が認められることから、円礫を輪切 りに

して、横長最1片 を連続的に剥離していく過程で生 じたも

のであることがよみとれる。微細な剥離痕が末端部側の

背面縁辺部に認められ、剥片剥離の際に生 じた偶発剥離

の可能性がある。石材には石英力漸1用 されている。

香取・山下遺跡(098)28は 分布調査で採集された掻

器である。背面には自然面が全く残されておらず、 3枚

の大きな剥離面が観察されるのみである。その切 り合い

関係から時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆく過

程で生じた剥片を利用していることがよみとれる。左側

縁を新規破損により失つており、打面は切子打面である。

二次調整は下端に4枚の微細な剥離痕が連続 して認めら

れる。石材には珪質頁岩が不1用 されている。

荻平遺跡(108)29は 分布調査で採集された石核であ

る。図上で表面とした側に最終剥離面が認められ、剥離

面の構成と切 り合い関係から90° 打面転位を行つていく

過程で生 じた石核であることがよみとれる。下端には折

断面が認められ、ポジティヴバルヴである。石材にはガ

ラス質黒色安山岩力漸」用されている。

西ノ入 2遺跡(120)301よ 分布調査で採集された尖頭

器調整剥片である。新規破損によリー部を失っているが、

背面には求′と、状の剥離面が多数認められ、特に打面縁辺

部のものは階段状を呈 している。切 り合い関係に規則性

は認められない。側面形状は「し」字状を呈 し、横断面

形が凸レンズ状の器体から剥離されたものであることが

よみとれる。打面は調整打面であるが、明らかに調整途

中の尖頭器の器体の一部が取り込まれてお り、尖頭器に

施された二次調整が両面に及んでいたことがよみとれる。

石材には珪質頁岩力漸J用 されている。

寺前 1遺跡(157)311よ 1976年 から1984年の期間に大

正大学考古学研究会が実施した分布調査で採集された尖

頭器である。先端部から器体の中央部までを失つている

ため、平面形については不詳であるが、表裏両面の器体

中央まで二次調整力渤日えられており、両面調整の尖頭器

であつたと推定される。石材には黒曜石力汗可用されてい

る。

下江野貝塚(163)321よ 分布調査で採集された石核で

ある。剥離痕は左右の両側縁、上端側に施されてお り、
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切 り合い関係から90° 打面転位が頻繁に行われていたこ

とがよみとれる。表裏両面の下端には自然面が大きく残

されており、礫器状を呈している。

図上で下端とした側には敲打痕が広範囲にわたって認

められることから、台石の上に置かれたか、あるいは打

画を転位した可能性が考えられる。石材には透明度の低

い乳白色のメノウカ漸」用されている。

池端遺跡(168)331よ 分布調査で採集された両極剥片

である。上下両方向から対向して切 り合う剥離面が表裏

両面に認められ、腹面側にポジテイヴバルヴが認められ

る。左右両側縁にも対向する剥離痕が認められることか

ら、90° 打面転位を行つていることがよみとれる。石材

には頁岩が利用されている。

岩坪平貝塚(173)341よ 分布調査で採集された石鏃で

ある。二次調整は全面に施されており、図上で右側縁 と

した側の脚部と先端部を失っているが、先端から脚端に

向かって胴部で緩 く内湾し、脚端に向かって左右に広が

る形態を呈 していたと考えられる。先端部には裏面側か

ら表面側に向かう剥離痕が認められ、「衝撃剥離」(御堂

島 1991)の 可能性がある。さらに、右側縁には脚部側

から先端部側に向かう樋状の剥離面が認められ、狩猟対

象獣に突き刺さった際あるいは矢を抜き取る際に折損 し

た可能性が考えられる。石材にはガラス質黒色安山岩が

利用されている。

内原遺跡(204)35は 分布調査で採集された両極剥片

である。背面の一部には自然面を僅かに残しており、上

下両端に対向する方向の剥離痕が連続して認められる。

腹面狽1に は二箇所の打点部が認められ、 2回以上の加撃

が施されたことがよみとれる。下端には背面と同様、主

要剥離面を切る剥離痕が連続的に認められる。石材には

メノウの集合岩力漸」用されている。

六牧遺跡(205)361よ 分布調査で採集された縦長剥片

である。背面には自然面を大きく残しており、左側縁側

に大きな剥離面が 2枚、上端と右側縁側に小さい剥離面

が2枚認められる。切 り合い関係から反時計回りの方向

に90° 打面を転位させてゆく過程で生 じた剥片であるこ

とがよみとれる。打面は切子打面である。石核の調整剥

片であろうか。石材にはガラス質黒色安山岩が利用され

ている。

鎌地蔵遺跡(206)37は 分布調査で採集された削器で

ある。背面には大きなポジティヴバルヴの剥離面が認め

られることから、剥片素材の石核から剥離されたと推定

される。

背面の剥離面の方向は主要剥離面と同一方向を向く剥

離面、それに直交する方向の剥離面、対向する方向の剥

離面が観察され、切 り合い関係から反時計回りの方向に

90° 打面を転位させてゆく過程で生 じたものであること

がよみとれる。

打面は複数の剥離面が切 り合う切子打面である。二次

加工は左慣!縁側に連続的に認められ、いずれも腹面狽Iか

ら背面側に向かって施されている。石材にはガラス質黒

色安山岩力覇」用されている。

コシキ塚(230)38は 分布調査で採集された剥片であ

る。背面には自然面が僅かに残されてお り、 5枚の大き

な剥離面が観察される。いずれも打点が認められない。

切 り合い関係から時計回りの方向に90° 打面を転位させ

てゆく過程で生 じた剥片であることがよみとれる。打面

は単剥離面打面である。石核の調整剥片であろうか。石

材には珪質頁岩が利用されている。

正直遺跡(240)391ま 1976年から1984年 の期間に大正

大学考古学研究会が実施した分布調査で採集された掻器

である。主要剥離面及び細かな二次調整痕には剥離方向

が記入されているが、背面の大きな剥離面については省

略されている。しかしながら、微細なフィッシャーは記

入されており、想定される剥離面の新旧関係から反時計

回りの方向に90° 打面を転位させてゆく剥離過程で生 じ

た剥片を素材としていたと推察される。二次調整は上端

～左側縁上半部、下端にのみ施されてお り、打面は単剥

離面打面である。石材にはメノウカ漸」用されている。

為都南遺跡(274)40～ 44は 1989年 から1990年 にかけ

て出島ゴルフ倶楽部クラブハウス建設に伴い実施された

発掘調査で出土した先土器時代の石器である(赤坂・川

口・千葉 1991)。 いずれも原位置を保つた状態では検

出されていない。

40はナイフ形石器である。背面は主要剥離面の方向と

一致する剥離面とそれに直交して切 り合う数枚の承1離面

と僅かの自然面から構成され、剥離面の新旧関係から反

時計回りの方向に90° 打面を転位させてゆく剥離過程で

生 じた剥片を素材としていたことがよみとれる。

二次調整は図上で左側縁とした側と右倶」縁の一部に観

察される。上端には背面から腹面に向かう方向の折断面

が観察され、周縁に施されている二次調整を切っており、

整形が終了した後に折れたものであると推察される。石

材には珪質頁岩が利用されている。

41～ 42は縦長剥片である。41は背面に主要剥離面と同

一方向に向かう剥離面が連続して観察され、縦長の剥片

を連続的に剥離してゆく過程で生じた剥片であることが

よみとれる。上端には背面から腹面に向かう方向の折断

面が観察され、その末端は蝶番状の形状を呈 している。

図上で右狽I縁 とした狽1に も背面から腹面に向かう方向の

折断面が観察される。周縁の一部には微細な剥離痕が連

続 して観察される。

42は背面に主要剥離面と同一方向に向かう剥離面が連

続して観察され、縦長剥片を連続的に剥離 してゆく過程

で生 じた剥片であることがよみとれる。打面は複数の剥

離面から構成される切子打面であり、周縁の一部には微

細な剥離痕が連続 して観察される。 2点 とも石材には硬

質頁岩が利用されている。

43,44は剥片である。43は背面に主要剥離面の方向と

一致する剥離面とそれに直交して切 り合う数枚の剥離面

―-9-―
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と僅かの自然面が残されており、剥離面の新旧関係から

90° 打面を転位させてゆく過程で生じた剥片であること

がよみとれる。下端には石核の端部と考えられる剥離面

が観察され、石核の調整過程で生じたものと思われる。

石材にはチャー トが利用されている。

44は背面に主要剥離面の方向と一致する剥離面とそれ

に直交して切 り合う数枚の剥離面と僅かの自然面が残さ

れており、剥離面の新旧関係から時計回りの方向に90°

打面を転位させてゆく過程で生 じた剥片であることがよ

みとれる。打面は自然面打面である。石材にはガラス質

黒色安山岩力汗J用 されている。

坂大平遺跡(281)45・ 46は 1976年 から1984年の期間

に大正大学考古学研究会が実施した分布調査で採集され

た尖頭器である(大正大学考古学研究会 1976、 1985)。

45は片面しか実測図が掲載されておらず、裏面や素材

に関する情報は不明である。しかしながら、その薄さを

考慮すれば、剥片を素材としていた可能性が高いと思わ

れる。図イとされている面の二次調整は周縁のみに施され

ている。石材は安山岩とされているが、石英の斑晶が抜

け落ちたと思われる痕跡が図化されていることから、ガ

ラス質黒色安山岩力汗!用 されていると思われる。

46は表裏両面とも器体中央まで二次調整が施されてお

り、素材の特定は困難だが、その薄さを考慮すれば、剥

片を素材としていた可能性が高いと思われる。

表裏とも器体中央部の凸状になっている部分に線状痕

が認められ、研磨を受けたことがよみとれる。石材には

チャー トカテむ用されている。

47は分布調査で採集された削器である。新規破損によ

り打面狽1と 末端部似1を 失つているが、背面には自然面が

全く残されておらず、3枚の大きな剥離面が観察される。

いずれも打点が認められない。主要剥離面の方向と背面

の剥離面の方向から縦長剥片を連続的に剥離してゆく過

程で生 じた剥片を素材に利用していることがよみとれる。

二次調整は左右両側縁に認められ、いずれも腹面側から

背面側に向かって施されている。石材には暗緑色の硬質

買岩力湧」用されている。

坂遺跡(320)48は分布調査で採集された石核である。

図上で裏面とした側にポジテイヴバルヴが認められるこ

とから剥片を素材としていることがよみとれる。表面お

よび左狽」面には自然面を大きく残 しており、上面には表

面狽Jか ら裏面側に向かう折断面が認められる。剥片剥離

は、右側面および下端側に限定されており、殆どが裏面

恨1か ら表面側に向かって行われている。石材には透明度

の高いメノウカ漸」用されている。

人坂神社北遺跡(336)491ま分布調査で採集された剥

片である。背面には自然面を大きく残しており、左側縁

側に大きな剥離面が 1枚、認められる。打面は線状打面

である。石核の調整剥片であろうか。石材にはガラス質

黒色安山岩力汗J用 されている。

八千代台 1遺跡(358)50～ 65は 1996年 に霞ケ浦町総

合コミュニテイーセンターあじさい館の建設に伴い実施

された発掘調査で出土した先土器時代、縄文時代車創期

の石器である。

51と 52、 69は拙稿 (ナ |1口  2000a)で 報告 したが、その

後の資料調査で、さらに13点の石器が存在することが確

認された。

50はナイフ形石器である。背面には主要剥離面の方向

と一致する方向、対向する方向の剥離面から構成され、

切 り合い関係から反時計回りの方向に90° 打面転位して

ゆく過程で生 じた横長乗1片 を素材としていることがよみ

とれる。二次調整は左恨‖縁の全体と右側縁の半分に認め

られ、全て腹面狽Iか ら背面狽1に向かって施されている。

右恨1縁の先端および基部には素材剥片の一部が残されて

おり、基部が丸く、先端が尖る水1商状の形態を呈してい

る。石材には硬質頁岩が利用されている。

51は SD-5か ら出土 した尖頭器である。図上で裏面

とした側にはポジテイヴバルヴが観察されることから剥

片を素材としていたことがよみとれる。背面左狽I縁には

折断面が観察され、それを切る形で二次調整が複面狽1に

施されている。二次調整は背面狽1が全面に施されている

のに対し、腹面側は周縁のみに施されている。表面の中

央にはクレーター状の剥落が認められることから被熱 し

ていることが窺える。石材には青灰色で艶のある硬質頁

岩が利用されている。

52は南地区の包含層から出土した剥片である。背面に

は主要剥離面の方向と一致するものと直交するものから

構成されることから、90° 打面を転位させてゆく過程で

生 じた剥片であることがよみとれる。打面は切子打面で

あり、石材には青灰色の硬質頁岩力漸J用 されている。

53は SD-5覆土中から出土 した折断剥片である。背

面は主要剥離面の方向と一致しており、打面 。右狽!縁に

丸みを帯びた自然面が認められることから、円礫を輪切

りにして、横長剥片を連続的に剥離 していく過程で生 じ

たものであることがよみとれる。左側面に認められる折

断面のリングが主要剥離面の打点部から始まっているこ

とから、剥片剥離時の偶発剥離(縦折れ)と 考えられる。

石材にはガラス質黒色安山岩力覇」用されている。

54は第 2調査区のQ15覆土中から出土 した折断剥片

である。背面には自然面を大きく残 しており、主要剥離

面の方向と一致する2枚の大きな剥離面が認められるこ

とから打面を固定し、こうした剥片を連続的に剥離して

いく過程で生 じたものであることがよみとれる。打面は

単剥離面打面であり、石材にはトロトロ石カチJ用 されて

いる。

55は SD-5覆土中から出土 した剥片である。背面に

は主要剥離面の方向と一致する方向、対向する方向、直

交する方向の剥離面が認められることから、90° 打面転

位石核から剥離されたものであることがよみとれる。打

面は単剥離面打面で、末端部は背面側に及ぶヒンジーフ

ラクチユアとなっている。石材には暗灰色の頁岩が利用

-11-
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されている。

56は剥片である。背面にはポジテイヴバルヴが観察さ

れることから、剥片素材の石核から剥離されたものであ

ることがよみとれる。背面および腹面の一部に微細な剥

離痕が認められるが、生成過程については定かではない。

打面は切子打面で、石材には珪質岩が利用されている。

57は SD-5覆土中から出土した石核である。「下総型

石刃再生技法」(新田 1995)に よるものであり、図上で

表面とした側には素材石刃の背面が残されている。図上

で右側面とした面は素材石刃の主要剥離面である(第 7

図の57bを参照 )。 表面および裏面には刃部再生に伴う

剥離面が施されており、削片(小石刃)が連続的に剥離さ

れた痕跡が認められる(第 7図の57bを 参照 )。 石材には

チョコレー ト色で艶のある硬質頁岩カテJ用 されている。

58は T4か ら出土 した折断承1片である。打面側と末端

部側の両方を折断により失っているが、本来は縦長の形

状を呈 していたと考えられる。背面には主要剥離面の方

向と直交する 2枚の剥離面が認められ、それぞれ器体中

央の稜線から側縁の方向に向かっていることから、鶏冠

状稜付き石刃であった可能性が考えられる。左右の両側

縁には微細な剥離痕が連続して認められるものの、その

産状については定かではない。打面側の折断面のリング

が腹面狽!か ら背面狽1に向かっているのに対 し、末端部側

の折断面のリングは背面側から腹面側に向かっている点

で異なる。石材には青灰色で艶のある硬質頁岩が利用さ

れている。

59は SD-5覆土中から出土 した折断承1片である。背

面は主要剥離面と一致する方向と対向する方向の剥離面

から構成され、右狽I面 には折断面が認められる。折断面

のリングは打点部から開始していることから、剥片剥離

時の偶発剥離(縦折れ)と 考えられる。打面は単剥離面打

面である。石材にはメノウが利用されている。

60は SD-5覆土中から出土 した両極剥片である。背

面には自然面を大きく残しており、腹面側の上下両端に

は相互に対向し、主要剥離面を切る階段状の剥離痕が認

められる。下面および左右の両狽I面にも自然面を切る剥

離面が認められ、両極剥離時に生 じた削片の剥離した痕

跡と考えられる。石材には珪質頁岩が利用されている。

61は SD-5覆土中から出土 した両極石核である。表

面は対向して切 り合うネガテイヴな剥離面から構成され、

中央部に節理面を介在している。裏面には自然面が大 き

く残されており、角が丸まっていることから亜角礫を素

材にしていることがよみとれる。右狽‖面には自然面を切

る剥離面が認められ、両極剥離時に生 じた削片の剥離 し

た痕跡と考えられる。石材には緑灰色の流紋岩が利用さ

れている。

62は SD-5覆土中から出土 した石核である。剥離面

構成から上下両端に打面を固定し、表面、裏面、左右の

両側面から縦長剥片や石刃を剥離していく消費過程がよ

みとれる。右狽I面 には節理(自然)面を残 しており、表面

から裏面にかけて節理が介在 していることが狽I面観から

よみとれる左狽I面の一部には、縦長剥片・石刃剥離の痕

跡を直交する形で切る剥離面がみられ、石核調整の一部

と考えられる。上下両端の打面には打面調整や打面再生

の痕跡が認められる。石材には「下総型石刃再生技法」

関連資料である57と 同様のチョコレート色で艶のある硬

質頁岩が利用されてお り、「下総型石刃再生技法」の素

材石刃を剥離したものであろうか。

63は H-2か ら出土 した石核である。図上で裏面とし

た狽1に は打面や打点、ポジテイヴバルヴが観察されるこ

とから剥片を素材としていることがよみとれる。剥片を

剥離した痕跡は表面では左側縁の一部に、裏面では右恨]

縁の一部にのみ認められる。表面の中央にはクレーター

状の剥落が認められることから被熱していることが窺え

る。石材には暗緑色の硬質頁岩が利用されている。

64は SD-5覆土中から出土 した石核である。剥離面

が表面、左側面、裏面、下面にみられ、右狽J面 には自然

面が大きく残されている。切 り合い関係からは明瞭な規

則性は見いだせないが、頻繁に打面を転位させながら、

求心状に剥片を剥離する方式がよみとれる。石材には薄

い橙色のメノウカテ」用されている。

65は第 2ト レンチ内の溺れ谷から出土した石鏃である。

二次調整は全面に施されており、右側の脚部を折断によ

り失つているが、先端から脚端に向かって胴部で緩 く内

湾し、脚端に向かって左右に広がる形態を呈 している。

石材にはガラス質黒色安山岩が利用されている。

以上の資料は後世の遺構内覆土や遺構外から出土した

ものであり、調査時には既に原位置が失われていたもの

であるが、SD-5か ら比較的多 く出土 していることか

ら、この付近のローム層中に石器集中地点が存在してい

る可能性が極めて高い。

幕戸3遺跡(370)66は分布調査で採集された両極剥片

である。背面には自然面が大きく残されており、上端か

ら下端に向かう 1枚の剥離面と右恨J面 に4枚の小さな階

段状の剥離面が観察されるのみである。上端および左右

両側縁には新規破損面が認められる。腹面側には上下に

対向して切 り合う剥離面が認められる。石材にはガラス

質黒色安山岩が利用されている。

白井沢下郷遺跡(372)67は分布調査で採集された剥

片である。背面に主要剥離面の方向と一致する剥離面と

それに直交して切 り合う数枚の剥離面と自然面が残され

ており、剥離面の新旧関係から反時計周 りの方向に90°

打面を転位させてゆく過程で生 じた剥片であることがよ

みとれる。

打面は線状を呈 し、石材には碧玉が利用されている。

清水遺跡(390)68～ 77は 出島村教育委員会の依頼を

受け、伊東重敏氏が実施 した確認調査で出土した先土器

時代の石器である(ナ H日  2000a)。

68はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の剥離面が観察されることから、連続的に剥離され
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た縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二次調

整は基部付近に観察され、右狽I縁のものは一部腹面側に

も及んでいる。側縁や先端にも微細な剥離痕が観察され

る。石材には青灰色の硬質買岩力汗J用 されている。

69はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の剥離面が観察されることから、連続的に剥離され

た縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二次調

整は右側縁の基部付近にのみ観察され、全て背面側に向

かつて施されている。先端は折断により失われており、

折断面には背面佃↓から腹面狽1に 向かうリングが観察され

る。石材には自色のオパールが利用されている。

70はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の剥離面とそれに対向する方向の剥離面、自然面が

観察されることから、両設打面の石核から連続的に剥離

された縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二

次調整は右側縁に限定されており、全て背面側に向かっ

て施されている。先端は折断により失われており、折断

面には腹面側から背面側に向かうリングが観察される。

石材には青灰色の硬質頁岩力渉1用 されている。

71はナイフ形石器である。背面は多方向に向かう剥離

面から構成されており、90° 打面転位石核から剥離され

た剥片を素材としていることがよみとれる。二次調整は

左狽1縁の一部にのみ観察され、全て背面側に向かって施

されている。他のナイフ形石器とは異なり、基部側に二

次調整は見られない。石材には橙色のメノウカ汗」用され

ている。

72はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の一枚の剥離面と自然面が観察されることから、連

続的に剥離された縦長剥片を素材としていることがよみ

とれる。二次調整は基部から左恨1縁、先端部に観察され、

一部は腹面側にも施されている。腹面側の先端部に観察

される基部方向に向かう細長い剥離面は、「衝撃剥離」

(御堂島 1991)の 可能性がある。石材には青緑色の トロ

トロ石カテ1用 されている。

73はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の剥離面が観察されることから、連続的に剥離され

た縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二次調

整は基部付近に観察され、全て背面側に向かって施され

ている。先端は折断により失われてお り、折断面には背

面狽1か ら主要剥離面側に向かうリングが観察される。石

材には珪質頁岩が利用されている。

74はナイフ形石器である。背面には主要剥離面と同一

方向の剥離面が観察されることから、連続的に剥離され

た縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二次調

整は左側縁の一部と先端にのみ観察され、全て背面狽1に

向かって施されている。石材には部分的に半透明を呈し、

縞の混 じる橙色の碧玉力漸1用 されている。

75は折断剥片である。背面は主要剥離面の同一方向と

それに直交する方向の剥離面から構成され、90° 打面転

位石核から剥離されたものであることがよみとれる。右

狽I縁の一部には自然面が観察され、打面およびバルヴは

折断により失われている。末端部は新規破損により失わ

れている。石材には青灰色の珪質頁岩力漸」用されている。

76は石核である。一枚の大きな剥離面を打面とし、そ

こから下方向に連続的に縦長剥片を剥離していく消費形

態であったことが剥離面の切り合い関係からよみとれる。

現存長は短くなっているが、作業面末端の大きな剥離面

が裏面の自然面を大きく切っていることから、内反剥離

(オ ー トラパッセ)に より石核端部付き石刃力減」離された

と考えられる。石材には暗灰色を呈する黒色頁岩カテJ用

されている。

77は石核である。表面は数枚のネガティヴな剥離面か

ら構成されているが、中央に一枚だけポジテイヴな剥離

面が観察される。裏面にも数枚のネガティヴな剥離面が

観察されるが、主要剥離面が残されていることから大形

剥片から剥離された剥片を素材とした石核であることが

よみとれる。切 り合い関係からは明瞭な規則性は見いだ

せないが、頻繁に打面を転位させながら、求心状に剥片

を剥離する方式がよみとれる。石材には暗灰色のホルン

フェルスが利用されている。

細内遺跡(399)78は 分布調査で採集された剥片であ

る。背面には自然面がまったく残されておらず、数枚の

剥離面とそれを中央の稜線上から切る連続する小さな剥

離面が観察されるのみである。大きな剥離面いずれも打

点が認められない。上端および左右両狽1縁には新規破損

面が認められ、打面も失われている。石核の端部を調整

した際に生 じた剥片であろう。石材にはガラス質黒色安

山岩が利用されている。

小山遺跡(403)79は分布調査で採集された承1片であ

る。背面には自然面がまったく残されておらず、 7枚の

大きな剥離面が観察されるのみである。 1枚を除き、い

ずれも打点が認められない。その切 り合い関係から時計

回りの方向に90° 打面を転位させてゆく過程で生 じた剥

片であることがよみとれる。

腹面狽1の左側縁には自然面が残されており、下端およ

び右恨1縁には新規破損面が認められる。

打面はハジケにより失われている。石核の端部を調整

した際に生 じた剥片であろう。石材にはガラス質黒色安

山岩が利用されている。

松原遺跡(420)80は 分布調査で採集された剥片であ

る。背面には自然面が大きく残されており、僅かに 3枚

の剥離面が観察されるのみである。

いずれも打点が認められない。右側縁には新規破損面

も認められるが、切 り合い関係から時計回 りの方向に

90° 打面を転位させてゆく過程で生じた剥片であること

がよみとれる。

打面は単剥離面打面である。石核の調整剥片であろう。

石材にはガラス質黒色安山岩が利用されている。

浅間台遺跡(440)81は分布調査で採集された剥片で

ある。背面には自然面が大きく残されており、下端には

-17-
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腹面側から背面側に向かう方向の折断面が観察される。

打面は単剥離面打面である。石核の調整剥片であろう。

石材にはガラス質黒色安山岩カテJ用 されている。

柳沢 1遺跡(451)82～ 85は 1990年 に霞友ゴルフクラ

ブ造成に伴い実施された発掘調査で出上 した先土器時代

の石器である。

82は切出形石器である。背面の剥離面構成および主要

剥離面の方向から90° 打面を転位させてゆく過程で生 じ

た縦長の剥片を素材としていることがよみとれる。左右

両偵I縁 には腹面側から背面狽1に向かって、二次調整が施

されており、先端に素材剥片の縁辺を残すことによって

切出状の形態を作 り出している。石材には珪質岩が利用

されている。

83～84は石核である。いずれも剥離面構成から90° 打

面転位を繰 り返 した結果、形成されたものであることが

よみとれる。石材にはメノウが利用されている。

85は報告書に未掲載の石核である。下面および左側面

には自然面が大きく残されており、丸みを帯びている。

上面にはポジテイヴバルヴが認められることから、円礫

を分割した際に生 じた大形の剥片を素材としていること

がよみとれる。剥離面構成から一枚の大きな剥離面を打

面とし、そこから下方向に連続的に縦長剥片を剥離して

いく消費形態であったことが読みとれる。石材には乳褐

色の珪質頁岩力窮J用 されている。

八双田南遺跡(453)86は 1989年 に霞友ゴルフクラブ

造成に伴い実施された確認調査で出土した尖頭器である。

背面には主要剥離面とほぼ同一方向を向く一次剥離面が

4枚観察されることから、連続的に剥離 していく過程で

生 じた縦長剥片を素材としていることがよみとれる。二

次調整は、いずれも腹面狽1か ら背面狽1に 向かって施され

ており、右側縁が基部から先端部にかけて全体的に施さ

れているのに対 し、左側縁は先端部から器体中央に限定

されている。石材には硬質頁岩が利用されている。

並木遺跡(458)871よ 分布調査で採集された石鏃であ

る。先端の一部を新規破損により失っているが、図上で

裏面とした側には主要剥離面と思われるポジテイヴバル

ヴが残されており、剥片を素材としていることがよみと

れる。二次調整は表裏両面の全体に加えられており、左

右の両側縁が先端に向かって真っ直ぐに延び、基部が浅

く窪む形態を作 り出している。正面形態は凹基無茎鏃に

分類される。石材にはトロトロ石カテJ用 されている。

戸崎中山遺跡(464)88は分布調査で採集された両極

石核である。新規破損が周縁全体に認められるが、図上

で表面とした側には自然面が大きく残されており、下端

から上端に向かう1枚の剥離面と左右両側面に 3枚の対

向しあう剥離面が観察される。裏面側には上下左右に対

向して切 り合う剥離面が認められる。石材にはガラス質

黒色安山岩が利用されている。

なお、2001年 ～2002年 にかけて財団法人茨城県教育財

団が実施 した発掘調査においても黒曜石製の削器とガラ

ス質黒色安山岩製のナイフ形石器が出土している1)。

稲荷台遺跡(483)891ま 分布調査で採集された有舌尖

頭器である。器体の半分以上を折断により失っている、

舌部の破片である。二次調整は全面に施されており、素

材の推定を困難にしている。右側面には樋状の剥離面が

認められ、上側の折断面の生成と係わつている可能性が

ある。石材には黒曜石が利用されている。

松本遺跡(502)90～ 91は 分布調査で採集された掻器

と削器である。90は側面および打面に自然面を大きく残

しており、背面の剥離面と主要剥離面の方向が一致する

ことから、円礫を輪切 りにしていく過程で生 じた縦長剥

片を素材としていることがよみとれる。新規破損面が左

右の両側縁に認められるが、下端に二次調整が施されて

おり、刃部を作 り出している。二次調整はいずれも腹面

側から背面側に向かって施されている。石材にはガラス

質黒色安山岩力漸J用 されている。

91は背腹両面や側縁に被熱によるクレーター状剥落や

折断面が認められ(白 ヌキ部 )、 大部分を失つているが、

背面には 3枚の大きな剥離面が認められる。切 り合い関

係から時計周 りの方向に90° 打面を転位 していく過程で

生 じた剥片を素材としていることがよみとれる。二次加

工は左右の両側縁に認められ、いずれも腹面側から背面

側に向かって施されている。石材には硬質頁岩が不1用 さ

れている。

七曲り遺跡(508)921よ 分布調査で採集された剥片で

ある。背面には自然面が大きく残されており、僅かに 3

枚の剥離面が観察されるのみである。いずれも打点が認

められない。左右両狽1縁および下端には新規破損面が認

められる。打面は礫面打面である。石核の調整剥片であ

ろう。石材にはガラス質黒色安山岩が不1用 されている。

採集地不詳 93は下大津小学校に保管されていた尖頭

器である。先端に認められる折断面、左右の側縁および

基部に認められる新規破損により形状の一部を失ってい

るが、正面形態は木葉形を呈する。二次調整は表裏両面

に施されているが、主として表面側の剥離面の方力淋日か

く、剥離面数も多い。さらに横断面形を見ると表面側の

方が凸状に膨らんでいるのに対 し、裏面狽↓は中央稜線を

介して狭れている形状を示 している。従って、本資料は

剥片を素材とし、素材剥片の背面狽Iよ りも腹面狽1に主と

して二次調整を施したと考えられる。石材にはガラス質

黒色安山岩が不1用 されている。

以上、先土器時代～縄文時代草創期に帰属する93点 の

石器の技術的・形態的特徴について詳説してきたが、そ

の編年的位置付けや利用石材の産地・石材利用の変遷に

ついて以下で検討する。
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3.出島半島における先土器時代～縄文時代草

創期石器群の変遷

常総地域の先土器時代～縄文時代草創期石器群の変遷

についてはいくつかの編年案が提示されてきている。そ

の中でも下総台地の先土器時代～縄文時代草創期の石器

群の変遷観に基づいて整理 した橋本勝雄氏による編年

(橋本 1995、 2002)は、近年多くの論考や調査報告にお

いて引用されており、個々の石器群の位置づけについて

は、見解の相違が若干あるものの、筆者もこの変遷観を

念頭に置いて、当該地域の石器群の変遷を理解 したいと

考えている2)。

筆者はこれまで、常総地域の先土器時代～縄文時代草

創期に相当する時期の遺跡を残 した集団の居住構造を解

明するための基礎的作業として、石器群の集成的検討や

採集資料の紹介、未発表資料の報告、既報告資料の再検

討などを行ってきた(岩崎・関根・織笠・土井 。日高・

吉澤・宮原・川回 1999、 川回 1998、 1999、 2000a、

2000b、 2001a、  2001b、  2001c、  2002a、  2002b、

2002c、 2002d、 2002e、 2002f、 2004、 川口 。長沼

・伊藤 2002、 小玉 ,本田 。川口 2001、 西井・芹浮・

萩谷 。川口 2000)。 ここではそれらを下敷きとし、橋

本編年の枠に沿つて時期別の石器群の変遷(第 1表 )と 石

材産地・石材利用の変遷を整理する。

I期 この時期に対応する石器群は、霞ケ浦町域にお

いては確認されておらず、出島半島においても土浦市寺

畑遺跡以外に知られていない(窪田 2001a、 2002)。 時

期的には武蔵野台地でいうところのX層段階に並行する

と考えられる。

寺畑遺跡は現在、整理途上にあるが、石材は武子川・

姿川産と推定されるガラス質黒色安山岩を主体とし、流

紋岩や珪質頁岩も利用されているようである(窪田 前掲 )。

本遺跡からは炉跡も検出されているようであり、当該期

の火処を示す資料として注目される。

なお、同時期の石器群と考えられる水戸市十万原遺跡

出土石器群においては、那珂川産と推定されるチャー ト

と茂木町域に原産地を持つ碧玉が多用されている(ナ |1口

2002b)。

Ⅱa期 この時期に対応する石器群は、その内容から

古段階、中段階、新段階に細分されている(橋本 1995、

2002)。 時期的には武蔵野台地でいうところのⅨ層段階、

Ⅶ層段階、Ⅵ層段階に並行する。霞ケ浦町域では、富士

見塚古墳群 (ナ II口  2000a)、 八千代台 1遺跡、為都南遺

跡(赤坂・川日・千葉 1991)か ら出土している石器群が

この時期に該当する。出島半島においては、土浦市の下

郷古墳群(平石 2000)、 前谷東遺跡(関 口・福田・吉澤・

窪田 1998)、 壱杯清水西遺跡(黒澤・関口・駒1畢  1997)、

養老田遺跡(小サ|卜 大測 。石川 1996)が該当する。

富士見塚古墳群、人千代台 1遺跡、為都南遺跡から出

土している石器にはガラス質黒色安山岩、石英、黒曜石、

硬質頁岩、珪質頁岩などカテ」用されており、富士見塚古

墳群から出土 しているガラス質黒色安山岩には、大洗産

とされるものの他に武子川・姿川産とされるものが含ま

れている。

ガラス質黒色安山岩の利用の通時的変化については窪

田恵一氏が F土浦の旧石器展』の解説パンフレットの中

で指摘 している。窪田氏はまず、土浦市内の石器群を編

年的に整理し、時期別にガラス質黒色安山岩の産地の肉

眼分類を試みた結果、土浦市域ではAT降灰以前の遺跡

では武子川・姿川産とされるものが多いのに対 し、AT
降灰以降の遺跡では大洗産とされるものが多いと述べて

いる。さらに、その背景には古鬼怒川の流路の変更が連

動している可能性があるという(窪田 2001a)。

そうした傾向をどの範囲まで普遍化できるかは、今後

の資料の蓄積を待たなければならない部分もあるが、富

士見塚古墳群のガラス質黒色安山岩にも確実に武子川・

姿川産と考えられるものが 5点含まれており、2点の尖

頭器などの時期的に後出すると思われる石器を除けば、

窪田氏の指摘する傾向と矛盾しない③

富士見塚古墳群から出土している石英製の台形様石器

については、Ⅲa期古段階に位置づけられている日立市

鹿野場遺跡との地域的・時期的なつながりが想起される。

鹿野場遺跡からは大量の石英製の石器が出土 している

(舘野・熊谷・堀井・横山 1979)。 報告書には未掲載だ

が、筆者自身が台形様石器と思われる資料も含まれてい

ることを確認している0)。

黒曜石には高原山産と信州系のものが見られ、高原山

産の黒曜石は、台形様石器と剥片に利用されていること

からⅡa期でも古段階に位置づけられる可能性が高い。

他方、信州系の黒曜石は、常総地域ではⅡa期の古段

階から利用が開始されており、人郷町半田原遺跡の台形

様石器(仙波 1997)な ど単独出土製品に利用されている

が、Ⅱa期の新段階に至って、製品のみならず剥片や石

核などの残岸にも多用されるようになる。

常総地域では、つ くば市東岡中原遺跡第2調査区の第

2～ 4号石器集中地点(成島 2000、 駒i畢 2002)が好資

料であろう。

硬質頁岩は、東北地方日本海側第三紀女川層を起源と

する石材であり、富士見塚古墳群の基部調整のナイフ形

石器に利用されているように、Ⅱa期の古段階から利用

が開始されており、Ⅱa期の中段階～新段階に位置づけ

られる八千代台 1遺跡の「下総型石刃再生技法」 (新田

1995)関連資料やナイフ形石器、為都南遺跡の縦長剥片

にも利用されている。

これまで「下総型石刃再生技法」関連資料は、下総台

地以外に分布の広が りは殆ど認められていなかったが、

八千代台 1遺跡の資料は、原産地と消費地の間に展開し

た人類活動の空白を埋める貴重な資料といえよう。

「下総型石刃再生技法」の典型例である千葉県芝山町

香山新田中横堀遺跡(空港No.7遺 跡 )や千葉県多古町一
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第 1表 出島における先土器時代～縄文時代草創期遺跡の変遷

暦年代 時代/時期 段階/グループ ―の瀬川水系 菱木川水系 恋瀬川水系 川尻川水系 境川水系

10万 ～12万
縄文時代草創期

押圧縄文 八千代台 1 岩坪平貝塚 (+) 並 木 (十 )

爪形文 (十 ) (+) (十 ) 尻替 (十 )

隆起線文 坂大平 柏崎窯跡群 (+)

下郷古墳群

稲荷台
壱杯清水西

東原

寺畑

前谷東
下大津小学校

(+)

Ⅲb期 (神子柴 。長者久保段階 ) (十 ) (十 ) (+) (十 ) (十 )

13万 ～14万 ma期
ホロカ型 (十 ) 十) (十 ) (十 ) (十 )

削片系 (十 ) 十) (十 ) 寺畑 (十

野岳・体場型 (十 ) 十 ) 富士見台 壱杯清水西 (十 )

15万 ～19万 Ec期

Cグループ 八千代台 1

寺前 1

西ノ入 2

富士見塚古墳群

=r本寸 八双田南 (+)

Bグループ (十 ) (十 ) (+) (十 ) (十 )

Aグループ (十 ) (十 ) 正月平
前谷西

入ノ上B (キ )

20万～24万 Ⅱb期
水

直

清

正
(十 ) (十 )

石橋北

前谷東
入ノ上B
柳沢 1

宝積※

25万～29万 Ⅱa期

新 八千代台 1 (十 ) (十 ) 下郷古墳群 (+)

中
八千代台 1

為都南
(十 ) (+)

前谷東

養老田

壱杯清水西

下郷古墳群

(十 )

古 (十 ) 富士見塚古墳群 (十 ) 下郷古墳群 (十 )

30万～32万 I期 (十 ) (十 ) (十 ) 寺畑 (+)

※は時期未確定
(十 )は存在する可能性があるものの、現在のところ未確認

鍬田甚兵衛山西遺跡(空港No 16遺 跡 )の石器群ではチ ョ

コレー ト色の硬質頁岩が多用されており(新田ほか 1993、

永塚ほか 2001)、 八千代台 1遺跡の資料もそうした特

徴と矛盾しない4)。
為都南遺跡の縦長剥片もチョコレー

ト色を呈 しており、当該期に位置づけられる可能性が高

しヽ。

Ⅱb期 霞ケ浦町域においてこの時期に対応する石器

群は、清水遺跡 (サ |1口  2000a)、 正直遺跡 (大正大学考

古学研究会 1976)、 柳沢 1遺 跡 (小ナ||・ 大測・石川

1996)が挙げられる。出島半島においてこの時期に対応

する石器群としては、石橋北遺跡(窪田 2001a)、 六十

塚遺跡(小ナ|卜 大測・鍛冶 1997)、 前谷東遺跡 (関 口・

福田・吉澤・窪田 1998)、 入ノ上B遺跡(窪田・黒田・

黒澤 1997)、 宝積遺跡 (4ヽ ナ||・ 大測 1991)が挙げられ

る。

清水遺跡から出土したナイフ形石器に基部調整のもの

がみられる点は、富士見塚古墳群のものと共通するが、

大きさは明らかに富士見塚古墳群のものと比べて小振 り

である。さらに、打面の幅も清水遺跡のものの方が広 く

大きい。このような幅広の打面を基部側に残置する小形

の基部調整のナイフ形石器は当該期に特徴的にみられる

ものであり、台形様石器が伴出していないこともその傍

証となるだろう。

基部調整のナイフ形石器の一部および折断承1片には栃

木県荒川産のものに類似する珪質頁岩 (ナ I十 日 2002c)が

利用されており、碧玉やオパール製のナイフ形石器も、

那珂川中流域に位置する茂木町周辺に原産地が推定され

る石器である。さらに、メノウや トロトロ石製のものは、

久慈川流域に原産地をもつ資料である。石核には那珂川

流域に原産地を持つホルンフェルスのほかに利根川の上

流域の赤谷層を起源とする黒色頁岩製のものがあり、北

関東北縁に位置する複数の石材原産地との結びつきをも

つ石器群と評価できる。

正直遺跡から採集された縦長剥片を素材としたメノウ

製の掻器については、当該時期の北関東に縦長剥片素材

の掻器が多いという指摘(小菅 。中島・軽部 1996)か ら

当該時期に位置づけた。

柳沢 1遺跡からは切出形石器が 1点出土しており、下

総台地で特徴的にみられる緑色の建質岩に酷似する石材

が利用されている。

石橋北遺跡は、整理途上にあるが、高原山産と推定さ

れる黒曜石製の切出形石器が 1点出土している。

六十塚遺跡からは石器集中地点は確認されていないも

のの、4個の礫から構成される小規模な礫群が検出され
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ており(小サI卜 大測・鍛冶 1997)、 礫群の検出例に乏し

い常総地域の中では注目される資料である。

前谷東遺跡からは、チャート製の剥片 5点、石核 1点

からなる小規模な石器集中地点がソフトローム層中より

検出されている。

入ノ上B遺跡からは、石器集中地点は確認されていな

いが、高原山産と推定される黒曜石製の剥片と石核が出

土している。

宝積遺跡からは、 5点の石器からなる石器集中地点が

ソフトローム層中より検出されており、珪質頁岩製の削

器、剥片、ガラス質黒色安山岩製の剥片、両極剥片が出

土している。

以上の概観から、前段階で信州系の黒曜石が卓越 して

いたものが、当該期になると高原山産の黒曜石の利用率

が高まり、活動領域に変動が生 じたことが予測される。

清水遺跡から出土 している基部調整のナイフ形石器にも

栃木県荒川産のものに類似する珪質頁岩が利用されてい

ることから、下野方面との結びつきが強くなる時期と評

価できる。また、柳沢 1遺跡の切出形石器のように、下

総台地で特徴的にみられる珪質岩に酷似する石材が利用

されている例もあり、常総地域を介した下野と下総の移

動経路も推定できる。

Ⅱc期  この時期に対応する石器群は、その内容から

Aグループ(石刃技法によるナイフ形石器を主体とする

石器群 )、 Bグループ(多様な形態のナイフ形石器と尖頭

器が伴う石器群 )、 Cグループ(尖頭器を主体とする石器

群 )|こ 3分されている(橋本 1995、 2002)。

Aグループ→ Bグループ→Cグループヘの時間的な推

移を示す層位的な出土事例は、常総地域ではこれまでの

ところ確認されていないが、Aグループはいわゆる「砂

川期」に対応する石器群で、男女倉型尖頭器や東内野型

尖頭器などの有樋尖頭器もこの時期に含まれる。

Bグループはいわゆる「月見野期」に対応する石器群

で、ナイフ形石器終末期に相当する資料である。

Cグループはナイフ形石器終末期以降～細石刃石器群

出現直前に対応する石器群で、多用な形態の尖頭器から

構成される。

霞ケ浦町域においてこの時期に対応する石器群は、寺

前 1遺跡(大正大学考古学研究会 1985)、 西ノ入 2遺跡、

富士見塚古墳群 (サ II口  2000a)、 八千代台 1遺跡 (ナ‖口

2000a)、 人双田南遺跡 (小ナ||・ 大測・石川 1996)が挙

げられる。出島半島においてこの時期に対応する石器群

は、前谷西遺跡 (関 口・福田・吉澤・窪田 1998)、 入ノ

上B遺跡(窪田・黒田・黒澤 1997)、 正月平遺跡、三村

遺跡が挙げられる。

以上の資料は、いずれも単独出土品や後世の遺構内覆

土出土資料であり、石器集中地点が検出されている遺跡

はない。これらは、AグループもしくはCグループに分

類されるもので、Bグループの資料は現在のところ、出

島半島においては確認されていない。

入ノ上B遺跡からは剥片や二次加工のある剥片、石核

などの割裂物 しか出土していないが、剥片剥離方式およ

び石材利用の在 り方から、Aグループに位置づけられて

いる。前谷西遺跡から出土している黒曜石製の男女倉型

尖頭器、正月平遺跡から採集されている硬質頁岩製の東

内野型尖頭器はAグループに分類される。

寺前 1遺跡、西ノ入 2遺跡、富士見塚古墳群、八千代

台 1遺跡、人双田南遺跡、三村遺跡から出土 している尖

頭器や尖頭器調整剥片は、石材利用の在 り方から、複数

の時期に細分される可能性があるが、ここでは一括 して

Cグループに相当するものとしておく。

出島半島では、Aグループの良好な資料は確認されて

いないが、当該期に位置づけられる土浦市の宮前遺跡

(川 口 2001b)や玉里村の大作台遺跡 (小玉 。本田・川

口 2001)では、前段階に多用されていた、高原山産の

黒曜石の利用が無くなり、那珂川流域や久慈川流域で採

集可能なガラス質黒色安山岩、チャー ト、メノウ、 トロ

トロ石などの台地内石材に台地外石材である硬質頁岩や

流紋岩などが少量加わるという石材組成を示 している。

こうした点は遺跡の近傍で採集可能な石材を主体とし、

補完的に遠隔地石材が不1用 されるという南関東の「砂川

期」の石材利用の特徴と共通する。

他方、男女倉型尖頭器や東内野型尖頭器などの有樋尖

頭器には、東北地方日本海狽1第三紀女川層を起源とする

硬質頁岩や信州系の黒曜石が用いられてお り、100km以

上も離れた地域から製品のみが逗ばれてくる現象が認め

られる。

Cグループについても、単独出土品ばかりで、良好な

一括資料は確認されていないが、土浦市原田遺跡群では、

大洗産と推定されるガラス質黒色安山岩とともに久慈川

産と推定される珪質頁岩が利用されている。

Ⅲ a期 霞ケ浦町域においてこの時期に対応する石器

群は、確認されていない。出島半島においてこの時期に

対応する石器群は、石岡市富士見台遺跡の野岳・休場型

細石刃核(大正大学者古学研究会 1985)、 土浦市金澤遺

跡の細石刃核 (窪田 2001a、 永塚 2002)、 壱杯清水西

遺跡の細石刃核 (永塚 2002)、 寺畑遺跡の荒屋型彫刻刀

形石器(窪田 2001a、 永塚 2002)以 外は確認されてい

ない。いずれも単独出土品で、石器集中地点は確認され

ていない。

当該期の石器群は、細石刃核の形態により野岳・休場

型細石刃石器群、削片系細石刃石器群、ホロカ型細石刃

石器群に 3分 されているが (橋本 1995、 2002、 永塚

2002)、 常総地域においては層位的な出土例は確認され

ていない。

石材利用の傾向を見ると、削片系細石刃石器群は、東

北地方日本海側第三紀女川層を起源とする硬質頁岩を主

体とし、久慈川流域で採集可能な珪質頁岩が補完的に用

いられる傾向がある。ホロカ型細石刃石器群は、細石刃・

細石刃核に硬質頁岩、珪質頁岩、 トロ トロ石 (久慈川流
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域で採集可能なもの)が用いられることが多いのに対 し、

掻・削器類には、 トロ トロ石やガラス質黒色安山岩(大

洗海岸で採集可能なもの )、 メノウ(久慈川流域で採集可

能なもの)な どが用いられる。野岳・休場型細石刃石器

群は、利用石材から黒曜石と非黒曜石のグループに細分

されるが(永塚 2002)、 出島半島においては、チャー ト

や頁岩など非黒曜石のものしか知られていない。

Ⅲ b期 この時期に対応する石器群は、出島半島にお

いて未見である。この時期には神子柴・長者久保石器群

と呼ばれる大形の尖頭器と刃部磨製石斧、彫刻刀形石器、

掻器などから構成される石器群が展開する。石材は東北

地方日本海側第三紀女川層を起源とする硬質頁岩が卓越

する。県内では、当該期の遺跡は主として恋瀬川以北に

偏っており、那I可ナ‖流域ではホルンフェルス製の打製石

斧が目立っている。

縄文時代草創期 霞ケ浦町域においてこの時期に対応

する石器群は、坂大平遺跡(大正大学考古学研究会 1985)、

稲荷台遺跡、八千代台 1遺跡、岩坪平貝塚、並木遺跡、

下大津小学校所蔵資料が挙げられる。

出島半島においては、土浦市の東原遺跡、前谷東遺跡

(関 口・福田・吉澤・窪田 1998)、 寺畑遺跡(窪 田 2001

a)、 壱杯清水西遺跡 (黒澤・関口・駒澤 1997)、 尻替

遺跡 (関 口・黒澤・塩谷 1993)、 下郷古墳群(関 口・福

田・窪田 2001)が該当する。

当該期の石器群に伴出する土器は「隆起線文土器」、

「爪形文土器」、「押圧縄文土器」に区分され、「隆起線文

土器」には有舌尖頭器が、「爪形文土器」には長脚鏃が、

「押圧縄文土器」には大形の凹基無茎鏃や先端から脚端

に向かって胴部で緩 く内湾し、脚端に向かって左右に広

がる凹基無茎鏃が伴うことがタロられている(藤山 2001、

麻生 2003、 及川 2003、 窪田 2004)。

さらに、藤山龍造氏によれば、広義の「隆起線文土器」

も「隆起線文土器」→「細隆起線文土器」→「微隆起線

文土器」とに細分され、有舌尖頭器の形態もそれぞれ、

V字状の基部を持つもの→Y字状の基部を持つもの→T
字状の基部を持つものの順に変遷するという(藤 山 2003)。

以上の変遷観に対比させると、下大津小学校所蔵資料、

柏崎窯跡群、坂大平遺跡→東原遺跡、前谷東遺跡→壱杯

清水西遺跡→稲荷台遺跡、下郷古墳群→尻替遺跡→岩坪

平貝塚、並木遺跡、八千代台 1遺跡の順に変遷する事が

予測される。

霞ケ浦町域および出島半島においては、「隆起線文土

器J、 「爪形文土器」、「押圧縄文土器」の出土は確認され

ていないが、当該期の石器群の出土状況の特徴としては、

有舌尖頭器や石鏃などの符猟具が単独で出土する傾向が

あり、遺物集中地点はこれまでのところ確認されていな

い。狩り場などにおける「使用過程における回収放棄」

(窪田 2001b)の 結果であろうか。

石材には大洗産と推定されるガラス質黒色安山岩、チャー

ト、黒曜石、 トロトロ石(久慈川流域で採集可能なもの)

が利用されており、有舌尖頭器には大洗産と推定される

ガラス質黒色安山岩が利用される例が多い。

4.お わ りに

以上、冗長となってしまったが、霞ケ浦町域において

確認されている先土器時代～縄文時代草創期の石器実測

図を示し、その技術的・形態的特徴について詳説すると

ともに、出島半島全域における先土器時代～縄文時代草

創期石器群の編年莱を提示し、石器群 。石材産地・石材

利用の変遷を明らかにしてきた。

F遺跡地図編』刊行から3年 を経た現在もなお、霞ケ

浦町域では先土器時代～縄文時代草創期の遺構確認を目

的とした調査は行われておらず、石器集中地点や礫群の

報告例は皆無の状況にある。

今回、報告 した遺物が出土している遺跡やその周辺で

今後、発掘調査が行われる機会があれば、積極的にロー

ム層内の調査を行い、更新世後半から完新世初頭に展開

した人類活動の実態を把握するための資料が蓄積される

ことを期待 したい。

最後となったが、本稿で報告した石器の編年的位置や

石材については、先年他界された前東海大学教授の織笠

昭先生より多大なる御教示・御指導をいただいてきたこ

とを明記 しておきたい。

本報告の刊行を楽しみにされていた事を知 りながら、

御仏前に捧げる結果となってしまったことは偏に筆者の

怠慢によるところであり、直接手渡し出来なかったこと

は悔やんでも悔やみきれない。実測図及び考察を含め、

至らぬ点が端々に見え隠れしており、御寛容を願うばか

りであるが、先生から教わってきた「ひとつひとつの石

器の詳細な観察」を出発点とする記述は′と、掛けたつもり

である。

なお、本報告で言及した石材の産地同定については、

筆者に与えられた平成13年度笹川科学研究助成(課題番

号13-062)の 成果を含んでいる。 (川 口武彦 )

註

1)財団法人茨城県教育財国の浦和敏郎氏のご教示による。なお、脱

稿後報告書が刊行された (小竹 ,浦和 2004)。

2)常総地域の南部については、近世以前には下総台地と地続きであつ

たことが知られている。また、下総台地では常総地域北・中部で

産出するメノウやトロトロ石、ガラス質黒色安山岩なども利用さ

れており、石材利用の観点からも下総台地との密接な関連が指摘

されている地域である。

そのことから、常総地域は地理的に連続する下野地域と下総台

地を活動領域としていた集団の移動経路の一部であつた可能性が

高い。当時の集回構成について知る手がかりはないが、下総台地

を介しての地域的なつながりの背景には、活動領域を同じくする

集団の存在が想定されること、同一集国によって類似する石器群

が残される可能性があることなどから、下総台地の石器群の変遷

観に依拠する方法が有効であると考える。ローム層の層厚が薄く、

層位的な出土例が少ない現状では、個別石器 石器群の編年的位

置付けに言及する際の最善の選択であろう。ただし、近い将来、

層位的に恵まれた遺跡での良好な出土事例が蓄積され、下総台地
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の石器群の変遷過程との相違点などが指摘されれば、修正を施し、

常総地域独自の編年案を組み立てていけばよいと考える。

3)2001年 8月 26日 に日立市郷土博物館において開催された茨城県旧

石器シンポジウム実行委員会の府上において実見する機会を得た。

4)土浦市下郷古墳群の第1次調査 (平 石 2000)に おいて、細石核や

細石刃として報告されている資料の大半は、「下総型石刃再生技

法」に関連する小石刃や石刃(核 )である。本石器群は利根川上流

域の赤谷層を起源とする黒色頁岩を主体としている点で大きく異

なっているが、類例として注目すべき資料である。再整理作業を

担当されている窪田恵一氏のご厚意により実見させていただいた。
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第 2表 霞ケ浦町内出土先土器時代・縄文時代草創期遺物観察表

富士見塚古墳群 発掘
(墳丘盛土.周溝内覆土)

八千代台 1遺跡 発掘 (遺構内覆土)

※ ()内の数値は現在値
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1.土器・ 土製品・ 石製品・ 貝製品 (第 13～ 18図 )

(1)は じめに

分布調査によって採集された遺物のうち、遺存状態が

よく、図化に耐えうるものを以下に幸R告する。なお挿図

中、繊維土器の断面にはスクリーントーンを貼った。挿

図のスケールは1/2を基本とするが、大型の破片は1/4、

土製品などは原寸とした。

(2)採集資料

備前山遺跡(008)本追跡は菱木川から北西方向に長

くのびる支谷の最奥部台地上に位置する。前期から晩期

の土器が採集された。第13図 1はアナグラ属の貝殻腹縁

により施文された胴部片である。浮島式である。 2は 口

縁部片で、日縁部に並行する 2本の沈線間に連続したキ

ザミを施し、以下に地文として単節RL津邑文を施文する。

加曽利B式である。 3は口縁部を無文とし、彎曲する沈

線間に縄文を充填する。

後田遺跡(015)本遺跡は菱木川左岸に開析された短

い谷津の西側台地上に位置する。遺物散布の面積がせま

く、遺物量も少ない。第13図 4は外反する胴部片である。

異条縄文を用い、羽状構成をとるように施文している。

胎土に繊維を含む。前期前半の土器である。

小原 1遺跡(017)本遺跡は菱木川から北西方向に長

くのびる支谷の最奥部台地上に立地し、備前山遺跡(008)

の300mほ ど東に位置する。早期・中期・後期の土器が

採集されている。

第13図 5は 日唇部がやや肥厚し、口縁部が無文となる。

口縁部下に指頭による押圧を施す隆帯を貼 り付ける。隆

帝以下に単節RL縄文を施文する。雲母・長石を多量に

含む。 6は渦巻文を施 し、沈線による区画内に単節RL
縄文を施文する。この直下に無文帯をもうける。 7は 口

縁部に 2列の交互となる列点文を施し、胴部に撚糸文を

施す。 8に も2列 の列点文を施す。 5～ 8は加曽利 E式

である。

9は 回縁部内面に隆帯をもつ口縁部片である。日縁部

外面に重弧文を施 し、日唇部内面には縦位の単沈線を連

続して施す。曽利式系の上器である。10は磨消縄文を施

す。安行式である。

塚下台 2遺跡(026)本遺跡は菱木川左岸台地上に立

地し、谷津にはさまれた台地突端に位置する。後田遺跡

(015)よ り下流370mの距離である。前期後半の土器のみ

が採集された。第13図 11は縦位に連続して、半裁竹管状

工具で刺突を施し、この左右に集合沈線をひく。浮島式

である。

安食平貝塚(049)本遺跡は霞ケ浦と菱木川より分岐

する支谷にはさまれた比較的幅のせまい台地上に位置す

るが、遺物の散布範囲は広い。早期から晩期の土器が採

集された。第13図 12は 回縁部上端から刺突をもつ隆帯が

垂下し、日縁部の同じく刺突をもつ水平方向にめぐる隆

帝とぶつかる。地文として縄文を施す。日唇部内面に沈

線を有する。堀之内式である。13は頸部に屈曲をもち、

内彎する回縁部片である。口唇部外面に刺突をもつ隆帝

を貼 り付け、これ以下を無文とする。屈曲部には連続 し

たキザミを施し、以下に斜格子条線文を施す。14は頸部

を無文とし、屈曲部に沈線と連続したキザ ミを有する破

片である。屈曲部以下には横位のミガキを施す。24は底

面に網代痕をのこす底部である。底径8 2clll、 残存高52

cmを はかる。13・ 14・ 24は加曽利B式である。

15は 日縁部片である。水平方向の低い隆帯に連続 して

キザミを施す。16は 円孔を有する土器の口縁都片である。

平縁の口縁にそつて帯縄文がめぐる。縄文は単節 LRで

ある。17は 刺突を有する突起を付す胴部片である。沈線

による区画内に単節LR縄文を施す。15～ 17は後期安行

式である。

18～ 23は安行式の粗製土器である。18,19は 口唇部が

外反する土器の日縁部片である。口唇部外面にキザミを

施 し、以下に条線文を施文する。20～ 23は紐線文を施す

口縁部片である。紐線文以下には条線文を施す。23は 2

本の沈線により縦位の区画をなす。

第18図 106・ 107は 土偶である。1061よ ミミズク土偶の

右肩から右腕にかけての破片である。帯縄文を施し、無

文帯を磨く。肩上面にも縄文を施す。縄文は単節RL縄
文である。後期安行式である。107は 速光器土偶を模倣

した土偶である。顔面部右半から頸部にかけて残存する。

製作方法は、粘土紐による輪積みである。顔面部は返光

器土偶よりも縦長である。日は楕円形と横位の沈線で表

現する。日は目より下に位置し、刺突によって表現する

が、貫通しない。頸部に無文帯がもうけられる。無文帯

以下には、刺突または沈線を有する隆帯を施すが、残存

状態が悪く明らかではない。晩期中葉に位置付けられる。

第18図108は ヒスイ製の垂飾である。中央に片面穿孔

をおこない、子との両脇に浅い溝をもうける。器面は丁寧

に研磨する。子しの最小径は 2 mm、 最大径は 4 mmである。

断面は、溝のある側が薄くなる。長さ14mm、 幅 8 mm、 最

大厚 5 mm、 重さ lgを はかる。

山ノ越・勝見掛遺跡(061)本遺跡は霞ケ浦 と菱木川

に挟まれたせまい台地上に立地する。前期後半と後期前

半の土器が採集された。第14図 25は日唇部にキザ ミを有

し、横位の集合沈線を施す。浮島式である。26は 回唇部

外面に沈線がめぐる。沈線で三角形状の文様を描 く。単

節 LR縄文を地文とする。堀之内式である。

荻平遺跡(108)本遺跡は菱木川からのびる谷津の西

工.縄 文 時 代 (早期～晩期)
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側台地上に位置する。早期中葉から後期の上器が採集さ

れた。第14図 27は繊維を含む。半載竹管状工具を用いて

施文する。28は 、口唇部外面に連続 したキザ ミを施す。

また、口縁部下位に付された水平方向の隆帝には刺突を

施す。29には貝殻腹縁文がみられる。28,29は 浮島式で

ある。

30。 31は沈線による区画内に列点文を施す。称名寺式

である。32は水平方向の沈線間に単節RL縄文を施 し、

磨消帯をもつ土器である。加曽利B式である。33は土器

片錘である。口縁部に沈線を施し、口唇部を無文とする

加曽利 E式土器の日縁部片を用いてお り、地文として無

節 L縄文を用いた絡条体で施文する。口唇部側とその対

辺の 2ケ 所に切 り込みをもつ。長さ5 2cm、 幅4 0cm、 重

さは31gを 1よ かる。

荻平本郷遺跡(112)本 遺跡は菱木川中流域からのび

る谷津の奥部北恨1に位置する。縄文時代中期の土器が採

集されている。本遺跡の南には稲荷前遺跡(113)が 占地

する。

第14図1121は屈曲部を有し、胴部が膨らむ深鉢の口

縁部片である。口唇部はタトに張り出し、外側にキザ ミを

施す。口唇部下に横位の沈線がめぐり、ここから2本 1

単位となる波状沈線が垂下する。焼成は良好で、胎土に

は長石・石英・雲母が多く含まれる。阿玉台式である。

稲荷前遺跡(113)本遺跡は菱木川から南に入り込む

谷津の西側台地上に立地する。前期から中期の土器が採

集された。

第14図35は波状日縁の破片である。日縁に沿つて 1列

の押引きを施し、地文には単節RL縄文を施文する。阿

玉台式である。

第14図 36は内彎し、緩やかな波状を呈する日縁部片で

ある。波頂部に隆帯で渦巻文を構き、同じ隆帯で回縁部

文様帯を区画し、単節RL縄文を施す。渦巻文の下部に

無文帯をもうける。37は渦巻状の波頂部をもつ深鉢の口

縁部片である。波頂部下には、橋状の突起があり、内面

へ貫通する子しをもうける。隆帯による口縁部の区画内に、

単節RL縄文を施す。38は平縁で、口縁部に渦巻文をも

ち、隆帯による区画内に単節RL縄文を施す。胴部には

地文として単節RL縄文を施し、幅の広い磨消帯と沈線

を垂下させる。39は台付鉢の底部である。底径6 7cm、

残存高3 2cmを はかる。36～ 39は加曽利E式である。

40は補4多子しを有する口縁部片である。口唇部内面に沈

線を施し、口唇部外面に紐線文を付す。加曽利B式である。

五反田遺跡(149)本遺跡は菱木川から分岐する谷津

の基部に位置し、菱木川に面する台地】ヒ狽1縁辺部に立地

する。早期中葉から前期後半の土器が採集された。

第14図41は胴部片である。縦位に沈線で結ばれる円形

の刺突が並び、この左右に半載竹管状の工具で弧状の沈

線を施す。胎土に繊維が混入する。黒浜式である。42は

貝殻腹縁文を、3段施文する日縁部片である。貝殻腹縁

文の下には、アナダラ属の貝殻腹縁を押圧する。浮島式

である。

岩坪平貝塚(173)本遺跡は出島半島東東端付近から

のびる支谷の奥部北側台地上に立地する。前期から晩期

の土器が採集された。

第14図 43・ 44は沈線による区画内に列点文を充填する

土器である。称名寺式である。45は波状口縁を呈 し、沈

線で文様を描 く。地文として縄文を施す。

第14図 46は 口縁部に沿って、沈線をめぐらす。 4本の

集合沈線が垂下する。45・ 46は堀之内式である。471よ 肥

厚しない口唇部をもつ破片である。紐線文はなく、斜行

する条線文を施文する。第15図 52は小型の壼形土器であ

る。口縁部を無文とし、屈曲する肩部に水平方向の沈線

を引き、瘤状の突起を8ケ 所に付す。胴部には、沈線に

よる区画内に単節RLを施文し、「つ」の字状の磨消を

施す。底部は丸底を呈する。口径5 4cm、 最大径9,6cm、

器高10 2cmを はかる。47・ 52は力日曽利B式である。

第14図 48は肥厚する日縁部に単節RL縄文を施し、細

い沈線で無文帯とを区画する。無文帯には弧状の単沈線

を対になるように縦位に配置する。49は磨消帯をもつ胴

部片である。縄文は単節RLである。第15図53は鉢形土

器である。口唇部にはキザミを施す隆帯が貝占り付けられ

る。口縁部付近および底部付近にはキザミを施す隆帯を

計 5本めぐらし、刺突のある瘤状の突起を貼り付ける。

回唇部直下の無文帯に円孔を穿つ。無文帝に細かなキザ

ミ状の痕跡がのこる。最大径となる胴部中央には沈線に

よる区画内に単節RL縄文を施し、上下端の沈線上に貼

り付けた瘤上突起間を 2本 1単位の沈線で結ぶ。口径

16.6cm、 最大径21 6cm、 底径9 8cm、 器高176帥 をはかる。

第15図 54は深鉢の胴部下半である。横位の沈線間に連

続して細かいキザミを施し、刺突を有する低い瘤状突起

を推定 8ケ 所に貼 り付ける。この上下には無文帯を有す

る。胴部下から底部にかけては単節RL糸邑文を施文する。

底径4 0cm、 残存高14 1cmを はかる。第14図 48・ 49、 第15

図53・ 54は後期安行式である。

第14図 50は胴部下半が膨らむ深鉢の胴部片である。波

状の沈線を垂下させ、左右に沈線を施し、単節RL紀文

を充填する。51は斜行する沈線で区画し、中に列点文を

充填する胴部片である。50・ 51は晩期安行式である。

第18図 109は タカラガイ(ホ シキヌタ)の外唇部の破片

である。ほぼ半分が残存 し、残存長5 5mm、 残存幅2.lcm、

残存高1 9cm、 重さ9gを はかる。

畑合遺跡(174)本遺跡は岩坪平貝塚(173)の南西台地

上に隣接する。前期から後期の上器が採集された。

第15図 55は口唇部外面にキザミを有し、横から突 くよ

うに列点文を 2列めぐらす。列点の左側は、押出された

粘土が盛 り上がる状態となる。焼成は良好である。浮島

式である。56は指頭押圧のある紐線文を貼 り付け、条線

文を施す粗製土器である。加曽利B式である。

57は 縦位の沈線を施す突起を貼 り付けた口縁部片であ

る。突起の下には、横位の沈線を施す瘤状の突起を貼 り

-31-
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付けるが、頂点は欠損 している。破片下端に横位の沈線

が観察できる。単節RL縄文を施文する。後期安行式で

ある。

南根本遺跡(193)本遺跡は一ノ瀬川の左岸台地上に

立地し、遺跡の両脇は谷津に挟まれている。前期前半か

ら後期中葉の土器が採集された。

第15図 58は波状口縁深鉢の口縁部である。キザミを施

した「U」 字形の隆帯を貼 り付け、波頂部にも同様のキ

ザミを施す。国縁部と隆帯に沿つて、 2条の押引きを施

す。59は外に開く口縁部に厚い隆帝を貼 り付け、 2条の

押引きを施す。隆帯上と胴部に単節RL縄文を地文とし

て施す。60は口唇部が外に屈曲する口縁部片である。口

唇部および胴部に単節RL縄文を施文する。61は小波状

を呈する口縁部片である。口唇部は隆帯状に肥厚する。

内面には隆帯がめぐる。外面に橋状の小さな把手を貼 り

付ける。62は胴部下半から底部の破片である。底部付近

は無文である。隆帯を水平にめぐらし、横の区画となし、

この中に隆帯で楕円形の区画を4単位もうける。楕円形

区画内に 2条の押引きがめぐる。底径7.9cm、 残存高13.0

cnlを はかる。58～62は阿玉台式である。

南根本原口遺跡(199)本遺跡は出島半島のほぼ中央、

一ノ瀬川右岸台地上に立地する。早期から申期の土器が

採集された。

第18図 1101よ 骨製垂飾形土製品である。骨製垂飾を模

倣して製作されたと考えられ、径 4 mmの孔が穿たれる。

下部を欠損する。調整はヘラケズリで、稜が明瞭に残る。

帰属時期は不明である。残存長4 0cm、 最大幅2.lcm、 最

大厚 1 2cnl、 重さ8gである。

千駄川遺跡(203)本遺跡は一ノ瀬川左岸に開口する

樹枝状の谷津の基部付近に位置する。前期 。中期の土器

が採集された。

第16図 63はキャリパー形深鉢の日縁部の破片である。

縦位の隆帯で口縁部文様帯を区画し、 2本単位の隆帯で

クランク文と考えられる文様を描 く。このうち 1本には

キザミを施す。地文として縦位・横位の集合沈線を施し、

一部には単節RL縄文を施す。胎土に長石・石英・雲母

を多く含む。加曽利E式である。

男神貝塚(233)本遺跡は一ノ瀬川左岸にある短い谷

津の東狽I台地上に立地する。

第16図64は波状口縁の波頂部である。低い隆帯を彎曲

させながら貼 り付け、円形の刺突を施す。東北地方の影

響を受けた後期前葉の土器である。

駒木山遺跡(235)本遺跡は一ノ瀬川左岸台地上に位

置する。

第16図65は 口唇部を無文とし、縄文を施文後、沈線に

よる区画内を磨 り消 している。加曽利 E式である。

66は地文に縄文を施し、斜格子状の条線を施文する。

67は単節 LR縄文を地文とし、刺突を有する隆帝を貼 り

付ける。66・ 67は加曽利B式である。

小,召遺跡(244)本 遺跡は菱木川の河日付近から南に

開析された谷津と、霞ケ浦からのびる長い支谷との間の

せまい台地上に立地する。

第16図 68は 口唇部外面にキザミを施し、日唇部直下に

刺突を施す。浮島式である。

下ノ原遺跡(271)本遺跡は霞ケ浦から直接のびる谷

津の最奥部の台地上に位置する。早期および後期の土器

力寸采集された。

第16図 69は 口唇部に細かなキザミを施し、日縁部に方

向を変えながら集合沈線を施す。70は口縁部に、方向を

変えながら集合沈線を施し、以下に太目の沈線を縦位に

施す。71は口唇部上面にキザミを施し、口縁部に横位の

沈線を施す。72は 口縁部に縦位の短沈線を施す。73は 72

と同様に短沈線を縦位に施しているが、横位の沈線も観

察される。74・ 75は横位の沈線のみ施文する。

78は尖底土器の底都片である。残存高6 0cmを はかる。

69～ 76は沈線文系土器である。

第16図77は単節RL縄文を施す胴部片で、 3本の沈線

で三角形の文様を描 く。堀之内式である。

坂遺跡(320)本 遺跡は出島半島東南に位置し、霞ケ

浦に直面する台地上に立地する。前期後半から中期後半

の土器が採集された。

第16図 78は 口唇部断面が角頭状を呈し、上面には 2種

類の斜め方向の連続したキザミを施す。口縁部には細い

沈線を水平方向に施し、上から2本 目と3本 目の沈線間

に列点文を充填する。浮島式である。

平三坊貝塚(436)本遺跡は一ノ瀬川下流右岸の台地

上に立地する。前期から晩期の上器が採集された。

第16図 79は内彎する日縁部片である。口唇部上面およ

び口縁部に、沈線によつて重弧文と考えられる文様を施

す。曽利式系の土器である。80は沈線で彎曲する文様を

枯き、単節 LR縄文を施す。縄文が施文されない部位は

無文帯となる。称名寺式である。81は日唇部にキザミを

施し、回縁部に平行する横位の沈線間に、斜行する条線

文を施す。加曽利B式である。82は組線文を施さず、条

線文のみ施文する深鉢の回縁部片である。後期安行式で

ある。83は外反する胴部片を用いた土器片錘である、 2
ケ所に切 り込みを施 し、周囲を研磨する。長さ64釦、

幅5 3cm、 重さ47gである。84は有溝土錘である。十字形

に溝がめぐる。長さ4.Ocm、 幅2.2cmを はかる。

加茂平貝塚(473)本遺跡は出島半島南側で霞ケ浦に

注ぐ川尻川左岸台地上に位置し、川尻川からのびる谷津

の奥部に立地する。前期から後期の土器が採集された。

第17図85はキャリパー形土器の口縁都片である。口唇

部は破損している。低い隆帯による区画内に単節RL縄

文を施文する。86は 2本の沈線が垂下する胴部片である。

地文は単節RL縄文である。87は櫛歯状工具によつて波

状の条線文を施す。85～87は加曽利 E式である。

88は波状を呈する国縁部片である。波頂部を無文とし、

波頂部下に隆帯を貼 り付ける。89は地文として単節RL
縄文を施し、沈線で三角形の文様を描 く。88。 89は堀之
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内式である。

加茂八幡貝塚(503)本遺跡は出島半島南側に位置 し、

霞ケ浦につながる谷津の奥部台地上に立地している。中

期から前半から晩期の土器が採集された。

第17図 90は 口縁部に 2列の刺突列を施す。口唇部は無

文である。91は無文となる日縁部に1局巻文を配する。加

曽利E式である。

92は胴部中央にくびれ部をもつ深鉢の胴部片である。

沈線による区画内に縄文を施し、これ以外を磨 り消す。

称名寺式である。

93は波状口縁を呈 し、外反する深鉢の口縁部片である。

日唇部に沿つて 2本の沈線をひき、連続したキザミを施

す地文は単節RL縄文である。曽谷式である。

94は日唇部に紐線文を付 し、日縁部に条線を施す。縦

位に 2本の沈線をひき、区画内を磨 り消す。安行式の粗

製土器である。

95は 4単位の波状口縁をもち、緩いキャリパー形を呈

する深鉢である。胴部下半を欠損する。回縁部には沈線

を施し、波頂部にて渦巻を描く。日縁部文様帝は水平方

向にめぐる隆帯によつて区画し、顕部無文帝をもたない。

日縁部に波状の隆帯を貼り付ける。隆帝の両狽1に沈線を

もたない。地文は単節LR縄文である。口径36 6cm、 残

存高23 1cmを はかる。加曽利E式である。

96は平縁の鉢形土器である。口縁部に帯縄文を施 し、

キザミのない縦長の瘤を貼 り付ける。帯縄文は、貼 り付

けるのではなく、縄文施文後にヘラ状工具によつて無文

帯を削り取 り、表現している。口縁部に孔を 1ケ 所穿つ。

縦長の瘤は子しの部位では、孔の直下に貼 り付ける。胴部

には、縦位のキザミを真中に有する瘤を、推定 6ケ 所に

貼 り付ける。地文は単節LR縄文で、底部にも施文する。

内面 ,外面ともに調整が粗い。外面はヘラケズリ、内面

はナデ 。ヘラナデで調整する。内面に赤色顔料が一部残

存する。器高■ 8cm、 日径14 6cnl、 底径6.5cmを はかる。

後期安行式である。

鴨平遺跡(507)本遺跡は鴨八幡貝塚の東側台地上に

隣接するように立地している。中期前半から晩期の土器

が採集された。

第17図 97は押引きを水平方向と斜めに施す口縁部片で

ある。阿玉台式である。

98。 99は 日唇部が内狽1に肥厚し、波状口縁を呈する。

沈線による区画内に縄文を施文する。日唇部は無文とな

る。縄文はともに単節 LR縄文である。100は沈線で区

画し、口唇部に単節 LR縄文を施す。101は 沈線で区画

し、一方に縄文を、他方に列点文を充填する。102・ 103

も沈線による文様をもつが、102は 沈線をまたいで列点

文を施す。98～ 103は 称名寺式である。

104は 日唇部内面に沈線をめぐらす。外面には、単節

LR縄文を地文として施し、沈線で三角形状の区画文を

描 く。105は条線を施す胴部片である。106は堀之内式で

ある。

(3)お わりに

今回の報告の中で、第18図 を中心とした、特筆すべき

遺物について若干の補足をする。

生産用具としては土錘が採集された。出島半島は霞ケ

浦という漁場に恵まれており、貝塚力�首まれるなど、人々

が漁排活動に従事する機会は多かったものと推沢Iで きる。

荻平遺跡(108)は やや汀線から離れるが、土器片錘が採

集された。また、霞ケ浦に面する台地上の平三坊貝塚

(436)か らは土器片錘・有溝土錘が採集されている。今

回採集された漁粉具では錘のみであり、内海という環境

のため、網を用いた漁が主としておこなわれたと考えら

れる。

非生産用具では、土偶 」土製品・石製品・貝製品が採

集された。安食平貝塚(049)で は、後期安行式期のミミ

ズク土偶と晩期安行式期の遮光器系土偶を採集した。ミ

ミズク土偶の腕部には後期安行式土器にみられる帝縄文

が施されている。帯縄文が施されるのは、出現期のミミ

ズク土偶に特徴的であり、出島半島の東端に位置する安

食平貝塚でも出現期のミミズク土偶を保有したことが半J

明した。採集された速光器系土偶は顔面部から頸部にか

けての破片で、胴部の文様が不明であるが、顕部に無文

帯を有し、顔面部の円孔の位置もかなり下がっているこ

とから、晩期中葉の土偶と考えられる。関東地方では、

晩期前葉まではミミズク土偶が製作されていることから、

安食平貝塚でも遮光器系土偶以前には、晩期のミミズク

土偶をも保有していた可能性が高い。

安食平貝塚のヒスイ製垂飾は、縄文時代後期から晩期

のものと考えられ、土偶などの非生産用具も保有した定

住・拠点的な集落の存在を推定できよう。また、ヒスイ

という原産地の限定された石材を保有したことも、集落

として重要であつたことを示すであろう。

岩坪平貝塚 (173)の タカラガイは、穿孔などの加工痕

はみられない。残存長が5 5cmで、かなりの大型である。

外唇部または内唇部のみが出土することは一般的であり、

完存に近い状態で採集されたと判断できる。用途は不明

であるが、流通の観点からは貴重な資料である。

南根本原日遺跡(199)の骨製垂飾形土製品は、骨に穿

子とした垂飾を模倣して製作されたものと考えられる。残

存長4 0cmを はかることから、原寸大で模倣したとすれ

ば、比較的細長い形状の骨を想定して製作したのであろう。

出島半島では大規模な発掘調査は少ないものの、注目

すべき遺物が存在することが明らかとなった。また、遺

跡の時期毎の分布も示されたことから、今回の踏査・報

告は、出島半島周辺の地域史的研究に貢献できると考え

られる。さらには、ヒスイ・東北地方の速光器土偶の模

倣・中期の西関東系土器・後期の東北系土器など、遠隔

地との流通・交易に関した、より広域を対象とする研究

に重要な資料を提供できた。本稿は報告のみとなったが、

踏査によつて得られた詳細な遺跡分布や遺物が、今後の

調査・研究に活用されることを期待したい。 (ナ H島尚宗 )
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2.剥片石器

(1)は じめに

今回の分布調査において最も成果があげられたのが縄

文時代後晩期である。和田台遺跡は、縄文時代後晩期に

おける大量石鏃の製作l■であり、このような性格の遺跡

は茨城県に関しては唯一の発見例で、今後も類似の遺跡

が発見される可能性は少ないと思われる。以下では和田

台遺跡を中心に、縄文時代(早期～晩期 )の剥片石器につ

いて報告するが、先に述べたような和田台遺跡の重要性

を考え、まずその他の遺跡の資料を扱い、後に和田台遺

跡の資料について詳述したい。

(2)各資料 (第 19図 )

小原 1遺跡(107)第 19図の 1と 2は凹基無茎のチャー

ト製の石鏃である。 1は 、長さ1 14clll、 幅 1 82clll、 厚さ

0 41clll、 重さ09gである。 2は 、長さ1.66cm、 幅1 86clll、

厚さ0 41cm、 重さ1.04gである。

安食平西遺跡(048)第 19図 の 3は 、凹基無茎の石鏃

である。石材は黒曜石。基部を一部欠損している。残存

部位は、長さ1 79cm、 幅1 34cm、 厚さ0 35cm、 重さ1.6g

である。

安食平貝塚(049)第 19図 の 4は 、凹基無茎の石鏃で

ある。石材はチャー ト。長さ2 46cm、 幅1.37cm、 厚さ05
6cm、 重さ16gで ある。やや厚みがある為、未製品の可

能
′
陛もある。

大阪上遺跡(234)第 19図 の 5は、凹基無茎の石鏃で

ある。石材はチャー ト。長さ2.4cnl、 幅1.79cm、 厚さ041

clll、 重さ lg。 特徴として、基部の狭 りがやや深い。

稲荷台遺跡(483)第 19図 の 6は 、石鏃の未製品であ

る。長さ2 57cm、 幅1 93clll、 厚さ0 68cm、 重さ3.51g。 有

茎である。

松本遺跡(502)第 19図の 7は 、石鏃の未製品である。

一部欠損 している。残存部位は、長さ2 83cm、 幅1 64cm、

厚さ0.67cm、 重さ2,72g。

加茂平遺跡(507)第 19図 の 8は 、凹基無茎の石鏃で

ある。石材はチャー ト。長さ2.52cm、 幅2 17cm、 厚さ04
2cm、 E曇 さ169g。

(3)和 国台遺跡の資料(第 20～25図 )

和田台遺跡にて採集された石器は総点数745点 、総重

量1,100g以 上に及ぶ。内訳は以下の通 りである。石鏃

116点 、石鏃の未製品73点、石錐 2点 、敲石 1点、石核

(両極石核を含む)10点 、 2次加工ある剥片 3点 、剥片

(両極剥片、裂片を含む)540点 、チャー トの原石 1点で

ある。

使用された石材は、チャー ト、ガラス質黒色安山岩、

トロトロ石、茂木産メノウ、赤玉石、責玉石、流紋岩

(久之浜産流紋岩を含む)、 珪質頁岩、メノウの集合岩、

ホルンフェルス、砂岩、緑色凝灰岩、黒曜石である。

石鏃については形態的特徴により、平基有茎、凹基有

茎、凹基無茎、その他に分類した。以下、その分類に従っ

て詳述する。但 し、本報告ではチャートについては石鏃

完成品中の完形、もしくは完形に近いものを記載 し、そ

の他の石材については石鏃の完成品を記載した。未製品

や石核、最1片 については時間の制約上詳細な報告は見送っ

た 1)。
個々の石器の器種、石材、長さ、幅、厚さ、重さ、

備考に関しては、第 3表に示す。

第20図 1～ 第22図42ま では、平基有茎の石鏃で、総数

42点である。石材は、チャートが25点、メノウが 2点 、

オパールが 1点、久之浜産流紋岩が 3点、流紋岩が 1点、

トロトロ石が 3点、ガラス質黒色安山岩が 1点、赤玉石

が 2点、メノウの集合岩が 1点、珪質頁岩が 2点、ホル

ンフェルスが 1点である。

第22図43～第25図77は、凹基有茎の石鏃で、総数35点

ある。チャー トが19点、メノウが 8点、久之浜産流紋岩

が 2点、流紋岩が 1点、トロトロ石が 2点、ガラス質黒

色安山岩が 1点、メノウの集合岩が 1点、砂岩が 1点で

ある。

第25図 78～ 82は 、凹基無茎の石鏃である。チャー ト2

点、ガラス質黒色安山岩が 2点、緑色凝灰岩が 1点であ

る。78は、凹基無茎のガラス質黒色安山岩の石鏃である。

79は、凹基無茎のチヤー トの石鏃である。形態と大 きさ

から縄文時代前期のものである可能性が高い。80は 、凹

基無茎のガラス質黒色安山岩の石鏃である。形態や石材

の風化の度合いから当該期前の可能性がある。81は 、四

基無茎のチャー トの石鏃である。両側縁の中程に狭 りが

入る特徴がある。82は、凹基無茎の緑色凝灰岩の石鏃で

ある。石材の緑色凝灰岩はこれ 1点のみである。83は 、

分類その他でメノウの石鏃である。基部末端が外湾する

特徴を有す。

(4)ま とめ

和田台遺跡においては、様々な石材力漸J用 されている。

使用された石材を列挙するとチャート、ガラス質黒色安

山岩、トロトロ石、メノウ、赤玉石、責玉石、珪質頁岩、

メノウの集合岩、ホルンフェルス、砂岩、緑色疑灰岩、

黒曜石がある。この中には産地力W」明しているものもあ

る。メノウは、結晶を含有するものがあるため、栃木県

茂木町を産地にもつ。また、メノウの集合岩も茂木町に

産地をもつ 2)。 さらに、これらの存在から、赤玉石、黄

玉石についても同様に茂木産の可能性が高い。

流紋岩については、その大半が石央と黒雲母を含有す

るもので、福島県いわき市久之浜周辺を産地とする。い

わき市北部では、この石材は見慣れた石材であり、原石

産地及びその周辺では多量に使用される石材である。し

かし、茨城県では北部を除き希薄な石材である。縄文時

代後晩期の石材の流通を考える上で非常に有益な石材と

いえよう。

チャートに関しては、霞ケ浦町周辺の河川にて採集可

能であるが、本遺跡から採集されたチャと 卜には特徴が

無いため、原石産地を絞 り込むことはできなかった。ま

た、黒曜石が 1点のみ採集されているが、採集地点が少
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し離れており当該期の石器ではない可能性が高い。した 註

がつて、本石器群には黒曜石が存在 しないと考える。さ   1)本 石器洋の詳細や分析については別稿を用意 したい。

らに、県内では希な緑色疑灰岩が 1点採集されており、    2)考 古石材研究所の柴田徹氏のご教示による。

その搬入元 に非常 に興味が もたれる。以上 よ り、石器群
引用文献

は霞 ケ浦町か ら北の方向への何 らかの繁が りを連想 させ
川口武彦 2001「Ⅱ 縄文時

るものであ り、石材の流通 としての観点か らの研究 に大               
代」『霞ケ浦町遺跡分布調査報告書一

いに有益であると考 えられる                      
遺跡地図編一』震ケ浦町教育委員会 ,筑波大学考古

。                          学研究室

以上、和田台遺跡の資料について石材に注目して詳述 川口武彦・斎藤瑞穂 2001 「霞ケ1甫 町和田台遺跡採集の石器と弥生

してきた。未発掘ながら総数189点 の石鏃及びその未製         土器」F婆良岐考古』23

品を出土した和田台遺跡は県内において極めて希有な遺   矢島敬之 1999「第7章 総括 いわき地方の石器石材について」

跡といえよう。縄文時代後晩期の人々の交流や移動を研         
「連郷遺跡』しヽわき市教育委員会 いわき市教育文

化事業国

究する上で極めて重要な遺跡と考えられる。すみやかな

学術的な発掘調査が希望される。    (伊 藤千洋)

第 3表 和田台遺跡採集遺物属性表

図版呑号 器種 石材 長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g) 備考

第20図 1 石鏃 チャー ト 205 075 平基有茎

第20図 2 石 鏃 トロトロ石 195 055 平基有茎

第20図 3 石 鏃 流紋岩 058 平基有茎

第20図 4 石鏃 チャー ト 17 054 平基有茎

第20図 5 石鏃 メノウ 142 037 035 平基有茎

第20図 6 石 鏃 チャー ト 048 086 平基有茎

第20図 7 石鏃 トロトロ石 (151) 037 (04) 平基有茎

第20図 8 石 鏃 流紋岩 (久之浜 ) 183 056 081 平基有茎

第20図 9 石 鏃 メノウ (204) 046 (073) 平基有茎

第20図 10 石鏃 チャー ト (214) (098) 平基有茎

第20図 11 石 鏃 チャー ト 046 (079) 平基有茎

第20図 12 石 鏃 流紋岩 (久之浜 ) 246 049 平基有茎

第20図 13 石鏃 珪質頁岩 (1 72) (066) 平基有茎

第20図 14 石 鏃 トロトロ石 2 04 048 076 平基有茎

第20図 15 石 鏃 ホルンフェルス 269 058 平基有茎

第21図 16 石鏃 チャー ト 21 047 088 平基有茎

第21図 17 石 鏃 ガラス質黒色安山岩 (1 98) (089) 平基有茎

第21図 18 石鏃 チャー ト 215 1 17 043 0 64 平基有茎

第21図 19 石鏃 チャー ト 21 (054) 平

第21図 20 石鏃 赤玉石 251 1 37 平基有茎

第21図 21 石 鏃 赤玉石 211 043 平基有茎

第21図 22 石鏃 珪質頁岩 (1 59) (112) 035 (05) 平基有茎

第21図 23 石鏃 チャー ト 223 028 037 平基有茎

第21図 24 石鏃 チャー ト 152 1 036 037 平基有茎

第21図 25 石鏃 流紋岩 (久之浜) (1 48) 029 (032) 平基有茎

第21図 26 石 鏃 チャー ト 267 1 038 055 平基有茎

第21図27 石鏃 メノウの集合岩 (182) 112 046 (048) 平基有≧

第21図 28 石鏃 チャー ト 265 1 36 042 099 平基有茎

第21図 29 石鏃 チャー ト 226 (1 1) 平基有茎

第21図30 石鏃 チャー ト 207 1 09 044 066 平基有茎

第22図31 石鏃 チャー ト 1 95 l 044 平基有茎

身;22屁]32 石鏃 チャー ト (25) 1 29 049 (094) 平基有茎

身322E雪 33 石鏃 チャー ト (216) (115) (067) 平基有

身;22E]34 石鏃 チャー ト 098 038 038 平基有茎

身322E]35 石鏃 チャー ト 1 83 13 045 068 平基有茎

身彗22Eコ 36 石鏃 チャー ト (109) 036 (038) 平基有茎

身著22E畳 37 石鏃 チャー ト (148) 1 23 034 (058) 平基有茎

第22図 38 石鏃 チャー ト (113) 1 06 024 (019) 平基有≧

身守22屋コ39 石鏃 チャー ト (225) 1 22 045 (119) 平基有茎

身写22Eコ40 石鏃 チャー ト (175) (112) 044 (085) 平基有茎

第22図41 石鏃 チャー ト (175) 12 (056) 平基有茎

身雪22E]42 石鏃 オパール (129) 037 (032) 平基有茎

身写22じ雪43 石鏃 チャー ト 256 凹基有茎

身彗22E]44 石鏃 チャー ト 263 038 082 凹基有茎
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身考22層コ45 石鏃 チャー ト (219) 113 033 (067) 凹基有茎

身著23層コ46 石鏃 チャー ト 198 (109) 046 (06) 凹基有茎

第23図 47 石 鏃 トロトロ石 032 045 凹基有≧

身j23E目 48 石鏃 チャー ト 185 125 053 凹基有茎

第23図 49 石鏃 メノウ 176 1 12 035 凹基有茎

第23図 50 石 鏃 メノウ 157 038 038 凹基有茎

第23図 51 石 鏃 チャー ト (161) 1 04 025 (033) 凹基有茎

身写23屁]52 石鏃 トロトロ石 112 039 四基有≧

第23図 53 石鏃 メノウ 223 118 039 凹基有茎

身写23E雪 54 石鏃 チャー ト 036 07 凹基有茎

身写23層コ55 石鏃 流紋岩 (12) 044 (04) 凹基有茎

身与23Eコ 56 石鏃 チャー ト (163) 037 (054) 凹基有茎

身守23E∃ 57 石鏃 チャー ト (162) (117) 034 (053) 凹基有茎

身与23Бコ58 石鏃 チャー ト 242 055 119 凹基有茎

身箸23E]59 石鏃 メノウの集合岩 095 031 027 凹基有茎

身守23[]60 石鏃 メノウ 136) 047 (046) 凹基有茎

第24図 61 石鏃 流紋岩 (久之浜 ) (128) 028 (039) 四基有茎

第24図 62 石鏃 チャー ト 083 035 024 凹基有茎

身ラ24E]63 石鏃 メノウ 028 031 凹基有茎

身324屁コ64 石鏃 チャー ト 035 041 凹基有茎

身彗24Eコ 65 石鏃 砂岩 (185) (138) (039) (069) 凹基有茎

身守24屋コ66 石鏃 チャー ト 034 058 凹基有茎

身写24Eコ 67 石鏃 チャー ト (193) 036 (047) 凹基有茎

身写24彊コ68 石鏃 チャー ト 034 046 凹基有茎

第24図 69 石鏃 チャー ト (155) 041 (062) 凹基有茎

第24図 70 石鏃 メノウ (143) 038 (047) 凹基有茎

第24図71 石鏃 チャー ト 1 36 042 048 凹基有茎

第24図72 石 鏃 メノウ 054 凹基有茎

身号24彊]73 石鏃 流紋岩 (久之浜 ) (137) 138 037 (043) 凹基有茎

第24図 74 石鏃 ガラス質黒色安山岩 (138) 049 (092) 凹基有茎

第24図 75 石鏃 メノウ 1 18 039 039 凹基有茎

身子25E雪 76 石鏃 チャー ト 1) 044 (042) 凹基有茎

身325層コ77 石鏃 チャー ト (122) (118) 036 (04) 凹基有茎

第25図 78 石 鏃 ガラス質黒色安山岩 178 123 042 093 凹基無茎

身守25E目 79 石鏃 チャー ト (391) 2 04 043 (216) 凹基無茎

第25図80 石鏃 ガラス質黒色安山岩 (146) (046) (105) 凹基無茎

第25図81 石鏃 チャー ト (223) (128) (041) (06) 凹基無茎

身考25E雪82 石鏃 緑色凝灰岩 254 069 凹基無茎

身著25彊]83 石鏃 メノウ (217) (119) (045) (063) その他

)内の数値は現存値
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1.は じめに

本稿では、①今回の分布調査で採集した弥生時代遺物、

②大正大学が報告した資料(大正大 1985、 1986)、 ①所

蔵遺物で既報告の資料(弥生時代研究班 1995、 千葉 1
998)、 ④町所蔵遺物で未報告の資料(町立北中学校旧所

蔵土器)、 ⑤発掘されたが未報告の資料(富士見塚古墳・

坂有河遺跡 )、 ③発掘された為都南(274)・ 坂(320)・ 飯

綱山古墳群(033)の資料(赤坂・川日・千葉 1991、 茂木

1999、 桐谷・高野ほか 2001)、 以上の313点 (56遺跡)を

掲載した。

これらの資料を土器・土製品と石器にわけ、時代順に

概観する。

2 土器・土製品 (第 26～36図・第 4表 )

(1沖寺期区分

時期区分は基本的に F遺跡地図編』を踏襲する(赤坂・

齋藤 2001)。 中期以前は女方式～野沢(猪 )式期の弥生

時代初現期～中期中葉と足洗式期の中期後葉とに三分す

る。後期は小玉編年(小玉 1999)に 従うが、資料上の制

約により小玉 I・ Ⅱ期を後期前半に1)、 小玉Ⅲ期を後期

後半とする2)。

(2)弥生時代初現期～中期中葉

和田台遺跡(213)の 分布調査採集資料によつて知られ

るようになった(小玉 2000、 川口・齋藤 2001)。 すで

に齋藤瑞穂によって論じられており(ナ キキロ・齋藤同書)、

詳細はそちらに譲るが、 1～ 3,6・ 7が女方式に位置

づけられている。そのほかの該期資料としては同じく女

方式の104。 105(出土地不明)、 9～ 11・ 58～ 61・ 64・ 68・

69、 145～ 239(為都南遺跡(274)遺構外)、 2路・284・ 298・

296～ 299。 301～303(飯綱山古墳群(033))がある。

文様特徴としては沈線区画に縄文充填を基本とし、2・

104。 106・ 145の 王字文系統のものと、 1・ 284の 曲線の

沈線区画に縄文充填し縄文に短い沈線を列点状に施すも

のとがある。

後者の284を 典型とする、曲沈線区画縄文充填十縄文

に沈線列点十結節紀文という文様の組み合わせを持つ土

器は、その可能性を持つものも含めると、9・ 58・ 59・

64・ 68・ 146・ 232～ 236と 広く見られるものである。284

は重形であることと、顕部に横位沈線区画縄文を胴部に

四つ手状の沈線区画を配置文様構成は、渦巻文と四つ手

という違いはあるものの、野沢(猪 )式 と類似している。

(3)中期後葉

足洗式土器の段階である。14～ 16・ 65・ 66・ 118・ 287

が該当する。118は小玉秀成によつて足洗 2式の標準資

Ш.弥 生 時 代

料とされたものである(小玉 1995、 1998)。 採集資料と

いう制約上、 2本施文具の渦巻文を足洗式認定の指標と

せざるを得なかった。そのため渦巻文帯と縄文帝との重

複など施文具以外を指標とする、足洗 2式 と3式 との峻

別は出来なかった。また足洗 1式に相当する資料は採集

されなかった。足洗式上器には時期によつて分布の変化

があり、常総地域の多 く分布するようになるのは足洗 2

式以降であるという小玉の指摘にそつた状況であるとい

える(小玉 1998)。

(4)後期前半

多条櫛歯や沈線による文様、複合口縁を指標とした。

21^-25, 27^-29・ 86。 90・ 91 ・95・ 98。 108・ 121-131・

135・ 136・ 281・ 282・ 289が該当する。このうち小玉編

年 I期が21～ 23(2本施文具)であり、29(縦 スリットカ
)

も該期の可能′
陛がある。Π期は121～ 124である。これら

は一個体の土器と思われ、これに類似した土器が陸平遺

跡群にみられる。それ以外は峻別不可能である。縄文施

文のみの破片である、などの理由で後期あるいは弥生時

代とした資料中にも、後期前半のものが含まれている可

能性が高く、遺跡数が急増する時期である。

十三台式も富士見塚古墳・為都南遺跡の遺構外発掘資

料から135・ 281・ 282の 3点が確認されている。いずれ

も在地の土器とは胎土と焼成が異なっている。分布調査

では採集できなかったが弥生時代遺跡の発掘例が増加す

ればさらに十王台式の資料も増加する可能性がある。

(5)後期後半

「イボ状突起」「縦長のコブ状突起」など突起状のも

のを口縁部付近に貼 り付けるものや、円形浮文・胴部無

文など南関東系の影響のうかがえるものを指標とした。

39,40・ 41,43・ 119が該当する。判別個数は少ないが

後期前半と同様、後期としか分からない資料中に多く資

料が含まれているものと考える。

40・ 41,43・ 119が下大津式およびその可能性のある

ものである。1191よ 鈴木正博が下大津式の分類標準とし

たもので、現在その細分化が進み「下大津式下大津系列」

としている。43は複合口縁縄文施文の口縁下端に「イボ

状突起」を配するものである。小片のため系列までは不

明である。40は無文の口縁に「縦長のコブ状突起」を配

するものである。このような配置をとる土器の類例がな

いのでどの型式であるかは不明であるが、「縦長のコブ

状突起」は鈴木のいう「鶴ケ峯式」にみられるものであ

る(鈴木 1999)。

(6)土製品

紡錘車が 2点 (50・ 51)採集されている。時期は不明だ

が原田遺跡群では後期を通 じて紡錘車の出土が見られ、

114点中94点 とその多くが後期後半に集中しており(海老
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浮・黒澤 1999)、 これらも該期の可能性がある。

3.石器 (第 37図 )

(1)有角石器

F遺跡地図編』で述べた 5例 を図示 した。308～ 312は

図録の再掲載である(千葉 1998)。 また『遺跡地図編』

文中で報告した志士庫飯岡の有角石器は調査中に実見さ

せていただいた個人蔵の資料であったが、その後再追跡

することができず、図示できなかった。

近年、有角石器を「足洗型石斧」とし精力的に資料収

集とその研究を行つている岡本孝之は(岡本 1999、 200

3)、 所在不明であった 5を霞ケ浦町志士庫小学校で確認

し図化し、その他に霞ケ浦町南根本字平 (193付 近か)の

有角石器刃部片をあげている(岡本 2003)。 従つて現時

点での霞ケ浦町域の有角石器は 7例 となる。

(2)そ の他の石器

図録に示された快入太型蛤刃石斧の313を 図示 した。

岡本孝之の集成によると、霞ケ浦町男神宮西(233付近か)

より銅剣型石剣片が、坂有河遺跡 (322)よ り有柄式石剣

が採集されているという(岡本2003)。 このうち前者は実

見資料であるが、後者は所在不明である。

4.ま とめ

今回の分布調査や近年の発掘で大きく進展があったの

は弥生時代中期以前の時期である。土器では和田台遺跡

における女方式の上器の確認は霞ケ浦における弥生時代

の開始を考える上で重要な資料となるだろう。また飯綱

山古墳群 SK-16の 284を 典型とする、曲沈線区画縄文充

填十縄文に沈線列点十結節縄文という文様をもつ土器群

は一の瀬川北岸以北で点々と採集されており、広く分布

していることが確認された。足洗 2式が広がる以前に分

布していた土器として提えることができそうである。為

都南遺跡遺構外の145は 同時期の南東北の影響のうかが

える資料である。石器では有角石器が 7例確認された。

岡本孝之氏の集成によると茨城県域では40例が確認され

ており、1/5強が霞ケ浦町域に分布 していることになり

分布のひとつの中心であることが明らかになっている。

後期では富士見塚古墳群より陸平遺跡群の根本遺跡

(黒沢・小玉ほか 1996)と 類似した土器が出土したこと、

十二台式が分布すること、下大津式もいくつかの系列の

土器が存在しそうなこと、などが成果として挙げられる。

発掘例はまだ少ないが、為都南遺跡や飯綱山古墳群な

ど発掘が行われた遺跡では確実に成果が上がっている。

今後の研究の進展のためにもさらなる発掘例の増加と資

言主

1)小玉編年 Iと Ⅱ期の違いは施文具ではなく統方向区画とその消失

を指標としており(小玉1999)、 小片の多い分布調査資十1で は把握

が難しい。このため Iと Ⅱ期を一括し、弥生時代後期は前半と後

半の 2期区分とした。

2)小玉は上稲吉式という毎称を用い上稲吉式単純期の集落があるこ

とから大枠としてこの時期をlll期 とし、十三台式との並行関係は

供伴例から十王台 1式 =Ⅱ 期、十二台 2式 =皿 期としているu一

方下大津式を提唱した鈴木工博は下大津式に後続する原田北式は

共伴例から十二台 1式後半の十王台 1式紅葉段階と併行するとし

ており、同じ原田遺跡群の共伴例をもちいながらも異なる併行関

係を示 している。これは鈴木が突起をもつ土器群に時間差を認め

下大津式→原田北式としているのに対 し、小玉は「上稲吉式期

(後期第 3段階)に おける時間的変化の目安となる資料はごくごく

限定されたものなのである」とし(4ヽ工 1998)、 土器群における

系列差は認めるもののそれを直ぐに時間差とは捉えられていない

ことによる阻観である。このような両者の皿観はあるものの下大

津式の意義と表採資料のような小片資料に対する小玉編年の有効

性はともに認められるものである。このため本稿では型式名は鈴

木のものを用い、大枠は小玉編年に依拠する。したがつて十二台

1式 は後期前半に、下大津式と認定できる資料も後期後半として

取り扱うこととする。
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料調査の継続が期待される。 (赤坂 亨 )
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第26図 弥生時代遺物 (1)

1～ 8・ 16和 田台 (213)9宍 倉城 (044)10・ 12・ 26天王越 (241)11六牧 (205)13原 山越 (210)14・ 17・ 18・ 22・ 38原山 (209)15白畑 (161)19千 駄川 (203)
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30風返古墳群第5号墳(043-005)31榎 後(476)32谷ツ跡(424)33折越(301)34東 3(411)35南 根本原口(199)36西山(199)37立葉(236)[S=1/2〕
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39水戸脇 (265)40大平塚 (223)41カロ茂 (遺跡範囲外)42東 浦 (291)44六牧 (205)45駒木山 (235)46天王逆 (241)48梨ノ木 (214)

49・ 50餓冶屋廃寺 (477)51新南 (428)52・ 53水神 (278)5牛 56立葉 (236)55備前山 (008)57戸 崎古墳群 2号墳 47・ 58・ 59・ 61～ 63・ 67宍倉 (遺跡範囲外 )

60荻平 (108)64南 根本出戸 (191)65神明台貝塚 (276)66男神貝塚周辺 (232～236)68新 林 (289)69幕戸1(367)[S=1/2]
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第28図 弥生時代遺物 (3)

70～76新林(289)77横根(114)78～ 85浅 間台・柳梅台 (440・ 441)86・ 87岩坪原(166)88・ 89要害峯(299)90宍倉 (遺跡範囲外)

91男 神貝塚周辺 (232～236)92畑合(174)93加茂八幡貝塚(503)94下江野貝塚(163)95坂 (320)96長町1(128)

97坂 (遺跡範囲外)98加茂平貝塚(473)99西原(217)100～ 103大和田大平(216)[S=1/2]
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第 30図

116・ 117町立北中学校旧所蔵土器 (出 土地不詳 )

120霞 ヶ浦町郷土資料館所蔵土器 (出 土地不詳 )

120

弥生時代遺物 (5)

118霞ヶ浦町公民館旧保管土器 (出 土地不詳)コ 9篠山(491)

[S=1/2(116・ 117)S=1/5(118)S=2/5(119。 120)]

―-55-―

"わ



欝 4
132

第31図 弥生時代遺物 (6)
121～ 136富士見塚古墳群(070)[S=1/2]
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137～ 144坂 有河遺構外 (322)145～ 170為 都南 (274)[S=1/2]
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第 4表 弥生時代遺物観察表

飯綱山古墳辞
遺構外

填縄 文 (L無節 )

画 充 填 縄 文 (LR)、 縄 文 に

附加 2条 (RL+2R
子目帯

複台日緑、日緑

'I面

に昨加条1種 ,条 ILR+2L)

合日縁、日縁外部に縄文 (LR)、 顕部無支 ?

文 (LR)、 底

附加 条 1種附加 1条 (LR+L)、 木葉

スリット、下向き山形

LR)に 沈 線 列 点

区画 充 填 縄 文 (LR)
附加条 1種 (LR+L)

け 重 (LR+L

附加 条 1種附加 2条 (LR+2L)
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長 の コブ状 突 起 |、 口唇 口

2本施 文 具 の 渦 巻

条 (LR+2L)

2条 (LR+2L

区画 充 填 縄 文 、内面 条 痕

区画 充 填 縄 文 、内面 条痕

区画 充 填 縄 文 、縄 文 に

区画 充 填 縄 文 、縄 文 に

区画 充填 縄 文 、縄 文 に
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痕 、輪 種 痕 残 す

に波 状 沈 線 、内面 結 節 縄

面 縄 文 、内面 沈 線

4条櫛 歯 の波 状 文 (6段 )と 縦 ス リッ ト、

条 1種附加 2条 (LR+2L)
2条 (RL+2R)

―-65-一



第 71図 38

第 76図 21

第 61図 31

第 61図 38

第 4図 9

第 4図 10

宍倉地区遺跡外

出土地不明
(北中学校旧所蔵 )

出ニ
(中 央公

地 不

旧 所

南遣跡

*104下 ,105,301は 赤坂亨が新規に作図した。 2

*引 用図版空欄は本稿が新規報告のものである。

3は齋藤瑞穂が断面改変した。

図 2-5

区画 胴 部 縄 文 (RL)
6条以上 櫛 歯 の連 弧

複 合 口縁 、 口縁 外 面 に

「 乱
`IWl■

文 2政、口材口唇
顕部5本櫛歯の波状文4段

1檀 2条 、日縁下部に押圧

加 条 1種附加 2条の 羽耳犬縄 文

2本 と梗 沈 線 1本、縄 文 (LR

2条 (LR+2L)

附加条 1種附加 2条 (LR+2L)

LR)に 沈 線 列 点

区画充填縄 文 (LR)に

下端に押圧文、日縁外面に

区画 充 填 縄 文 (LR)の 王 字

沈 線 区画 充 填 縄 文 (LR)の 王 字

2条 (LR+2L

条 1種附加 2条 (LR+2L)、 木葉

2条 (LR+2L)、

2個 1セ ット5単位、附加条1種附加2条の羽状縄文
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1.|よ じめに

F遺跡地図編』においては、前期の遺跡として古墳39

基、包蔵地54遺跡、中期の遺跡として古墳 3基、包蔵地

14遺跡、後期の遺跡として古墳203基、包蔵地53遺跡を

報告した。

しかし本報告にあたり、出土遺物の再検討を行なった

結果、中 。後期に関しては新たな包蔵地の追加がみられ

た。以下、個々の遺跡ごとに実測可能な採集遺物を挙げ、

時期ごとに説明を行なう。

前 ,中期及び土製品・石製品に関しては宮下が、後期

に関しては小野が、埴輪に関しては赤坂が分担執筆を行

なった。また本文中の計沢I部分に関して、[]内 は復原

値を示す。

2.古墳時代前・ 中期 (第 38図 )

(小野寿美子 )

(1)前期の採集資料

以下、個々の遺跡ごとに実測可能な遺物を上げ、説明

を行う。

平遺跡(052)第 38図 12は、土師器高郭の脚部片であ

る。残高6.4cm、 裾端部径12.8cmを はかる。色調は、外面

暗褐色、内面暗褐色である。裾部に向かいハの字状に開

く形態をとり、 3方向に透かし子しを有する。表面の摩減

により調整の痕は不明瞭だが、外面は縦方向のヘラミガ

キ。内面は裾付近には横方向、それより上部には縦方向

のヘラミガキにより調整している。胎土は、1～ 2 mm程

度の鉱物を非常に多く含み、全体として粗い。

南根本遺跡(193)第 38図 1は 、土師器高イの脚部片

である。残高5 0cnlを はかる。色調は、外面淡黄褐色、

内面淡黄褐色である。残存率の悪い破片であるが、脚部

に 3方向の透かし子しを持つ。郭部の形態は不明だが、脚

部はハの字状に裾部に向かい広がってゆくものと考えら

れる。外面はヘラ削りの後、非常に粗いミガキ。内面は、

不部はヘラミガキ。脚部はナデ調整で、輪積み痕を残す。

胎土は細かく、 l mm以下の石英・白雲母、 5 mm以下の長

石等を含む。

七曲り遺跡(508)第38図 2は、土師器高郭の脚部片

である。残高4 6cmを はかる。色調は、外面淡黄褐色、

内面淡黄褐色である。裾部に向かいハの字状に広がると

思われる。透かし子しの存在を確認することができるが 1

箇所のみであり、他は欠損により不明である。タト面は、

縦方向の丁寧なヘラナデまたはヘラミガキを施してある。

胎土は細かく、微細な石英・長石・白雲母等を含む。

第38図 3は 、土師器高郭の脚部片である。残高4,9cm

をはかる。色調は、外面淡責褐色、内面淡黄褐色である。

Ⅳ.古 墳 時 代

残 りの悪い破片であるが、裾部に向かい大きく広がつて

ゆく形態と思われる。外面は非常に丁寧な縦方向の削 り

調整である。内面は、ヘラナデを施してある。胎土は細

かく、石英・長石・金雲母等を含む。

第38図 4は 、土師器高郭の脚部片である。残高7 4cm

である。色調は、タト面淡黄褐色、内面淡責褐色である。

中実で、直線的な形態をもつ。外面は縦方向のヘラ削り。

内面はヘラナデで、内外面共に裾部との接合痕を残す。

胎土は細かいが、 5 mm以上の大きさの礫を含む。

第38図 5は、土師器高郭の脚部片である。残高63m
をはかる。色調は、外面淡黄褐色、内面淡黄褐色である。

中実で、やや中膨れの形態を持つ。外面は縦方向のヘラ

ナデ。内面は、わずかながらヘラ削りの痕跡を有する。

胎土はやや粗 く、石英・長石の他、黒色を含む。

第38図 6は 、土師器高lTNの脚部片である。残高7.Ocm

をはかる。色調は、クト面黄褐色、内面黄褐色をはかる。

中実で、やや中膨れの形態を持つ。外面は斜め方向のヘ

ラナデ。内面はヘラ状工具による調整の痕跡を有する。

胎土は細かく、微細な石英・長石等の鉱物を含む。

第38図 7は 、土師器高杯の脚部片である。残高10 2cm

をはかる。色調は、外面淡褐色、内面淡黄褐色である。

中実で、直線的な形態の柱状部に、大きく広がる裾部を

持つと考えられる。柱状部上端には、郭部の剥離 した痕

跡と、郭部との接合のためのホゾ孔が見られる。外面は

縦方向のヘラ削 りの後、ヘラナデまたはヘラミガキを施

してあるが、摩減しているため、小明である。内面は、

ヘラナデによる調整である。胎土は粗 く、石英・長石等

を含む。

第38図 8は、土師器高杯の脚部片である。残高8 2cm

をはかる。色調は、外面褐色、内面褐色である。中実で、

やや中膨れの形態の脚部破片である。外面は縦方向のミ

ガキ調整で、イ部との接合部付近は、横方向に施してあ

る。胎土は細かく、微細な石英 。長石等を含む。

第38図 13は 、土師器器台である。残高7 5cm、 日縁部

径7 8cmを はかる。色調は、外面黄褐色、内面黄褐色で

ある。小皿状の径の小さい器受部を持つ。脚部は破損 し

ているが、ハの字状を呈すると思われる。脚部には 2つ

の透かし孔を有し、対面の位置に存在する。外面全面に

斜め方向の粗いハケロ調整。所々に指頭圧痕を有する。

器受部内面は、横方向のハケロ調整。底部付近には器受

部と脚部の接合痕を残す。脚部上端に粘土を貼 り付けて

ゆくことで器受部を成形している。器受部中央の穴は、

全体の成形後ではなく、もともと脚部に空けられていた

ホゾ子との名残である。胎土は細かく、 l mm以下の石英・

長石等を含む。

第38図 14は 、土師器壺で、二重回縁壷の口縁から頸部
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第38図 古墳時代前 。中期の土器
1南根本 (193)2～ 9。 13・ 14七 曲り(503)10御殿 (501)11房中古墳群第4号墳 (410004)12平

0                      10cm

(052)15,16新 南 (428)

にかけての破片である。残高8,7cnlを はかる。色調は、

外面黄褐色、内面淡黄褐色である。外面全面に斜め方向

のハケロ調整を施す。二重回縁部分はハケロ調整後、横

方向のヘラナデによリハケロが消されている。内面は、

回縁から頸部全面にハケロ調整を施す。頸部以下は、残

存部分が僅かである為調整は不明である。口辺部はハケ

目調整後横方向のヘラナデ調整されている。胎土は細か

く、 l mm以下の石英・長石等を含む。

(2)中期の採集資料

今回の報告の過程において、新たに中期の遺物を確認

した遺跡については、最後にまとめて記載を行った。以

下、個々の遺跡ごとに実測可能な遺物を取 り上げ、説明

を行う。

新南遺跡(428)第 38図 15は 、土師器必である。残高

5,8cm、 口径15 8cmを はかる。色調は、外面淡黄褐色、内

面淡黄褐色である。体部と口辺部の境に明確な稜を持た

ず、緩 く外反する日縁部を持つ。底部は欠損しているが、

丸底と考えられる。胎土は細かく、微細な石英・長石等

を含む。

第38図 16は 、土師器杯である。残高4 7cm、 日径14 0cm

をはかる。色調は、外面淡黄褐色、内面淡責褐色である。

体部上半に明確な稜を持ち、体部と口辺部との境は窄ま

り強く屈曲する。口辺部は外側に大きく広がる。外面は

全面ヘラ削り。内面は全面横方向のヘラナデを施 してい

る。胎土は細かく、 l mm以 下の石英 。長石等を多く含む。

七曲り遺跡(508)他の遺跡と比較 して、遺物量は多

い。しかし明確に中期と判別し、図示することのできる

遺物は少ない。第38図 9は、土師器高杯の脚部片である。

残高7.8軸 をはかる。色調は、外面淡黄褐色、内面淡黄

褐色である。柱状の形態の高郭脚部破片である。中空で、

やや中膨れの形態を持つ。外面は縦方向の丁寧なヘラナ

デ。またはヘラナデの後 ミガキ調整を行っている。内面

は、棒状またはヘラ状の工具によリナデ調整されている。
′
胎土は細かく、微細な石英・長石等を僅かに含む。

以下の遺跡については、F遺跡地図編』において中期

の遺跡には含まれていないものである。

房中古墳群第 4号墳(410-004)第 38図 11は土師器高

郭の脚部片である。残高7 0cmを はかる。色調は、外面
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暗褐色、内面暗褐色である。中空で中膨れの柱状を呈す

る。外面は縦方向の丁寧なヘラナデまたはヘラミガキで

ある。内面は斜め方向のナデを施し、輪積み痕を有する。

胎土は細かく、石英・長石等を多く含む。

古墳群そのものは後期のものであるため、古墳の封土

中に混入した物と思われる。そのため、新たな遺跡とす

ることはできないが、同一台地上には小山遺跡が存在 し

ており、一連の集落が古墳群の範囲内まで広がつていた

可能性がある。

御殿遺跡(501)第 38図 10は 、土師器高郭の脚部片で

ある。残高7 4cmを はかる。色調は、外面暗責褐色、内

面責褐色である。柱状で中膨れの形態で、裾部との境は

くの字状に強く屈曲する。外面は縦方向の箆削り。内面

は縦方向のヘラ削りで、輪積み痕を残す部分にはヘラナ

デを施している。胎土は細かいが、 l mm以下の石英・長

石等の鉱物のほかに 2～ 3 mm程度の砂礫 も含む。

(3)ま とめ

以上、古墳時代前・中期の土器について図示し得たも

のについて述べた。提示した資料では、少数の遺跡に偏

る結果となった。また中期は、全体的な傾向として遺跡

数のみならず遺物量も他の時期と比べ少ない。そこで、

他の遺跡と比べ良好な資料を有する七曲り遺跡(508)を

中心に前 ,中期の概観をしたい。

すでに『遺跡地図編』において指摘されているように、

前期から中期へと継続する遺跡では、中期でもその前半

代に位置付けられるものが多い(日 高 2001)。 七曲り遺

跡でも豊富な前期の資料と、それに継続する中期の資料

を採集している。最も資料の良好な高不の脚部破片を見

ると、前期末から中期前葉に見られる中実で柱状のもの

が多い。その後に続 く時期、特に中葉の時期には、遺物

がほとんど見受けられないことから、中期前半代に集落

の断絶を推定できる。

これは七曲り遺跡の土器からのみの視点ではあるが、

過去に発掘調査の行われた為都南遺跡 (赤坂 。川口・千

葉 1991)や 、他の遺跡においても同様の傾向を示す。

現況では確認のできない場所での集落の形成や、表採資

料であることを考慮に入れても、他の時期と比較して中

期中葉において霞ケ浦町域の集落の分布は希薄であった

といえよう。

4.古墳時代の上製品・石製品 (第39図 )

七曲り遺跡(508)第 39図 1は 、土製紡錘車である。

直径4 6clll、 厚さ1 4cmを はかる。色調は、外面赤褐色で

ある。表面はヘラナデで整えられている。胎土は細かく、

微細な石英 。長石等鉱物を含む。台形を呈する断面の形

状から古墳時代以降に多いものであるが(中沢 1996)、

本遺跡は、古墳時代各時期の遺物が採集されているため、

正確な時期は不明である。

八千代台 3遺跡(360)第 39図 2は 、勾玉である。全

2

0               5cm

第39図 古墳時代の上製品・石製品
1七 曲り(508)2八千代台3(360)

長2 7cm、 幅1.5cm、 厚さ0.6cmを はかる。石材は蛇紋岩と

思われる。広義の滑石の一種である。腹部に削り痕を有

し、背の部分が僅かながら欠損している。

中期後半以降に多 く見受けられる扁平で粗い造 りの石

製模造品に比べ、比較的整った形態であることから、前

期～中期前半の可能性がある。しかし、他の遺物が採集

されていないため正確な時期については不明である。

湧水地点を見下ろす台地緩斜面上より採集されている

ことから、水に関係する祭祀を行っていた可能性がある。

今回の調査における採集遺物ではないが、南根本遺跡

(193)と 出土地は不明であるが霞ケ浦町安食より子持勾

玉の出土が報告されている(大場 1971、 千葉 2002b)
ことから、町内の各所に祭斤Eを行う場があったことを想

定させる。

5.古墳時代後期 (第40。 41図 )

(宮下聡史)

(1)は じめに

『遺跡地図編』において霞ケ浦町における古墳時代後

期の遺跡は古墳203基 、包蔵地53遺跡と報告したが (日 高

2001)、 本報告にあたり、出土遺物の再検討を行なった

結果、新たに包蔵地 6遺跡を追加するに至った。以下、

個々の遺跡ごとに実測可能な採集遺物を挙げ、説明を行

なう。なお追加 した遺跡に関しては、その都度明記する。

(2漂集資料

宍倉城跡(044)今回新たに追加 した古墳時代後期の

遺跡である。

須恵器甕(第40図 1)は 、残高4 7cmを はかる。体部外

面に平行タタキを行なった後、カキメを施す。内面調整

は既に磨減しているため肉眼観察ができない。胎土には、

微細な黒色粒子を多量に含み粗い。色調は内外面淡灰色

で、焼成は不良である。

安食平貝塚(049)須恵器甕(第40図 2)は 、残高4 4cm

をはかる。間隔の広い波状線刻をもつ須恵器の甕の日縁

部片である。胎土には、1 0mm程 の長石を多量に含み粗

い。色調は、黒みがかった灰色である。焼成は不良であ

る。在地産の可能性が考えられる。

土師器甕(第40図 5)は、口径[260]cm、 残高8 0cnaを は

|
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かる。頸部は直立し、日縁部が大きく「く」の字状に外

反する。体部外面にはヨコ方向のナデ、内面には指頭に

よる押圧を施す。頸部外面は斜方向のヘラナデ後ヨコ方

向のナデ、内面はヘラナデで整形する。日縁部は内外面

ともに回転ナデを施す。胎土は10～ 2.Ommの 長石・石英

を多量、微細な雲母を多量に含み粗い。色調は、黒褐色

である。焼成は不良である。残存率は30%である。

土師器甕(第40図 6)1よ 、口径[12.4]cm、 残高5 1cm、 日

縁部が緩やかに外反し、口唇部内外面に極めて浅い沈線

をもつ。口唇部内外面には回転ナデを施すが、他はヘラ

|

0                      10cm

ナデ調整である。胎土は、10～ 2 0mIの長石・石英を多

量、微細な雲母を多量に含むため粗い。色調は、淡暗褐

色である。焼成は普通である。残存率は20%である。

上述の資料に加えて、小砕片のため図化していないが、

内面頸部下部分にケズリを施す、5世紀代の須恵器こと

目されるものも採集している。断面はセピア色を呈して

いることから、陶邑産須恵器の可能性が考えられる。

平遺跡(052) F遺 跡地図編」では、古墳時代前期の

遺跡として認識していたが、その後の検討から、後期の

資料の存在も明らかになった。
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第40図 古墳時代後期の上器
1宍倉城跡 (044)2・ 5。 6安食平貝塚 (049)3平 (052)4小津製鉄遺跡 (060)7長 町1(128)8五 反田 (149)9岩坪平貝塚 (173)
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須恵器甕 (第40図 3)は 、残高4 1cmを はかる。体部外

面に平行タタキを行なった後、ロクロによる回転ナデを

施す。内面は、同心円の当て具の痕跡がみられる。胎土

には、10～ 1 5mmの 長石を中量含み、堅緻である。色調

は、淡灰色である。焼成は良好である。

小津製鉄跡(060)害窯が崖断面で確認されている。

須恵器甕(第40図 4)は 、残高5 1cmを はかる。粘土紐

巻上げ、または輪積みにより成形され、口縁部の突帝は

折り曲げられている。外面には棒状の工具によつて上か

ら下への施文がみられる。内面は回転ナデを行なう。胎

土には最大1 0mmの石英・長石を多量に含む。雲母はほ

とんど含まない。色調は外面灰色、内面灰色、断面灰白

色である。焼成は良好である。

柏崎窯跡群(072)2000～ 2002年にかけて筑波大学考

古学研究室が発掘調査 し、須恵器窯 2基を確認した。内

容については、既に概報力千1行されている(桃崎 。小野・

渥美 2001、 桃崎・渥美 2002、 2003)。

瓦谷・清水遺跡(073)柏崎窯跡群(072)の灰原の一部

のため、072と 一連の遺跡と考えられる。

長町 1遺跡(128)土師器イ(第40図 7)は、口径[130]

clll、 残高3 3cmを はかる。日縁部下端にやや強めの稜を

もち、口縁部は直立する。体都外面はナデで整形 し、日

縁部内外面に回転ナデを施す。胎土には、微細な長石・

石英を少量、微細な雲母を中量含む。色調は、淡黄褐色

である。焼成は良好である。残存率は10%で ある。

五反田遺跡(149)土師器塊(第40図 8)|よ 、口径[112]

釦、器高6 1cmを はかる。体部は丸みを帯び、底部は丸

底を呈する。口縁部は内傾 し、口唇部は丸くおさめる。

外面はヘラケズリに近いヘラナデを施す。内面はヘラナ

デ及び指頭による押圧、口縁部内外面に回転ナデを行な

う。胎土には10～ 2 0mmの 長石を多量、1.Ommの石英を少

量、微糸日な雲母を中量含む。色調は、褐色である。焼成

は良好である。残存率は60%で ある。

岩坪平貝塚(173)土師器不(第40図 9)は、口径[160]

cm、 残高3 6cmを はかる。口縁部下端に緩やかな稜をも

ち、回縁部が内傾する須恵器不身模倣の土師器である。

胎土には、1.0～ 2 5mmの 長石を中量、3肺mの石英を微量、

微細な雲母を少量含む。色調は、白色である。焼成は不

良である。残存率は15%で ある。

畑合遺跡(174)須恵器庭(第40図 10)は 、残高2.5cmを

はかる。外面に波状線刻を有する遂の頸部片である。胎

土には微細な黒色粒子を少量含み緻密である。色調は灰

色である。焼成は良好である。断面はセピア色をしてお

り、陶邑産の可能性が考えられる。

白藤遺跡(194)今 回新たに追加 した古墳時代後期の

遺跡である。

土師器郭(第40図 13)は、口径[14.0]cm、 残高3 3cmを は

かる。口縁部は直立し、日唇部を丸くおさめる。体部外

面下半にはナデに近いケズリ、上半にはナデを施す。口

縁部は内外面ともに回転ナデを行なう。体部内面は磨減

が著しい。胎土は10～ 3 0mmの 長石を中量、1 0mmの石英

を少量、雲母を中量含む。色調は、暗褐色である。焼成

は良好である。残存率は10%である。

南根本原口遺跡(199)土師器不(第 40図 14)|よ 、日径

[108]cm、 残高3 2cmを はかる。口縁部の下端に緩い稜を

もち、口縁部が直立する須恵器イ身模倣の土師器である。

体部外面にはヘラケズリ後ナデ調整を、内面にはナデ調

整のみを施す。口縁部は内外面ともに回転ナデで整形を

行なう。胎土には1 0mmの 長石・石英を少量、4.5mmの 柘

招石粒を含む。色調は、黒褐色である。焼成は良好であ

る。残存率は40%である。

土師器琢(第40図 15)は 、日径 [122]cm、 底径[4.4]cm、

残高3 0cmを はかる。底部は平底を呈 し、日縁部は短 く

直立する。口唇部には平坦な面をつくる。体部外面には

ナデ調整を施すが風化が激しい。日縁部外面から内面に

かけて、回転ナデを行なう。胎土には10～ 2 0mmの 長石

を少量、10～ 1 5mmの 石英を微量、微細な雲母を中量含

む。色調は、褐色である。焼成は良好である。残存率は

40%である。

小沼遺跡(244)須恵器甕(第40図 11)は 、残高4.3cmを

はかる。須恵器甕(第40図 12)は 、残高2 4cmを はかる。

両者とも外面に波状線刻を有する甕の頸部片である。胎

土には微細な長石を少量含み、堅緻である。色調は、青

灰色である。焼成は良好である。断面はセピア色をして

おり、陶邑産の可能性が考えられる。

ただしこれらは、同一個体ではない。このことから、

当該遺跡には複数の陶邑産須恵器が搬入されていた可能

′
l■がある。

田伏中台貝塚(266)今回新たに追加 した古墳時代後

期の遺跡である。

須恵器蓋郭のイ身(第 40図 16)|よ 、口径 [96]cln、 残高

1 2cmを はかる。回転方向不明のロクロ成形である。受

け部直下に面をもち、日縁部は内傾し、端部は丸くおさ

める。調整方法はロクロ回転を用いたナデを施す。口縁

部外面には降灰が見られないが、受け部の端部外面には

降灰が見られる。このことから、焼成時に蓋と共に重ね

焼きされていたことが考えられる。胎土には、微細な長

石を少量含み、精良である。色調は、灰色である。焼成

は良好である。残存率は10%である。

下ノ原遺跡(271)土師器郭(第40図 18)は 、口径[11.6]

cm、 底径[30]cm、 器高4 3clnを はかる。底部がやや平底

を呈し、口縁部が内傾する須恵器郭身模倣の上師器であ

る。体部内外面にヘラナデ、口縁部は内外面に回転ナデ

を施す。胎土には微細な長石・石英・雲母を少量含み、

緻密な胎上である。色調は淡責褐色である。焼成は良好

である。

須恵器蓋郭の郭身(第40図 19)は 、口径[14.0]銅 、残高

8.35cmを はかる。回転方向不明のロクロ成形である。受

け部直下に僅かに面をもち、日縁部は内傾し、端部は丸

くおさめる。調整方法はロクロによるナデである。胎土
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には1 5mmの 凝灰岩を少量含む。色調は淡灰色である。

残存率は10%である。体部外面には光沢の強い釉がかかっ

ており、焼き台に転用された可能性が考えられる。陶邑

編年T K209併行か。

坂大平遺跡(281)須恵器高不(第40図21)は 、脚部径

[41]cm、 残高5 5cmを はかる。長脚二段の三方透か しを

有する高杯の脚部片である。回転方向不明のロクロ成形

である。外面は、ロクロによるナデ、内面は、棒状工具

で整形を行なう。微細な長石を少量、1 0mmの黒色粒子

を中量含む。級密な胎土である。色調は、濃い灰色であ

る。外面には釉が付着しているが、一部風化により磨滅

している。焼成は良好である。残存率は5%である。搬

入品の可能性が高い。なお三方透かしの割付は均等では

ないため、概念的に作図した。

新地遺跡(286)須 恵器蓋郭の杯身(第40図 17)は 、受

け部径[104]cm、 残高1 6cmを はかる。国縁部直下に僅か

な受け部をもち、口縁部は内傾する。回転方向不明のロ

クロ成形である。調整方法は、回転ナデである。胎土に

は、微細な長石を極少量含み、緻密である。色調は、淡

灰色である。焼成は良好である。器形から東海産の可能

性が考えられる。

この遺跡に近接して帰属時期未詳の大日塚古墳群(284)、

坂古墳(287)と 後期の坂稲荷山古墳群(285)がある。当該

遺跡との関連を含め、今後検討が必要であろう。

細内遺跡(399)今回新たに追加 した古墳時代後期の

遺跡である。

須恵器斐(第 40図22)は、残高5,4cmを はかる。体部外

面に平行タタキを行なった後、カキメを施す。胎土には

1 0mmの 長石を少量含み、堅級である。色調は、青灰色

である。焼成は良好である。断面はセピア色を呈してい

ることから、陶邑産の可能性がある。

須恵器甕(第40図 23)|よ 、残高5 4clllを はかる。体部外

面に平行タタキを行なった後、ロクロによる回転ナデを

施す。内面には、同心円の当て具の痕跡がみられる。胎

土には、1.5～ 2 0mmの長石を少量含み、堅緻である。色

調は、黒みがかった灰色である。焼成は良好である。断

面はセピア色を呈 しており、陶邑産の可能性が考えられ

る。

先出の小沼遺跡同様、複数の陶邑産須恵器が搬入され

ていた可能性がある。さらには、小破片のため図示 して

いないものの、湖西産と目される平瓶の体部片も確認さ

れている。

貝ケ崎貝塚(405)土師器郭(第40図 16)は 、日径[140]

cm、 残高2 8cm、 器高[46]cmを はかる。口縁部が直立 し、

口唇部は平坦になる。外面は体部にヘラケズリ後ナデを

行なう。内面はヨコナデを施す。口縁部は内外面ともに

回転ナデを施す。胎土には1 0mmの長石を中量、微細な

雲母を少量含む。色調は、黒褐色である。焼成は良好で

ある。残存率は10%で ある。

寄居前遺跡(435) F遺跡地図編』では、縄文・奈良

平安 。中世・近世の遺跡として登録されている。しかし、

後日畑の所有者である宮嶋新衛門氏から、古墳時代後期

に帰属する遺物を譲 り受けた。そこで、改めて古墳時代

の遺跡として報告する。

土師器郭(第41図 1)は 、回径[114]cm、 残高4 4cmを は

かる。底部は丸底を呈し、回縁部下端に弱い稜をもつ。

口縁部がやや緩やかに外反する須恵器郭蓋模倣の土師器

である。外面は底部から体部にかけて手持ちヘラケズリ

後ヘラナデを施す。内面はヘラナデのみである。口縁部

は内外面ともに回転ナデを施す③胎土には微細な長石を

少量含み、級密である。色調は、褐色である。焼成は良

好である。残存率は50%で ある。

土師器郭(第41図 2)は、日径[12.2]cm、 残高4 2cm、 器

高[46]cmを はかる。体部は九みを帯び、口唇部がやや

内傾する。外面はケズリに近いヘラナデを施 し、内面に

はヘラナデ後、在地暗文を行なう。胎土には、1.Ommの

長石・石英を中量含む。色調、黄掲色である。焼成は良

好である。残存率は30%で ある。

土師器イ(第41図 3)は、回径[19.4]cm、 底径 [74]cm、

器高5 6cmを はかる。口縁部下端に明瞭な稜 を有 し、日

縁部が直立する須恵器郭身模倣の土師器である。回唇部

には斜めに面をつくる。外面は、底部から体部にかけて

ヘラケズリ後、ヨコ方向のヘラナデを施す。内面はヘラ

ナデ後、目に見えない細かいミガキを施す。口縁部には

内外面ともに回転ナデを行なう。胎土には微小な長石を

少量含み、緻密である。色調は、褐色である。焼成は良

好である。残存率は40%で ある。

土師器杯(第41図 4)は、最大径 [140]clll、 底径[24]cm、

残高3 8cmを はかる。口縁部下端に極弱い稜 を有 し、口

縁部が内傾する須恵器杯身模倣の土師器である。体部外

面にはナデ整形を行ない、内面はヨコ方向のナデ後、暗

文に近いミガキを施す。口縁部接合面には内外面ともに

回転ナデが行なわれる。胎土には10～ 2 0mmの 長石を中

量、1.0～ 2 5mmの 石英を少量、微細な雲母を多量に含む。

色調は、内外面ともに黒色処理を施すため、黒褐色であ

る。焼成は良好である。残存率は45%である。

須恵器蓋郭の郭身(第41図 5)は、口径 [8.8]cm、 底径

[56]cm、 器高29c14を はかる。右回転のロクロ成形であ

る。体部は直線的に立ち上がり、日縁部は九くおさめる。

調整方法は、ロクロによるナデで、底部はヘラケズリ後

手持ちヘラケズリを施す。底部と体部の境には手持ちヘ

ラケズリによる粗い面取りがなされる。胎土には微細な

長石を少量含み、精良な胎土である。色調は、青灰色で

ある。焼成は良好である。残存率は30%である。断面は

セピア色をしており、陶邑からの搬入品の可能性が考え

られる。陶邑編年T K217併行か。

土師器短頸壼(第41図 6)は、最大径[164]cm、 残高107

cmを はかる。底部が丸底を呈し、胴部上面に最大径を有

する。頸部は直立するが、日縁部を欠いてお り、全体の

器形は不明である。外面は風化により磨減部分も多いが、
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全体的にヘラケズリを行なった後、ミガキを施す。内面

は暗文風にミガキをし、最大径部分に工具によるナデ、

指頭押圧を施す。顕部接合部分は内外面ともにナデを施

す。内外面のミガキの単位は3 0mm程 度である。胎土に

は、1 0mmの長石を中量、微細な雲母を多量に含み、粗

い。色調は、黒褐色である。焼成は不良である。残存率

は60%である。

土師器甕又は甑(第 41図 7)は、日径 [228]clu、 残高45
cmを はかる。口縁部が大きく「く」の字状に外反し、胴

部は長胴形である。胎土には、10～ 2.Ommの 長石・雲母

を多量、10～ 3 0mmの石英を多量に含み粗い。色調は、

淡黄褐色である。焼成は不良である。残存率は10%であ

る。

土師器甑(第41図 8)|よ 、日径[280]cm、 残高2 8cmを は

かる。日縁部が大きく「く」の字に外反する。内外面に

ヘラナデ調整をし、日唇部内外面には回転ナデを施す。

胎土は1,0～ 2 0mmの 長石・石英を多量、微細な雲母を多

量に含み粗い。色調は、褐色である。焼成は良好である。

残存率は10%で ある。

鴨平遺跡(507)須恵器甕(第40図 24)|ま 、残高2 0cmを

はかる。外面に崩れた波状線刻を有する甕の顕部片であ

る。胎土には、1,Ommの 長石を少量、微細な石英を微量

に含む。色調は、淡灰色である。焼成は不良である。

(3)富士見塚古墳群 (070)の資料について(第42図 )

本古墳群は、平成 2年に発掘調査が実施されている。

また、富士見塚古墳群第 1号墳出土の直刀、鉄鏃、馬具

については、報告が行なわれている(千葉 2001、 2002a)。

しかし、 1号墳及び 2号墳の出土須恵器と2号墳出土の

餃具については実測図が未公表であるため、報告するこ

ととした。

第41図 寄居前遺跡 (435)の上器

富士見塚古墳群第 1号墳 (070‐ 001)前方部が南南東

に面する墳丘長78m、 高さ115mの 前方後円墳である。

埋葬施設は、前方部の箱式石棺と、後円部の粘土彬卜2基

である。墳丘・周溝からは多数の埴輪が発見され、特に

括れ部にできた張 り出し部からは、家形埴輪や鹿・人物

などの形象埴輪が出土している。後円部粘土帝【の攪乱層

からは、金銅製歩格・毀るの残欠、碧玉製管玉 (赤色顔

料付着 )、 ガラス小玉、直刀、鉄鏃の各種、剣菱形杏葉、

鋲のある組合せ十字形辻金具などが出土 している(山 口

1992)。

須恵器有蓋高郭の郭部(第42図 2)|よ 、口径 [10.6]cm、

残高3 0cmを はかる。口縁部直下に面をもち、受け部は

水平に伸びる。日唇部は受け口状を呈する。粘土紐輪積

み水挽き成形である。回転ヘラナデを施す。胎土には10

mm程度の石英をまばらに含む。色調は、淡灰色である。

焼成は良好である。残存率は10%である。陶邑編年 T K47

併行か。Gト レンチから出土している。

須恵器蓋杯の郭身(第42図 3)は、底径[42]cm、 残高15

釦をはかる。底部が厚い大ぶりのlTh身の底部片である。

粘土紐水挽き成形後、底部に回転ヘラケズリを施す。胎

土には、磁鉄鋼を微少に、0.5～ 1 0mmの長石・石英を含

む。色調は、暗灰色である。焼成は良好である。残存率

は10%である。陶邑編年MT15併行か。張 り出し部のO
トレンチから出土している。

須恵器無蓋高郭の郭部(第42図 4)と よ、日径 [134]cm、

残高4 3cmを はかる。口縁部がやや外反 し、端部は丸 く

おさめる。外面に波状文を有する。内面には窯体が付着

している。粘土紐輪積み後水挽き成形である。調整方法

は、底部を切 り離した後、回転ヘラケズリを施し、脚部

接合後、ヘラで窓切 りを行なう。胎土には、0 5mm程の
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長石・石英を少量、褐鉄3司 を含む。色調は、外面明灰色

である。内面には黄褐色に風化した自然釉がかかる。焼

成は良好である。残存率は20%である。張 り出し部の P

トレンチから出上 している。陶邑編年M T15併行か。

須恵器遂 (第42図 5)は、口径[130]cm、 残高3 4cmを は

かる。口縁部が大きくハの字状に開き顎部がやや太く短

い形状を呈する庭の回縁部片である。粘土紐輪積み後水

挽き成形である。調整方法は回転ヘラナデである。色調

は、淡灰色である。外面は降灰で光沢を帯びる。内面は

風化でガラス膜が消失している。残存率は10%で ある。

Mト レンチから出土している。陶邑編年M T15併行か。

須恵器甕(第42図 6)|よ 、日径 [21,6]cm、 残高3 0cmを は

かる。回縁部に段を有し大きく外反する甕の口縁部片で

ある。粘土紐輪積み成形である。水挽き指ナデ仕上げで、

叩き目をナデ消す。口縁部の段の境目に沈線を施す。胎

土には、0.5～ 2 0mmの 長石・石英を中量含む。色調は、

暗灰色である。外面には一部自然釉力↓情着している。焼

成は良好である。残存率は10%で ある。陶邑編年T K47

～M T15併行か。Mト レンチから出土している。

土師器高杯(第42図 7)は、底径 10 8cm、 残高11 0cmを

はかる。中実の脚部を呈する。脚部は裾との接合部より

やや上の部分で締まった後外反するが、裾部は大きく開

かない。調整方法は、外面のイ部と脚部の接合部にはヘ

ラナデ、脚部はタテ方向のヘラミガキ、裾接合部から裾

にかけてヘラミガキ、裾端部にはヨコ方向のヘラナデを

施す。郭部内面には中心方向に向かってヘラミガキ、裾

部内面にはヘラナデを施す。胎土には、1.0～ 3 0mm程 の

長石・石英・微細な角閃石安山岩を中量含む。色調は浅

黄橙色である。焼成は良好である。Oト レンチ(裾部 )・

Pト レンチから出土している。

富士見塚古墳群第 2号墳(007-002)径 25m、 高さ 2

mの 円墳である。埋葬施設は発見されていない。出土遺

物としては、墳頂近 くから金銅製の精巧な餃具及び、周

溝内土坑の傍らから、須恵器甕が故意に破砕された状態

で出土 している。

須恵器甕(第42図 7)|よ 、口径 [176]cm、 器高36 9cmを

はかる。体部上半に最大径をもち、口縁部が「く」の字

状に外反する。底部は九底を呈する。体部は粘土紐巻き

上げあるいは輪積み成形、回縁部はロクロ成形である。

然部外面は平行タタキ後、カキメを施す。内面は同心円

のタタキロを有する。口縁部内外面はロクロによるナデ

である。胎土には、1 0mm程 の長石を多量に含むため粗

い。色調は、淡灰色である。焼成は普通である。陶邑編

年T K47～ M T15併行か。

彼具(第42図 8)|よ 、全長6 2cm、 重量13447gを はかる。

緑青が激しく一部欠損 しているものの、前縁をC字形に

かたどり、両端を水平に伸ばした金銅製の銭具である。

精巧な作 りをしている。基部の両端は両側からたたいて

扁平にし、軸受孔をつくる。C字形部分の内法幅3 15cm、

基部の内法幅2 25cm、 軸受部の厚さは0 40cmで ある。刺

金は残存していないが、基部両端の軸受孔には刺金があっ

た痕跡がみられる。C字形部分には、倶1面 に水平な線を

亥1み、上下の区画線を入れた後に、内側から狽1面 にかけ

てヤスリで刻む。その後C字形部分のみに鍍金を施す。

また、中心部分では刻みの方向が変化する。C字形部分

には、部分的に有機質が付着している。縁金を覆うよう

に付着しており、使用時の革紐の可能性が考えられる。

製作技法に関しては、鋳造の可能性 も考えられるが、

永嶋正春氏によると、「一般に、後期あるいは後期以降

の銅系遺物・・ 。(中 略 )・ ・・鋳造技法による製品は稀

である。」としている(永嶋 1996)。 このことから、本

遺物に関しても、鍛造製品の可能性が想定できる。

(4)霞 ケ浦町内出土鉄製直刀(第43図 )

出土地は不明であるが、霞ケ浦町内出土遺物として、

郷土資料館に、鉄製の直刀 2振が保管されている。これ

らは、元来霞ケ浦町役場の倉庫で一緒に保管されていた

ものであり、このことから同一場所で出土 した可能性が

考えられる。以下、これらについても遺物の記載を行な

うこととする。

鉄製直刀(第43図 1)は、残長18 6clllで ある。全体的に

錆に覆われているものの柄と刀身の一部が残存する。切

先は残っていない。背関は存在せず、刃関のみの片関で

ある。茎幅は2.5cmで ある。柄部は、銀線 (蛇腹 )が巻か

れている。鉄製の飢と喰み出し鍔の全体に銀張 りが施さ

れるため、一体化 しているようにみえる。刀身の背はほ

ぼ原型を留めており、刀身幅は26～ 2 75cm、 背の厚さは

7 mmを測る。鎚には骨が付着している。人骨と共にあつ

たと考えられ、古墳の副葬品であった可能性が高い。

鉄製直刀(第43図 2)は、残長30,9clnで ある。全体的に

錆に覆われ、刀身のみの残存である。部分的に反り曲がつ

ている。背関も刃関もみられないことから、関部及び茎

部分は欠損 している。切先はフクラ切先である。刀身部

には一部木質が付着 しており、鞘木に納められていたこ

とがうかがえる。刀身の棟はほぼ原型を留めており、刀

身幅は2.3～ 2.55cm、 背の厚さは 6 mm～ 8 mmを測る。

(5)ま とめ

最後に、現霞ケ浦町域における古墳時代後期の社会に

ついて論 じてみたい。古墳分布からみた首長支配領域の

検討は、既に日高が行なっているので(日 高 2001)、 本

稿では遺物面に焦点をあてて検討を行なうこととする。

表採資料中、須恵器の絶対量は少ないものの、安食平

貝塚、小沼遺跡、寄居前遺跡で陶邑産と思われる須恵器

が、細内遺跡では、陶邑及び湖西の須恵器が搬入されて

いる。また、新地遺跡では東海産と目される須恵器があ

る。未実測ではあるが、下宿尻 1遺跡 (138)、 原ノ坊遺

跡(177)、 西方 2遺跡(305)か らは湖西産の須恵器も採集

されている。また安食平貝塚では、在地産須恵器も採集

された。現段階で陶邑産、湖西産、東海産、在地産とい

う少なくとも4つの産地から現霞ケ浦町内に須恵器力潮完

入されていることがわかる。今後須恵器の流通という点
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から、注目する必要がある。なぜならば、霞ケ浦沿岸地

域において、古墳時代須恵器は、土師器と比較すると集

落からまとまって出土する例は少なく、日常什器とは必

ずしもいいきれないからである(小野 2003)。 しかし、

何らかの形で用いられていることは確実であり、今後は、

集落において須恵器がいかに使用されたかを追求する必

要があろう。

富士見塚古墳群第 2号墳出上の金銅製餃具は、埼玉県

行田市埼玉稲荷山古墳出上の金銅製餃具と酷似している

(斎藤・柳田・栗原編 1980)。 しかし、埼玉稲荷山古墳

例には刻みが施されておらず、富士見塚古墳群第 2号墳

出土品の方が、より精巧な製品であるといえる。また、

須恵器甕は、茨城県稲敷郡東町幸田遺跡103号 住居跡出

土例と、形態、器高、技法ともに近似 している(間宮

1995)。 幸田遺跡例は、口径184釦、器高34 4cm、 底部は

丸底を呈し、日縁部は大きく外反している。調整方法は、

胴部外面平行タタキ後カキメを行ない、内面には同心円

の当て具の痕跡がみられる。甕以外には、土師器郭・甕、

土玉、一連の工程が想定できる滑石製模造品(臼玉、紡

錘車、有孔円板、剥片、石核 )、 手捏ね土器、須恵器蓋

が出土している。このように、玉作 り遺跡から類似須恵

器が出土していること、全長120mの前方後円墳である

埼玉稲荷山古墳出土品よりも精巧な銭具が、径25mの 小

円墳から出土 していることは、今後、富士見塚古墳群の

被葬者を考える上でも注意する必要があるだろう。

分布調査によつて、集落、古墳(横穴 )、 生産遺跡の確

認はできた。しかし、その実態は未だ不明の部分が多い。

今後、資料の蓄積を倹って再論する必要があるだろう。

(小野寿美子 )

6.埴輪 (第44～48図 。第 5表 )

(1)は じめに

今回の分布調査では風返古墳群第 2・ 3・ 9号墳・乳

母神古墳群第 3号墳・寺山古墳群第 1号墳・戸崎古墳群

第 3号墳で埴輪を採集できた。このうち風返古墳群第 9

号墳・乳母神古墳群第 3号墳・寺山古墳群第 1号墳・戸

崎古墳群第 3号墳は今回の分布調査で初めて埴輪の存在

が確認できた古墳である。

このほかの霞ケ浦町の埴輪としては、筑波大学が行つ

てきた「筑波古代地域史の研究」の一環で行つてきた古

墳の調査の際に採集されたものがある。その一部は既に

報告されているが(田 中。日高 1996)、 未報告の資料も

多く、特に継続的に分布調査を行ってきた風返古墳群の

採集資料は今回の分布調査で採集できたものよりも質量

ともに優れている。また今回の分布調査では埴輪が採集

されなかったが以前の筑波大学の調査で採集された古墳

もある。

このため本稿では筑波大学所蔵の未報告・既報告埴輪

と分布調査採集埴輪とをあわせて報告することとする1)。

(2漂集 した埴輪とその吉墳

以下では、分布調査の際に採集された埴輪の事実記載

を古墳ごとに行う
2)。

併せて埴輪が採集された古墳につ

いても概観する3)。

風返古墳群第 2号墳(043-002)房 U称は風返大 国山古

墳。墳形は帆立貝形で、全長55m、 高63mを 測る。古

墳時代後期前半に位置付けられる風返古墳群最初の首長

墓である。

第44図 1～ 8が本古墳で採集された埴輪である。全体

に色調は赤褐色を呈し、焼成も良好である。スカシは円

形のもの(第44図 4)が確認された。

タガは下向きの三角形状のもの(第44図 1)と 長方形に

近似する台形のもの(第44図 2)がある。どちらもタガは

高 くしつかりと只古り付けている。

風返古墳群第 3号墳(043-003)別 称は風返羽黒山古

墳。墳形は円形で、径35m、 高56mを 測る。古墳時代

後朗前半に位置付けられ、風返古墳群第 2号墳に後続す

る首長墓である。

第45図 1～ 11、 第46図 1・ 2が本古墳で採集された埴

輪である。器種の判別できたものは第45図 9の普通円筒

埴輪と第46図 1の不明形象埴輪である。全体に色調は赤

褐色を呈 し、焼成 も良好である。スカシは円形のもの

(第45図 2・ 5,8)が確認された。

タガに複数の断面形態があることが本古墳の埴輪の特

徴である。ここでは台形(第45図 1・ 3・ 7・ 8)、 三角

形状 (第45図 6)、 タガの真ん中が凹むM字 (第45図 2・

5)、 幅広に貼 り付けた底辺の広い台形 (第 45図 4)の 4

種類に分類した。台形・類三角形のものは風返古墳群第

2号墳のタガと、底広台形のものは風返古墳群第 9号墳

のタガとそれぞれ類似している。

風返古墳群第 9号墳(043-009)今回の分布調査で初

めて埴輪をもつことが確認された古墳である。現状はや

や高まりを持つものの平らな畑地であり、墳丘は削平さ

れているためこれまで看過されてきたようである。墳形

は円形で、径20m、 高05mを 測るが、前方後円墳の可

能性 もある。古墳時代後期前半に位置付けられる。

第46図 3～ 13が本古墳で採集された埴輪である。器種

の判別できたものは第46図 13の朝顔形埴輪である。赤褐

色の良好な焼成で突帝はやや低い台形を呈する。本古墳

から採集できた埴輪は小片も含めて全て同様の色調・焼

成である。調整は外面タテハケ、内面はヨコハケを基本

とする。スカンは円形のもの(第46図 7)が確認された。

タガは台形のもの(第46図 3)と 、高さの低い底広台形の

もの(第46図 4)がある。

本古墳の埴輪の特徴は4条の櫛描による波状文と直線

文を施すことにある。第46図 6,7の ように直線→波状

文の順に施すものと、第46図 5の ように波状文→直線の

順に施すものがある。また第46図 11の ように埴輪の最下

段にも波状文を施すものがある。

波状文を描いた埴輪を有する古墳は、伝田郁夫の指摘
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によると、出島半島では富士見塚古墳群 1号墳、高浜入

りの対岸では玉里村権現山古墳、同 神楽窪古墳、石岡

市府中愛宕山古墳があるという(伝田 2000a)。 ただ権

現山古墳の波状文原体とハケ調整原体が同じであるのに

対 し(伝田 2000b)、 本古墳では波状文原体 (4本/1.5

cm)と ハケ調整原体(8本/1.5cln)と が異なるという違い

がある。また波状文と同じ原体による直線を組み合わせ

ることも権現塚古墳や富士見塚古墳の埴輪とは異なって

いる。

乳母神古墳群第 3号墳(315-003)今 回の分布調査で

初めて埴輪の存在が確認された古墳である。墳形は円形

で、径 8m、 高05mを 測る。

第47図 1～ 3が本古墳で採集された埴輪である。スカ

シは円形のもの(第47図 2)が確認された。確認できたタ

ガはすべて高さの低い底広台形のもの(第47図 1～ 3)で

ある。

牛塚古墳(408)墳形は円形で、径40m、 高 4mを測

る。低地に築造されており、古墳時代中期前半に位置付

けられる。

第47図 4～ 9が本古墳で採集された壺形埴輪と土師器

である。筑波大学の調査で報告されたもの(田 中・日高

1996)を 再 トレースして掲載した。

寺山古墳群第 1号墳(429-001)今 回の分布調査で初

めて埴輪の存在が確認された古墳である。墳形は前方後

円形で全長60m高 6mを測る。古墳時代前期に位置付け

られる。

第47図 10～ 11が本古墳で採集された埴輪である。第47

図10が壺形埴輪の顎部、第47図 11が壺形埴輪の胴部であ

る。内外面に8～ 10本/cmの細かいハケメを施す。

戸崎古墳群第 3号墳(465-003)今 回の分布調査で初

めて埴輪の存在が確認された古墳である。墳形は円形で、

径82m、 高1.5mを 測る。

第48図 1・ 2が本古墳で採集された埴輪である。器壁

が厚 く暗褐色を呈し焼成も不良である。確認できたタガ

は底広台形の範疇であるが、タガの上より下が高くやや

M字型の台形を呈する(第48図 1)。

田宿 。赤塚古墳群第 1号墳(510-001)房 J称は田宿天

神塚古墳。墳形は前方後円形で、全長63m、 高45mを

測る。

第48図 3～ 5が本古墳で採集された埴輪である。筑波

大学によって測量調査が行われた際に採集され、報告さ

れたものを転載した(田中・日高 1996)。

田宿・赤塚古墳群第14号墳(510-014)

別称は赤塚権現塚古墳。墳形は前方後円形で、全長40

m、 高 3mを測る。

第47図 12が本古墳で採集された埴輪である。筑波大学

によって採集・報告されたものを転載 した(田 中。日高

1996)。 タガは高さのある台形を呈する。

(3溌掘調査で出土 した埴輪とその古墳

以下では分布調査では埴輪が採集されなかったが発掘

調査によって埴輪の存在が知られた古墳とその埴輪につ

いて概観する。

富士見塚古墳群第 1号墳(070-001)号 J称は富士見塚

古墳。円筒墳形は前方後円形で全長781m、 高10mを 測

る。古墳時代後期初頭に位置付けられ、それまで首長墓

が知られていなかった菱木川左岸に初めて築造された首

長墓である。

1990年 に行われた発掘調査により普通円筒、朝顔形、

人物(盾持ち人・男性・女性 )、 動物(鹿・犬)埴輪が出土

している(山口 1992)。 器種が多種にわたるだけでなく

各器種内でもさまざまな形態のものがあり多様性を持っ

ている。また全体に仕上げが悪 く稚拙なE「象を受ける。

普通円筒埴輪には 4条 5段構成で 4段 日と5段 目に波状

文を施すものがあり、風返古墳群第 9号墳の波状文をも

つ埴輪との関係をうかがわせる。

坂遺跡(320)1号 清 茨城県教育財団の発掘調査によつ

て検出された溝である。覆土下層から土師器が上層から

埴輪片が699点 出土 している。調査者は覆土がある程度

溝に堆積 してから埴輪が投棄されたとし、遺構の年代を

6世紀前葉に位置付けている。また古墳の周溝である可

能性を示唆してはいるが断定していない(茂木 1999)。

今回の分布調査の成果と照合すると、本遺構が検出され

た坂遺跡A区は台地縁辺部で乳母神古墳群(315)の 範囲

内にあり、かつ運減した古墳である乳母神古墳群第 4号

墳(315004)|こ 近接することから、 4号墳の周溝あるい

は乳母神古墳群内の未発見古墳の周溝である可能性が高

いと考える。

普通円筒埴輪が出土している。実測図および詳細は報

告書(茂木 1999)に ゆずるが、タガは底広台形であり、

乳母神古墳群第 3号墳(315-003)の タガ(第47図 1・ 2・

3)と 類似 していることを付記 しておく。

(4)ま とめ

今回の分布調査の資料から遺物論や古墳論に言及する

のは資料の制約上難しい4)が
、得られた成果として以下

の 3点を指摘する。

(1)寺 山古墳群第 1号墳の壼形埴輪の発見から出島半島

南岸の首長墓とその集落というまとまりが、田宿・赤塚

古墳群周辺だけでなく一ノ瀬川南岸河口部の台地上にも

存在する。

(2)試返古墳群第 9号墳の波状文埴輪は高浜入り対岸で

ある玉里周辺の古墳の埴輪との関連がうかがわせる。

(3)後期中葉以降直径10m後の小規模円墳のなかにも埴

輪を有するものがあらわれる。

霞ケ浦町域や周辺地域における一層の研究の進展には

古墳の表面採集の継続や既出土資料の再報告、古墳の全

容把握を目的とした発掘調査などが必要となるだろう。
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7.小結

以上、本報告をするにあたり再検討した結果、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227遺跡を教えることになった。新たに追加された包

蔵地は6遺跡であり、個々については前述したとおりで

ある。

4基の古墳で新たに埴輪を採集することができた。特

に、寺山古墳群第 1号墳では壺形埴輪が採集されており、

霞ケ浦町域における埴輪を有する前期の古墳として今後

注目する必要があるだろう。

上述したとおり現時点でこれだけ多くの遺跡が確認で

きることが明らかになった。今後、発掘調査が行われる

のであるならば、より良好な資料を得ることができるだ

ろう。既に F遺跡地図編』で、日高が古墳の分布から出

島半島における3つの首長支配領域を設定し、国造制、

立評制、壬生部設定の時期等の問題点を指摘 している

(日 高 2000)。 今後の資料の蓄積こそが、これらの問題

点を明らかにする一端を担うであろう。 (小野寿美子 )

言主

1)今回の分布調査で採集されたものとそれ以前に筑波大学が独自に

行つた調査で採集されたものとの違いは遺物観察表の中で示す。

筑波大学採集埴輪は筑波大学考古学研究室が保管している。

2)分布調査で採集した埴輪はいずれも小片であるため器種が普通円

筒埴輪なのか朝顔形埴輪なのかあるいは形象埴輪の一部分なのか

判別できないものがほとんどである。そのため本文と観察表では

器種を認定できるものだけ記す事にする。

3)古墳の時期比定や首長墓の認定については F遺跡地図編』におけ

る日高慎の論考に従う(日 高2001)。

4)分布調査の資料から遺物論・遺跡論を語るにはいくつかの制約が

ある。①破片のため全体の復元が困難、②どのような遺構のもの

か不明、③同一遺構内の供伴遺物が不明、④遺跡範囲の正確な特

定が困難、⑤採集地点=遺跡であるが、非採集地点=非遺跡では

ない、などである。

採集埴輪から遺物論を語る場合①と③の制約が大きい。多くの

場合普通円筒埴輪であるか朝顔形埴輪であるかの区別もつかない

し、また円筒・朝顔だけでなく形象埴輪の組み合わせも分からな

い。また現在盛んに行われている埴輪の微細な表現やハケ原体に

着目しての分析も行うことができない。

また埴輪と古墳の関係を考えた場合、古墳のもつ遺跡としての

特性により⑤が集落遺跡などと違う形で問題になる。通常分布調

査では遺物採集地点を遺跡として登録する。だが古墳は遺物未採

集であっても墳丘の存在をもって古墳認定する場合が多い。特に

霞ケ浦町では古墳墳丘の残存が良好で、巨大古墳はもとより径10

m前後の小円墳も多く確認することができた。だが古墳の現況は

多くが山林であり遺物の表面採集が難しい。従って分布調査では

その古墳が埴輪を有することは断定できても埴輪をもたないこと

を断定するのは不可能であり、究極的には発掘調査を行うしかな

いともいえる。

今回提示した採集資料からは風返古墳群第 2 3・ 9号墳の埴

輪は類似性があり、同様に乳母神古墳群第 3号墳 坂遺跡 1号溝

の埴輪にも類似性があるようにみえる。またその分布から出島半

島北岸では首長墓級の古墳とその古墳群内の古墳に埴輪が用いら

れ、南岸では小規模の円墳に埴輪が用いられるようにみえる。だ

がこういった埴輪の分布傾向は一回の発掘で大きく覆される可能

性が高いものである。そのため本文では資料から言及できること

のうち確実性の高いものを指摘した。
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1. tよ じめに

ここでは、主に奈良・平安時代に属する遺物を取 り扱

うが、一部 7世紀にまでさかのぼる可能性のある資料 も

扱う。

当該期の遺物は町内全域から広 く採集されている。

F遺跡地図編』でも示 したが、今回の分布調査において

確認された512遺跡中、約半数の264遺跡がこの時期に該

当し、しかもそのほとんどが集落跡と想定されることか

ら、当該期の遺跡の総面積の広さが窺えるだろう。また、

遺跡面積の広さと相倹って、採集されている遺物の量 も

非常に多い。

採集されている遺物は、須恵器 。土師器の供膳具・貯

蔵具など生活に関わる日常雑器がその量の大半を占める。

土師器の中には平安時代に限定されるものとして、内面

が黒色処理された、いわゆる内黒土器も存在する。その

他に、量は少ないが、高級陶器である灰釉陶器や建築材

としての瓦、筆記具としての陶硯などが、特定の遺跡に

おいて採集されている。

蛇足ながらあらかじめ付言しておくと、『遺跡地図編』

において「大規模遺跡」として紹介した遺跡では、特に

多くの遺物を採集している。しかし大半が表採資料とい

うこともあり、糸田片が多く図イとできないものも多かった。

記述にあたっては図化できるものを中心に特徴的なもの

を取 り上げた。従って、ここで紹介している資料の点数

がそのまま採集遺物量に比例 しているわけではない、と

いう点に注意して頂きたい。

2.採集資料 について(第49～51図 )

以下、遺跡番号順に採集された遺物の概要について記

載する。

月ノ本遺跡(012)1は灰釉陶器の浄瓶と思われる破

片である。細片であり、確実なことはいえないものの、

恐らくモデルとなった金属製の浄瓶における蓋と口縁の

接する部分を一体で成形したものと思われる。破片の上

面には釉が厚 く付着している。胎土は白色度の強いもの

で、後に挙げる多くの灰釉陶器同様、東海地方、特に猿

投産のものと思われる。

安食平西遺跡(048)2は 採集された須恵器郭である。

底部の中心付近に回転ヘラ切 り離しの際に寄せられた粘

土が残存する。その後若千のナデを施している。また底

部からの立ち上が り部外面についてはヘラケズリを行っ

ているため、面取 り状を呈する。

田子内遺跡(056)3～ 5は須恵器郭の底部片である。

3・ 5は高台をもつものである。いずれも回転ヘラ切 り

離しの痕跡が明瞭に残 り、高台は高く強 く外方に踏ん張

る。 5については高台が剥離している箇所があり、その

部分の観察から、まず底部の高台を貼 り付ける部分に工

具で傷を付けた後、粘土紐を貼 り付けて高台を成形し、

最後に基部の外面に粘土を足 して補強するという製作工

程を知ることが出来る。また、内面がよく研磨されてい

ることから、硯として転用されていた可能性も考えられ

る。

4は無台のもので特筆される遺物である。底部中央付

近に非常に細い線で「貴」と読める文字力核1ま れている。

想定される欠損部分を考えると、さらにあと1～ 2字が

書かれていた可能性も考えられるが、意味については不

明である。なお、底部から立ち上がる体部の外面にもV
字状のわずかな線刻が見られ、またその隣には棒状工具

による刺突あるいは押し引き痕のようなものも観察され

る。焼成は良好で、灰色を呈する。時期は底部の復原径

から8世紀に遡るものと思われる。

西入間遺跡(059)6は陶製紡錘車と思われるもので

ある。焼き上がりは一応須恵質ではあるが、甘 く軟質で

ある。全体として薄く軽量であるため、紡錘車としての

機能は十分に果たせなかった可能性もあり、正確な用途

は今後の研究に期したい。なお資料の性格が表採資料で

あることから、厳密に言えば奈良・平安時代に属するか

どうかについても確証はないが、須恵質の遺物であるこ

とからこの時期の遺物として取 り扱つた。

山ノ越 。勝見掛遺跡(061)7は 欠損部分が多いが、

須恵質の円面硯の脚部から硯部にかけての破片と考えら

れる。その証拠に、陸部についてはよく研磨された痕跡

が認められる。成形面の特徴として、脚部と硯部の境界

にあたる部分の外面に突帝が巡るが、外側のものについ

ては粘土紐を貼 り付けて成形し、その上下を棒状の工具

で押 しつけているのが観察できる。陸部は左回りの回転

ヘラケズリで滑らかに仕上げられている。 8は須恵器甕

の頸部と思われる破片で、直径は不明である。内面はナ

デ調整であるが、外面には下部に横方向の沈線が 2条、

その上部に斜方向に沈線が複数条施されている。いずれ

の沈線も、太く短く刻まれている。焼成は甘 く軟質で、

灰褐色を呈する。

西寺前遺跡(121)9は灰釉陶器碗の回縁部である。

胎土は灰白色を呈し、ほとんど混和物が見られず非常に

硬質なガラス質に焼き上がっている。一部降りかかつた

灰による釉が灰緑色を呈している。胎土の特徴から、産

地として美濃窯が予想される。他に採集されている灰釉

陶器のほとんどが猿投窯の胎土の特徴を持っており、ま

た県内においても猿投窯ないしそれ以東の東海道諸国に

所在する灰釉陶器窯産の製品が多く流入しているのに対

V.奈 良・平 安 時 代
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し、美濃窯の特徴をもつ製品の存在は珍 しいと言える

(奈良・平安時代研究班 1995～ 9)。

下原 1遺跡(143)10は土師質の小片であるが、表面

の細工から瓦塔の屋根にあたる部分の破片と思われた。

上面には断面半円形の工具による押引きにより屋根の一

部が作 り出され、下面の直方体の突出は垂木を表現して

いるものと考えられる。ただし、全体が非常に薄くでき

ており、また大きさも小さいことから、瓦塔ではない可

能
′
陛もある。

柿根平遺跡(152)11は須恵器片で、甕ないし鉢の体

部片である。タト面には斜位の平行タタキを行った後、線

刻が施されている。線刻は焼成前に施されたもので、図

上で縦方向の線を上から下に向かって引いた後、右下か

ら左上に向かって線を引き、X字状に施されている。

前畑遺跡(182)121よ 須恵器甕の口縁部片である。日

縁端部は外方に向かって折 り曲げることによつて成形 し

ている。内面はナデ調整のみであるが、外面には現存部

で 5条の櫛による波状文が認められる。非常に良く焼け

ており、日縁端部には釉の付着も見られる。日径は不明

であるが、破片の残存率から考えて大形のものが予想さ

れる。

マケシ遺跡(184)こ こに報告するのは、土地所収者

が、舌状に延びる台地斜面を削った際に出土したものを

保管されていたものである。当遺跡においては様々な種

類の遺物が多量に採集されている。

13は 高台の付 く土師器郭もしくは皿である。底部を回

転ヘラケズリした後に粘土紐を貼 り付け、つまみ上げて

高台を成形 している。胎土は砂状で、石英や長石、雲母

泣などを多 く含み責褐色を呈する。全/tc的 な器形からみ

て平安時代中期以降のものであると思われる。

14～ 19ま では須恵器である。イには高台を持つものと

無台のものがある。14は 高台を持つもので、底部には回

転ヘラ切 り離しを行った際の砂粒の動いた痕跡が明瞭に

残る。高台は粘土を貼 り付けて成形したもので、高 く外

側に踏ん張る形状である。その他の内外面は回転ナデ調

整である。

15・ 16は 無台の郭である。15は 器形から須恵器と思わ

れるものの、全体に褐色を呈し、また器面には細かいひ

び害Jれが認められ、脆 く剥離する。恐らく二次焼成を受

けているためと考えられる。そのため、調整については

不明である。16は焼成不良で灰白色から責白色を呈 し、

胎土には雲母片を多量に含む。底部の立ち上がり部分に

はケズリ調整が行われ、底部については一方向からのヘ

ラケズリが行われている。

17は 大型の甕の破片で、同一個体と考えられるもので

ある。図示 したもの以外にも破片が存在するが、いずれ

も接合はしない。外面は細い平行タタキが、内面には同

心円文のあて具痕が明瞭に残つている。また、頸部の内

面付近には、細いヘラ状のもので不規則になでたような

痕跡が認められる。焼成は非常に良好で、そのために割

れ国が層】犬に剥離し、鋭利になっている。

18・ 19は鉢か甑と思われるものの破片である。18は胴

部の破片で、比較的精良な粘土を用いているが焼成は不

良で、雲母粒子が多量に認められる。色調も灰白色を呈

する。内外面を指もしくは幅の広い工具でナデた痕跡が

随所に認められる。粘土紐の継ぎ目が見られ、その部分

については横方向のナデが施されていることから、継ぎ

目をナデつけて接合したものと思われる。その後、内面

については底部から回縁部に向かってナデ上げたと思わ

れる。19は底部付近の破片で、底面については15の不同

様、褐色を呈 していることから二次焼成の可能性がある。

胎土が砂状であり、焼成は不良である。タト面は、立ち上

がり付近に底部に向かって斜め方向のケズリが認められ、

それ以上の部位には平行タタキのわずかな痕跡が認めら

れる。内面には粘土紐の継ぎ目が認められ、接合部分を

中心になでつけている。

20～ 22は瓦である。20は均整唐草文軒平瓦の破片で、

黒沢彰哉氏による瓦分類の7260形式に属するものと考え

られるが、細片であること、また摩減が進んでいること

などか らそれ以下の細分型式は不明である(黒沢ほか

1994)。 現状で凹面側に 6つ、凸面側に 2つ の珠文が残

り、内区には唐草文が認められる。

21は平瓦片である。凹面には布目痕が残 り、一枚造 り

である。凸面には長縄タタキがV字状に施されている。

全体に焼成は甘 く、褐色に近い色を呈する。

22は丸瓦で、長軸狽Iの端部が一部残存する。凹面には

布目痕が残るが外面は丁寧に短軸方向にナデが施されて

いる。焼成は良好で、灰白色～灰色を呈する。端部が一

部欠損 しているように見えるが、恐らくこの部分は粘土

円筒を 2つ に分割して丸瓦を作成する際の分割破断面で

あると考えられる。それより内側の凹面部に見られる面

取 りは鋭利な刃物のようなもので数回に分けて一定方向

に向かって行われている。

マケシ遺跡からは今回図示 したもの以外にも瓦片が多

数出土しており、その中には常陸国分寺と同型式の軒瓦

を含むなど、特異な遺跡であると言える。今回の分布調

査においては他の遺跡でも若干の瓦片は採集されている

が、マケシ遺跡ほどまとまった量のものが九・平瓦共に

出土している遺跡はない。

北狽1の台地下を流れる菱木川を挟んで対岸には柏崎窯

跡群(072)が存在 し、そこでは常陸国分寺などに供給 し

ていた瓦が生産されていたこと力ΨJ明 していることから、

そこから当遺跡に瓦が持ち込まれた可能性 も否定はでき

ないが、一定量見つかつていることなどからして、単純

に持ち込まれたものとは考えにくい。可能性 としては、

瓦葺き建物の存在や窯跡の存在などが考えられるが、現

在は削平されてしまっているため詳細は不明である。今

後の周辺における調査によつて明らかになることもある

と思われる。

羽黒遺跡(201)23は 灰釉陶器壺の底部である。器壁
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の立ち上が りの角度と高台径などから、長頸壼の底部と

思われる。高台はしつかりとした作 りで、粘土紐の貼 り

付けによつて成形されている。胎土は白色度が高 く、ま

たよく焼けているが、ガラス質にまでは至っていない。

産地としては猿投窯が考えられるだろう。高台断面の形

状などから、時期としては黒笹90号窯式期が想定される。

天王越遺跡(241)24～ 31は 全て須恵器である。24は

内外面の中央付近に付けられていたつまみが外れた痕跡

があることから蓋と考えられる。外面のつまみ取 り付け

部の周囲は回転ヘラケズリが施されている。25も 蓋と考

えられるが、口径は不明である。日縁端部を折 り曲げる

ことでかえりを表現していることから、8世紀初頭に位

置づけられる資料である。焼成は甘い。

26・ 27は無台の杯である。いずれも底部からの立ち上

がり部分のタト面にヘラケズリが認められる。26は体部が

緩く立ち上がるのに対し、27は急角度で立ち上がる。後

者は 9世紀代の郭の特徴であろう(赤井 。佐々木 1996)。

なお、27については底部に棒状のもので押し引いて付け

られたような痕跡が残る。F遺跡地図編』で「キ線刻」

として報告 したものであるが、部分的なものであり文字

であるかどうかも含めて詳細は不明である。

28～ 30は高台を持つ器種である。28は高台が高 く、外

方に強く踏ん張る。内タト面はいずれも回転ナデ調整であ

るが、郭部と高台部で回転の方向が逆になっており、杯

部を成形 した後それを上下反転して高台部を貼 り付け、

成形 したことが窺える。不部の底部外面は回転ヘラ切 り

未調整である。

29はいずれの端部も残存 していないが、高台の接合部

に刻みを入れて粘土紐を接合していることが明瞭にわか

る資料である。また、郭の見込部がよく研磨されている

ことから転用硯として用いられた可能性が高い。底部外

面は回転ヘラケズリが施されている。

30は高台径が大きいこと、また全体が扁平であること

から、郭ではなく、皿もしくは盤であると思われる。器

壁の薄い点が特徴である。29同様、高台の接合部には刻

みを入れて粘土紐を貼 り付けている。また、この破片 も

見込部がよく研磨されており、硯に転用された可能性が

高い。

31は端部が残つていないものの、短頸壺であると考え

られる。部分的に残つている部位を図上で復原している。

内面には回転成形された際のナデ痕跡がよく残っている。

焼成は良好であり灰色を呈する。

当遺跡で採集されている遺物は、土師器・須恵器と種

類こそ少ないものの、採集量は非常に多く、実際に図示

できた遺物も多かった。また、須恵器の中には硯に転用

されているものが多いことも特徴として挙げられる。後

に述べる坂大平遺跡や二城内遺跡などと共に古代におけ

る佐賀郷の中心的な位置を占める集落遺跡であつたと考

えられる。

小沼遺跡(244)32・ 33は いずれも須恵器である。32

は蓋のつまみ部分で、上部全体は窪み、中央部がわずか

に突出する形状である。体部に対しては貼 り付けて成形

している。接合方法については不明である。

33は高郭の一部である。透しは恐らく4方向につ くと

思われる。残存部においては脚部器壁の中程までしか切

り込みが認められない。脚部は体部に後から貼 り付けて

いるものと思われる。

坂大平遺跡(281)34は 復原される口径は大きいが短

頸壼であると考えられる。外面から日顕部の内面にかけ

て自然釉の付着が認められる。全体はナデ調整であるが、

残存部下部の内面には指オサエも一部に見られる。焼成

は良好である。

35は特殊な形状であるが、獣脚と見られ、円面硯の脚

部を構成する一部と考えた。理由としては、全体的に小

さく、華奢な作 りであることから、短頸壺などに見られ

る獣脚としては本体の重量を支えられないと思われたこ

とと、上端と下端の両方に剥離面が認められ、上下方向

に接続する部分が存在すると考えられることから、やや

特殊であり類例が見られないものの円面硯の脚部である

と判断した。全体は手捏ねによつて形作られており、焼

成は須恵質で良好である。左狽I面 には小さな刺突痕が認

められる。

36・ 37は壷類の底部と思われる。36は須恵器であり、

37は灰釉陶器である。36は内面に回転成形の際のナデ痕

跡が明瞭に残る。高台は高く、外方に強く踏ん張る。焼

成は非常に良い。濃緑色の自然釉が内面にも斑点状に付

着している。37も 内面には回転成形の際のナデ痕跡が明

瞭に認められる。高台は貼り付けたもので、端部は強く

ナデつけられている。体部外面の下半には横方向のケズ

リが認められる。胎土は白色度が高 く、猿投窯の製品か

と思われる。

38は低い高台の付 く器種で、イとも考えられるが、底

部の器壁が厚いことなどから、壼類の可能性も考えられ

る。rtk都下半は横方向のケズリが施され、底部は回転ヘ

ラケズリ、それ以外は回転ナデ調整である。当遺跡は面

積が広大であるが、遺物の散布は範囲内で途切れなく認

められ、また散布量も多い。集落だとすれば非常に規模

の大きいものが想定され、また出土 している遺物の種類

も特殊なものが多いことから、一般的な集落として限定

できない性格が予想される。

二城内遺跡(288)39は 破片ではあるが、円面硯であ

ると判断した。陸部はよく研磨されている。硯部の裏側

から脚部外面にかけては、降灰による薄い自然釉が付着

しており、陸部を下に向けた状態で焼成されたことを物

語っている。40は須恵器蓋のつまみで、中央が高 く突出

する擬宝珠形のものである。体部との接合方法について

は不明である。

西方貝塚(302)41・ 42が採集されてお り、当該期に

おいても人間活動が認められる。41は 32よ りも更に扁平

な須恵器蓋のつまみで、中央部がわずかに盛 り上がる形
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状である。全体は回転ナデ調整で、焼成は不良。黄橙色

を呈し、雲母粒子が大量に見られる。

42は土師器のいわゆる内黒土器で、見込み部は黒色処

理され、ミガキが施されている。底部は糸切りによつて

切 り離されたことが窺われ、その後粘土紐を貼り付ける

ことで高台を成形している。

西方 2遺跡(305)43は 須恵器の無台の郭で、ほぼ完

形である。底部は回転ヘラ切 り後未調整で、中央に粘土

の残存が見られる。底部から体部への立ち上がりの部分

については何度かに分けてヘラケズリが横方向に施され

ているため、面取 り状を呈している。体部は回転成形と

思われ、/4k部中央で一度内彎した後、口縁部に向かつて

なだらかに外反する。焼成は良好であると所属年代とし

ては、8世紀の終わりから9世紀はじめにかけての時期

と考えられる。

兎谷ッ遺跡(309)44は 須恵質で内面には回転成形の

際のナデ痕跡が明瞭に認められ、外面はナデにより平滑

に仕上げられている①上下端が残存 していないため全体

の器形を窺い知ることはできないが、器壁が比較的厚い

ため大形のものが想定でき、丸みを持った体部から重類

が想定される。焼成は良好である。

第六天遺跡(394)45は 須恵器蓋のつまみ部分のみが

外れたもので、剥離面には渦巻き状に窪んだ部分が認め

られることから、体部との接合に際し、このような切 り

込みを施した上で接合 したことがわかる。つまみ自体の

形】犬は先に挙げた、上部全体が窪み中央部が突出する形

状のものである。

46は須恵器郭の底部で、底部外面は回転ヘラケズリが

施されており、その際の砂粒の動きが沈線状に痕跡をと

どめている。底部からの立ち上が り部分には横方向にヘ

ラケズリが施されており、面取 り状を呈する。それ以外

の部分は回転ナデが施されている。

47は須恵質のものであるが、無頸壺か、鉄鉢形土器の

一部と思われる。内タト面にナデが施され、口縁端部には

横方向のケズリが施される。焼成は良好である。胎土な

どから在地産のものと考えられる。

細内遺跡(399)48は 土師質焼成で蓋のつまみと思わ

れる。雲母粒子を多く含む精良な胎土で、責橙色を呈し、

外面が丁寧に磨かれているのが特徴である。

49は須恵器郭の底部で、立ち上が り部の外面には横方

向のヘラケズリが施されている。

50も 須恵器郭でやや大形のものである。外面には回転

成形の際のナデ痕跡が明瞭に認められ、底部の立ち上が

りに部分には横方向のヘラケズリ、底部には一方向のヘ

ラケズリが認められる。

51も 須恵器の郭で、口縁部であるが日径が非常に大き

い。50同様、外面には回転成形の際のナデ痕跡が明瞭に

認められる。

52は土師器の高台付郭で高台は貼 り付けによつて成形

されている。低く、外方に踏ん張る三角形の形状を呈す

る。黄褐色を呈 し、見込み部が磨かれていることを特徴

とする。

53は須恵器の鉢ないしは甑の日縁部である。口縁端部

は上下方向に肥厚 し、強く外反する。体部外面は横位の

平行タタキが施されている。口縁部から内面にかけては

ナデ調整である。以上図示 した細内遺跡採集の須恵器に

ついてはいずれもか焼成が甘 く、灰白色を呈することが

特徴として挙げられる。全てではないが、雲母粒子を多

く含むものもあ り、新治窯跡群の特徴を持つ資料の多い

ことが窺える。また、当遺跡においてはミガキが施され

た土師器が見つかつていることも特筆される。

サイカチ遺跡(401)54は須恵器の蓋と思われる。天

井部外面には幅の広い回転ヘラケズリが施される。口縁

端部は垂下するものの、その突出は非常に小さく、内面

がナデによつてわずかにへこむ程度のものである。つま

み部分については欠損 しているため詳細不明である。焼

成は不良で、灰黄色を呈し、雲母粒子を多く含む。

55。 56は土師器である。55は高台の付く郭もしくは碗

で、高く、端部の薄い高台が付 く。高台自体は粘土紐を

つまみ出して作られており、ハの字形に強く外反する。

底部外面は一方向のヘラケズリで整えられている。他の

部分は回転ナデによって調整されている。恐らくロクロ

によつて成形されたものと考えられる。56も 土師器だが

あまり見られない器形である。一応奈良・平安時代遺物

として取 りあげたが、平安時代でも新しい時期の、中世

に近い時期のものと考えられる。高台は径が大きく、厚

く高く作られている。体部との接合方法は貼 り付けと思

われる。類例としては茨城町所在奥谷遺跡135号住居出

土の台付鉢形土器と報告されているものが挙げられるだ

ろう。

千体寺前遺跡(407)571よ須恵器郭の底部である。底

部外面は丁寧な回転ヘラケズリが施され、体部の立ち上

がりはあまり急傾斜ではない。立ち上がり部分はナデ調

整が施されてお り、二次底部様を呈する。古い様相を示

す資料であろうと考えられる。焼成も良好で、黒灰色を

呈する。

御殿遺跡(501)ヤ ずヽれも須恵器で、58・ 59は 蓋であ

る。58は端部を上方へ折 り曲げることによつて、かえり

を表現したもので、59も 端部をややつまんで内面に突出

部を作 り出している。いずれの形状も8世紀初頭と考え

られる資料であるが、59のほうがやや古相を示すものと

思われる。胎土の様子からは在地産のものと考えられ、

焼成は良好である。

60は甕の体部片であるが、外面に同心円文のタタキが

施されたものである。内面には指オサエが認められる。

このような資料は 8世紀代のものが多いことが指摘され

ており、また産地としては茨城県南部の新治窯跡群が主

として考えられている(ナ |1井  1988、 佐々木 2001)。 60

も胎土に雲母粒子を多く含む点などに新治窯跡群産の資

料との類似性が認められる。
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松本遺跡(502)こ の遺跡からは多量の遺物が採集さ

れており、特に須恵器の占める割合の高いことが指摘で

きる。

61～ 63は須恵器の蓋である。61は今までにも多 く紹介

されてきた周辺部が窪み、中央部が突出する形状を持っ

たつまみの破片である。つまみ自体の高さが今までのも

のに比べ低い。焼成は不良で、雲母粒子を含む。62は端

部を上方へ折 り曲げることによってかえりを表現 した須

恵器蓋である。形態的には58の ものとよく似ているが、

かえりの端部はわずかに回縁端部よりも上方に入る。こ

れも焼成は悪 く、黄橙色を呈 し、雲母粒子を多く含むこ

とから、新治窯跡群産のものと推定される。63は端部を

折 り返すことによつてかえりを表現 しており、 8世紀以

降の特徴を有するものである。全体はナデ調整である。

焼成は良好で、胎土に針状鉱物を含むことから、木葉下

窯跡群で生産された可能性が想定される。

64・ 65は須恵器高杯である。いずれも透しが認められ

るが、64は 4方向に付 くと思われるものの、65は不明で

ある。いずれも、不部と脚部の接合方法は全面接合であ

る。特に65は接合部に段差が認められ、別々の部品を接

合したことが明瞭にわかる。脚部の内面には指ナデが認

められる。

66は甑の底部である。 5子し式と考えられ、中央部には

円形の、その周 りに楕円形の孔が空けられていたものと

考えられる。子しは底部の粘土板を鋭利な工具で切 り取つ

て作ったと思われ、切断面に砂粒の動きが認められる。

焼成は良好であるものの、灰白色を呈 し、胎土に雲母粒

子を多く含む。67は土師器の高台を有する郭もしくは碗

で底部に回転糸切 り痕が認められる。高台は粘土紐を貼

り付けて作られており、低 く三角形を呈する。内面は単

にナデられているのみである。胎土には雲母粒子を多 く

含んでいる。

加茂八幡貝塚(503)68は須恵器甕の体部である。60

同様これも体部外面に同心円文のタタキが施され、内面

は指オサエが認められる。焼成は不良で、灰白色を呈し、

雲母粒子を多 く含む点も共通性が高い。時期・産地は同

様であろう。

鴨平遺跡(507)69・ 70は いずれも灰釉陶器で、長頸

壺の底部と思われる。胎土は似かよっており白色度の高

い灰白色を呈 し、素地の風合いも類似することから2点

とも今まで紹介してきた他の灰釉陶器の壺類と同じく猿

投産ではないかと思われる。 2点 とも回転ナデ成形され

ており、高台は粘土紐の貼 り付けによるものと考えられ

るが、70については接合面がはっきりせず詳細は不明で

ある。なお、69は接地面が狭 く内傾 しているのに対 し、

70は断面が方形で接地面が広い。また、69は外面の一部

に淡緑色の釉の垂下が認められる。71は 60・ 68と 同じく

外面に同心円文のタタキが施された甕の体部である。内

面調整も同じく指オサエである。ただし、上記の 2点 に

比べて同心円文の痕跡が深 く刻まれている点や、焼成が

良好で、雲母粒子を含まない点などが異なる点として認

められる。

3.小結

以上、遺物の概略を記してきたが、最後に、採集され

た遺物全体を通して概観しておきたい。周辺地域の調査

成果からもいわれてきていることではあるが、今回の調

査成果を見ても全体の傾向として、採集できる遺物に占

める須恵器の量が非常に多いと思われる。決して図示し

たものが全体の傾向とイコールではないものの、図示し

ていないものを含めて考えてもこの傾向は認められる。

また、器形や調整の特徴から判断して、8世紀後半か

ら9世紀代のものの占める割合が高いと思われる。それ

に比べて、確実に8世紀前半や10世紀以降と言える資料

はあまり認められない。10世紀以降については使用土器

に占める土師器の割合が高まることが従来から指摘され

ているため、図化できなかった資料中にこの時期のもの

が多く含まれている可能性は十分考えられるものの、や

はり圧倒的に目につくものは先述の時期の須恵器である。

表面採集という手段で考古学的に認識した場合、このよ

うな結果から、この時期に霞ケ浦町内において人間活動

が活発になったことを示していると考えられる。

ところで、8世紀後半から9世紀代という時期に、当

地方はどの様な状況であったのか概観してみると、ちょ

うどこの時期に国分寺や国衛の整備が進む地期であり、

またそれに続く時期には石岡市の鹿の子C遺跡で鉄器生

産が活発になる時期である。鹿の子C遺跡における鉄器

生産が活発になる背景としては、嵯峨 。桓武朝以降活発

になる東北経営との関連が想定されているが、いずれに

しろ、8世紀後半以降、この地域では国衛周辺において

継続的に各種の生産 。消費活動が活発に行われた時期で

あり、そうした時期と霞ケ浦町内における人間活動の盛

期とは運動してくることが認められるのである。

こうした状況を考えると、この地における人間活動活

発化の背景として至近に存在する国衛の存在は無視でき

ず、それをとりまく周縁地帯の一部として、活発に行わ

れた生産・消費活動を支えた地域だったためにこの時期

に人間活動の活発化が認められるようになるのではない

だろうか。F遺跡地図編』でも取 りあげたように、この

時期出島半島には瓦や鉄の生産遺跡が各種発見されてい

る。こうしたものの存在も、上記の想像を裏付けるもの

であると思われる。

なお、そうした律令制下における国家的な諸活動を支

える一方で、時代の推移と共に高級陶器である灰釉陶器

が多数見られるようになることから、在地社会の中にも

徐々に富を蓄積するものの存在が顕在化してくることが

窺え、こうした者の中から平安時代後期を経て中世的社

会における在地領主へと発展していった者もいたのでは

ないだろうかと推測される。ただし、この点については
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10世紀以降に資料が減少することを含め、考古学的には

証拠に乏しいためここでは推測するにとどめておくこと

にする。 (清野陽一 )
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底部回転ヘ ラ切 り離 し後未調整 。

他 はナデ。高台 は貼 り付 け。

底部回転ヘラ削 り。立ち上が り部
ヘラケズリ。他はナデ。底郡外面
に「貴」刻書。立ち上がり部外面

底部回転ヘラ切 り離 し後未調整。
他はナデ。高台は貼 り付け。見込
み

ナデ。陸部は研磨。
棒状工具によるナデ。

ナデ。沈線 。

内面ナデ。外面平行タタキ。

ナデ。外面 に櫛描波状文。

ナデ。底部 回転ヘ ラケ

上がり部ヘラケズリぅ他はナデ

上が り部ヘ ラケ ズ リ。

底部回転ヘラ切 り離 し
他はナデ。高台は貼り付け。

二次焼成のため不明。

底部一方向のヘラケズリ。立ち上
がり部横方向のヘラケズリ (面 取
状 )。 他はナデ。

タキ。内面 同心 円文 あて具痕 。

第 6表 奈良・平安時代遺物観察表

縁密。微細な畢色 白色
粒子含む。月ノ本遺跡

緻密。細かい石英

田子内遺跡
(最大 l mln)を 含 む。

級密。石英 長石粒子を
含む。曇母粒子を多く含
む。

田子内遺跡

級 密 。 石 英

(最 大 5 nm)

西入問遺跡 直径28、 厚 さ065
長石t~子 (最

を含む。雲母粒

石英 雲母の微粒 子 を
山ノ越・
勝見掛遺跡

山ノ越・
勝見掛遺跡

やや緻密。長石粒子 (最

大 l mm)を 多く含む。石
英 雲母粒子はほとんど

西寺前遺跡 [158]
緻密。混和物 をほ とん ど

合 まない。ガラス質。

(30)、 幅 (1 やや徹密。混和物 をほ と

んど含 まない

やや級密。石英 長石粒
子 (最 大 2 mm)を 含む。
雲母粒子を多く含む。

柿根平遺跡

級密。石英 長石粒子

粗。砂状で粒子社い。石
英・長石粒子を多く含む。

若干 の雲母

粗。石英・長石微粒子を
少量含む。雲母粒子を多
く含む。

徹 密 。 石 英  長 石

(2～ 3 mm)を 含 む。 雲第 1図 17a
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第 1図 17b マケシ遺跡 須恵器 発 (171) 灰 色

緻 密 。 石 英  長 石 粒 子

(2～ 3 mH)を 含 む。 雲

母粒子 を含む。

非常に
良好

外面平行タタキ。内面同心円文あ
て具痕。

第 1図 17c マケシ遺跡 184 須忘器 甕 (150) 灰 色

級密。石英 長石粒子
(2～ 3 mm)を 含む。雲
母粒子を含む。

非常に
良好

外面平行タタキ。内面同心円文あ
て具痕。

第 1図 18 マケシ遺跡 須恵器 鉢 or甑 残存部最大径
「252] (127) 灰白色

む

む

含

含

を

く

子
多

粒

を

微

子

石

粒

長

微
ｏ
母

粗

雲 不 良
内外面 に不 定方 向の指 も し くは幅
広の工具 によるナデぃ

第 1図 19 マケシ遺跡 須恵器 鉢or甑 [170] (52) 灰褐色

粗

英

む

砂状で粒子粗い。石
長石 雲母粒子を含

不 良

底部は二次焼成により剥落、調整
不明。立ち上が り部は斜め方向の
ケズリ。体部外面は平行タタキ。
内面はナデハ

第 1図 20 マケシ遺跡 瓦 軒平瓦 瓦当厚 [55]、 長 さ(34) 責褐色
緻密。石芙 長石粒子
(最大2 5mm)を 含む。雲
母粒子を含む6

不 良

凹面は横方向のナデ。凸面は欠損
のため不明。

第 2図 21 マケシ遺跡 瓦 平 瓦
長さ(160)、 幅(114)

厚 さ(最大37) 灰褐色
やや徹密。石英・長石粒
子含む。雲母粒子を若干
含む。

不良
凹面は布目痕。凸面はV字状の長
縄タタキ。一枚作 り。

第 2図 22 マケシ遺跡 瓦 丸瓦
長さ(125)、 幅

厚さ(21
78)、

灰白色
級密。石英 長石粒子を
含む。雲母粒子はほとん
ど含まない。

史好
凹面は布目痕。凸面は横方向のナ
デ。端部ケズリ。

第 2図 23 羽黒遺跡 灰釉陶器 士霊
高台径
[100] (44) 灰白色

級密。長石粒子の微粒子
を含む。 良好

底部ヘ ラケ ズ リ。他 はナデ。高台
は貝占リイ寸サす。

第 2図 24 天工越遺跡 須恵器 蓋 (■ 4) 灰 色
級密。石英 長石粒子
(最大 2 mm)を 含む。

良好
井

デ

天

ナ
面 回転 ヘ ラケ ズ リ。他 は

第 2図 25 天王越遺跡 須恵器 蓋 [80] (19) 灰白色
級密。石英 長石 雲母
粒子を含む。

不 良
ナデ。

第 2図 26 天王越遺跡 須恵器 不 (21) 灰褐色

緻密。長石粒子 (最 大 4

mm)赤色粒子 (2 mm)

石莫微粒子を含む。雲母
粒子を多く含咎。

不良

底部回転ヘラ削 り。立ち上が り部
外面積方向のヘラケズリ。他はナ
デ。見込み部研磨。

第 2図 27 天王越遺跡 須恵器 イ [7 (34) 灰 色

歓密。石英 長石粒子
(最大 3 mm)を 含む。雲
母微粒子を含む。

良好
底部ヘラケズリ後線刻。立ち上が
り部横方向のヘラケズリ。他はナ
デ。

第 2図 28 天王越遺跡 須恵器 高台付郷 高台径
[66]

(24) 灰 色

緻密。石実 ,長 石粒子
(最大 3 mm)を 含む。雲
母微粒子を多く含む。

や
良

や
不

底部回転ヘラ切 り後未調整。他は
ナデ。高台は貼り付け。

第 2図 29 天王越遺跡 須恵器
郭

翻
ｏｒ盤

(17) 灰 色

級密。石英 長石粒子
(最大 2 mm)を多く合む。
雲母粒子を若干含むハ

良好

底部回転ヘラケズリ。他はナデ。
高台はおり付け。見込み部研磨。

第 2図 30 天王越遺跡 須恵器
杯

制
ｏｒ盤

(20) 灰 色
級密。石英 長石粒子
(l mm)を 含む。 良好

底部回転ヘラケズリ。他はナデ。
高台は貼り付け。見込み部研磨。

第 2図 31 天王越遺跡 須恵器 士宣 (32) 灰 色
徹密。長石粒子 雲母粒
子 (2 mm)を 含む。

良好
ナデ。

第 2図 32 小沼遺跡 須恵器 蓋 外径30 (29) 灰白色
級密。長石粒子 (最 大 2

mm)を 含む。雲母粒子を
含む。

良好
ナデ。天丼部内面に研磨。

第 2図 33 小沼遺跡 須恵器 高 杯 (18) 灰 色

緻密。長石粒子 (l mm)
を含む。雲母粒子はほと
んど含まないぅ

良好

ナデ。

第 2図 34 坂大平遺跡 須恵器 士霊 (21) 灰 色

緻密。石英 長石粒子
(最大 3 mm)を 含む。黒
色湧出物あり。

良好
ナデ。内部 に一部指 オサエ。

第 2図 35 坂大平遺跡 須恵器 獣脚硯 (35) 黒灰色
徹密。長石粒子 (l mm)、

石英微粒子 雲母粒子を
含む。

良好
ナデ。

第 2図 36 坂大平遺跡 須恵器 士霊
高台径
[126]

(29) 灰 色
級密。長石粒子を含む。
黒色湧出物あり。

良好
底部ヘラケズリ。他はナデ。高台
1ま 貝占り十↓け。

第 2図 37 坂大平遺跡 灰釉陶器 一笠
高台径
[98]

(25) 灰白色
級密。石英 長石粒子
(2 mm)を 含む。 良好

ナデ。立ち上が り部は横方向のヘ
ラケズリ。高台は貼り付け。

第 2図 38 坂大平遺跡 須恵器
郭

帥
士噸

高台径
[74]

(29) 灰 色

級密。長石粒子 (l mm)
を含む。 良好

底部回転ヘラケズリ。立ち上が り
部は横方向のヘラケズリ。他はナ
デ。高台は貼り付け。

第 2図 39 二城内遺跡 288 須恵器 円面硯
残存部
最大径
[120]

外径27 (13) 灰褐色
緻密。長石粒子 (最 大 4

mm)を 含む。石英粒子
雲母粒子を若干含む。

良 好

ナデ。陸部は研磨。

第 2図 40 二城内遺跡 須恵器 蓋 外径4 (19) 灰白色
緻密。石英 長石粒子
(1 5mm)を 含む。 良好

ナデ。

第 2図4 西方貝塚 須恵器 孟 高台 径 (15) 黄橙色
やや粗。石英
(最 大 3 mm)、

%で 合す|

子
を

粒

子

石
粒

長

母千
一言 不 良

ナデ。

第 2図 42 西方貝塚 土師器 高台付不
or碗

(16) 責橙色
粗。砂状で粒子粗い。石
芙 長石粒子 (最大 2 mm)、

雲母粒子を含む。
不 良

底部糸切り離 し。内面黒色処理
ミガキ。他はナデ。高台は貼 り付
け 。

第 3図 43 西方 2遺跡 須恵器 不 灰臨色

緻密。石英 長石粒子
(最 大4～ 5 mm)を 含む。
雲母粒子はほとんど含ま
ない。

良好

底部回転ヘラ切 り後未調整。立ち
上がり部横方向のヘラケズリ。他
はナデ。

第 3図44 兎谷 ッ遺跡 須恵器 宣 (80) 灰 色

緻密。石英 長石粒子
(最 大 4 nm)を 含む。雲
母粒子はほとんど含まな 良好

ナデ。

第 3図45 第六天遺跡 須恵器 蓋
外径30
「80] (125) 灰 色

徹密。石英  長石  雲 母

粒子 を含 む。
良好

ナデ。接合部に渦巻き状のキザミ。

第 3図 46 第六天遺跡 須恵器 邪 (12) 灰 色

緻密。石英 長石粒子
(最 大 2 mm)を 合む。雲
母微粒子を若干含む。

良好

底部回転ヘラケズリ。立ち上が り
部は横方向のヘラケズリ。他はナ
デ。

第 3図 47 第六天遺跡 須恵器
無顕壷or

鉄鉢形
土器

[176] 外径33 (51) 灰 色

緻密。石英 長石粒子
(最大2 mm)を 含む。 良好

口縁端部は横方向のヘラケズリ。
他はナデ。
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第 3図 48 細内遺跡 土師器 蓋 [78] (12) 黄橙色
緻密。雲母粒子を多く含
む。 不良

接合部付近はナデ。他はミガキ。

第 3図 49 細内遺跡 399 須恵器 杯 [118] (16) 黄掲色
やや粗。石芙 長石粒子
(最大 24H)を 含む。

不 良
底部から立ち上が り部にかけては
横方向のヘラケズリ。他はナデ。

第 3図 50 細内遺跡 399 須恵器 郭 (33) 灰白色
粗。石芙 長石粒子 (最

大 3 mm)雲母粒子を多
く含む。

不良
底部は一定方向のヘラケズリ。立
ち上がり部は横方向のヘラケズリ。
他はナデ。

第 3図 51 細内遺跡 須恵器 杯 [170]
高台径
[84]

(31) 灰白色
粗。石芙 長石粒 子 (1
mm)を 含 む。雲 母粒子 は

ほ とん ど含 まないぃ
不 良

ナデ。

第 3図 52 細内遺跡 土師器 高台付郭 (16) 責橙色
緻密。石英 長石 雲母
微粒子を含む。 不 良

底部の調整は不明。高台部はナデ。
見込み部は ミガキ。高台は貼 り付
サす。

第 3図 53 細内遺跡 399 須恵器 鉢or甑 (31) 責橙色
緻密。雲母粒子を多く含
む。 不 良

体部外面は平行タタキ。他はナデ。

第 3図 54 サイカチ遺跡 須恵器 蓋 [140] (18) 灰黄色
やや粗。石英・長石粒子
(最 大 l mm)を 合む。雲
母粒子を多く含む。

不良
天丼部外面回転ヘラケズリ。他は
ナデ。

第 3図 55 サイカチ遺跡 土師器
高台付杯
or碗

高台径
76 (28) 明黄褐色

緻密。若干の砂粒が混 じ
る。 不良

底部一方向のヘラケズリ。他はナ
デ。高台は貼り付け。

第 3図 56 サイカチ遺跡 土師器 高台付イ
カ

高台径
[220]

(53) 明黄掲色
緻密。若干の雲母粒子を
含む。

不良
底部ヘラケズリ。他はナデ。高台
は貝占り付ヤ)。

第 3図 57 千体寺前遺跡 須恵器 不 [70] (20) 黒灰色

緻密。石英 長石粒子
(最 大 2 nm)を 含む。雲
母粒子はほとんど含まな

良好

底部から立ち上が り部の一部にか
けてヘラケズリ。他はナデ。

第 3図 58 御殿遺跡 須恵器 蓋 [138] (14) 灰 色

緻密。長石微粒子をわず
かに含む。雲母粒子を多
く含む。

良好

ナデ。端部は折り曲げ。

第 3図 59 御殿遺跡 須恵器 霊 [174] (32) 灰 色
級密。長石粒子 (l nm)
を若干含む。 良好

ナデ。端部は折り曲げ。

第 3図 60 御殿遺跡 須恵器 甕 (46) 灰褐色
やや粗。石英 長石粒子
(2 mm)を 含む。雲母粒
子を多く含む。

不良
外面に同心円文タタキ。内面は指
オサエ及びナデ。

第 3図 61 松本遺跡 須恵器 蓋 外径35 (■4) 責橙色
粗。石英 長石粒子 (最

大 4 mm)を 合む。雲母粒
子を含む。

不 良

ナデ。

第 3図 62 松本遺跡 須恵器 蓋 [144] (13) 責橙色
やや粗。石英 長石粒子
(2 mm)を 含む。雲母粒
子を含む。

不良

ナデ。端部は折り曲げ。

第 3図 63 松本遺跡 須恵器 蓋 [182] (20) 灰 色
級密。長石粒子 針状鉱
物 ?を含む。

良好
ナデ。端部は折り返し。

第 3図 6コ 松本遺跡 須恵器 高lTN (33) 灰 色

級密。石英 長石粒子
(2 mm)を 合む。雲母粒
子を含む。

良好

脚部内面は指ナデ。他はナデ。透
し孔は 4方向。脚部の接合方法は
全面接合。

第 3図 65 松本遺跡 須恵器 高イ (48) 灰 色

緻密。石英 長石粒子
(2 mm)を 含む。雲母粒
子はほとんど含まない。

良好
脚部内面は指ナデ。他はナデ。透
し孔のか図は不明。脚部の接合方
法は全面接合。

第 3図 66 松本遺跡 須恵器 甑
中央fL径

[44]
(12) 灰白色

緻密。石英 長石の微粒
子を含む。雲母粒子を多
く含む。

良好

ナデ。孔は鋭利な工具で穿孔。

第 3図 67 松本遺跡 土師器
高台付舅
or碗

高台径
[68] (15) 黄褐色

粗。石英 長石 雲母の
微粒子を多く含む。 不良

底部は回転糸切り離し。他はナデ
高台は貝占り付1)。

第 3図 68 加茂ハ船貝塚 須恵器 甕 (36) 灰白色
や拙 石英・長石・チャー
ト粒子 (2 mm)を 含む。
雲母粒子を多く含む。

不良

フト面に同心円文タタキ。内面は
オサエ及びナデ。

第 3図 69 鴨平遺跡 灰釉陶器 一堕
高台径
[114]

(40) 灰白色
緻密。長石の微粒子を若
干含む。 触朗

ナデ。外面の一部に淡緑色の釉の
垂下が見られる。高台は貼り付け。

第 3図 70 鴨平遺跡 灰釉陶器 〓軍
高台径
[120]

(32) 灰白色
緻密。 糀帥

ナデ。高台の接合方法は不明。

第 3図 71 鴨平遺跡 須恵器 甕 (39) 灰 色
緻密。長石粒子 (l mm)
を含む。混和物は少ない。 良好

フト面に同心円文タタキ。内面は
オサエ及びナデぅ
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Ⅵ。中 世 (平安時代末～安土・桃山時代)

1,陶磁器・土器・ 土製品

採集品は多いが、図示できる大きさのものは限られて

いる。出土地不詳のものも含めて主要なものを図示した。

(1)陶磁器 (第52図 )

1は景徳鎮窯系青花皿。新屋敷遺跡(419)採集。推定

径約1lm、 残高2 7cm。 硬 く焼 き締まった磁胎。外面に

飛雲文を筆描する。全体の約 6分の 1遺存。

2は古瀬戸灰釉瓶子。八田館跡(414)付近出土、薬師

寺家所蔵。埋蔵銭の容器に用いられていたもので、銭に

ついては内山俊身氏によつて別途調査(石川 2000)が行

なわれており、永楽銭の含有比率からみて16世紀頃埋蔵

されたと見られている。口縁部は意図的に打ち欠かれて

いる。残高21,7cm、 胴部最大径17 8cm、 底径11 7cmを は

かる。外面は椿と思われる花紋スタンプとヘラ描きで飾

られ、その上から薄い緑褐色の釉がかかる。胎土はやや

責味をおびた白色で精良。瀬戸編年では古瀬戸中Ⅱ期、

14世紀前半のものと考えられる。

3は瀬戸鉄釉茶壼片。加茂平遺跡(473)採集。 5× 7

cnlの破片となっている。所謂「祖母懐茶壼」といわれる

大窯初期の茶壼で、外面には沈線を施し暗茶褐色の釉が

うす くかかるのに対し、内面は当具の横ナデ痕が残 り明

るい灰色。

4は瀬戸美濃灰釉皿。要害館跡(297)周 辺採集。口径

10,4cm、 底径6.7cm、 器高2 7cmの 丸皿で、高台を除 く内

外面に暗緑褐色の灰釉をかけ、内面見込に菊花文スタン

プを捺印する。瀬戸大窯Ⅱ期、16世紀前半代の製品とみ

られる。

5は山茶碗窯系こね鉢の高台部片。鍛冶屋廃寺 (477)

採集。底径約11～ 12cm、 残高4 0cm。 外面灰白色、内面

灰色で胎土は長石粒を若干含むも均質で精良。見込部が

磨耗 しており、実際に長期間使用されていたことがわか

る。

6は松本遺跡(502)採集の常滑甕片。13× 7 cnlを はか

る。本来は甕の頸部直下の肩部破片であったと考えられ

る。灰色硬質の焼成でタト面肩部に降灰が認められる。製

作時の叩具痕もわずかに認められる。

7は鍛冶屋廃寺(477)採集の常滑広口壺で口縁は受け

回折 り返 し状をなす。残高13 37cm、 口径19 4cm。 外面は

淡灰褐色の還元焔焼成で一部降灰が自然釉化している。

胎土は灰褐色の須恵質である。輪積成形後に横ナデを施

している。常滑編年 6a期 (13世紀第3四半期 )の ものだ

が、県下の類例からみて、14世紀代の五輪塔の地下に埋

設された蔵骨器であつたと推定される。

8は戸崎古墳群第 3号墳(465)採集の常滑甕片。 8×

7 cnlの肩部破片で花菱形のスタンプがある。常滑編年 6

b期 (13世紀第 4四半期)頃か。付近には五輪塔部材の集

積や火葬骨片の散布が認められ、その後の2002年 度の茨

城県教育財団の戸崎中山遺跡の調査で古墳に寄生する中

世石塔・墓地や火葬遺構の存在が明らかにされている

(小竹・浦和 2004)。 従つて常滑甕も、中世墳墓に埋設

された蔵骨器であったと推定される。

9は霞ケ浦中央公民館旧蔵、現在霞ケ浦町郷土資料館

に所蔵されている常滑算盤玉形壷で口縁は受け回折 り返

し状をなす。全高16 7cnl、 日径17.lcm、 胴部最大径232

cm、 底径14 0cm。 外面は灰赤褐色の酸火焔焼成で一部降

灰が自然釉化している。胎土は灰掲色の須恵質である。

輪積成形後に胴部下半に縦方向のヘラミガキを施してい

る。常滑編年 6a～ 6b期 (13世紀第 3～ 4四半期 )の も

のだが、県下の類例からみて、14世紀代の集石墓や五輪

塔の地下に埋設された蔵骨器であったと推定される。

10も 霞ケ浦中央公民館旧蔵、現在霞ケ浦町郷土資料館

に所蔵されている常滑算盤玉形壼で回縁は受け回折 り返

し状をなす。全高16 3cm、 回径16 1cm、 胴部最大径20,7

cm、 底径13 2cm。 外面は灰褐色で一部降灰があるが溶け

ていない。胎土は砂粒をやや多く含み灰褐色。輪積成形

後にナデ調整を施している。常滑編年 7期 (14世紀前半 )

のもので、やはり14世紀代の集石墓や五輪塔の地下に埋

設された蔵骨器であったと推定される。

11は常滑甕。平三坊貝塚 (436)に 隣接する牛渡宝積寺

境内墓地より採集。残高6.5cm、 推定口径22.8cm、 日縁は

受け回折り返し状をなす。内外面は灰茶褐色を呈 し、口

縁内部に若干の自然釉がかかる。内面には指圧痕および

指ナデ。輪積成形時の継ぎ目が残る。常滑編年 6期 (13

世紀後半)頃か。中世の集石墓や五輪塔の地下に埋設さ

れた蔵骨器であつたと推定される。

(2)土器・土製品(第53図 )

12は手づ くね丸底かわらけ。安食館跡 (051)に 隣接す

る平遺跡(052)採集。推定径約12cm、 残高2.8cmを はかる。

内面および外面上段横ナデ(フ キ トリか )、 底部不規則な

指圧痕。硬 く焼き締まった橙褐色の土器胎。約 8分の 1

遺存。

13は手づくね丸底かわらけ。平三坊貝塚 (436)|こ 隣接

する鹿島神社境内採集。推定径約8 0cm、 残高2 2cm。 内

面および外面上段横ナデ(フ キトリか )、 底部不規則な指

圧痕。橙褐色の土器胎。約 4分の 1遺存。

14は かわらけ。要害館跡(297)周辺出土。口径7 2cm、

底径4.6cm、 器高2 4cmの ロクロ糸切かわらけで、口唇部

が玉縁状に肥厚する。15世紀後半～16世紀代か。

15は かわらけ。鍛冶屋廃寺(477)採集。口径9,05cm、

底径4 0cm、 高さ2 8cmの ロクロ糸切かわらけで、口唇部

が玉縁状に肥厚する。16世紀代とみられる。
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16は ロクロ糸切かわらけ。戸崎城跡(466)本丸出土。

口径8.5cm、 底径3.4cm、 高さ2 4cm。 口唇部が玉縁状に肥

厚する。15世紀後半～16世紀代とみられる。

17は在地土器福鉢。霞ケ浦中央公民館旧蔵、現在霞ケ

浦町郷土資料館に所蔵されているが出土地不詳。残高約

9 cm、 推定回径35釦内外、底径12.5cm。 外面は褐色。金

雲母・長石・石英を多量に含み明るい橙褐色。輪積成形

後にヨコナデ調整を施している。内面には 4本 1単位の

櫛状工具で施文を行なっている。15世紀中葉～16世紀を

前後するものと考えられる。

18は 巴紋瓦質火鉢片。松本遺跡(502)採集。 8伽 × 5

cmほ どの小破片で、表面は剥離が甚だしいが、三巴紋の

スタンプを捺印する。胎土は橙褐色で多量の金雲母・砂

粒を含み、筑波北西麓付近の製品と考えられる。

19は 瓦質火鉢脚部片。松本遺跡(502)採集。14cm× 5

cmほ どの破片で、逆台形の形状からみて浅桶のような形

状の大型火鉢の三脚の一つであると考えられる。炭素の

吸着が認められ、燻 し焼成されたと考えられる。

20は輔羽口。鍛冶屋廃寺(477)採集。残存長5 5cm、 推

定径約 8釦、孔径2.2cm。 破片となっているが、一方が

やや太く、徐々に細 くなる円筒形で、細い恨Iの端部周辺

は熱変をうけて一部黒変・溶解 し、鋳物鉄のような肌を

呈することから、鉄の鍛冶施設に用いられたと考えられ

る。長石・石英のほか、微糸田な雲母粒を大量に含む胎土

で、木製の心棒に厚手の粘土板を巻きつけて成形したと

考えられる。ちなみに鍛冶屋廃寺周辺には、大量の椀形

鉄津が集中して散布しており、これらとあわせてみたと

き、輔羽回は鍛冶もしくは製鉄関連遺品として注目すべ

きものである。

(3)中世遺物の概観

舶載陶磁器 舶載陶磁器とみられるものは、町内の27

遣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 )、 龍泉窯系青磁董1

花文碗(12a・ 4a類 )、 13～ 14世紀の龍泉窯青磁蓮弁

文碗(15b類、Ⅲ2類 )・ 青磁筒花生、青白磁ロハゲ皿

(皿Ⅳ lc類 )、 褐釉陶器壼、15～ 16世紀の龍泉窯系青磁

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。

第53図 中世土器
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平安末～鎌倉前期の舶載陶磁器は、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

梨ノ木遺跡(214)で 白磁玉縁口縁碗、下原 2遺跡(339)で

龍泉窯系青磁劃花文碗 。白磁玉縁口縁碗、南岸および川

尻川流域では、人田館跡(414)北方の小山遺跡(403)で白

磁玉縁日縁碗、松本遺跡(502)で同安窯系青磁、戸崎城

跡(466)で同安窯系青磁碗、土浦市にまたがる養老田遺

跡(448)で 白磁玉縁口縁碗が採集されている。

この時期の舶載陶磁器は、安餅郷の領城には未確認だ

が、佐賀郷 1ケ 所、大津郷 5カ 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、初期の龍泉窯系青磁碗に加え、同時期の渥美大甕・

常滑三筋壼・糸切かわらけ・手づ くね丸底かわらけなど

がアセンブリッヂを構成 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。なお戸崎城跡伊1のみは、

本丸で16世紀のかわらけ等とともに採集された事から、

戦国期の茶人村田珠光が好み、「珠光青磁」として茶器

に用いられた同安窯系青磁の伝世骨童品の可能性が高い。

鎌倉～南北朝期の舶載陶磁器としては、菱木川流域で

は安食地区の田子内遺跡(056)で龍泉窯系青磁蓮弁文碗、

長町 1遺跡(128)で龍泉窯系青磁蓮弁文碗、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(330)で龍泉窯系青磁 。青白磁ロハゲ皿、松本遺

跡(502)で龍泉窯系青磁蓮弁文碗、加茂平貝塚でも龍泉

窯系青磁蓮弁文碗とおばしき高台片、戸崎城跡(466)で

龍泉窯系青磁筒花生が採集されている。この段階は筑波

山麓を本拠とする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

骨董品として賞翫され床の間を飾つ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としては、一ノ瀬川南岸にあたる

ナシ久保遺跡(385)で龍泉窯系青磁稜花皿、要害館跡 (29

7)で龍泉窯系青磁、その北方の天王越遺跡(241)で龍泉

窯系青磁剣頭蓮弁文碗、深谷の川島家屋敷地(345)で 白

磁輪花皿、川尻川流域の養老田遺跡(448)で龍泉窯系青

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としては、菱木川流域では宍倉城

跡(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 も中国青花と思われるもの、川尻川流域の

戸崎城跡(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。

国産陶器 中世の国産陶器としては、12世紀の渥美や

常滑の甕 。三筋壼、13～ 14世紀の常滑算盤玉形壺、12～

16世紀の常滑大甕、こね鉢、13～ 15世紀の古瀬戸灰釉梅

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橋

鉢、灰釉皿、天目茶碗、鉄釉茶入、祖母懐茶壷などがみ

られる。

平安末～鎌倉初めの国産陶器は、鹿島神社遺跡 (134)

で渥美、宮尻 1遺跡(135)で常滑、菱木川水系の宮尻 2

遺跡(136)で渥美・常滑 Ib期 頃の甕口縁が採集されて

いる。一ノ瀬川流域では入坂神社北遺跡(386)で常滑三

筋壺、坂大宮神社周辺の西方 2遺跡(305)で常滑甕片、

南岸およびナ|1尻川流域では松本遺跡(502)で渥美・常滑

大甕の破片、八幡貝塚(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、祠力漸E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、霞ケ浦沿岸では三造町三味塚古墳の墳丘より常滑

三筋壼や瀬戸灰釉瓶子、小川町天神中世墓で常滑壺およ

び在地土器壺(小ナ|1町教育委員会 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

若寺で在地土器壺(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古墳群第 3号墳

(463-003)で 蔵骨器とおばしき13世紀の常滑甕片や14～

15世紀の五輪塔部材・火葬骨片がみられ、鍛冶屋廃寺

(477)で も鎌倉後期の常滑とおばしき壼片 (第 52図 7)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

骨器片である可能性が高い。鍛冶屋廃寺では内面が摩耗

した東海産こね鉢片(第52図 5)も 出土 してお り、生活用

具とみられるが、つくば市宝麓山宝医印塔の地下には、

常滑甕に東海産こね鉢で蓋をしたもの力務内入されていた。

この性格は詳らかではないが、鍛冶屋廃寺例について生

活用具が蔵骨器蓋に転用されていた可能性を想定してお

く必要があるだろう。

′ 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年没 )の墓塔と伝える層塔、五輪塔、宝虚E「

塔、一石五輪塔が残されており、付近から常滑甕片(第 5

2図11)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 6～ 7期頃の算盤玉形重の完形品 2点 (第52図 9。 10)
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が保管されている。同形の重は岩瀬町門毛経塚(阿久津1

985)やつくば市三村山極楽寺五輪塔(つ くば市教育委員

会 1994)・ 小川町天神中世墓(小ナ|1町教育委員会 2000)、

谷和原村西楢戸中世墓地(谷和原村史編纂委員会 2000)

など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、要害館跡北方の天王越遺弥で

古瀬戸灰釉梅瓶、松本遺跡で多量の常滑甕片や灰釉瓶子

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上器の信鉢片(14～ 15世紀 )が挙

げられる。硬質灰色の焼成で内面は磨耗が進み、武蔵や

上野域の製品が搬入されたと推定される。

さらに入田館跡(414)の 南側から出土 した古瀬戸灰釉

梅瓶(第52図 2)は、日縁から肩部にかけてを欠損 してい

るが、全面に椿の花形スタンプを押し、空隙に蕨手唐草

文をヘラ描きしたもので、内部には永楽通宝が多くを占

める銭サシがとぐろを巻くような】犬態で納められていた。

この梅瓶は神奈川県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廷慶年板碑の根元

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。

なお関東地方の戦国期城郭では、しばしば中国宋元代

の景徳鎮などの青白磁梅瓶や古瀬戸中期様式(鎌倉後期 )

の灰釉 。鉄釉などの瓶子が出土するため、鎌倉時代以来

の武士の家系では、ステイタスシンボルの威信財として

鎌倉期の梅瓶・瓶子類を長期伝世しているとの指摘があ

る。こうした状況を裏付けるものか、筑波山麓の戦国時

代の領主肖像画である真壁道無像には、中国宋元代の白

磁四耳壺を木槌で叩き割った状況が描かれている (宮島

1998)。

八田館跡は津を伴い、鎌倉～室町期の出島半島におけ

る小田氏の拠フ点であると考えられるため、おそらく数百

年にわたつて小田氏が伝世 したのち転用されたものであ

ろう。

室町期の国産陶器としては、菱木川流域では、峯後遺

跡(003)で古瀬戸害窯後期の灰釉三足盤、瓦谷・清水遺

跡(073)で古瀬戸客窯後期の灰釉縁釉小杯、細内遺跡 (39

9)で灰釉卸皿、川尻川流流域では榎前遺跡(478)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

ての古瀬戸後期様式の縁様式の縁釉三足盤・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 じて少量である。よってこの

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こ

とから、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、安食館跡 (051)内 の北ノ坊で

常滑甕片、宍倉城跡(044)や加茂平貝塚(473)で瀬戸大窯

祖母懐茶壼 (第 52図 3)、 田伏城の責伝寺裏墓地で常滑大

甕、要害館跡(299)付近でほぼ完形の瀬戸大窯Ⅱ期頃の

菊花スタンプ紋皿(第52図 4)が採集されているが、出土

地点 。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(1496)年大津波は紀伊半島から房総

半島にかけての太平洋岸を襲い、続く永正地震(1510年 )

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。

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。

これに対 し13世紀以降になると、筑波山南麓を中心に

手づ くね丸底かわらけが卓越し、関東の諸地域で丸底か

わらけが殆ど見られなくなった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)。 このため常陸の

かわらけを平安京・平泉・鎌倉などの主要地域の事例と

単純に比較 して、彼地の類似品の年代観(12～ 13世紀前

半)に 当てはめる手法は有効ではなく、共伴遺物を十分

に検討した上で、常陸独自の分類・編年を行い、地域内

での変遷をまず明らかにする必要がある。

従来、常陸の手づくね丸底かわらけの初現はよくわかつ

ていなかったが、土浦市沖宿入ノ上遺跡の 5号土壊墓で、

呑口式腰刀とともに 1点だけ副葬されていた手づくね九

底かわらけは、同種の土獲墓の類例からみて12世紀後半

～13世紀前半頃のものとみられ、常陸最古の事例となる

可能性が高い。このかわらけは、同時期の平安京のかわ

らけとはあまり似ていないため、どこか中間地点を経て

常陸に導入されたと推測される。13世紀中葉以降の手づ

くね丸底かわらけは、つくば市小田城跡、柴崎遺跡、日

向廃寺、三村山極楽寺、小泉館跡、新治村田宮城など小

田氏の領域に集中し、特に柴崎遺跡では、 I区 6号溝で

6期の常滑、Ⅱ区39号溝で東海産こね鉢、Ⅲ区 1号井戸

で13世紀後半に埼玉県武蔵域で生産された須恵系在地上

器こね鉢と手づ くね丸底かわらけが共伴 し、関東内での

在地上器の併行関係を考える上での重要資料である。岩

瀬町門毛経塚、明野町赤浜遺跡、龍ケ崎市屋代B遺跡、

つくば市熊の山遺跡など鎌倉～南北朝の段階ではある程

度の拡が りを見せている。また小泉館跡では、多数の土

墳のうちに、15世紀前半～中葉の古い型式の内耳土鍋や、

3号井戸のように底部が上げ底となる古瀬戸後期様式の

瓶子を伴って、体部から口縁にかけての屈曲が大きく、

口唇部が急な立ち上がりをみせる手づくね丸底かわらけ

の一括資料が見られ、15世紀までこの種のかわらけが存

続 したことを示す。同様な状況は福島県や栃木県の一部

でも認められており、平泉や鎌倉の手づくね丸底かわら

けを根拠に、これらを一律14世紀より古 くしようとする
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見解には賛同できない。

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

記号を有するものを交えている(白根 1996)。 その供給

範囲はひたちなか市沢田遺跡から総和町小堤城の乾囲に

及んでおり、胎土の特徴から真壁町源法寺周辺で生産さ

れたと見られている。16世紀には僅かだが茶釜形土器

(比毛 2000)が見られるほか、直立する日縁の上器重が

火消壼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)。 坂の般若寺墓地では16世紀

頃の下総型五輪塔・宝盤印塔の密集する一角から直口縁

の瓦質土器が蔵骨器として使用された状態で見つかつて

おり、歩崎の慈眼寺裏山墓地でも16世紀代の石塔群周辺

からやはり直日縁の瓦質土器が見つかっている。

また内耳土器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(白根 1996、 両角 1998)。

鎌倉～室町期の手づ くね丸底かわらけは、安食館跡

(051)の 範囲内にあたる平遺跡(052)(第53図 12)、 平三坊

貝塚(436)のある牛渡鹿島神社境内(第 53図 13)で採集さ

れている。安食館跡は13世紀の築城を伝承し、かわらけ

も同時期のものか。牛渡鹿島神社は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、神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丸底

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)南狽1の 中世五輪塔群や常滑斐・

古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(第53図 18)、 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、一ノ瀬川下流北岸の要

害館跡(297)(第 53図 14)、 法蔵寺境内遺跡 (338)、 川尻川

流域の戸崎城跡(466)本丸(第 53図 16)で やや歪つなロク

ロ糸切かわらけが採集されており、要害館弥では瀬戸大

窯期の灰釉皿(第52図 4)、 法蔵寺では15～ 16世紀の五輪

塔、戸崎城跡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。

また富士見塚古墳群第 1号墳 (070-001)の 発掘調査で

は、後円部墳丘地下から永楽銭一括や経石と共にかわら

けが二個合わせ口にした】犬態で出土している(山 口 1992)。

口縁部が玉縁日縁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。

一ノ瀬川水系にあたる八千代台 1遺跡 (358)の 発掘調

査では中世末頃の瓦質火鉢が出土し、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媛も検出され

ている。

2.瓦

(桃崎祐輔 )

(1澱冶屋廃寺(477)出 土瓦の概要(第54～ 56図 47)

今回報告する霞ケ浦町加茂所在の鍛冶屋廃寺採集の中

世瓦は、①筑波大学分布調査時の採集品、②大正大学分

布調査時の採集品(旧 出島村中央公民館所蔵品 )、 ③lE人

的に遺跡踏査を行い採取または寄贈を受けたもの(敬称

略 :桃峙祐輔、高橋政雄、千葉隆司、比毛ほか)の三者

からなる。この総計はプラスチック製コンテナ箱(38× 59

×20cm)に 充填して約 4箱、破片数にして138点 を数える。

これらすべての記録化は困難であり、資料の中で同じ

ような属性(文様、製作技法、調整方法、胎土、焼成な

ど)を もつ一群を分類 して、その遺存状況の良好なもの

を資料化する方法を取 り、以下に報告を行う。

軒丸瓦 軒丸瓦は瓦当文様によりI～ Ⅲ類の 3つ に分

類した。

I類 (1点 )は、つくば市三村山極楽寺跡出土瓦 HCb
類(つ くば市教育委員会 1993)、 つ くば市前峰廃寺(高

井 1979)、 栃木県益子町尾羽寺地蔵院出土例(益子町史

編さん委員会編 1987)と 同絶である。出土量が少なく

断片の為、三村山例との範傷による先後関係は明らかに

出来なかった。破断面が層状をなす点でⅡ類と類似する。

Ⅱ類(3点 )は 、三村山出土瓦 IBb-2類 (つ くば市教

委前掲)と 同絶である。うち 1点は瓦当面に施の磨耗が

木日(柾 目)で強く見られることから、三村山よりも後出

する。灰白色を呈し、粉質の胎土である。

Ⅲ類(3点 )は、珠文縁左巻き三巴文で当例以外に近在

に類似例は無い。頭部が連結した巴文で、圏線に尾が接

する。珠文帯の内外に圏線が巡り、表面を燻す。

軒平瓦 軒平瓦は瓦当文様に連珠文と蓮華唐草文の 2

つがあり、文様構成の違いにより連珠文は一段 3種 と二

段 1種に、蓮華唐草文は3種に細分される。瓦当の接合

はすべて連珠文が顎貼付技法、蓮華唐草文が瓦当貼付技

法による。

一段連珠文はいずれも圏線を持たず、珠文の大きさに

より細分され、I類 :径 7 mmの 大きな珠文(3点 )、 Ⅱ類 :

径 5 mmの珠文(4点 )、 Ⅲ類 :径 4 mmの珠文(1点 )に分か

れる。各々最低でも12個 以上は珠文が連続 し、異疱であ

る。 I類は瓦当裏面に凹型台圧痕はなく、平瓦部に続 く

縦ナデを施し、瓦当上縁を 5 mm幅で面取する。H類はい

ずれの珠文もつぶれて凹凸をもち、 I類よりも幅のばら

つきが大きい。Ⅲ類は瓦当上縁の面取 りはなく、珠文は

最も均整を保つ。

二段連珠文は圏線内に珠文を上下三段配するもので、

珠文列は上下でずれる。下段中央に「上」 と見える。

「上」字の類例は足利市智光寺跡にある(前澤 1967)。

顎の幅、瓦当先端から接合部までの幅の点では、一段
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I類が他に比べて幅広である。瓦当上縁の面取 りの有無

では、 I・ Ⅱ類とⅢ類で異なる。これらの差異は各種に

またがって存在することから、時期的な変化とは捉えに

くい面もある。なお一段連珠文軒丸瓦は、和泉周辺と関

連をもつ可能性を指摘する見解 (山崎 2000)も ある。

蓮華唐草文は、文様構成の違いによりA～ C類の 3種

に細分される。いずれも瓦当裏面に凹型台圧痕があり、

凹面は瓦当上縁近くまで細布の圧痕が残る。B類に 1点

だけ瓦当上縁の面取 りを施したものがあるが、他は無い。

凸面は、瓦当接合部から8～ 10cmま では入念なナデ調整

を施し、以下の平瓦部には大線の交差線文叩きの跡を残

す。瓦当力漂J落 して文様不明なものが 2点ある。

A類 (3点 )は 、珠文が径 4 mm大 で珠文帯の内外に圏線

が巡る。瓦当上縁の面取 りはないが、瓦当裏面には縦ナ

デと横ナデがある。葉や唐草の表現が最も入念である。

B類 (3点 )は 、珠文が径 2～ 3 mm大で珠文帯の内外に

圏線が巡る。 1点瓦当上縁が面取られるものがあるが、

共通要素か個体差かは不明である。

C類は最も多く出土(6点 )し 、珠文径が 3 mm大で珠文

帝の内側のみに圏線が巡る。中心飾 りの蓮華と唐草文に

明瞭なものとやや潰れたものがあり、抱傷の変遷を示す

ものと思われる。瓦当裏面は横ナデが多いが、一部縦ナ

デを施すものもある。

丸瓦 丸瓦は I類、Ⅱ類の 2つ に分類 した。

I類は、外面の丸瓦部玉縁寄りがやや反るもので、内

面玉縁寄 りに吊り紐痕があるものである。破片のため、

吊紐の本部分と紐部分の比率までは出せない。また丸瓦

部中央から下にもう一条別の紐の跡があるものもある。

焼成はⅡ類より堅緻で硬質である。色調は全体力司天色か

ら灰黒色を呈する。胎土は混入物の無い精良なものと、

Ⅱ類に近いものの 2種がある。

Ⅱ類は、外面の丸瓦部と玉縁の接合部が平坦で垂直を

保つもので、内面玉縁寄りには吊り紐の跡が見られない。

破片のため詳細は明らかにし得ないが、吊り紐跡は存在

しても丸瓦部中央から下にあたるようだ。焼成はやや甘

く、表面には燻しをかける。胎土中には小石を少量含む。

色調は表面が黒色、胎芯が灰褐色を呈するが、被熱赤化

したものもある。内面の布目痕は不鮮明なものが多い。

なお凸面に梵字を刻む丸瓦 (第55図29)は 、瓦二人側の

意図か、寄進者側の意図かは不明ながら、珍 しいものと

思われる。

平瓦 平瓦は I類、Ⅲ種の 2つ に分類した。

I類は、凹凸両面に糸切痕を残すもので、離れ砂が付

着するものもある。糸切痕はナデなどの調整によリー部

しか残らないものもある。側面は面取 りされずにナデに

よる丸みを帯びるものがあることが、Ⅱ類と異なる。

Ⅱ類は、凸面に交差線文の叩き板の痕跡が残るもので、

線の太さにより太線交差先文 (中冨3 mm)と 細線交差線文

(幅 l mm)の 2種に細分される。両者ともに凸面台での叩

き締め後に凹面台で調整を施すため、叩き板の痕跡は圧

着して潰れ気味になっているが、細線の方がどちらかと

いうと押捺は弱い。胎土は概 して精良で、焼成は硬質に

焼き締 り、一部被熱赤化 した個体もある。凸面には離れ

砂のあるものとないものがある。凹面はナデなどの調整

により布目痕はほとんどない。

道具瓦 上記以外には、鬼瓦(2点 )、 英斗瓦(2点 )、

輪違瓦(■点)、 面戸瓦(1点 )が確認された。鬼瓦は、下

り棟に使われたものと考えられる。

まとめ これら出土瓦を通観すると、文様や種類の多

さから複数回の瓦の導入があったことが推測させる。遺

構が不明な現在、数は不明だが少なくとも一棟は瓦葺き

の堂があったことは確実である。隅切瓦が未発見のため

本瓦葺きか戻斗棟葺きかの根拠は乏しいが、表採のみで

多量の資料が採取されていることは前者の可能性を内包

している。

瓦を種類毎のセット関係でみると、軒丸瓦 I・ Ⅱ類・

連珠文軒平瓦・丸瓦 I類 ・平瓦 I類 と、軒丸瓦Ⅲ類・蓮

華唐草文軒平瓦・丸瓦Ⅱ類・平瓦 H類とが各々セットと

して組み合う可能性が指摘でき、相対的な前後関係と見

なすことも出来る。前者の根拠は以下のとおりである。

軒丸瓦 I類は、同施関係から三村山極楽寺併行(山崎

1993、 2000)と 仮定すると、正嘉二(1258)年以降とみな

すことができる。E類は、規格の割に珠文帯や圏線がな

い点を巴文の古式の様相を留めたものと解釈する。ただ

し軒丸瓦Ⅱ類は絶傷をもつものがあり、当遺跡内で長期

にわたり製作された可能性が残る。

軒平瓦は、連珠文がいずれも顎貼付技法であることか

ら、蓮華唐草文に先行するものとした。但 しながら圏線

の無い連珠文は近在に出土例が無く、珠文の不均一感と

合わせて年代が下る可能性も残る。平瓦は、近在の類例

中に一段連珠文軒平瓦と糸切痕 。離れ砂を持つ平瓦が採

取された例(つ くば市花室廃寺 :橋場・桃崎 1995)があ

ることからセットと見なした。但し二段連珠文顎貼付接

合の軒平瓦が太線交差線文平瓦に伴う可能性は有る。

丸瓦 I類の根拠は、吊紐痕に良質の遺存状況のものが

乏しいため、胎土・焼成 。色調等がこれらと類似する点

だけが根拠である。

後者の根拠は、軒平瓦は蓮華唐草文と瓦当面貼付技法

が、現状では連珠文・顎貼付技法に後出することによる

(山崎 1993、 2000ほ か )。 蓮華唐草文は各種を一括 した

が、文様構成の変遷からこれらの中にも先後関係がある

可能性も指摘されている(桃崎 1996)。 特にA類は、珠

文の大ぶりな点、葉と唐草の表現がC類よりも精緻な点、

圏線が珠文帯の外狽1に もある点、顎裏面の幅が広く瓦当

全体がC類 より大きくしっかりした作 りである点から、

古式蓮華唐草文の初源的属性をもっている。A類がC類

より古 く、そして唐草が最も単純化 したと言う点からC

類がA・ B類 より後出する点は確かだろう。その意味で

は桃崎説と同じく、A・ BoCの 順で先後関係を想定す

ることを支持 したい。但 しA類は、文様に対照性があり
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均整さをもつ点では、蓮華唐草文の初出にあたる三村山

I～ Ⅲ型式期より相対的に後出する可能性がある。

軒丸瓦は、鍛冶屋廃寺独自の文様で他に例がないとい

う点で、蓮華唐草文C類 と組合わせて考えた。

平瓦Ⅱ類は、蓮華唐草文軒平瓦の平瓦部に太線の交差

線文の叩き目が残るものがあることによる。交差線文の

大細や押捺の深浅・密度は年代差に起因するかもしれな

いが、同時並存する可能性も現状では否定できない。細

線が鎌倉末期の創建寺院(新治村法雲寺 :橋場・桃崎 1
995)で も発見されていることから、14世紀前葉まで存在

することは確実である。

九瓦Ⅱ類は、やはり胎土・色調等の類似点だけが根拠

で、吊紐痕はあるものの比率を出すには至らなかった。

これらの資料は概ね、鎌倉時代後半代 (13世紀第 3四

半期から14世紀前葉)の ものと考えられる。瓦以外の採

取資料に、赤羽・中野編年 6@期併行の常滑広日壺や片

口鉢が見られることもそれを支持 している。その中でも

前期セットは相対的に古 く、後期が新しいと考えること

ができるが、両者の分岐点が何時になるか現状で判断す

ることは困難が残る。下限年代についても、細線交差線

文平瓦・蓮華唐草文C類の抱型使用期間を長期に予想す

ると、14世紀でも前葉以降に下る可能性 もある。

文様と技法をセットにして上記の解釈を加えたが、叩

き板の痕跡のない平瓦 I類は位置付けに困難さが残る。

両面ナデ消し平瓦が14世紀初頭造営の墓塔の地下瓦組蔵

骨施設に用いられた例(桃崎ほか 1994)も あり、後期セッ

トに含めることも可能だが、本来は平滑に調整した平瓦

は室町期に下る可能性が高い。遺跡の存続年代を長期に

示すものか未出資料があるものか検討の余地があり、セッ

ト関係の是非も含め、資料の増加後の再最検討を必要と

しよう。

(2)真珠院(376)採集瓦の概要(第56図 48・ 49)

深谷地内真珠院では軒丸瓦と平瓦が各 1点採集されて

いる。前者は大正大学の分布調査時の採集資料 (旧 出島

村中央公民館所蔵品)で、後者は筑波大学の分布調査時

の採集資料である。その概要を以下に記す。

軒丸瓦 軒丸瓦は、珠文三巴文縁右巻三巴文と呼称で

きるものである。瓦当部は完形で、九瓦部を欠く。

平瓦 平瓦は小片だが、凸面に横位 2条線の叩き板の

痕跡を持つものが 1点みられた。恐らくは交差線文叩き

の痕跡の一部で、加茂鍛冶屋廃寺平瓦の H類 (太線)と 近

しいものである。軒丸瓦とセットの可能性が高い。

まとめ 深谷真珠院の瓦は、少量で一定程度のまとま

りに乏しいが、少なくとも鎌倉後期段階で何らかの形で

瓦を用い堂宇が存在したことは確実である。軒平瓦のセッ

トなどの資料的制約は今後明らかにすべき課題である。

軒丸瓦の近在の出土例では、協和町小栗の寺山廃寺

(高井 1979、 瀬谷ほか 1986)、 下館市川澄の川澄 くま

んどう遺跡(高井 1979、 上高津貝塚ふるさと歴史の広

場 2003)に 同施例が知られる。このうち寺山遺跡では

三村山蓮華唐草文 I類 と同範軒平瓦と太線交差線文叩き

平瓦が、川澄 くまんどう遺跡では三村山と同文の陽刻下

向剣頭文軒平瓦・太線交差線文叩き平瓦・鬼瓦等が共に

採取されている。限定的な表採品のみ扱うのは早計のそ

しりもあるが、軒丸瓦の同抱関係と軒平瓦 。平瓦の技法

の共通性から、これらが同抱瓦の拡散化に伴う一連のセッ

ト関係にあるものと考えたい。

これら三者の間で範傷による先後関係を観察すると、

三巴文の頭部 2点が瓦当のほば中央寄 りで細かな線状に

なって結合する部分がある。三者の内では真珠院が最も

形が整っていることから古 く、小栗・サII澄例が新しいと

考えられるが、後二者間での先後関係までは導けなかっ

た。但しながら、瓦当裏面を横ナデの後で瓦当接合部を

弧 1犬 になでる点等、調整の共通性は強く、製作者の同一

性を強く感じさせる。

相対年代的には、三村山蓮華唐草文 I類の出現が1260

年代以降と推定されることから、周辺地域はそれ以後の

伝播とすると、小栗セットはそれよりやや下る時期と見

なせよう。下限は、小山市長福城跡出土例に瓦当外区に

巴文をもつ軒丸瓦に弘安二(1279)年銘の平瓦が伴 う例

(大澤ほか 1997)があることから、この頃を前後する時

期に収まるものと仮定したい。 (比毛君男 )
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第 7表 鍛治屋廃寺採集瓦観察表

No 名 称 胎 土 焼 成 色調 成形・調整上の特徴 備  考

1
軒丸瓦 I類
(珠文二巴文縁左巻三巴文)

母を
玄

粒
量

石
微

長
粒

緻
質

堅
硬

青灰色
灰色

面
上

表
胎

文様内圏線に巴の尾は接しない。瓦当裏
面横ナデ◎後代のセメントのT・l着有り。

2
軒丸瓦Ⅱ類
(無文縁右巻三巴文 )

精良
やや粉質

良好
一部燻し

灰白色
巴文の素地に横位の木目痕多数生じ、一
部は他傷化。瓦当裏面積ナデの上、九瓦
接合部に弧状のナデ。

3
文巴三巻

類
右

Ⅱ
縁

瓦
文

丸
無

軒
ぐ

良土
やや粉質

良好 灰白色
瓦当裏面ナデ。瓦当破断面に縦位の接合
痕 ?周縁は欠損。

4
軒丸瓦Ⅱ類
(無文縁右巻二巴文 )

黒色小石少量
良土

やや甘い 灰白色
巴文が一部残る丸瓦部との接合部分。九
瓦部凹面は布目痕。凸面ナデ。
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5
軒丸瓦Ⅲ類
(珠文縁左巻三巴文 )

長石・雲母粉
粒微量

普通
一部燻 し

表面 :灰黒色
胎芯 :灰褐色

瓦当面微砂付着。瓦当裏面丸瓦接合部に
弧】犬の指頭ナデ。接合箇所は施溝。

6
軒丸瓦Ⅲ類
(珠文縁左巻三巴文 )

雲母 。長石粉
粒微量

普 通 灰 色 丸瓦部接合部は弧状のナデ。久損著 しヽ

7
軒丸瓦Ⅲ類
(珠文縁左巻三巴文 )

雲母・長石
石英粒微量

良好
表面 :黒灰色
胎芯 :灰色

瓦当内区周縁寄 りに瓦他による段差が
生じる。丸瓦部と接合のための施溝あり。

8
軒平瓦 一段
連珠文 I類 良土 普 通

表面
胎芯 色

色
褐

灰
灰

瓦当上縁面取。瓦当裏面～平瓦部凸面ま
で縦ナデ。凹面微砂の付着。

9
軒平瓦 一段
連珠文 I類 長石粉粒微量 堅緻

表面 :黒灰色
胎芯 :灰色

瓦当上縁面取。顎裏面横ナデ。瓦当裏面
～平瓦部凸面まで縦ナデ。凹面ナデの平
滑化。

軒平瓦 一段
連珠文 I類

長石粉粒微量
良土

良好 灰 色

瓦当上縁面取。顎裏面ナデ。瓦当裏面か
ら平瓦部凸面縦ナデ。四面ナデと微砂付
着。

11
軒平瓦 一段
連珠文Ⅱ類

長石粒少量
普通
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎芯 :灰色

珠文は凹凸があり均整さを欠く。瓦当上
縁面取有り。瓦当裏面～平瓦部凸面縦ナ
デ。凹面ナデと一部微砂付着。瓦当面に
微砂付着。

軒平瓦 一段
連珠文 Ⅱ類

長石粒・雲母
粒微量

普通
表面燻し

表面 :黒灰色
胎志 :灰色

瓦当裏面～平瓦部凸面まで縦ナデ。凹面
微砂の付着。後代のセメント・漆喰の付
着。

軒平瓦 一段
連珠文Ⅱ類

長石粒少量
赤色微砂微量

普通
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎芯 :灰掲色

瓦当上縁面取。瓦当裏面縦ナデ。凹面縦
ナデ。

14
軒平瓦 一段
連珠文 Ⅱ類

雲母粉粒微量
長石・石英粒
微量

普通
二次焼成

赤褐色
平瓦部欠損。珠文は欠損が著しい。顎裏
面横ナデ①瓦当裏面縦ナデ。

軒平瓦 一段
連珠文Ⅲ類

長石粉粒微量 普 通 灰褐色
瓦当上縁面取無し。瓦当裏面から平瓦部
凸面縦ナデ。凹面ナデ。他は摩滅が少な
く珠文は小ぶり。

軒平瓦
二段連珠文

雲母粒微量
良土

やや甘い
二次焼成

赤褐色
瓦当裏面のナデは不鮮明。接合部破面に
ヘラ刻みの痕が転写。

17
軒平瓦平瓦部
(顎貼付 )

良土
良好
表面燻 し

表面 :灰黒色
胎芯 :灰色

瓦当上縁面取無し。平瓦部凹面ナデ消し
と離れ砂◎凸面ナデ。瓦当接合面交差線
状に左から右の順にヘラ刻み。

軒平瓦 蓮華
唐草文A類

長石粒・石英
粒少量

堅緻
硬質

表面 :青灰色
胎土 :灰色

瓦当上縁面取無し。顎裏面横ナデ。瓦当
裏面横ナデと微かに凹型台圧痕。平瓦部
凹面布目痕とナデ。

軒平瓦 蓮華
唐車文A類

jミ
7子

・
榔

・

雲母・黒色微
砂少量

やや甘い
面
土

表
胎

灰白色
白色

瓦当上縁面取無し。瓦当裏面から平瓦部
凸面縦ナデと凹型台圧痕。凹面布目痕と
ナデ、布のまつり痕有り。

軒平瓦 蓮華
唐車文A類

雲母 長石・

石英粉粒微量
普通
表面燻し

表面 :黒灰色
胎志 :灰味が
かる褐色

瓦当裏面積ナデ。凸面部縦ナデ①瓦当接
合部に微かに凹型台の痕。凹面部ナデ

軒平瓦 連華
唐車文B類

雲母 。長石粉
粒微量 精良

良好 灰 色

瓦当上縁面取有り。瓦当裏面積ナデと凹
型台圧痕。顎裏面ナデ◎平瓦部凸面縦ナ
デ。凹面布目痕とナデ。

古 い

軒平瓦 蓮革
唐草文C類

長石・石英粒
微量

堅緻
硬質

灰 色

瓦当裏面横ナデの上一部縦ナデ、一部凹
型台圧痕有り。顎裏面ナデ。平瓦部凸面
縦ナデ。凹面布目痕の上をナデ。瓦当上
縁面取 り無し。

右端の唐草は良
く遺存 し瓦危は
最古

軒平瓦 蓬華
唐草文C類

石英粒微量
良土

良好
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎志 :灰褐色
表面に雲母粉
粒目立つ

瓦当裏面縦ナデと一部凹型台圧痕。顎裏
面横ナデ。平瓦部凸面縦ナデ。凹面布目
痕をナデ。瓦当上縁面取り無し。

右端の唐草が擦
れ始めた二番 目
に古い状態

軒平瓦 蓮華
唐車文 C類

雲母粒微量
良土

良好
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎志 :灰色

瓦当裏面ナデ。顎裏面横ナデ。凸面ナデ。
凹面布目痕。接合部に一部凹型台痕残る。
瓦当上縁面取り無し。

唐草 ,中 心飾 り
等の潰れ等か ら
最も新しい状態

軒平瓦 蓮華
唐車文C類

長石粒微量
良土

堅級 灰色～暗灰色
瓦当裏面積ナデ。顎裏面積ナデ。凸面維
ナデ。瓦当接合部に凹型台痕跡。凹面部
布目痕の上僅かに維ナデ。

23と 同 じかやや
後出する段階

軒平瓦 蓮羊
唐草文C類 カ

長石粒・黒色
微砂微量

堅緻
一部燻 し

表面 :黒灰色
～灰色
胎志 :灰色

瓦当上縁面取無し。瓦当接合部凹型台圧
痕。平瓦部凸面瓦当寄りは丹念なナデ、
以後太交差線文の叩目痕と粗いナデ。四
面布目痕の上を軽微なナデ。

珠文は米粒状 に
退化 した新 しい

段階。別型式の
可能性有り。

軒平瓦 蓮幸
唐草文C類

赤色微砂 長
石粒微量
良土

普通
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎芯 :灰褐色

瓦当裏面積ナデ。平瓦部凹面布目痕。
唐草・圏線の擦
れ具合から、最
も新しい段階
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丸瓦 I類 黒色小石少量
良土

堅 緻 灰 色

丸瓦部凸面尻の玉縁部の段差がやや隆
起。内面吊紐痕、 1ループは縄目、前後
は布目だカサヒ率までは算出不可。

丸瓦 I類
小石微量
良土

堅 緻 灰 色

凸面に梵字「力 (地 蔵菩薩 )」 または
「ウーン (馬頭観音 )」 をへら描きする。
下部にもヘラ描きがあるが、部分の為不
明。凹面側布目痕と吊紐痕。

九瓦 I類
母
量

雲
少

長石粒
良土

良好
表面燻 し

表面 :灰黒色
胎志 :灰褐色

玉縁部短く、釘穴あり。凹面側 8 mm幅 で
面取り。遺存部に吊組痕無し。凹面糸切
痕の上布目痕。

丸瓦 Ⅱ類
雲母・長石粒
微量 良土

普通 灰～灰褐色
玉縁部に釘穴。凹面側 8 mm幅 で面取り。
遺存部には吊紐痕無し。凸面微かに縄叩
痕。凹面糸切痕の上、布目痕。

平瓦 I類 雲母・長石粒
微量

良好
黒灰色～灰色
一部に燻し

凹面に縄叩板の工具痕が残る。凸面糸切
痕の上ナデ。端面 5 mm幅 で軽微な面取 り。
側縁面取無 し。

平瓦 I類
金雲母片
長石微量

良好 灰 色
凹凸両面に多量の石英・長石粒が全体
的に広がり付着①叩目痕不明。

平瓦 I類 良土 良好
灰色
し

一部燻
凸面糸切痕をナデ、微砂付着。凹面布目
痕を一部縦位にナデ消し。側面面取無く、
一部磨耗痕あり。端面微かに面取り。

平瓦Ⅱ類 (大 )

長石粒微量
良土

堅緻
表面燻 し

表面 :黒灰色
胎芯 :灰褐色

凸面叩目痕上に雲母粉の離れ砂。凹面縦
位ナデと雲母粉。端面・側面 5 mm幅 で面
取。

平瓦 I類 (小 )
良土・赤色微
砂

良好 灰褐色
凸面叩きの後ナデ消 し。凹面ナデ消 し。
側面面取 り無 し。

平瓦Ⅱ類 (小 ) 良土 良好 灰～灰褐色
凸面叩 きの上離れ砂。凹面離れ砂後、横
ナデ し叩 き板が転写される。側面面取無
し。

平瓦 Ⅱ類 (小 ) 良土
良好
一部燻し

灰 色
凸面叩き、平滑化にナデ、白色の離れ砂。
凹面布目一部残 しナデ、離れ砂不鮮明。

平瓦 Ⅱ類 (大 ) 良土 堅 緻 灰 色

凹面は斜位の糸切痕の上に細めの布 目
痕と軽微なナデ◎凸面は縦ナデと交差線
文 (大 )の叩き。側面面取不明。

瓦当面貼付軒平
瓦の平瓦部

平瓦 I類
赤色微砂微量
良土

普通
二次焼成

表面 :灰白色
～褐白色
胎芯 :灰色

凸面糸切痕の上、微細な離れ砂。凹面糸
切痕を精徹なナデ消し。狽1面 ヘラ削り、
面取無し。

鬼 瓦

長石粒・雲母
粉粒微量
良土

普通
表面燻し

表面 :灰 ～灰
黒色
胎志 :灰色

管状工具の押捺文様が 3箇所。裏面は燻
しが無▼ヽ。

鬼 瓦
長石粒微量
精良

普通 灰 色

文様面は斜位沈線の施溝と、維位区画内
に2～ 3単位の木口状工具の押捺。裏面
は曲線状のコビキ痕。

叉斗瓦 カ 良土 良好 灰褐色
凸面糸切痕の上離れ砂。凹面ナデ消しと
離れ砂。凸面側から穿孔。

え斗瓦カ 長石粉粒 普通 灰 色
薄さから判断。凸面交差線文 (大 )叩 き。
凹面布目痕。

面戸瓦 カ 長石粒 雲母
粉粒微量

良好
表面燻し

表面 :黒灰色
胎志 :灰色

凸面叩板痕とナデ。凹面 3 cm幅 で面取、
糸切痕の上に布目痕。分割裁線から判断。

隅切丸瓦の可能
性有り

輪違瓦
赤色微砂少量
やや紛質

やや甘 い 灰白色

玉縁部では長大なことから判断。凸面ナ
デ◎凹面布目痕の上に吊紐痕。部分的で
比率測定不可。

瓦質土器鉢類
雲母粒・赤色
微砂微量
良土

良好 灰褐色
口縁部外面に横位沈線を上下に配し、内
部に押印による左巻三巴文を横位連続
配置。内面は丁寧なナデ。

第 8表 真珠院採集瓦観察表

No 名 称 胎 土 焼 成 色調 成形・調整上の特徴 備  考

軒九瓦
(珠文三巴文縁左巻三巴文 )

石英・長石・

雲母粉粒微量
良土

好
し

良
燻

表面 :黒色
胎志 :灰褐色

文様中、内区巴文の頭部・外区珠文帯と
圏線に危傷による結合あ り ,瓦当裏面
ナデ、丸瓦との接合部は弧状のナデ。九
瓦部内面は布目の上を指頭ナデ。外面は
面取状のナデ。

平 瓦 長石粒微量 普 通
表面 :黒灰色
胎芯 :灰 42」 色

凸面は横位二条線の叩目痕の上に長石・

石英等の離れ砂が多量に付着。凹面の付
着はやや少量で、ナデの上に叩目痕が転
写。側面面取無し。

太線交差線文の
日「 きか
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1.各資料 について

近世遺物は町域全域で非常に多数の遺物が採集されて

いる。以下では主要なものを抽出して提示 した。

1は唐津鉄絵皿。鍛冶屋廃寺(477)採集。底径5,lcm、

残高2 1cm。 内面見込部には茶褐色の釉上に黒色で植物

文を描 く。高台都は回転削出で畳付幅が一定せず、大部

分は露胎である。雲母粒を少量含む精良な陶胎で、唐津

の17世紀初頭前後の製品とみられる。

2は肥前系染付皿。鍛冶屋廃寺(477)採集。全高325

cm、 推定口径13 0cm、 推定底径8 0cm。 外面は高台～体部

下半に水平の線条をめぐらし、胴部に細い蕨手状の唐草

文、内面は呉須で雲状の輪郭を枯き、薄墨で彩色する。

肥前の18世紀後半～19世紀の製品とみられる。

3は肥前染付皿。第六天遺跡(394)採集。全高3 7cm、

推定回径15 0cm、 推定底径10 0cm。 厚手の蛇の日高台皿

で、外面に蕨手、内面は呉須の濃淡で松枝を描 く。肥前

の18世紀後半～19世紀の製品と考えられる。約 4分の 1

遺存。

4は肥前染付皿。戸崎城跡(466)採集。推定径14.Ocnl、

残高2 4cm。 内面に五弁花を描 く。肥前の18世紀後半～19

世紀の製品と考えられる。口縁部の小片である。

5は肥前染付皿。養老田遺跡(448)採集。残高2 0cm、

推定高台径8.Ocm。 薄手の小皿片で、内外面とも圏線で

区画し、見込にも円圏で囲まれた文様を描 く。胎土は白

色精良の磁胎。肥前の18～ 19世紀の製品と考えられる。

約 8分の 1遺存。

6は瀬戸美濃陶胎染付皿。戸崎城跡 (466)の 南方墓地

採集。底径5 0cm、 残高1.5cm、 内面見込部には呉須を型

紙招 して梅鉢紋を描 くが薄く不鮮明で、その上から淡緑

色の灰釉をかける。高台部は露胎。灰白色のガサつ く陶

胎で、瀬戸美濃登窯、すなわち17紀末～18世紀頃の製品

とみられる。

7は肥前系青緑釉皿。戸崎城跡(466)南方の墓地採集。

推定回径12.Oclu、 残高3 0cm、 内外面とも緑色の銅緑釉が

かかり、見込部は蛇の目釉ハギとする。高台部は回転削

出でおおむね露胎。淡黄褐色硬質・精良な磁器質の陶胎

で、嬉野内野山窯等の17世紀後半～18世紀初め頃の製品

とみられる。約 8分の 1遺存。

8は肥前系青緑釉皿。鍛冶屋廃寺(477)採 集。底径57
cm、 残高3 5cm。 内面見込部には濃緑色の銅緑釉がかか

り、それを蛇の目釉ハギとする。高台部は回転削出でお

おむね露胎。灰白色硬質・精良な磁器質の陶胎で、嬉野内

野山窯等の17世紀後半～18世紀初め頃の製品とみられる。

9は肥前染付丸碗。鍛冶屋廃寺(477)採集。残高2 4clll、

推定底径3 6cm。 外面の高台～体部下半に水平の線条を

Ⅶ.近  世 (江 戸 時 代 )

めぐらし、胴部にコンニャク印判の菊花紋、高台内底部

に「寿」銘がある。厚手の丸碗 (ク ラワンカ碗)で肥前の

17世紀後半～18世紀の製品。約 6分の 1遺存。

10は肥前染付丸碗。椎名家屋敷地(504)採集。残高40

cm、 推定回径9 2cm、 底径3 8cm。 厚手の丸碗 (ク ラワンカ

碗)で、外面に薄塁色で草花紋を描 く。肥前の17世紀後

半～18世紀の製品。約 3分の 1遺存。

11は 肥前染付丸碗。松学寺遺跡(460)採集。全高5.4cm、

推定回径10.Ocm、 推定底径3.6cm。 厚手の丸碗 (ク ラワン

カ碗)で、外面に草花紋を描 く。肥前の17世紀後半～18

世紀の製品。約 8分の 1遺存。

12は 肥前染付丸碗。榎後遺跡(476)採 集。全高4 4cm、

推定口径8 4cm、 底径3 0cm。 外面は高台付近に 3本の水

平の線条をめぐらし、胴部に呉須でコンニャク印判の団

扇紋を捺印し、淡い彩色を施す。厚手の丸碗で、肥前の

18世紀の製品と考えられる。約 2分の 1遺存。

13は 肥前系染付丸碗。鍛冶屋廃寺(477)採集。残径10,2

cm、 残高4 0clll、 高台径5 0cm。 外面は数段の線状で区画

され、その内部を格子目や縦線で更に彩っている。内面

見込みにも文様があったらしい。肥前の19世紀の製品と

みられる。約 5分の 1遺存。

14は 肥前染付皿。崎浜横穴群(495)付近の近世墓地採

集。全高3.Ocnl、 推定回径21 4cnl、 推定底径12 2cm。 口縁

が波形をなした平面楕円形の染付皿片。口縁部にロウ抜

きで雲形を表現 し、内面は呉須の濃淡で山水図を描 く。

肥前の19世紀代の製品と考えられる。

15は 肥前青磁香炉。加茂平貝塚(473)付近の近世墓地

採集。全高4 4cm。 残径12cm、 底径3 8cm。 ロクロ成形後

高台回転削り出し、体部下面に貝殻状房形の三脚が付く。

見込み 。高台は露胎。外面には半透明の淡緑色青磁釉が

かかる。肥前の18世紀頃の製品とみられる。

16は 肥前染付碗。戸崎中山遺跡(466)採集。残高4 5cm、

推定回径10.Ocm。 薄手でやや端反りの碗で、外面を経緯

線で区画し蕨手文や格子文で充填し、内面口唇部には退

化した雷文帯をめぐらす。肥前の19世紀の製品と考えら

れる。約 8分の 1遺存。

17は 瀬戸染付丸碗。天王越遺跡(241)採集。全高5.3cm、

推定回径10,7cm、 底径3.7cm。 外面は数本の水平の線条で

区画され、上下をスプリング状の描線 (葡萄蔓 ?)で画し

た間に大輪の梅蜂もしくは椿を描き、隙間を植物意匠、

体部下縁の空白も菱形などの文様で埋める。内面は口縁

直下に半我花菱文帯をめぐらし、見込円圏の内部にも簡

単な枯画がある。薄手の九碗で、瀬戸の19世紀の製品と

考えられる。約 3分の 2遺存。

18は 瀬戸染付碗。安食館跡(051)採集。全高5,5cm、 推

定口径10 2cm、 底径3.8cm。 外面は数本の水平の線条で区
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画され、その間を縦方向二本組の波線でさらに区分し、

内部に簡略な植物紋を描 く。内面も水平の線条で区画 し

ている。やや厚手の端反碗で、瀬戸の19世紀の製品と考

えられる。約40%遺存。

19は京焼風陶器皿。岩坪新屋敷貝塚(180)採集。残高

2 4cm、 底径4 5cm。 内外面とも淡責褐色の釉がかか り、

釉下に船頭か孝子図を簡略な線条で描 く。絵付けは鉄錆

色～鉄錆色～濃茶色。非常に薄手で、高台も丁寧に削 り

出しているが、京焼のオリジナルではなく、地方窯、お

そらく月巴前周辺の18世紀の製品と考えられる。約 4分の

1遺存。

20は肥前白磁仏飯具。下原 2遺跡(144)で採集。全高

5 7cm、 推定回径62釦、底径3.9cm。 丸い杯状の体部に裾

拡がりの脚部がつきワインカップ状を呈する。脚裏側に

も内狭がある。全体にやや緑がかった白釉をかけるが、

脚端およぶ裏面も露胎。肥前の18世紀の製品と考えられ

る。約60%遺存。

21は京焼風丸碗 (瀬戸美濃力)。 小池塚(254)採集。口

径7 9cm。 全高4.3cm。 底面3 7cm。 高台付の丸碗。黄白色

均質緻密な陶胎。内外面とも高台畳付を除く全面に施釉

し、貫入が顕者である。肥前か瀬戸美濃の18～ 19世紀の

製品。約 4分の 1。

22は肥前染付皿。戸崎城跡(466)採 集。推定高20m、

推定回径9.8cm、 高台径5,lcm。 薄手の小皿片で、外面に

優美な車花紋を描く。胎土は白色精良の磁胎。肥前の18

～19世紀の製品と考えられる。約 5分の 1遺存。

23は 瀬戸染付碗蓋皿。東 1遺跡(308)採集。全高2 8cm、

推定回径96銅、高台径4 0cm。 溶結 したロウ状の磁胎。

淡灰白色の素地に藍色の絵付。約 4分の 1遺存。瀬戸の

19世紀頃の製品とみられる。

24は肥前染付皿。養老田遺跡(448)採集。残高1 5cm、

高台径3 4cm。 薄手の小皿片 (小型の井形碗の蓋力)で 、

内外面とも圏線で区画し、見込に「寿」文を施す。胎土

は石質で堅い。肥前の18～ 19世紀頃の製品と考えられる。

約 5分の 1遺存。

25は瀬戸美濃天目茶碗。坂大平遺跡(281)採集。残高

38釦。底径4 3cm。 ロクロ成形後高台回転削 り出し。高

台を除く全面に黒茶褐色の鉄釉がかかる。大粒で石英粒

をまばらに含む白色の陶胎で、登窯期、17世紀前半を前

後する製品と考えられる。

26は ,頼戸美濃灰釉大皿。安食館跡(051)地内の民奈の

土塁中より出土したもので、全高5.6cm、 直径300m、 底

径14 1cm。 ロクロ成形後高台貼付。内面には重ね焼 きの

目跡が 4箇所に残る。クリーム色のガサつく陶胎で、18

世紀後半前後の製品と考えられる。ほぼ完存。

27は鉄釉釉灯明皿(志戸呂力)。 小池塚(254)採集。口

径9 3clll、 全高1 9cm。 ロクロ成形で内面にカエリを設け

油溜まりとし、その一端を切 り抜き燈芯を出す構造とな

ている。底面を除く内外面にカキ色の鉄釉がかかる。灰

白色のキメ細かい陶胎。19世紀の瀬戸美濃の製品とみら

れる。約 2分の 1遺存。

28は鉄釉灯明皿。鍛冶屋廃寺(477)採集。口径9 9cm、

全高1 8cnl。 ロクロ成形で内面にカエリを設け油溜まり

とし、その一端を切 り抜き狭つて燈芯を出す構造となて

いる。底面を除く内外面に薄い鉄釉をハケ塗りする。灰

白色のキメ細かい陶胎。19世紀の瀬戸美濃製品とみられ

る。ほぼ完形。

29は丹波橋鉢。榎後遺跡(476)採集。残高約 6 cmの 日

縁部小片で、10本 1単位の工具で施条する。国唇部には

沈線をめぐらし薄く仕上げられている。胎土は明るい鉄

橙褐色を帯び、石英 。長石砂含む。常陸では珍しい丹波

の17世紀前半の製品と考えられる。

30は瀬戸美濃鉄釉橋鉢。鍛冶屋廃寺(477)墓地採集。

残高3 5cm、 推定日径約30cm。 信鉢の口縁部小片で、口

唇部は「く」の字状に折れて帯状をなし、外面に茶褐色

の鉄釉がかかる。胎土はベージュ～淡黄褐色で、日唇部

の特徴や焼成より瀬戸の17世紀の製品と考えられる。

31も 鍛冶屋廃寺(477)採集の瀬戸美濃鉄釉悟鉢の日縁

部小片であろう。直線状に立ち上がる器壁が口唇部でや

や内径気味に立ち上がる。推定口径約30cm、 残高4 5cm。

内外面に鉄釉をかける。胎土はベージュ～淡黄褐色で、

日唇部の特徴や焼成より、瀬戸の18世紀前半の製品と考

えられる。

32は安食館跡(051)採集の堺明石系橋鉢。玉縁状に肥

厚した直下に隆帯が張 り出し、外面はその直下まで削 り

が施されている。口径約32cm、 残高約 7 cm。 12本 1単位

の櫛状工具で悟目を施条する。赤褐色の無釉焼き締め陶

胎で堺産と思われる。日縁部の約 4分の 1遺存。

38は先浜遺跡(077)採集の堺明石系福鉢。底径約195

cm、 残高約8 5cm。 底部にはやや腰高の付高台がつ く。

内面は10本 1単位の櫛状工具で施条しているが、見込部

は顕著に磨耗している。表面は灰紫褐色をおび、胎心が

赤褐色の無釉焼き締め陶胎で砂粒の含有は少ない。堺産

と思われる。底部の約 4分の 1遺存。

34は信楽甕。西成井地区の近世寺院跡採集。口径約30

cm。 胴径35.5cm。 残高8.5cm。 口縁に内傾する平坦面をな

し、胴部上部に最大径がある甕形で、外部に深い条線を

めぐらし、粘土紐で円形の文様を貼 り付けする。外面に

若干の降灰がある褐色を呈する。口縁～肩部の破片。

35は輔羽口。谷ッ跡遺跡 (424)の 墓地で採集。残存長

18 5cm、 最大径6 3cm、 最小径5.5cm、 孔最大径3 3cm、 最

小径2 2cal。 一方がやや太く、徐々に細 くなる円筒形で、

細い恨1の端部周辺は熱変をうけて一部黒変・溶解してい

る。長石・石英のほか、微細な雲母粒を大量に含む胎土

で、断面に粘土の接 目が見えるため、木製の芯棒に厚手

の粘土板を巻きつけて成形したと考えられる。内部は中

空となっており、ほぼ完形である。

36は火鉢。女人塚古墳採集 (496)。 日径約17 7cm、 胴

部最大径22 5cm、 残高約1lcm。 口縁は内傾 して玉縁状に

肥厚 し、内面のおそらく三方に円錐形に尖る突起を付け
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て鉄瓶や鍋の支えとし、狽1面上部に径 2蝕ほどの円孔を

穿つ。ロクロ成形後外面には原体を転がしたようなあと

がついている。胎土は微細な雲母砂を含み明るい橙褐色。

18世紀後半～19世紀代か。

37は鉄鍋。西成井地区の廃寺跡出土。銹化が進み数片

に割れていたが、日径約25cm、 全高12cm程度の鍋が復元

できる。小野哲也氏の検討でいうケズリ式で、口縁下と

胴部の境に段差があり、鋳型の合わせ目を示唆するが、

耳部周辺には別造りの痕跡がないため、耳 くリカンナで

耳型を削 りだす「カンナ削 り式」に該当すると思われる

(小野 2003)。 詳細な年代は不明だが、18世紀代のもの

と考えられる。

38は在地土器壺。小原 1遺跡(017)付近の近世墓地採

集。口径20 1cm、 全高10 6cln、 胴部最大径 17 2cm。 口縁

は断面台形で上面が平坦面をなし、頸部が くびれ、上半

に最大径のある短い胴がつき、底部は広い平底をなす。

近世末から近代にかかる19世紀代のものと思われる。完

形である。

39は瓦質土器の茶釜(風呂か )。 西成井地区の近世廃寺

跡採集。胴部最大径23 6cm、 残高約6.5cm。 薄手精良で丸

みを帯びた器形で、ロクロ成形後に型に当てて亀甲 。山・

海岸の風景などを立体的な文様で表現 しており、その様

子は鋳鉄鋳物の風合いを模 したものと考えられる①この

ような鋳物写しの瓦質土器は南部鉄瓶のような鋳物が普

及した17世紀後半よりもさらに遅れて各地で出現する。

40は内耳焙烙。崎浜横穴群(495)付近の民家生垣で採

集。口径約35cm、 全高72卿。口縁はやや内傾気味で、

内面のおそらく三方に棒状粘土の耳を貼 り付ける。体部

外面下端にはケズリが施されている。底面は砂 目底に媒

が付着し、加熱痕跡がある。胎土は粗 く大粒の雲母砂・

石英粒を含み橙褐色。17～ 18世紀代か。

41は内耳焙烙。女人塚古墳(469)採集。口径約35cm、

残高約 5 cm。 口縁は段のある玉縁状に肥厚 し、内面のお

そらく三方に板状の耳を貼 り付ける。底面は薄く砂 目底

をなし、加熱痕跡がある。胎土は微細な雲母砂を含み均

質淡褐色。18世紀後半～19世紀代か。

42は瓦質祠片。実取塚(010)で採集。外面にナデ調整

を施し、その上から鶏をヘラ彫 りの枯画で表現する。内

面には接合剥離痕跡とナデもしくはオサエの痕跡が残る。

狽I面 には接合時のモヤ切痕が線条となって残る。現在縦

13cm、 横幅 8 cmほ どの板状の破片となっているが、本来

板作 り中空の箱状をなしていたと考えられる。

22はかわらけ(灯明皿 )。 牛渡地区出土。口径7 9cm、

底径4 3cm、 器高2.lcm。 口縁部に油煙が付着 している。

17～ 18世紀代か。

43～54はかわらけ。すべてロクロ回転糸切である。

43は加茂平貝塚採集(473)。 全高2.Ocm、 回径7 2cm、 底

径3 9cm。 ロクロ成形後糸切 り。淡橙褐色で長石・石英

砂含む胎土・焼成良好。約70%遺存。

44は鍛冶屋廃寺(477)採集。全高2.2cm、 口径7 9cm、 底

径4.4cm。 ロクロ成形後糸切 り。微細な金雲母を含む黒

褐色焼成硬質の土器胎。内タト面淡茶褐色で口縁に油煙付

着。一部欠損あるもほぼ完存。

45は真珠院(376)採集。全高2 4cll、 口径10 0clll、 底径5

0clll、 ロクロ成形後糸切 り。金雲母・赤色パミス・長石・

石砂含む淡茶褐色の土器胎。約 4分の 1遺存。

46は真珠院(376)採集。全高1 7cm、 口径9 5cm、 底径4.

9cm、 ロクロ成形後糸切 り。金雲母・赤色パ ミス含む精

良な土器胎。約 3分の 2遺存。

47は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高1,9cII、 口径6 6cm、

底径3,7cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。非常に薄手硬質

である。微細な金雲母粒を少量含む均質な土器胎。ほば

完形。

48は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高17m、 日径6 2cm、

底径4.2cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。非常に薄手硬質

である。微細な金雲母粒を少量含む均質な土器胎。ほぼ

完形。

49は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高1.8cm、 日径5 8cm、

底径41m、 ロクロ成形後底部糸切 り。腰高で肉厚。大

粒の砂粒・パミス、微細な白色粒子含む土器胎。約 2分

の 1遺存。

50は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高1 7cm、 回径5.5cm、

底径3 1cm、 ロクロ成形後の底部糸切 りで、底に粘土が

付着した痕跡がある。非常に薄手硬質で淡赤褐色。微細

な金雲母粒を少量含む均質な土器胎。ほぼ完形。

51は突抜平遺跡(433)か わらけ。全高1,75cm、 日径5.5

cm、 底径2 6cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。非常に厚手

鈍重である。淡橙褐色を呈する微細な金雲母粒を少量含

む均質な土器胎。約 2分の 1遺存。

52は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高1 8cm、 日径5 0clll、

底径2 8cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。非常に厚手鈍重

で淡赤褐色硬質である。微細な金雲母粒を少量含む均質

な土器胎。約 3分の 2遺存。

53は南根本遺跡(198)採集のかわらけ。全高 8 cm、 日

径4.55cm、 底径3 1cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。扁平で

粘土製の円盤を思わせる形状で淡橙褐色硬質である。微

細な金雲母粒を少量含む均質な土器胎。ほぼ完形。

54は突抜平遺跡(433)かわらけ。全高0 9cm、 口御 .6cm、

底径3.4cm、 ロクロ成形後底部糸切 り。非常に扁平小型

で淡橙褐色硬質である。微細な金雲母粒を少量含む均質

な土器胎。ほぼ完形。

55～63は泥面子。すべて型押 し成形後、酸化焔焼成で

ある。

55は源通遺跡(231)採集の筍形泥面子、全長33mm、 幅

13mm、 厚さ 8 mm。 胎土は茶褐色で焼成はやや甘い。

56は梨ノ木遺跡(214)採集の宝船形泥面子。全長25mm、

幅26mm、 厚さ 6 mm。 胎土は赤褐色で焼成はやや甘い。

57は柳沢 2遺跡(443)採集のヒキガエルを象った泥面

子で、全長25mm、 幅21mm、 厚さ 7 mm。 胎土は淡赤褐色で

焼成はやや甘い。
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58は西原遺跡(217)採集の人間を象った泥面子。おそ

らく軍人などを表現した近代のものであろう。全長33mm、

幅26mm、 厚さ13mm。 胎土は赤褐色で焼成はやや甘い。

59は鴨平遺跡(507)採集の竜宮城を象ったと思われる

泥面子。全長25mm、 幅24mm、 厚さ7 5mm。 胎土は赤褐色

で焼成はやや甘い。

60は寺後遺跡(459)採集の打出小槌を象つた泥面子。

全長18mm、 幅22mm、 厚さ 6 mm。 胎土は赤褐色で焼成はや

や甘い。

61は北久保遺跡(005)採集の動物の顔を象った泥面子。

全長25mm、 幅22mm、 厚さ 9 mm。 胎土は茶褐色で焼成はや

や甘い。

62は榊山遺跡(227)採集の鬼面を象った泥面子。左顔

面上部を欠損。全長27mm、 幅24mm、 厚さ 7 mm。 胎土は赤

褐色で焼成はやや甘い①

63は養老田遺跡(448)採集の鬼面を象った泥面子。裏

側に型押 し成形時の押穴がある。全長18mm、 幅18mm、 厚

さ9 mm。 胎土は赤褐色で焼成はやや甘い。

64～ 73は銭貨。このうち64～ 68は 西ノ入 2遺跡(120)

で採集されたもので、すべて寛永通賓(文銭)か らなる。

641よ そ蚤25mm。 65はイ垂25mm。 66は径25mm。  671ま イ量25mm、  68

は径23mm。 文銭のみで構成される古い組成を示しており、

17世紀末～18世紀初めの六道銭であろうか。

69～ 72は稲荷塚(109)採集の銭。69は寛永通宝 (文銭 )。

径23mm。 70は 寛永通賓(波銭)で径28mm。 71は 文久永賓で

径26 5mm。 72は文久永宝で27mm。 73は 深谷上郷公民館採

集(328)の文久永宝で径26.5mm。

2.近世遺物の概観

(1廠器

中世にはすべて輸入に頼っていた磁器類は、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。オランダ東インド会社の記録によ

れば、1640年代まで日本の中国陶磁器輸入量は増大 しつ

づけるが、鎖国体制の完成を境に激減し、代替品として

の肥前陶磁器が急速にシェアをのばす。これと江戸前期

に整備された廻船ルートや内水系水逗が結びつき、全国

に大量に供給されたため、中国陶磁器が限られた遺跡で

しか採集されないのとは対照的に、肥前陶磁器は霞ケ浦

町内のほぼ全域から見出され、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)・ 手子生城跡(桃崎 1995)、

土浦市土浦城跡(西 ケ谷・高野ほか 1998)な ど近世城郭

や屋敷地で出土例があるが、霞ケ浦町域では城郭や津の

隣接地など中世以来の拠点的な場所から若千の破片が採

集されるに留まっている。17世紀前半の肥前磁器は、章

州窯など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。平三坊

貝塚(436)で井桁文の碗、 鍛冶屋廃寺 (477)、 榎後遺跡

(476)で はコンニャクE「 判の碗 (第 57図 9。 12)、 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

たが、多 くは細片である。

18世紀には肥前磁器の出土量が激増し、磁胎が分厚 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、椎名家屋敷地(504)や松学寺遺跡(460)

(第57図 10・ 11)な ど霞ケ浦町域でもいたるところにみい

だされる。前期の柏崎周辺や和田台遺跡(213)、 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

塚付近近の近世墓地では肥前青磁の三足香炉(第57図 15)

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」力靖1始 され、東国では肥前の流通量を凌

駕する。ばつてりと厚 く半透明の呉須、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(第57図 18)に 加え、小振 りな広

東碗、小型の井状の蓋碗、菊花紋やタコ唐車の紅皿、つ

ぶれた徳利形の香油瓶など充実をみせる。

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 した切込焼が焼造され、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

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(第57図 1)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
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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。町域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、これは文禄前後の太閤検地

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臼の残骸も、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、宍倉城弥(044)や戸崎

城跡(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年 )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。これは肥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元の充実をうけ

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口や油溜めをそなえ、

油漏れを防ぐため、内面に施釉するなど工夫を施した灯

明皿類が生産された。特に瀬戸・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

埋甕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憐分が皮膜となって回着し

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

沿岸で地引き網によつ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、

全体的に責色っぽ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

に紺する志戸呂・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

はわずかに17世紀に遡る丹波も認められるが、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

た無釉の焼き締め橋鉢で、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

の胎上が特徴である。「備前福鉢投げても割れぬ」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

器橋鉢を汚区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。口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。

(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・壺甕 。徳利など従来の器種に加え、

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(1690)年

頃に相馬市の相馬藩窯で学び、のち帰郷 して倉J始 した窯

である。宝暦年間(1751～ 63年 )か ら天明飢饉(1783～ 87

年)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(1807)年 頃には相馬藩指導によつて新楽
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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)。

笠間焼は安永年間(1772～ 81年 )に 近江信楽の陶工を招

いて創始された箱田焼に発 し、幕末に笠間藩の保護を受

け、明治初年には隣接する宍戸焼とともに笠間焼の名で

横浜で販売された。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 見られるが、多くは厚手の地に柿

釉や黒釉を掛けた甕・橋鉢・壺・徳利・土瓶からなる。

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。この土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問や相馬の製品の

方が多いものと推測される。

“

)近世土器

近世在地土器は各地で出土 し、その器種には茶奏・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橋鉢はそれぞれ鉄鍋や瀬戸美濃鉄釉

橋鉢・堺明石系橋鉢に転換する。ちなみに鉄鋼は西成井

地区の廃寺跡で近世陶磁器類とともに三足形のものが採

集された(第58図 37)ほか、貝ケ崎貝塚(405)付近の近世

墓地でも口縁部片が採集されている。

土器橋鉢の終焉については鈴木裕子氏の検討がある

(鈴木 1998a)。 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、つくば市古屋敷遺弥

で18世紀初め頃の土器橋鉢が出土 しているが、以後見ら

れなくなる。おそらくより堅牢な堺・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

地土器製品は器種組成が転換 したようで、搬入陶器がカ

バーしにくい瓦質祠・火鉢・七輪・賠烙 。火消壺等に特

イとし、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。

焙烙は「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。16世紀～18世紀初めまでは、先浜採集品

(第59図40)の ように浅い内耳鋼状で平底だが、18世紀代

に七輪が普及して以降は丸底化する(両角 1996、 白田

1998)。 女人塚古墳 (469)では丸底焙烙と火鉢もしくは

七輪の破片がともに出土しており、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(第59図 41)。

また直口縁壺類は火消壼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た(第59図 38)。

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、実取塚(010)では、鶏をヘラ枯きし

た瓦質祠の破片が採集されている(第59図 42)。

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。真珠院(376)、 平三坊貝塚(436)や 田

宿・赤塚古墳群第 1号墳 (田宿天神塚古墳、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 した在地土器製品の状況(佐々木 1983)な どから、

16世紀代まで遡るとみられている(「可久津 1998)。 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(1677)年 の舟形地蔵に「土器町結衆三十人」、貞享

五(1688)年 の舟形地蔵に「土器町同行廿七人」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二移ス )」

(石岡市教育萎員会 1986)と みえることから、宝永(1704

～1711年 )以前に幸町の古称を上器町と称 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。

(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

草一丁目の白鴎遺跡、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(仲光1998)。 享保年間(1716～ 1736)頃 に現れ、

当時は「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(第59図 55～ 63)。 また図示 してい

ないが、南錬二朱銀の形態を模したものがみられる。こ

の銀貨は、田沼意次が老中に就任した明和九(1772)年 に

深川の銀座で鋳造され、天明八(1788)年以降一時鋳造が

停止したが、寛政十二(1800)年六月に鋳造が再開され、

文政七(1824)年 の停止までに596万3000両分が発行 され

た(栗原 1999)。

霞ケ浦に連なる印格沼沿岸では、泥面子を「ドジロク」

もしく1よ 「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 3 cm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つ
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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～ 4

cm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澱冶関係遺物

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津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津が散布 しており、墓地で

はガラス質が溶着し対鍋の可能性がある小型土器が見つ

かつている。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・六地蔵宝憧の部材が集中する。煙が発生 し火

災の危険性もある鍛冶屋は、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。

谷ソ跡遺跡(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口が採集されており、一端は溶

解 してガラス化している。非常に整った円筒形で表面の

仕上がりも滑らかであり、型造 りで中世に遡るものより

も丁寧な調整であるため、近世のものと判断した(第 58

図35)。

(7)銭貨

江戸幕府は寛永十三(1686)年 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(1670)年 に文銭の鋳造が軌道に乗つた段階で渡来

銭の流通が禁止され、更に元禄十(1697)年 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年 )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(120)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。

(8)煙管(キ セル )

茨城県教育財団の発掘調査では、小原 1遺跡 (017)や

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(茂木 1999)。 土浦市・

出島村合同遺跡調査会による柳沢 1遺跡(451)の調査で

もキセルが出土している。分布調査では並木遺跡(458)

や戸崎中山遺跡(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。

(9)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、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)、 また富士見塚古墳第 1号墳(0700

01)の墳頂部でも、渡来銭やかわらけなどと共に一字一

石経が出土(山口 1992)し 、共伴遺物より16世紀後半～

17世紀前半頃のものと考えられる。今回の分布調査では

素鳶神社経塚(076)で 長さ2～ 3 cmの チャー ト礫に経字

を一文字づつ墨書したものが数点採集されている。

こうした経石は、平清盛が大輪田泊の経ケ島の築造に

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

出現していたと見られ、玉造町八重橋遺跡で、常滑三筋

骨の蔵骨器などを伴って多字一石経が出土 している(汀

2001)。 また小川町天神中世墓でも五輪塔地下に常滑

の蔵骨器を伴う中世墳墓から多字一石経が出土している

(小川町教育委員会 2000)が、一字一石経の実際の遺品

は鎌倉時代末期から江戸時代にかけて全国に分布してお

り、特に江戸時代のものが圧倒的に多い。こうした経石

は、まとめて土中に埋め、その上に納経塔を立てたり、

土地を清浄化 して勝地とするまじないのために埋められ

ることも多く、寺院や墓地の造営に先だつて経石を埋納

する例がある。また大正大学の踏査では土浦市田村町内

の遺跡で多数の一字一石経が採集されている。

(桃崎祐輔 )

引用・参考文献

阿久津久 1998 「友城考古学20年 の歩みと展望 中 近世」 F茨城

県考古学協会誌』10

芦原修二 1981 『川魚図志』器書房

石岡市教育委員会 1986 F石岡の地誌』

小川和博 ,大測淳志・鍛冶文博 1998 『六十塚遺跡 田村 沖宿土

地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第

9集』土浦市教育委員会 `土浦市遺跡調査会 田村

沖宿土地区画整理組合

石川 功編 1988 『茨城県指定文化財 土浦城址内櫓門保存修理工

事報告書』

小川町教育委員会 2000 F小サ|1町坦蔵文化財分布地図』

小田原市 1990 『小田原城とその城下』

小野哲也 2003 「列島各地における鉄鋼製作方法について」『物質

文化』76

小山映- 1989 『竜ケ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書 18

南三島遺跡 3・ 4区』(I)茨城県教育財団文化財調

査報告 第49集

霞ケ浦町教育委員会 1997 『ヒヘ田遺跡調査報告書』

栗原 治 1999 「江東歴史紀行 南錬二朱銀と町火消」F下 町文化』

黒沢彰哉 1996

佐々木達夫 1983

鈴木公雄 1999

鈴木裕子 1998a

鈴木裕子 1998b

205 江東区教育委員会

『石岡の石仏』

「真壁城出上の陶磁器」F真壁城跡 中世真壁の

生活を探る』真壁城跡発掘調査会

F出土銭貨の研究』東京大学出版会

「土器悟鉢の終焉」F江戸在地系土器の研究』Ⅲ

「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土例から一J

『東京考古』16

三井輝男ほか 1996 F守谷城址』守谷町教育委員会

―-120-―



千葉県文化財センター 1997 「房総考古学ライブラリー8 歴史時

代(2)』

豊崎 卓監修 1971 『出島村史』出鳥村教育委員会

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』

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一

製作技法の検討を中モヽに一」F東京考古』16

永山 正 1994 Fふ るさと探訪―謡曲桜川の里から筑波山・霞ケ浦

その自然と歴史を辿って一』筑波書林

鳴田浩司 2000「第 3章 出上遺物について」「研究紀要J20.千
葉県文化財センター

沼田文夫・人見暁朗 1984 「竜ケ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査

報告書10 南三島遺跡 1・ 2区』茨城県教育財団文

化財調査報告 第27集

西ケ谷恭弘・高野雅浩・西ケ谷美恵子 1998 「土浦城二の九・本丸

試掘調査発掘調査報告書』

白田正子 1998 『(仮称)萱丸地区特定土地区画整理事業地内埋蔵文

化財調査報告書Ⅱ 三度山遺跡・古屋敷遺跡』茨城

県教育財団文化財調査報告 第132集

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

内耳土器について一つくば市古屋敷遺跡の出土例を

中心として」『研究ノート』 7.茨城県教育財団

羽柴直人 1996 「茨城県の近世鉄鋼 2例」F岩 手考古学J8
福島県立博物館 1990 『東北の陶磁史』

藤原 均 1990 F古屋敷遺跡調査報告書J山 田地区遺跡発掘調査会

汀 安衛 2001 F人重橋遺跡発掘調査報告書』玉造町遺跡調査会

玉造町教育委員会

茂木悦男 1999 「一般県道石岡田伏土浦線造路改良工事に伴う埋蔵

文化財調査報告書 坂遺跡・船戸内遺跡・小原遺跡』

茨城県教育財国文化財調査報告 第148集

桃崎祐輔 1995 「つくば市手子生城の中 近世遺物―陶磁器を中心

として一」『第17回遺跡研究発表会資料』茨城県考

古学協会

山口行雄 1992 『富士見塚古墳群』出島村教育委員会

谷和原村史編さん委員会 2001 『谷和原の歴史 資料編』

吉田恵二・石川 功編 1996 『土浦城(外丸御殿跡)発掘調査報告書J

吉原作平 1997 「伊奈・谷和原丘陵部特定土地区画整理事業地内埋

蔵文化財調査報告書 高野台遺跡 。前田村遺跡D・

F区』茨城県教育財団文化財調査報告第127集

両角まり 1996 「内耳鍋から焙烙ヘー近世江戸在地系焙烙の成立」

『考古学研究』42-4

―-121-―



1.資料の概要 と分類

球状・管状土錘は、粘土製で紐を通す穿子しがあり、魚

網にとりつけ、おもりとして使用されたと考えられる遺

物である。霞ケ浦町域の踏査では、東岸・南岸のほぼ全

域で、極めて多数の漁網用土錘が採集され、寄贈いただ

いたものや砕片も含めれば300点近い数となった。これ

らのうち、計測可能なものを抽出し、別掲の一覧表に採

集遺跡・法量・重量等の詳細をしるし、またその一部を

図化して示した(第60・ 61図 )。

こうした管状土錘については、多 くの細分案があるよ

うだが、川村勝氏が、かつて和田晴吾氏によって示され

た基本分類 (不日田 1982)に 基づき、うち主要なものを抽

出して分類基準としており(ナ II村  1992)、 本報告でもこ

の分類に従って記述する。すなわち、 a類 :縦断面が隅

丸長方形ないし楕円形を呈 し、横幅が長さの 2分の 1以

上のもの。b類 :a類を縦長にした形で、長さに対 して

横幅が 2分の 1未満のもの。c類 :縦断面が長方形をな

す端正な形を呈するもの。 d類 :縦断面がほとんど正方

形に近いもの。e類 :断面が円形に近い、所謂「球状土

錘」と呼ぶべきもので、断面がほぼ楕円■円形で、多 く

の場合穿孔時の粘上の盛 り上が りがそのまま残るもの

(el類 )と 、開孔部端が面取されており、断面が太鼓状

を呈するもの(e2類 )に細分される。

以上の通りである。図・表に示 したうち、平三坊貝塚

(436)の有溝土錘については縄文期の所産であると考え

られる。遺跡採集品の多くは、古墳時代から古代 ,中世・

近世など様々な時期のものを混えていると考えられるが、

時期を峻別することは困難である。

資料の大部分を占めるのは、牛塚古墳(408)で採集さ

れた27個の扁平球状の e類 、柳梅台遺跡 (441)。 柳梅古

墳群(442)で30個 あまりが採集された管状の b類、およ

び貝塚氏寄贈の合計190点あまりの a2類・el類は、

近現代のものと考えられる。球状の e類が最も多く、 a

類がこれにつぎ、b類 も一定の頻度で見られるが、 c類

や d類はわずかしか認められなかった。霞ケ浦町域では、

破損 した魚網を鳥除けとして畑に張 りめぐらすことがし

ばしば行われており、上記も腐朽 した網から脱落した土

錘がまとまって採集されたと考えられる。

なお今回土錘の形状と網種にどのような相関があるか

については、十分な調査が果たせなかった。

2,検討

霞ケ浦町域では、縄文中～後期の土器片を招って楕円

形に整え、溝をつけた土器片錘が多く、少数の有溝石錘

がみられる(「 Ⅱ.縄文時代」参照 )。

上野修一氏は、渡辺誠氏による内陸部における縄文時

代の網漁の変遷観(渡辺 1973)を ふまえながら、栃木県

下を中心に縄文時代中期以降の漁網錘の展開について検

討している。

栃木県内陸部には、霞ケ浦地域とは異なり上器片錘の

利用が中期には極めて低調であり、中期後葉から後期初

頭の時期に切 目石錘の受容が中流域の河川で活発にみら

れること、この時期に湖沼地帯では土器片錘がある程度

の量見られること、後期中葉以後は有溝土錘や有溝石錘

の利用が活発であることなどを地域的な特徴として指摘

した(上野 1982)。

さらに那珂川流域では土器片錘が河回の砂泥地帯、有

溝土錘が下流域、切目石錘や有溝石錘が中流域に偏った

分布を示すこと、さらには上流に行くにつれて重量が増

加することなどから、土錘から石錘への転換が1可床や流

速などの環境に応 じた道具の改良であった可能性が高い

ことなどを指摘 した(上野 1988)。

有溝土錘が流速の遅い湖沼地帝などの環境で使用され

た可能性が高いこと、具体的な漁法としては刺 し網漁の

可能性についても触れている。

また、別稿では後藤遺跡の有溝土錘に注目し、後期中

業以後の関東地方における有溝土錘出現の背景についてヘ

東北地方南部との積極的な交流にその契機を求めている

(上野 1998)。

こうした縄文時代の土器片錘・石錘は特徴ある形状か

ら抽出は容易だが、これらを除く管状・土玉状の土錘は

形状の変異に乏 しく所属年代を確定できないものが多い。

管状土錘の出現に関する歴史的評価については、下條

信行氏の検討がある。すなわち縄文時代の西日本で多用

された沈子(漁網錘 )は 、打欠石錘や切目石錘など石製が

主体で、弥生時代に入って、中国に類例がみられるよう

な管状の上錘に変わるとの渡辺誠氏(渡辺 1973)や 平川

敬治氏(平川 1990)の 指摘をふまえ、管状土錘は黄河流

域の竜山文化や山東地方などに淵源があり、初期稲作文

化に伴う大陸北部系文化の一要素として朝鮮半島を経由

して伝来したと想定したが、弥生前期のうちに瀬戸内海

を経て大阪湾沿岸に、日本海沿いに島根県にまで到達す

るものの、その内容は朝鮮半島や北部九州の玄海灘沿岸

との比較からみても一律一様に伝わったものではないと

して、初期弥生文化は必ずしも「斉一的Jに東伝 したと

はいえないと述べている(下條 1993)。

このように西日本～中部地域では、斉一的とはいえな

いまでも、基本的には弥生時代の水稲耕作の一要素とし

て土錘網漁が受容されたとみられている。しかし霞ケ浦

沿岸ではいささか事情が異なっている。出島半島周辺の

Ⅷ.土 錘
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状況をみると、集落の希薄な弥生中期はもとより、弥生

後期の比較的大規模な集落遺跡である美浦村陣屋敷遺跡・

根本遺弥や土浦市原田西遺跡の住居跡においても土錘の

出土は全く見られない。従つて弥生時代の古霞ケ浦沿岸

では、土錘を用いる網漁の恩恵を全く受けていなかった

と考えざるを得ず、縄文晩期～弥生前期の和田台遺跡か

ら出土 した大量の石鏃が示すように、蛋白源はもっぱら

狩猟に依拠 していたか、土錘網漁とは異なる有機質漁具

の存在を想像するよりほかにない。この点は海退・海進

の問題とあわせて、検討が必要である。

これに対 し、古墳前期の五領式期になると、沿岸部の

住居跡から土錘・土玉の出土は一般化する。ちなみに霞

ケ浦沿岸で現在最も古い古墳をみると、方形周溝墓から

弥生終末～古墳初頭の欠山式土器が出土した玉里村権現
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平古墳群を除けば、桜川村浮島原 1号墳(前方後方墳 )で

あるが、この古墳が存在する浮島は、千拓で陸繁化され

る以前は霞ケ浦に浮かぶ島で、古墳築造集団も、水上活

動と密接な関係を有していたと考えられる。すると霞ケ

浦沿岸における古墳文化の受容と、土錘を用いる網漁の

開始は、密接な関係があつたと考えざるを得ない。

霞ケ浦沿岸地域をふくむ土錘については、東町平台遺

跡の幸R告の中で示された伊東重敏氏の雑感の中ではやく

も重量や出土状態に対する論及、民俗例との比較が試み

られている。すなわち、「整理作業をお願いした仙波君

の手を煩わして、今回調査で出土 した207イ固体の土玉に

ついて計沢1と 重量測定を行つてみた結果、29号住居跡出

土の4.3gを 最小とし、 7号住居跡出土の欠損 していな

がら477gあ ったものを最大にして、その重量にかなり

のばらつきのあることが判明し、これらの用途には相違

がある疑も持たれたのであつた。

しかし、一方では、調査を手伝ってくれた当村下須田

藤枝武夫氏の提供による、長袋(ながぶ くろ)と か雑網

(ざつあみ)と 呼 tゴれる魚網に、つい最近まで使われてき

たいわば現用上玉の計測値は15グラム前後に集中し、発

掘資料の最多重量とよく近似 していたのであった。もと

もと祭 りは同じ地域のなかにあつては、集落ごとにそう

大きく違うということはないであろうし、編物とか織物

というようなものも、多くの集落では自家消費のための

生産行為と考えてよいであろうから、土玉がそれに使わ

れたとすれば、その出土量がそれほど違うことはないは

ずなのである。従つて当遺跡から200個以上の出土を見

たことは、ここが土玉を使う行為に適合した事1青 を持っ

ていたといってよいし、数個というような単位ではなく、

少なくとも数十個が一度に使われているものであったと

も考えられる。しかも通常の例では遺存度が数イ固に止まっ

ているのは、その場ではなくて集落外のどこかで使われ

るものだったとすることもできよう。土玉のこうした用

途に対する考えに参考になったのは、前記藤枝氏の仲介

で当村阿波崎の根本与左ェ門氏宅で雑袋の現物を実見で

きたことだった。中央に袋があり、両翼を長く伸ばす形

は長袋も同じで、単に大きさの違いだけだとのことだつ

たが、土玉と全く同じ土錘は二個一組で付けられ、その

使用総数は134個 であつた。もちろん少なくとも私たち

の地方では、鬼高Ⅱ式土器使用期で終わるかに見えるい

わゆる土玉と、こうした現用上錘とがその形状が全く同

じだとはいえ、その用途までが同一だという保障は無い

ことはいうまでもない。また、魚網の錘だとしても、錘

同士が激しく衝突し合う投網には向かず、二連や三連を

単位にしてもその重量は激しい水流や波浪には向かない

のである」(伊東 1982)。

その後川村勝氏は、美浦村陣屋敷遺跡の幸R告において、

茨城県下の古墳時代集落を中心に土錘を出土した32遺跡

を集成し、遺跡立地 。最多土錘出土住居およびその時期・

土錘の形状重量などを通覧した。「管状土錘を網漁で使

用される沈子であるとした前提で話を進めてきた。確か

にその形態的特徴や時として数十個単位で出主すること、

そしてなによりも民俗資料に見られることからも網漁に

用いられたことは間違いないだろう。しかしすべてがそ

うであったとは言い切れない事例もいくつかある。例え

ば祭祀遺跡などから出土する管状土錘は古くから祭祀用

具として利用されていたと考えられており、向坪B遺跡

はその好例であろう。また玉作遺跡の場合は穿孔具の勢

車としての用途が想定されている(寺村 1974)。 並木新

田台遺跡の子し内に炭化材が残されていた例は、共伴遺物

の関係から穿孔具を想定するのは無理があるが、網の錘

以外の用途を窺わせる貴重な検出例であろう。

漁具以外の用途は共伴遺物との出土状況などからいく

つか指摘されてきたが、肝心の網漁としてのそれは捉え

られたことはないのではないだろうか。その大きな原因

は調査者が既に網の錘であるという先入観で構えている

ためであろう。それは決して間違ったことではないが、

そのままではいつまでたってもこのムラの人々は魚をとっ

ていた、という段階に留まることになる。当時の人々が

いかなる社会組織の下に漁業を行ない、それが全生業活

動の中でどれくらいのウエイトを占めていたのかという

社会的・経済的問題に迫るためにも、遺跡内での管状土

錘の評価が基本となるであろう。ここで再び網漁の錘と

しての前提に戻つていくつかの出土例を検討してみたい。

陣屋敷34号住・平台・南三島例はその出土状態から遺棄

されたものと考えられる。特に南三島のものは一括とし

ては最も多く出土しているが、こうした数は一体何を表

しているのだろうか。一番考えやすいのは網に装着され

ていた数ということだろう。南三島の場合はその可能性

もあるが、陣屋敷の10個程度で果たして機能し得たであ

ろうか。これは漁法や網の種類に関わる問題なので深く

は踏み込めないが、第4表を見ても明らかなように台地

上の遺跡から出土する管状土錘の数は全体的に少ない。

また、開孔部の摩減がほとんど認められず、破損品も少

ないことも注目される。こうした点を考慮すると管状土

錘が装着された網は、集落内にほとんど残されていない

ことが考えられる。この問題は網の管理という視点から

も捉えることができるのであろう。当時の網の材質は麻

や綿が主流であったと思われるが、これらの網は使用後

特に夏場はすぐ乾かさなければ醗酵作用を起こし腐敗し

てしまう(伊吹 1930)。 こうしたことを避けるために当

時の人々は細心の注意を払つて、網を管理していたこと

だろう。そのために現代でも見られるような網小屋を水

辺に作って、網の補4笏管理をしていたのではないだろう

か。集落内から出土する管状土錘は網漁に関わる一連の

行為の中で改めて捉え直す必要があるのではないだろう

か」と述べている。

川村氏の集成にその後の調査例も参照すると、以下の

ようになる。

古墳時代前期で10個 を越える出土例をみると、龍ケ崎
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市南三島遺跡 3・ 4区では、 1号住居跡より五領式の上

師器を伴って el類球状土錘22個が検出されている。住

居コーナー床面上直径50cmの観囲に集中していたという。

同 5区では、 5号住居跡で五領期の土師器を伴って el
類球状土錘54個、重量17～ 40go c類大型管状土錘欠損

品 1個、重量85gの ものが検出されている。 e類は住居

北壁付近床面から一括 して出土 している。

守谷市篠根入・仲原遺跡では 6号住居跡で五領期の土

師器を伴って el類球状土錘12個、重量28～ 49go c類

大型管状土錘欠損品 1個、重量85gの ものが検出されて

いる。 e類は住居北壁付近床面から一括出土している。

向原遺跡では、30号住居跡で五領式期の土師器を伴って

el類球状土錘10個が出土している。美浦村陣屋敷遺跡

10号住居跡では、五領式期の土師器を伴って el類球状

土錘 4個、重量12～ 25gの もの、13号住居跡では el類
球状土錘14個、重量14～ 21gの ものが出土している。

このほか茨城町奥谷遺跡105号住居跡(el類球状土錘

5)、 美野里町並木新田遺跡 6号住居跡(el類球状土錘

5)、 志築遺跡33号住居跡(el類球状土錘 4)、 小田林

遺跡 5号住居跡(el類球状土錘 3)、 つくば市境松遺跡

23号住居跡(el類球状土錘 2)、 龍ケ崎市屋代A遺跡41

号住居跡(el類球状土錘 9)、 龍ケ崎市長峰遺跡14号住

居跡(el類球状土錘 5)な どの例が知られている。

古墳時代中期では、総和町向坪B遺跡で、 1号住居跡

で和泉期の土師器を伴つて el類の管状土錘 9個が住居

北西壁際の床面上からel類の球状土錘 9個が検出され、

重量115～ 16.5gの ものからなる。これらは子持勾玉・

勾玉・臼玉などの祭扁B遺物の集中範囲と重なっているた

め、祭祀遺物とみられている。

美浦村興津白井遺跡では、 3号住居跡で和泉期前半の

高郭を主体とする土師器や滑石チップとともに、床面を

中心にel類球状土錘12点が出土 してお り、径29～ 34

cm、 重量218～ 360gの ものからなる(サ |1村 2000)。

美浦村野中遺跡では、滑石製玉作を行つている古墳時

代中期末～後期初頭の住居跡に伴つて、数点ずつ el類

球状土錘が出土している。

水海道市大生郷遺跡では、17号住居跡で和泉期の土師

器を伴つて el類球状土錘24点が出土してお り、重量8

5～ 235gの ものからなる。

阿見東遺跡では、 3号住居跡床面上で和泉期の土師器

を伴って el類球状土錘12点、重量223～ 40.6g、 e2
類球状土錘 6点、重量97～ 292gが出土している。 5号

住居跡覆土中より和泉期の土師器を伴って el類球状土

錘 4点、重量224～ 356g、 e2類球状土錘12点、重量2

84～ 457gが出上 している。

大日山古墳群では、17号住居で和泉期の土師器を伴つ

て el類球状土錘 2点、重量99～ 251g、 e2類球状土

錘 6点、重量92～ 115g、 b類土錘 4点、重量613g、

c類土錘欠損 1点、20_2gが 出土 している。

尾坪台遺跡 1号住居跡では和泉期の土師器を伴って e

1類球状土錘 9点、重量137～ 28.2gが 出土している。

龍ケ崎市長峰遺跡90号住居跡では和泉期の上師器を伴っ

て el類球状土錘12点、重量246～ 39gが出土している。

美浦村陣屋敷遺跡34号住居跡では、T K23～ 47型式の

須恵器を伴つて el類球状土錘 2点、重量22～ 31g、 e

2類球状土錘10点、重量27.5～ 40g、 e類不明土錘 2点

が出土してヤヽる。

東村幸田遺跡103号住居跡では、T K47～ M T15型 式

の須恵器甕・蓋、土師器郭類、滑石製模造品の未製品な

どとともに、el類を主体とする球状土錘が20点、径23

～36g、 重量10,1～453gが出土している。

このほか小田林遺跡 5号住居跡(el類球状土錘 3)、

神谷森遺跡17号住居跡(el類球状土錘 7)、 などの例が

知られている。

古墳時代後期では、土浦市田村沖宿地区の石橋南遺跡

で、 1号住居跡で、牛角状把手甑やイ類からなる6世紀

前半の土師器類とともに電の焚口や覆土中に散在して19

点の el類球状土錘が出土 してお り、径20～ 3.6cnl、 重

量64～ 27.5gの ものからなる。 9号住居跡では須恵器

不片や土師器郭類からなる 6世紀後半の土器類のほか、

入り日付近の覆土中層～床に流れ込んだ状態で22点の e

l類球状土錘が出土してお り、径27～ 3 4clll、 重量197

～348gの ものからなる。このほかにも多 くの古墳時代

住居から数点の球状土錘が出土 している(小松・黒澤・

関口・吉澤 1997)。

東町平台遺跡17号住居跡では、6世紀後葉～ 7世紀前

葉の土師器類を伴って、床面上より34点の e類球状土錘

が連結状態をとどめて出土している。このほか滑石製の

紡錘形大型石錘が出土しているが、報告書の記載が不十

分であるため出土住居は不明である(伊東ほか 1982)。

東町幸田台遺跡29号住居跡では、7世紀中葉の土師器・

須恵器を伴って、 a類紡錘形土錘 7点、長103～ 11.2cm、

重量2400～ 290 0cmの もの、el類球状土錘 3′点、径24
～2 9cm、 重量197～33,7gが 出土している。

以上をふまえると、五領期、 4世紀代に el・ e2類
が現れ、古墳時代後期末以降にd類 円筒形土錘が現れる

ようである。また 7世紀中葉には、長10cm、 重量240g

を超える a類大型土錘の出現が確認できる。東町や美浦

村では、 5～ 6世紀に群馬県の三波川帝の滑石を搬入 し

て石製模造品を製作 していた工房住居跡に伴って el類
の球状土錘が検出されることが少なくなく、網漁の担い

手は、手工業生産や水上交通にも関与 していた可能性を

窺わせる。しかし一方、工作穿孔具の勢車としての用途

が指摘されていることを踏まえると、玉作関連遺物であ

る可能1生 も排除できないことになる。

このように古墳時代は前期から後期に至るまで土錘は

普遍的に認められる。ところがはやく伊東重敏氏が‡旨摘

したように、奈良～平安時代前半の律令期になると、古

墳時代の土錘が大量に出土 した幸田遺跡・幸田台遺跡で

は、土錘の出土が殆ど見られなくなり、混入品か否か不
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明瞭なものが少数見られるだけとなる。ただし鹿島町域

などでは、奈良～平安時代前期の住居跡でも、多くの土

錘が出土しているようである。

古墳時代～中世の霞ケ浦は、風土記の記述や沿岸遺跡

の出土貝類などからみて、基本的に内海で鹸水であり、

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。ところが 9世紀以降、内黒土器の出土する段階と

なると、再び球状土錘の出土が見られるようになる。

江戸崎町二の宮貝塚は小野川河回のラグーンを見下ろ

す台地上に位置しているが、この入江は、F海夫注文』

(1374)所載の古渡津に比定されている。平安時代後期の

竪穴住居 3、 掘立柱建物 3、 古墳～平安期土媛 3、 平安

期土獲11、 中近世墓地などが検出されている。このうち

フラスコ状土墳は、底面が平坦で壁が内傾して立ち上が

るもので、調査区の北東狽1を 中心に 5基 (S K120・ 147・

150・ 151。 162)力 検`出され、墓娠の可能性がある。土師

器の郭や高台郭、土師質土器の皿等が出土しており、い

ずれも住居跡より新しい11世紀前半頃に位置付けられて

いる。

このうち120号土墳からは土師器郭・皿・刀子・不明

鉄製品など一般的な副葬品とともに魚骨・球状土錘 4個

が出土しており、151号土娠からも管状土錘、162号 土獲

からも球状土錘を出土している。 9世紀の思川遺跡 4号

土娠や二の宮貝塚の近世土娠墓でも土錘の出土が見られ、

網を副葬した可能性も考えられる。筆者はこのような特

徴ある葬送習俗を遺す土壊墓群を、網漁にたずさわる漁

携民の残 したものと考え、その背後に、香取・鹿島神宮

に曳網・立網などの漁労で奉仕 し、神餞の献納を行つた

「海夫J集団の胎動ともいうべき状況を指摘 したことが

ある(桃崎 1995)。

なお霞ケ浦沿岸では、しばしば室町期以降の遺物を伴

う中世貝塚がみられ、ヤマ トシジミの繁殖が窺えるため、

現在の霞ケ浦につながる汽水～淡水環境が成立、漁獲対

象も現在と近いものに変化したと考えられる。

中井均氏は全国の中世城館出土の土錘を集成・分析し、

北海道から沖縄までの84城郭を取 り上げる。茨城県下の

例については牛堀町堀之内大台城跡、猿島町逆井城跡、

龍ケ崎市屋代B遺跡、守谷町守谷城跡、鹿嶋市鹿島城跡、

北浦町古屋敷遺跡の 6遺跡が取 り上げられている。堀之

内大台城跡は霞ケ浦沿岸丘陵の先端部に土塁囲いの巨大

な曲輪を3ケ 所配した大規模な城郭で、標高は28～30m。

土錘はⅡ曲輪で 2点、Ⅲ曲輪で 2点出土している。城は

16世紀後半～17世紀初頭に機能 していた(西 ケ谷ほか

1985)。

逆井城跡は旧飯沼に臨む丘陵の先端に築かれ、 I曲輪

を先端に配し、その外縁にⅡ曲輪、Ⅲ曲輪を配する構造

となっている。土錘は東Π曲輪から1点表面採取されて

いる。城は16世紀中～後半に機能(西ケ谷ほか 1983)。

屋代B遺跡は標高23～ 24mの 台地上に立地する。台地

下の集落との比高はわずかに17mに過ぎない。検出され

た城館からは14～ 16世紀の遺物が出土しており、Ⅲ期の

変遷を経て単郭の堀囲いから複雑な堀囲いと発展したと

される。土錘は 4点出土している(佐藤 1988)。

守谷城跡は守谷沼に半島状に突出した台地の先端部に

築かれた城である。標高は18mを測る。城は台地を堀切

で切断し、3ケ 所の土塁囲いの巨大な曲輪を配している。

土錘は最も広大な曲輪から10点出上している。城の存続

期間は16世紀中～後半と考えられている(三井ほか 1996)

が、出土 した陶磁器は17世紀前葉のものを含む。

鹿嶋城跡も湖沼をのぞむ台地の先端部に築かれた城で

ある。台地頂部を曲輪とし、周囲に空堀、腰曲輪、水堀

を巡らす。上錘は堀部分などから5点出土している。検

出された城郭遺構は16世紀中～後半のものと見 られる

(橋本 1985)。

古屋敷遺跡は舌状台地の先端に突出した頂部に築かれ

ている。台地の両狽1は広 く、深い開析谷となり、北浦に

至る。城の構造は台地を堀切によつて切断して曲輪を形

成している。先端の曲輪はほぼ方形で土塁によつて囲ま

れる。土錘は土玉として29点が、管玉として 4点力洋R告

されているが、球状のものは古墳～平安期の住居跡に伴

う可能性が高い。これに対 し管状のものは中世の上錘 と

みられ、16世紀後半～17世紀初頭の中世の遺構に伴うと

みられている(藤原 1990)。

以上のような事例をあげ、中世城館から出土する土錘

の分布は、北海道～沖縄の列島全域に及ぶが、茨城県と

広島県に集中するという。これは城館遺跡の調査事例 と

比例するものではなく、千葉県は中世城館遺跡の調査が

全国最多にもかかわらず、中井氏の把握の範囲では土錘

出土の報告はないという。

茨城県の場合は霞ケ浦や北浦、あるいは湖沼に隣接 し

た城館遺跡であることが共通するのに姑し、広島県は瀬

戸内海沿岸というわけではなく、城下に必ず河川が流れ

ていると言う立地が共通している。また土錘の出土する

城館遺跡では、山城であるにも関わらず調理、貯蔵、供

膳形態としての陶磁器が中心に多量の遺物が共伴 し、生

活空間の存在する山城と考えられるという。

しかし土錘の出土した城館は、大半は小規模な山城で、

戦国大名の居城のような大規模な城館遺跡からは土錘の

出土が皆無で、東北地方の青森県人戸市根城跡や青森県

浪岡城跡、越前の一乗谷朝倉氏遺跡、近江の小谷城跡な

ど大規模複次調査が実施されているにも関わらず 1点の

土錘も出土していないという。土錘が出土した城館遺跡

の存続年代は15世紀～16世紀前半に集中する。土錘が大

量に出土したのは、中ノ郷・朝日遺跡の669点、亀崎城

跡の560点 、加井妻城跡の284点 など、ごく少数例で、 1
～10点のもの力ηO%以上を占める。多量出土遺跡では建

物跡周辺からの出土が多く、山城に建てられていた掘立

柱建物内に土錘のついた網そのものが保管されていたと

推定する。また亀崎城跡では竪堀の基底部から一括出土

し、廃城時に網ごと投棄された可能性があるという。
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京都府南山城村田山の田山西城跡には現在も西城氏の

子孫が屋敷を構え、同家に伝わる文書のうち、宝暦十二

(1762)年の F田 山論所鵜匠川承書』の記述より、地侍た

ちがナ|1境上下三里二十五丁にわたつて漁業権を有し、そ

の独占に対 して毎年2000尾 の鮪を差し出していたことが

知られる。耕地面積の少ない山間部の本す落においては河

川の漁場は村人のものではなく、地侍たち在地領主が独

占していた(中 井 1994)。

しかし、川に面 した城館や土錘が出土する城館を漁場

の城とみるのは早計であるとする。F広 島県中世城館遺

跡総合調査報告書 第 4集』では土錘について数十点以

上の出土(亀崎城、横山城、高崎城、加井妻城跡)は 、紛

れ込んだものではなく運ばれたものと考えられるものの、

丘陵上の城からわざわざ漁に行 くことは考えにくいとす

る見解(木村・尾崎・小都 1996)に 対 し、土錘の出土が

集中する小規模な山城や館では、在番した雑兵が用いた

生活雑器や、城主登城時に使用するための食器類など出

土遺物の実態と見られ、さらに貯蔵具や調理具の出土は

守備していた兵士たちが山上で生活をしていたことを物

語るため、土錘が出土する城館遺跡は生活空間の存在す

る城館であり、網を持つて山麓へ漁に出かけ、獲つた魚

を城館内で調理 し、食していたのではないだろうかと述

べている(中 井 2001)。

中世の古霞ケ浦では、香取神宮・鹿島神宮の支配下に

あつた沿岸の津を拠点とする「海夫」集団が漁業・水運

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

も次第に自衛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(1625)年文書を初

見とする。

これに対 し幕府や水戸藩をはじめとする沿岸諸藩は、

専用漁場である「御留川」を各所に設置し、逗上を徴収

しようとする機運が高まり、沿岸諸津は危機感を強めて

いた。そうした中で慶安三(1650)年、安中郷山内村 (現

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、その禁上を勝ち取ったが、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人名が連判

したのが「霞ケ浦四十八津掟書」である。

その条項のうちには、禁制の網や新種の漁法は舟 。網

とも没収と規定するなど、漁法や漁具の禁上にかかる条

項が少なくない。これは漁携具の改良に対する規制を示

しており、古墳時代から今日まで、土錘の形態に大きな

変化が認められないことは、こうした状況も影響を与え

ていると考えられる。

しかしその一方、近世文書や民俗資料は、多様な漁獲

対象に即した、きめ細かく発達した漁労法の存在をも示

している。中世にはしばしば城館や貝塚に伴う形で、特

に a類 。b類力功日わつてくること、それらが民俗例にみ

られる土錘と形状・法量・重量などが一致 していること

は、民俗資料の援用の有効性を示すものである。近世漁

携の復元にあたつては、近代の漁榜民俗との比較も有効

となる。

出土土錘の製作技法について、川村勝氏は、「 el類
は開孔部の一端に粘土の盛り上がりが観察されるので、

球状に成形した後に棒状工具によリー方向から穿子しされ、

ナデによる調整を受けている。e2類 も同様に穿子とされ

た後に面取 りされたものと思われる。b類は穿了し時の痕

跡が認められないので判然としないが、子陣由が長い分成

形後穿孔するのは困難となるため、軸棒に粘土を巻き付

けて成形し、その後軸棒を引き抜いたものと思われる。

ナデによる調整を受けている。d類の穿子とは e類同様の

2通 りが想定されるが本遺跡資料からは特定できない。

ケズリにより調整されている。」と整理している。

これに対し、地元で「ヤツ玉」と呼ばれている現代の

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。③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。

製作にあたつ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

監修 1971)。 古墳～近世にいたるまで、このような製

作技法が長く用いられたと推定される。

なお牛塚古墳採集の土錘は、すべて手で丸めたと思わ

れる不揃いで扁平な円形であったが、貝塚氏寄贈の現代

の民俗資料であるe類球状土錘ならびにa類楕円形土錘

を主体とする190点あまりの上錘のうち、160余点が縫合

線状の継目を伴うもので占められ、かつ完全な同形品を

含んでいた。柳梅台古墳群・柳梅台遺跡で採集されたb

類管状土錘30点あまりも、その多くが縫合線状の隆起が

あるもので占められているため、これらは合わせ型によ

る型押成型で製作されたと考えられる。著しい製作の合

理化からみて、自家消費分として製作したのでなく、流

通商品として販売される状況があるものと考えられる。

近現代の土錘を特徴付けるものと理解されよう。

また柏崎窯跡群の東端、瓦窯群付近に深く入り込んだ

谷部では、明治期頃、老夫婦が付近の粘土を用いて漁網

の上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と伝えている。

以上のように、土錘は、網漁を基盤とする古霞ケ浦沿

岸社会の成立や解体を考える上で、きわめて重大な意義

を有する遺物であるといえる。しかし今回、筆者の力不

足で、資料1生 に即した十分な分析を果たすことができな

かった。不明を恥じ、これをお詫びするとともに、今後

の研究進展に期待したい。
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第 61図 58 年 形 類 1338 灰

身ヨ611靱 159 288

完 形 a2類
完 形 類 1807

形 類 9 1804 色 目

形 類 311 1829 橙 褐 色 硬 質継 目

完 形 類 1795 橙 茶 褐 色 硬 質継 目

年 形 類

318 目

完 形 類 326 1779

完 形 類 249 1842

完 形 類 1812

完 形 類 8 177 橙褐 色 硬 質継 目

71 年 形 類 1762 橙褐 色 硬 質継 目

年 形 類 1799 茶

完 形 壊 312 1712

完 形 壊 242

完 形 類 322 262 9 1828

完 形 類 285 247 1519 継 目

77 完 形 類 285 266 1657 淡 褐 色 硬 質継 目

年 形 類 269 1547

1形 255 1553

元 形 類 277 6 107 1632

完 形 類 272 268
完 形 類 277 263 1671 目

完 形 類 107 1698 暗 赤 褐 色 硬 質継 目

π 形 類 285 1906 橙 灰 褐 色硬 質継 目

宇 形 類 273 1746

宇 形 類 287 269 1681

欠損 類 278 1918
字 形 類 1644

完 形 類 275 1826 茶褐 色 破 質継 目

1形 類 282 268 淡 褐 色 硬 質継 目

主 形 類 284 282 赤掲 色 硬 質継 目

年 形 類 275 263 1601 目

年 形 276

完 形 数

完 形 類 279 263
1刃移 類 274 11 灰 茶 褐 色 硬 質継 目

形 類 269 黒 茶褐 色 硬 質継 目

年 形 類 269 黒 褐 色 硬 質継 目

年 形 類 272 265 1617

年 形 類 272 目

年 形 類 278 11 1663
年 形 類 273 277 11 1897 茶 黒

年 形 類 273 292
年 形 類 267 11 1688 里

ヽ
字 形 類 276 269 1628 ホ茶楊仁硬暫継

字 形 類 275 1697

年 形 類 1606 灰 茶 褐 俸 碑

年 形 類 276 278 1658

1 255 1564
年 形 鞭 266 1639 灰 茶 楊 仁 種 獲

272 1658
年 形 類 279 1627 灰 褐 行 種 暫

27 264 115 157
宇 形 類 273 272 1659 赤 茶 褐 色

8 11 ユ 1

年 形 類 283 1705 灰 呈

7 27 1 15

宇 形 類 278 269 11 153 ホ

1 8 1 1

―-133-―



貝塚氏寄贈 年 形 類 289 277 765
類 276 282 662

完 形 類 275 272 11 639 精 楊 魯 石

完 形 類 263 625
完 形 類 264 4L目

形 類 718 率L目
完 形 282 266 11 橙 褐 色硬 質継 目

年 形 268 淡灰 褐 色 硬 質継 目

年 形 279 285 11 759 灰 褐 色硬 質継 目

類 112 629 茶 目

1 完 形 頚 267 259 12

完 形 類 273 )天狛

完 形 類 273 683
完 形 類 282 264 719 目

年 形 類 27 1 254 11 575
宇 形 276 638 黒 茶 褐 色 硬 質継 目

年 十 類 279 赤 黒 褐 色硬 質継 目

1 完 形 類 279 276 11 17 里
ヽ

完 形 類 278 1827 淡 楊 往 硬 管継 [

完 形 頬 269 268 1543 里

完 形 類 278 1679
年 形 娘 278 286 1734 みL目
年 形 類 277 1666 黒 茶 褐 色 網 目硬 4L目

年 形 類 277 276 1841 茶褐 色 硬 継 目

類 262 11 1央ネ
字 形 類 278 272 1619

完 形 類 288 1727
147 完 形 類 258 288 122 淡

完 形 類 255 278 118 1614
年 形 類 248 255 1 4 1323
宇 形 1 252 112 1227 灰 褐 色硬

類 229 268 114 1373 橙 茶 褐 色 恨 [

字 形 類 113 1343 淡

完 形 類 237 262 1372

完 形 類 333
完 形 類 235 253 116

年 形 類 227 255 111
年 形 色

形 類 237 淡褐 色 4~■

字 形 類 3 淡 率

完 形 類 248 1307

完 形 類 238 7 1314

完 形 類 265 1333 r.t十

欠才貫 類 1964
k損 4EI 276 4 1574 色 目

欠 類 272 1613 栓褐 色硬 4L目

嶺 類 277 113 1561 灰 橙 褐 色硬 継 目

欠 損 類 282 (1878) 灰 目

欠 損 類 266 (1629) 目

欠 類 1744 灰 楊 行 硬 壇

欠}員 類 276 114 567
欠 272 275 11 1471 輝L目

275 138) 橙灰 褐 色硬 質継 目

損 類 278 273 灰 黒 褐 色硬 質継 目

欠 槙 類 279 117 472) 灰 赤 褐 色 硬 質継 目

欠 損 類 268
欠 類 282 272 112 灰 赤 楊 住硬 暫継

k損 類 266 269
//k捐 271 1516)

援 合 顆 245 橙 赤 褐 色 覆 質継 目

268 1829) 淡褐 色 硬 質継 目

援 合 類 279 272 115 1543
282 277 1681) 淡褐 色 硬 質継 目

援 合 類 273 (1606) 灰 黍 褐 色 硬 質継 目

133) 灰 褐 色 硬 を

損 類 289 265
欠 277 253 茶褐 色 硬 質継 目

損 類 266 (1041 灰 赤 褐 色 硬 質継 目

欠 貫 類 267 277 961) 灰 茶 褐 色 硬 質継 目

欠 損 類 279 279 986 淡褐 色 硬 質継 目

欠 26R 淡灰 褐 色 硬 質糸L目
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第 7部 風返浅間山古墳(風返古墳群第4号墳)の測量調査

1. |よ じめに

出島半島では近年古墳の測量調査が多く行なわれ、よ

うやく墳丘企画の問題が議論の俎上にあがるようになっ

てきた (田 中 。日高 1996、 田中 1999、 千葉ほか 2000)。

今回測量調査を行なった風返浅間山古墳は1)、 出島半

島の北西部、安食小字風返995に所在する。霞ケ浦高浜

入りを北側に望む台地上に位置し、風返古墳群(044)に

属する古墳の一つである2)。

風返浅間山古墳の南南東には、風返稲荷山古墳がある。

7世紀前半まで追葬が繰 り返された、風返古墳群中最後

の前方後円墳で、豊富な副葬品の存在が明らかになった

(千葉ほか 2000)。 当古墳は、埴輪祭祀終焉後の前方後

円墳で、東国における前方後円墳築造の終了にあたって

画期となる古墳である。風返浅間山古墳は従前より風返

稲荷山古墳に後続する円墳と目されてきた。

霞ケ浦1合岸地域では出島半島だけでなく、玉里台地に

面する高浜入 りや、土浦入りに古墳が数多く築造される。

特に玉里台地では、径40mの岡岩屋古墳をはじめとする

終末期古墳が築かれる地として従来より知 られている

(箕輪  1998)。 しかし、茨城県域において、終末期古

墳の測量図は未だ充分ではない。東国における古墳時代

の終末を考えるにあたつて一つでも多くの測量図を資料

化することが、必須であると考え、今回の沢1量調査を実

施した。

本測量は、2001年 4月 29日 から5月 6日 にかけて桃崎

祐輔先生の指導のもと、筑波大学考古学研究室の有志に

よって行ない、全体を小野が総括した。参加者は以下の

とおりである(所属は当時 )。

桃崎祐輔 (筑波大学歴史 。人類学系助手 )、 赤坂 亨

(大学院歴史・人類学研究科院生 )、 小野寿美子、川島尚

宗(大学院人文社会学研究科院生 )、 清野陽一、デイヴイ

ナ・ハギス(大学院科目等履修生 )、 青木直哉、中尾麻由

実、岡田 圭、増田洋基、山本元樹、柏田五月、鈴木陽

子、谷山杏子、水口重政、宮下聡史、我妻慎介、五十嵐

聡江、工藤幸尚、篠崎祐里、高澤陽二郎、谷真一郎、奈

良雅史、仁平直子、伊藤将弥、遠藤 塁、大川 悠、高

橋 慧、高橋城暁、高園 悠、唯野将央、新原亜季子、

横山勇介(人文学類学生 )。

2.墳丘 (第62図 )

測量にあたつては、光波 トランシット、平板、レベル

などの機材を使用し、縮尺は100分の 1、 等高線間隔は25

cm、 基準点観測は開放 トラバース方式とした。また、墳

丘の原形をあらわしていると思われる傾斜変換線は破線

で示 した。付図から得られる各部の計測値は以下の通 り

である。

・墳丘径     56.2m
・墳頂部平坦面径  6.4m
・高さ 75m
・ 1段 目墳丘径  270m
・ 2段 目墳丘径  494m
。東側陸橋幅  約280m

現状での墳丘裾は北側で標高2425～ 24.50m付近に求

められる。周囲は、一部畑地や道路・家屋などによる改

変が加えられており、周溝幅の確定は発掘調査に依るほ

かないが、測量図上では、北狽182m、 南狽156m、 西側

5.Omの 幅が確認できる。東側では一部周溝がめぐって

おらず、地形が僅かに高くなっているところがあった。

墳丘自体が正円を描 くことから、造り出し付 き円墳とい

うより、ブリッジ付円墳の可能性が高いと思われる。

また、等高線で24.75m～2525mに墳丘第 1段 目が位

置している。周溝外側の標高は、24877mである。この

ことから、現地表がそれほどの改変を受けておらず、古

墳築造期とほぼ同じであるならば、墳丘第1段 目は、地

山を用いた基壇の可能性がある。

墳丘上では、埴輪及び須恵器などの遺物を採集するこ

とはできなかった。また、ボーリング棒を使用 したとこ

ろ墳丘南恨1の墳丘下40cm～ 106c14の ところで、石材 らし

き感触にあたった(第 62図 の△ )。 等高線では、28,75m

～30.00mの 間を示す。未調査のため、詳 しい実態は不

明だが、埋葬施設の存在が考えられる。

3.お わ りに

風返浅間山古墳は遺跡地図編作成の際に略測を行ない、

径40m、 高さ6mの円墳と報告したが(日 高 2001)、 今

回の測量調査によつて径56.2m、 高さ7.5mの 基壇 を有

する三段築成の陸橋をそなえた円墳であることが明らか

になった。

本古墳の前段階にあたる風返稲荷山古墳は、風返古墳

群中の最後の前方後円墳である。ただし、霞ケ浦町内に

は、風返稲荷山古墳に後続すると目される前方後円墳 と

して、折越十日塚古墳がある。現時点では、風返浅間山

古墳と折越十日塚古墳とが併存したのか、あるいは、風

返浅間山古墳に先行して前方後円墳が築造されたのかは、

詳らかではない。

霞ケ浦沿岸地域では、終末期の大型円墳として、前述

した岡岩屋古墳をはじめ、径40mの 行方郡大洋村常陸梶

山古墳 (汀  1981)、 径90mの造り出し付き円墳である鹿

嶋市官中野大塚古墳が存在する(小林ほか 1983)。 一方
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で、墳丘第1段 目に基壇を有する古墳は現栃木県域に多

い。特に栃木県下都賀郡壬生町壬生車塚古墳は、径鬱m、

3段築成の大型円墳である(白石ほか 1990)。 今後、関

東全域の大型円墳の比較などを含め、検討していく必要

があるだろう。

調査にあたつてご協力いただいた霞ケ浦町教育委員会、

風返地区の皆様、地主の出沼邦康氏には深く感謝いたし

ます。また、調査・報告にあたつてご助言ならびに格別

なるご援助を賜った川西宏幸先生、日高 慎先生をはじ

め、千葉隆司、石橋 充、川日武彦、前田 修、福田正

宏、齋藤瑞穂、長谷川教章、山口大介の各氏、及び参加

してくれた学生に感謝いたします。  (4ヽ野寿美子)

註

1)県遺跡地図及び分布調査報告書遺跡地図編では、風返古墳群第 4

号墳として登録されているが、本稿では一般的に用いられている

風返浅間山古墳の名称を用いる。

2)風返古墳群は、霞ケ浦町と石岡市との境界付近に在することから、

かつては霞ケ浦町では風返古墳群、石岡市では井関古墳群と称 し

ていた。これは現在の行政区画で便宜状分けただけのものであり、

本来は同じ意識の元に築造されていることから、2001年度の『石

岡市分布調査報告』では両者をあわせて井関風返古墳群と総称 し

ている(吉田ほか 2001)。 しかし、F遺跡地図編』では、風返古

墳群と命名しており、本稿では、これに従い、以下風返古墳群の

名称を用いる。
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総括 と展望

ここでは、以下に F遺跡地図編』・ F遺物編Jの各報

告者の記載に拠 りながら、これまでの調査・研究の総括

と展望を述べることで、編集担当者としての責をふさぎ

たい。なお以下の文中の括弧内は、報告書の該当箇所を

示すので、詳細は幸R告書本文を参照されたい。

基礎資料の蓄積 先土器時代から縄文時代草創期では、

多くの新資料が集成され、川回の検討から町内に石器集

中地点の存在が予測された(第 6部 I)。

弥生時代についても本調査で多 くの資料の蓄積があつ

た。土器編年に未だ問題を抱えている状況にあつて、今

回の成果が弥生時代研究に寄与するところがあれば幸い

である(第 3部 Ⅲ、第 6部 Ⅲ)。

風返古墳群第 4号墳(風返浅間山古墳 )の測量調査では、

小野の検討によつて基壇をもつ三段築成のブリッジ付円

墳であることが明らかとなった(第 7部 )。 今後一層の資

料の蓄積に期待 したい。

地域間交流 川口は、資料における石材の検討から先

土器時代Ⅱb期 。Ⅲa期 には、当該地域を介 した物流や

人間移動が予測されることを指摘 した (第 6部 Ⅱ)。 縄

文時代においても、川島の報告した採集資料中に、東北

系の土器片やヒスイ、タカラガイといつた遠隔地との交

流を示すような資料がある(第 6部 Ⅱ)。 また伊藤に拠れ

ば、縄文時代後晩期の石鏃製作址である大和田所在和田

台遺跡(213)の採集資料の石材の中には、いわき産、茂

木産のものを含むという(第 6部 Ⅱ)。 これらのことから

霞ケ浦沿岸地域では、すでに先土器時代から常に物流や

人間移動を媒介するような、交通の結節点的存在であっ

たことを窺わせる。それは、特に東北地方との結びつき

を考慮に入れる必要があろう。

ただしその一方で、先土器時代 Ⅱc期 (砂川期 )や、縄

文時代早期・前期では他地域との交流が認められないよ

うだ。こうした時期による移動・交流の有無は何を示す

のか。今後の課題である。

加茂所在七曲り遺跡(508)では、宮下が前期末から中

期前葉と位置付けた、中膨らみもしくは直線的で中実の

上師器高郭脚部の破片を多く採集した(第 6部Ⅳ)。 さら

なる検討が必要だが、これらの内に福島県浜通り周辺に

成立の起源をもつとされるいわゆる中実柱状屈折脚高郭

を含むのであれば、当該期の地域間交流の一端を示す資

料になる可能性を含むとともに、いわゆる当該地域にお

ける「和泉式土器」の成立の問題に寄与するものと考え

られる。

古墳時代後期以降、特に須恵器や陶磁器を介した遠隔

地との地域間交流がみられた。これらの問題については、

時代ごとに、複雑化した様相が窺え、議論が多岐に渡る

から、以下では、筆者の専門とする古代について若干補

足的に述べることとして、その他の詳細については、各

章の記述に譲 りたい(第 6部Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ)。

9世紀中葉以降、常陸国において爆発的に流通する灰

釉陶器は、町域内でも多く採集されている。清野は、い

ずれも尾張や美濃の諸窯で生産されたものが当該地域で

消費されたと考え、これらの高級製品の分布から、在地

社会において富を蓄積する富裕層が顕在化 し、これが中

世における在地領主へとつながると推誤1し た(第 6部 V)。

一方で、9世紀代の常陸国内においては、次第にコス

ト高を避けられない須恵器の供給量も減 り、代わつて須

恵器の形態・法量を模倣したいわゆる内黒土師器が一般

的な日常雑器として消費された傾向にある。

9世紀における須恵器供膳具の減少は、宮都でもみら

れ、それは、土師器・須恵器間における法量による「互

換
′
陛」=「等価性」に起因するものと考えられているか

ら、いずれにせよ、土器・陶器の様式変化から予淑1さ れ

る宮都におけるインフレーションは、遠 く常陸国にも大

きく影響し、やがて10世紀前葉頃には、国内における須

恵器生産を停止させたのではないかと推測される。

いずれにせよ、その他の時代においても、窯業生産と

その製品の消費、そしてそこに介在する流通の在 り方を

それぞれ整理し、系統立てて解明していく必要がある。

少なくとも、土器・陶磁器の生産・消費、そ して流通に

関しては、各時代の報告者が述べるように、一様ではな

く、常に社会の変化に対応した複雑な有様をみせるので

ある。

集落・古墳・城館の隆替 縄文時代では、川口が中期

以降では貝塚と隣接包蔵地との間に時間的共有が予測さ

れる例とそうでない例があることを明らかにしたことは

大きな成果である(第 3部 Ⅱ)。

古墳時代には連綿と、集落と古墳とが形成・築造され

ていくが、日高は、中期に帰属する集落は、一部を除い

て明瞭に手巴握することはできないとし(第 3部Ⅳ )、 遺物

を検討した宮下も、特に中期半ばから後半に帰属する資

料を見出せず、中期も半ば頃には断絶すると予測 した

(第 6部Ⅳ)。 中期後半に集落の立地が変更される可能性

も否定できないが、しかし後期になると同一台地上に、

再び集落が形成されていく様子が窺える。中期後半の断

絶を考えてよいのなら、今後はその説明が必要となる。

古墳時代後期には、集落の形成が隆盛を極め、遺跡の

分布が多く確認できるものの、 7世紀後葉から8世紀前

葉にかけては、いくつか資料が散見されるのみで必ず し

も明らかではない。再び集落の形成が活発となるのは、

8世紀中葉以降である。この現象は、F続 日本紀』天平

十五(743)年五月乙丑条の「墾田永年私財法」とも関わつ

てくる問題かと思われるが、清野のいうように、同時期

以降、国衛や国分寺・国分尼寺の整備が進み、石岡市鹿

の子C遺跡では多数の工房施設を含む集落形成が始まる

(第 6部Ⅳ)。 清野の指摘通り、古代官道付近で鉄器生産

が盛んになることは、奈良時代後半期から平安時代初期

に活発化する東北経営の問題と大きく関わるが、それと
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ともにここでは、同時期にみられる現象として在地須恵

器窯における高台器種生産の活発化を挙げておきたい。

この生産地における様式の変化は、消費地における高台

器種の需要が高まった、すなわち生活様式に大きな変化

が起こったことを示すと考えられる。

東北経営に関わるような鉄器生産の隆盛と、在地社会

の生活様式の変化は、直接的なつながりはないとはいえ、

異なる事象が同じベクトルヘ向かう変化の有様を示して

いるように思えてならない。いずれにせよ8世紀中葉の

画期は、今後一層重要視される必要があるだろう。

10世紀以降の当該地域における遺跡の動態は、今回の

調査では明らかにならなかった。採集資料からの知見で

あるため、断言は避けるべきだが、やはり古墳時代中期

同様、集落形成における一つの断絶を考えなければなら

ないのだろうか。

なお文献資料の成果から、当該地域は常陸平氏の惣領

である「南野牧」に比定されており、古 くから残る地名

や、土浦市沖宿入ノ上遺跡で 9～ 10世紀帰属の「青毛」

墨書土器や、平安時代末期から中世に帰属する馬の埋葬

墓が検出されていることから、平安時代後半期以降、こ

こを拠点として古代牧が町域にまで広がっていた可能性

が高い。桃崎は、各所で12世紀帰属の青磁・白磁などの

舶載陶磁器が採集されているから、町域内にも牧関連遺

跡が広がっていたと推測 しているが(第 3部Ⅵ)、 町内に

「馬場平」、「馬場山」、「牧ノ内」などの地名があること

を考えれば、十分にうなずける。

さて13世紀以降は、つくば市小田を拠点とし、大嫁多

気氏を減ぼした小田氏一族とその家臣が、町域に勢力を

伸ばしたことが今回の成果からも窺える。

桃時に拠れば、いずれの城館も採集資料から13世紀後

半から室町期のいずれかに築城されたものとし、また文

献史学の成果から小田氏一族かもしくはその家臣が居を

構えたものとされる。

城館もしくは近接する遺跡では、13世紀以降に帰属す

る舶載陶磁器が多く採集されている一方(第 3部 Ⅵ、第

6部Ⅵ)、 小田氏の菩提所であつたつ くば市小田所在三

村山清冷院極楽寺跡と同籠・同系の瓦が採集された鍛冶

屋廃寺(477)や真珠院跡(376)の創建年代は、比毛の検討

に拠ると13世紀後半頃と考えられており(第 6部Ⅵ)、 当

該地域の物流システムや宗教施設までをも小田氏一族が

掌握 していたと考えられる (第 3部Ⅵ)。

各城館の廃絶年代については、いずれも不明であるが、

ただし桃崎に拠れば、宍倉城跡(044)や戸崎城跡(466)か

らは、近世初頭の資料が比較的多 く採集されており、佐

竹氏の秋田転封(1602年 )以後も陣屋として存続・機能 し

ていたとのことである(第 3部Ⅵ)。

一方でつ【峨は、周囲には堀や土塁を巡らす近世名主層

の屋敷地は、17世紀以前に帰属する石塔が伴うことや、

周辺から16～ 17世紀所産の陶磁器が多く採集されること

から、戦国末期に遡るものとし、その頃に帰農した土豪

層などが、未開発地域に入植 。開拓し、地域を代表する

有力名主層へ成長していく様子が窺えると指摘 した(第

3部Ⅶ)。

今後はこうした遺跡にも着目し、中世城館廃絶の問題

と合わせて、中世から近世への移行期の様相をつぶさに

把握していく必要があるだろう。

在地首長支配領域 日高は、古墳時代における首長墓

及び大規模集落の分布のあり方から、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ものとし、

それらの領域を戸崎 。加茂地区周辺、牛渡 。坂地区周辺、

柏崎・安食・宍倉地区周辺の三カ所に求め、それぞれ

F和名類飛抄』にある常陸国茨城郡内の大津郷、佐賀郷、

安餅郷に対応するとした(第 3部Ⅳ)。

一方清野も、 8・ 9世紀において、日高の指摘 した領

域と同様の大津郷、佐賀郷、安餅郷に対応する遺跡分布

力寸巴握できるとする。さらに大規模集落とその周辺に存

在する小規模集落というある程度まとまった構成をなし

ており、その分布状況は、推定される郷ごとにほぼ等価

であると指摘 した(第 3部 V)。

8世紀中葉以降における各郷に等価に分布する集落遺

跡は、やはり『戸令為里条」の規定にある程度則ったい

わゆる「計画村落」の存在を示Π疫するものとして捉えら

れ、さらに「計画村落」自体は、既に古墳時代から存在

した在地首長の支配領域の枠組み範囲内で行われていた

と予測でき、律令体制下の地方末端支配のあり方に重要

な資料を提供する結果となった。

同時に、日高が、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

と指摘 したことを踏まえ(第 3部Ⅳ)、 古墳造営を在地首

長層によるデモンス トレーションの一環とした場合、そ

れは領域外へのデモではなく、領域内へのデモであると

も考えられる。もしこの理解が正 しいのであれば、古墳

時代から律令時代への移行期における地域社会の在 り方

の変化を解 く鍵はここにある。

付言すると、 7世紀末以降、常陸国内において須恵器

生産が活発になった際に、いわゆる「律令的土器様式」

の一端を担う高台器種に対する生産が消極的であったの

も、高台器種の需要が少なかったからに過ぎず、古墳時

代以来の「手持ち食器」の伝統が当該地域における生活

様式の中で厳然と根付いていたからに他ならない。この

生活様式の変化のあり方は、 8世紀以降の集落形成にお

いては、古墳時代における首長支配領域の枠組みが大き

く影を落としていたとの予測と関連する問題と考える。

海民集団と港湾 さて霞ケ浦、すなわち内海ヘロを転

じれば、いわゆる海民集団と港湾遺跡の問題がある。14

世紀後葉に成立した F海夫注文』には、当該地域所在の

津として「柏崎津」力渭己載されている。事実、柏崎地区

の低地遺跡からは、中・近世の資料を大量に採集できる

ことから、桃崎のいうように、これらを「海夫注文」記

載の「柏崎津」跡に比定し、中世の港湾都市とすること
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には問題はない(第 3部Ⅵ)。

一方当該地域における港湾遺跡の分布は、17世紀前葉

の「霞ケ浦四十八津」関連の文書からも窺え、桃崎は、

「霞ケ浦四十人津掟書」に記載される12の津の内、低地

に立地する中世遺跡のある田伏津・志戸崎津や、人田館

跡を背後に抱える人田津、周辺の台地縁辺部に中世遺跡

のある崎浜津は、現在でも舟溜まりがあり、これらは近

世以前に遡る港湾遺跡が存在する可能性が高いとした

(第 3部Ⅵ)。 『海夫注文』に記載されない中世津の存在

が指摘されたことは、注目に値すると共に、今後は考古

学的調査・研究によつてさらに港湾遺跡の盛衰の具体相

も明らかにされるべきである。

海民集団との関連でさらにいえば、土錘資料に対する

基礎作業が行えたことは、今後発掘資料によるさらなる

詳細な調査・研究が必要となるものの、網漁を基盤とす

る古霞ケ浦沿岸社会を解明するにあたつては、重大な資

料を提示し得たと考える(第 6部Ⅷ )。

以上のように、6年に渡る一連の調査・研究の中で得

られた成果は膨大であり、無論ここで筆者が阻畷しきれ

なかったものも多い。しかし、霞ケ浦町がかつての広大

な内海に向かって突出した場所にあり、その背後には筑

波山を抱えているという地理的要件のために、霞ケ浦沿

岸地域を介した地域間交流の問題、長い時間軸の中での

遺跡の隆替の問題、古墳時代以降の領域の問題、など遺

跡分布調査だからこそ提起された学問上の問題は極めて

大きく、通時代的であつた。

調査中、とある会社の工場名に「東京第二工場」とい

う看板を見つけた。当該地域が東京(江戸)の周縁地域 と

して意識され、在地社会の主体
′
陛が失われるようになっ

たのはいつことであろうか。今となっては、霞ケ浦大橋

の影響で、かつて盛んに行き交いをしたという高瀬舟 も

みられない。多 くの養殖を営む家々が廃業に追い込まれ

てしまったのも記憶に新しい。周辺住民にとつての大 き

な水斐となるはずのものも、幾人かの環境改善の努力 も

虚しく、周辺住民からは、臭いと忌み嫌われている。我々

のくらしが豊かに、そして便利になる一方で、環境変動

や歴史的事象に大きく左右されながら、変貌を遂げる霞

ケ浦にあって、しかしそこには、たしかにかつて主体
′
陛

をもつ独自の地域社会が存在 したのである。

(渥美賢吾 )
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