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序

本県には、旧石器時代をはじめとする 1万箇所を超す遺跡や貴重な理蔵文化財が数多く残されてい

ます。それらは、地域の風土と歴史が生み出した遺産であり、本県の歴史や文化、伝統を正 しく理解

するのに欠くことの出来ない歴史資料です。同時に、それらは県民のみならず国民的財産であり、将

来にわたって大切に保存し、活用を図らなければなりません。

一方、豊かな県土づくりには公共事業や社会資本整備が必要ですが、それらの開発にあたつては、

環境との調和はもちろんのこと、地中に埋もれ、その土地とともにある埋蔵文化財保護との調和も求

められるところです。

当事業国埋蔵文化財センターは、設立以来、岩手県教育委員会の指導と調整のもとに、開発事業に

よってやむを得ず消滅する遺跡の緊急発掘調査を行い、その調査の記録を保存する措置をとってまい

りました。

本報告書は、国道45号普代バイパス建設工事に関わり、平成 13～ 15年度の 3カ 年にわたって発掘

調査を実施した、下閉伊郡普代村力持遺跡の調査成果をまとめたものです。今回の調査で本遺跡は、

縄文時代前期から中期の集落跡であつたことが明らかとなり、三陸沿岸北部における糸電文集落の実態

を解き明かす貴重な資料を提供することができました。本書が広 く活用され、埋蔵文化財についての

関心や理解につながると同時に、その保護や活用、学術研究、教育活動などに役立てられれば幸いで

す。

最後になりましたが、これまでの発掘調査及び報告書作成にご援助、ご協力を賜りました国土交通

省東北地方整備局三陸国道事務所、普代村教育委員会を始めとする関係各位に哀心よりの謝意を表し

ます。

平成20年 3月

財団法人 岩手県文化振興事業団

理事長 武 田 牧 雄



例   言

1 本書は岩手県下閉伊郡普代村第 16地割字天拝坂 28番地ほかに所在する力持遺跡の発掘調査結果

を収録 したものである。

2 本遣跡の発掘調査は、普代バイパス建設に伴う事前の緊急発掘調査であり、岩手県荻育委員会生

涯学習文化課の指導と調整のもとに、国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所の委託を受け、財

団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが実施 したものである。

3 本遺跡の岩手県遣跡台帳番号は」G92-0137、 当センターの調査略号はTM-01・ TM-02・
TM-03で ある。

4 野外調査の期間、調査面積、担当者は以下の通 りである。

平成13年 4月 13日 ～ 11月 15日 /4,264♂ /星 雅之・駒木野智寛 。人木勝枝・飯坂一重

平成 14年 4月 15日 ～■月26日 /1,000ぽ /星 雅之・九山直美・駒木野智寛・菊池 賢

斎藤麻紀子・石崎高臣

平成 15年 4月 10日 ～ 11月 19日 /1,400ポ /星 雅之・須原 拓・駒木野智寛

5 室内整理期間、担当者は以下の通 りである。

平成 13年 11月 1日 ～平成 14年 3月 31日 /星 雅之・駒木野智寛

平成 14年 4月 1日 ～平成 14年 10月 31日 /野外調査時における室内整理

平成14年 11月 1日 ～平成 15年 3月 31日 /星 雅之・駒木野智寛

平成 15年 4月 1日 ～平成 15年 10月 31日 /野外調査時における室内整理

平成 15年 11月 1日 ～平成 16年 3月 31日 /星 雅之・須原 拓・駒木野智寛

平成 16年 4月 1日 ～平成 17年 3月 31日 /星 雅之

平成 17年 4月 1日 ～平成 18年 3月 31日 /星 雅之

6 業務委託は以下の機関・個人に委託 した。

<基準点設置>:(株 )藤森測量

<空中写真・地形測量>(株)東邦航空、 (株)ハ イマーテック

<石器・石製品の石材鑑定>:花筒岩研究会

<琥珀の分析>:(財 )元興寺文化財研究所植田直見

<炭化材樹種同定>:(株 )パ リノ・サーヴェイ、岩手県木炭協会

<火山灰分析 >:(株 )古環境研究所、 (株)京都フイッション・ トラック

<竪穴住居址覆土 と焼上のルミネッセンス年代 >:

長友恒人・西村誠治 (奈良教育大学)。 (株)古環境研究所

<放射性炭素年代測定>:(株)パ リノ・サーヴェイ、今村峯雄・小林謙― (国立歴史民俗博物館 )

<石器使用痕分析 >:(株 )アルカ使用痕研究センター池谷勝典

<動物遺存体分析>:陸前高田市海と貝のミュージアム熊谷 賢

<黒曜石製石器の原材産地分析>:京都大学原子炉実験所

<石器図化>:(株 )大成エンジニアリング 。 (株)アルカ

7 本報告書の編集・執筆は星 雅之が行なった。

8 土層の色調は『標準土色帳』 (農林水産省農林技術会議局監修)に準拠 した。

9 調査および室内整理に際 しては次の方々から御指導・御協力をいただいた。 (順不同・敬称略)



安達尊伸 (田野畑村教育委員会)、 上野一雄 (普代村教育委員会)、 故 小田野哲憲 (元岩手県教

育委員会生涯学習文化課)、 小原員一、鎌田裕二 (宮古市教育委員会)、 川向聖子 (山 田町教育委員

会)、 菅野梢、神原雄一郎 (盛 岡市教育委員会)、 菊池強一、日下和寿 (白 石市教育委員会)、 熊谷

常正 (盛 岡大学)、 小林謙― (国立歴史民俗博物館)、 佐々木勝 (岩手県立博物館)、 佐藤良和 (水

沢市埋蔵文化財センター)、 榊敏明 (岩泉小学校)、 鈴木克彦 (青森県埋蔵文化財センター)、 高木

晃 (岩手県立博物館)、 高橋典右衛門、田鎖康之 (岩泉町教育委員会)、 竹下将男 (宮古市教育委員

会)、 茅野嘉雄 (青森県埋蔵文化財センタ‐
)、 千葉啓蔵 (久慈市教育委員会)、 辻誠一郎 (東京大

学)、 寺村光晴 (和洋女子大学)、 中村哲也 (青森県埋蔵文化財センター)、 中村英俊 (岩手県教育

委員会生涯学習文化課)、 中村明夫 (一戸町教育委員会)、 成田滋彦 (青森県埋蔵文化財センター)、

西本豊弘 (国立歴史民俗博物館)、 林勲、福田友之 (青森県埋蔵文化財センター)、 普代村教育委員

会、水上博明、柳沢昭弘 (不来方高校)、 管野梢

10 これまでに、調査成果の一部を現地説明会資料、調査略報、岩手考古学会研究大会等に発表して

いるが、本書と記載事項が異なる場合はすべて本書が優先する。

11 発掘調査に伴う出土遺物および諸記録は、岩手県立坦蔵文化財センターにおいて保管している。
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調査に至る経過

三陸北縦貫道路は、岩手県宮古市と久慈市を結ぶ延長約90kmの地域高規格道路であり、三陸縦貫自

動車道及び八戸久慈自動車道等の高規格幹線道路と一体となって地域集積圏の形成や地域間交流の促

進、交通拠点の連結を図ることを目的とした自動車専用道路である。普代バイパスは、三陸北縦貫道

路の一部を構成する下閉伊郡普代村第11地害Jか ら第16地割の間約4 2kmの 区間である。普代村を通過

する一般国道45号は当地区における唯―の主要幹線道路であるが、直角曲がりを含む急カーブ、急勾

配が連続する、幅員狭小の区間であり車両の円滑な走行に支障をきたしている。また、市街地におい

ては、一部歩道未整備区間もあり歩行者の安全と車両の円滑な走行に支障をきたしている。特に冬期

においては、除雪された雪が路肩に堆積し、歩行者及び車両の円滑な走行の阻害に拍車をかけている

など、主要幹線道路としての機能が低下している状況である。

そのため昭和61年度に一般バイパスとして事業着手し、平成 6年 12月 には「三陸北縦貫道路」が地

域高規格道路計画路線として指定され、平成 7年 4月 に普代バイパスが地域高規格道路の整備区間指

定を受けたことにより、平成 8年度から自動車専用道路として整備の促進を図っている。

この区間の埋蔵文化財包蔵地については、岩手県教育委員会が分布調査を平成 5年度に実施した結

果、 7遺跡、28,600♂が対象であることが確認された。その後岩手県教育委員会は建設省東北地方建

設局三陸国道工事事務所 (現国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所)と協議を行い、発掘調査を

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターの受託事業とすることとし、平成13年度に力持遺

跡の調査を実施した。

調査遺跡は、工事施工の急がれる地区や用地買収の進捗状況に合わせて行ったため、調査は平成13

年度から平成15年度の 3カ 年にまたがって実施された。

国土交通省東北整備局三陸国道事務所

遺跡の立地と環境

遺 跡 の 立 地

(1)遺 跡 の 位 置

力髯遺跡の所在する普代村は、岩手県下閉伊郡の最北端、陸 中海岸の北部に位置し、東部及び南

東部はリアス式海岸で、陸中海岸国立公園北部の中心である黒崎を有する村である。人口は3,483人

(2005:岩手年鑑)、 面積69.66kだ の農山漁村である。国土地理院発行の 5万分の 1地形図 (「陸中野田」)

によると、本村域は東経141度47分36秒から141度56分54秒、北緯40度 3分20秒 ほかに位置する。本村

の東は太平洋に面し、北は九戸郡野田村、西は下閉伊郡岩黙 町、南は下閉伊郡田野畑村 |こ 接する。

力持遺跡は、三陸鉄道北リアス線普代駅の北約 2 km、 力持海岸から西に約1.5kmに 位置する。遺跡

周辺には、遺跡の南側～東側外周を曲流する力 鉾釘と、遺跡の北東を北西から南東方向に流れる刺

畑 沢がある。遺跡は、両河川の合流地点からみて、南西狽1に広がる扇状地性斜面地に所在する。調

査地の標高は56～ 68mで、四方は120m前後の山地に囲まれた場にある。調査着手前の現況は、畑地、
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1 遺跡の立地

荒地、森林、村道 (国道45号 と力持地区を徒歩で往来する砂利敷 きの道 )、 宅地、国道45号法面から

続 く斜面部、などであった。

(2)遺 跡 範 囲

岩手県教育委員会が作成した遺跡地図に示されている力持遺跡の周知範囲は、(1)で上述した力

持川と刺畑沢の合流地点より内側 (南西側)で、国道45号 より東側とされている。ただし、今回の詞

査の結果、遺跡の範囲は若干の変更が必要となることが明らかとなった。ここでは、遺跡範囲に関わ

る内容を記述する。

①遺跡範囲の西端や南西端は、現国道45号の法面や現道の直下まで広がることが確実となった。今回

の調査グリッドで具体的に示すと、B Ⅱ r19グ リッド～C Ⅱ h24グ リッド付近に相当する部分である。

この部分は、国道45号建設時において旧地形に3～ 7mほ ど盛土され、その上に現道がある。その盛

上の下位に続く部分では、遺構・遺物が多数検出された。したがって、現国道45号の直下は遺構 ,遺

物が密に存在することが確実であり、尚且つ遺構の残存状態が良好と推定される。

②遺跡の北端部付近は、人工改変されている可能性が高く、本来の遺跡範囲は不明瞭な状況にある。

具体的には、調査区北部の北端から、北に約80mの地点に村営住宅があり、遺跡範囲の北端はこの手

前付近とされている。しかしながら、調査区北部北端部から約30mの地点には、現在の造成 ?と 考え

られる一段高い平坦地 (造成地であれば最低でも5mは盛土されている)があり、この付近の旧地形

の推定が難しいことから、遺跡範囲の北端は掴み難い状況にある。上記した一段高い平坦地 (造成

地 ?)に 隣接する部分は、畑地が広がり、この造成地 ?よ リー段低い地形を呈する。この畑地部分は、

現地を踏査 したが土器の散布を確認できなかった。そして、畑地にみられる黒土も薄い状況にある。

推定の域を出ない内容となるが、遺跡範囲の北端付近は、盛土や切り上が施されている可能性が高く、

旧地形が残っていない可能性もある。

③今回の調査において、調査区北部とした範囲の調査地外東側の畑地には (B Ⅱ dll住居跡 1号、B

Ⅱ f13住居跡 1号、BⅡ 区北部捨て場などの続きとなる範囲)、 おびただしい量の土器・石器の散布

がみられる。力持川と刺畑沢の合流地点付近の地権者によると、家の改築を行なった際に完形土器

(村の資料館に展示されている土器で、大木 8a～ 8b式に相当する)や焼土 (炉跡 ?)な どが出土

している。地形の連続性から考えて、刺畑沢沿いに走る村道付近まで遺構・遺物が密に広がる可能性

が極めて高い。

第 3図 には、岩手県教育委員会が作成した遺跡地図に示されている周知範囲に、①～③で上記した

内容を加味し、遺跡の推定範囲を点線で示した。

2地 形 と 環 境

(1)遺 跡 周 辺 の 地 形

三陸沿岸北部は、第四紀における海食と隆起によって形成された海岸段丘地形で、】ヒ山崎や黒崎に

代表される隆起海岸特有の海食崖が連なる。よって、海岸線に近い部分は、全般に起伏が激しく平坦

地が少ない特徴があるも力持遺跡は、力持川の河口付近から約1.5kmに 位置し、河川が海岸段丘を侵

食して形成した扇状地性の丘陵緩斜面地に立地する。この力持遺跡に大規模な集落が形成され、長期

にわたって営まれた背景としては、様々な要因が考えられるものの、海食崖が連なる本地域で容易に

海に行き来できる場は限られていることや、遺跡近隣に2つの河川があるなどの自然環境が深く関つ
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E 遺跡の立地と環境

豹

‐ ‐ 遺跡の推定範囲

踵韻藝 調査区範囲

∝

I―第3図 遺跡周辺地形図

-5-



2 地形と環境

ていると考 えられる。

(2)微地形 について

今回の調査で判明した遺跡内の微地形について記述する。調査開始前の現況地形を第 3図に示した

が (※ 平成13年 4月 段階の地形図で遺跡内の等高線は調査前の段階で示した。遺構配置図などに示し

た等高線は調査終了時の旧地形に近い段階のものを図化している)、 基本的に西から東の方向に向か

って下る斜面地で急傾を呈する部分もある。_こ の急傾斜地は、昭和40年代後半に建設された現在の国

道45号の工事に伴い、大規模な切り上や盛土など人工改変が行なわれたことによる。調査の結果、本

来の旧地形は、遺跡南部から中央部に向かって南西→北東方向へ比較的緩やかに傾斜し、遺跡中央部

から北部では北西→南東若しくは西→東方向に下る急斜面～緩斜面地であったことが判明した。また、

周辺の地形状況から判明した微地形について、遺跡中央部西側付近 (B Ⅱ q15～ 20グ リッド付近)に

は、現国道45号 に隣接する「うねとり神社」の鳥居がある付近 (BⅡ pグリッドの西延長線上)から、

東に向かって舌状に張り出す尾根続き的な高まりがあつたことが推定される。この尾根部より南側は、

旧地形に対して推定で 3～ 7m盛土された上に現国道45号が建設され、尾根を含めてそれより北側は

山際がカッテイングされて現国道45号が建設されている。復唱になるが、遺跡本来の広がりは遺跡西

側～南西側にかけては現国道45号の直下に続くことが確実である。

(3)気 候 に つ い て

気候の諸要素の中で風向きは、その日の気圧配置から季節の推移までも表現する大切な要素である。

ここでは、風向きや風力に着限して立地条件を考えてみたい。

<当地域の気候について>普代村は、北上山地の北東、岩手県太平洋沿岸北部に立地する。この岩

手県太平洋沿岸北部は、気流の南北交換の場となるので気象的にはもちろんのこと、海洋学的にも変

化の最も激しい地域である。気候は基本的に海洋性を示すが、親潮寒流の影響を受けることから、気

温は低く、特に夏には海霧が多い。普代村の風向変化は、夏は北東または東の風が最も多く、冬は西

または南西の風が多い。県北部沿岸地方は、地形的な影響によって、その季節の一般風に対していく

らかズレはあるが、夏の北東風はこの地方特有のもので、この北東風の強弱いかんによって、この地

方ひいては岩手県全体の夏の天候が左右され、冷害につながる (偏東風、ヤマセ)。 普代村の年平均

気温は10℃ 、年降水量は1,300mm以下と県内では平均よりも低い地域となっている。初霜は10月 下旬

で終霜4月 下旬、初雪は11月 下旬で終雪は4月 上旬と、県内では降雪期間が短い。また、冬期間の天

気は、晴れの日が多く、また雨も少なく、したがつて雪の日も少ない。よって、雪は12月 までほとん

どみられないことが多く、内陸部より暖かいということ力霧旨摘される。

<力持遺跡の観測データ>力持遺跡の立地環境を考えることを目的に、平成14年度と平成15年度の

2カ 年の調査時 (休 日は除く)において、勤務時間内 (8時 30分～17時 15分)における天候、風向き、

風力についての記録を取り、それをまとめたものが次ページの表である (平成13年度は天候の観測デ

ータはあるものの、風向きや風力は記録していないので本稿では割愛する)。 2カ 年合わせた観測日

数は281日 間である。天候は、降雨の確認されなかった日 (晴れ、晴れのち曇、曇などが該当)が、

246日 間で全体の87.5%を 占める。風向きは、風を観測した217日 間中、北東風が159日 間で73.30/Oを 占

める。次いで南風20日 間、北風19日 間、西風8日 間の順となる。 2番目に多い南風は10月 ～11月 にま

とまって観られる。風力は、無風、微風、弱風、中風、強風の 5段階評価としたのでやや客観性に欠

けるかもしれないが、無風・微風・弱風が合わせて242日 間で全体の860/0を 占める。
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晴 れ
晴れの

ち曇

晴れの

ち雨
昌

曇のち

雨
雨

曇のち

雪

測

数

観

日
備考

4月 14日 0日 1日 3日 3日 0日 1日 22日

5月 26日 1日 2日 7日 1日 4日 0日 41日 やませ有

6月 16日 10日 0日 6日 5日 2日 0日 39日 やませ有

7月 11日 2日 0日 13日 6日 11日 0日 43日 やませ有

8月 11日 2日 2日 9日 5日 4日 0日 33日

9月 14日 2日 0日 16日 3日 2日 0日 37日

10月 25日 2日 2日 1日 9日 4日 0日 43日

n月 10日 1日 0日 5日 3日 1日 3日 23日

合計 127日 59日 17日 60日 35日 28日 4日 281日

Ⅱ 遺跡の立地と環境

上記の内容を総括すると、力持遺跡周辺は晴れ若しくは曇の日が多く、風は穏やかな北東風が多い

という結果となった。風向きや風力については、遺跡自体が東西南北を標高120m前後の山に囲まれ

(遺跡内の標高は55～ 68m)、 海岸線から約1.5km内陸に入る場に立地することから、海風を直に受け

ず、尚且つ風の通り道は北東方向にあたる力持川沿いの谷間からが主体となるので、北東からの弱い

風が多いことは、地形的環境からも妥当な観測結果と思われる。

<所見>当地域の一般的な気候の特徴としては好天に恵まれることが少なく、冷涼で知られるが、

今回の観測でも雨天日が少ないことを追認する結果を示した。風向きや風力については、遺跡周辺が

北東からの弱風の多い観測結果となった。地元の方の話によると、普代川下流～河口付近に所在する

役場や商店 (現在の普代村中心地)付近は、普代浜の方から吹く海風を顕著に観測でき、また夏でも

候

風

風向き

】ヒラミ 南 西 東 北西 南 西 観測日数 備考

4月 6日 2日 6日 0日 1日 0日 0日 15日

5月 20日 1日 0日 1日 3日 0日 0日 25日

6月 24日 2日 3日 0日 0日 1日 0日 30日

7月 28日 1日 4日 0日 0日 0日 0日 33日

8月 22日 1日 0日 0日 3日 0日 0日 26日

9月 26日 2日 2日 4日 0日 1日 1日 36日

10月 21日 8日 1日 3日 0日 1日 0日 34日

11月 12日 3日 3日 0日 0日 0日 0日 18日

合計 159日 20日 19日 8日 7日 3日 1日 217日

無風 微 風 冒耳ナ民 中風 強風 観測日数 備考

4月 7日 8日 4日 1日 2日 22日

5月 16日 17日 5日 2日 1日 41日

6月 9日 14日 14日 0日 2日 39日

7月 10日 22日 5日 2日 4日 43日 台風 2回 (4日 間)

8月 7日 13日 10日 1日 2日 33日 台風 1回 (2日 間)

9月 2日 18日 11日 3日 3日 37日

10月 8日 16日 7日 5日 7日 43日 台風 1回 (2日 間)

11月 5日 9日 5日 4日 0日 23日

合計 64日 117日 61日 18日 21日 281日
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2 地形と環境

冷涼なやや強い風が吹くようである。このことは、力持遺跡周辺は地理的環境に起因して、海風を直

に受けないことで、生活環境に最適な場にあると考えられる。また、普代村に所在する堀内机遺跡、

太田名部遺跡、下村遺跡など、力持遺跡と同時期の遣跡について実際に現地を踏査 した所見として、

東向の緩斜面地で背後に比較的高い山並みなどを伴う場が好まれるように思われた。このことは、日

照条件や海風を直に受けないなどの風向や風力を含めた環境的要素が遣跡の立地に強く反映されてい

るのではないかと考えられた。風力の関係が縄文時代の集落立地に対して、どの程度のウエイトを占

めるのか窺い知れないが、観測データを蓄積することで一つの公明を導ける可能性もある。

最後に、今回の観浪1データは、気温とやませの発生日数を取らなかったことが反省点としてあげて

おきたい。特に、三陸沿岸地方特有のやませについては、朝方や夕方の濃霧がやませなのか否かこの

地方に詳しくない調査担当者では判断が難しく、また日中の発掘作業時にはほとんど消えて支障にな

らなかったこともあり、具体の発生日数をおさえきれなかった。補足として、台風の発生日数につい

ても、勤務日において道遇した数を表記している。

3周 辺 の 遺 跡

(1)普 代 村 の 遺 跡

岩手県遺跡台帳 (岩手県教育委員会事務局文化課2000)に登録されている普代村管内に所在する遺

跡は59箇所である (註 1)。 普代村における過去の調査事例としては、太田名部遺跡 (普代村教育委

員会)、 堀内机 遺跡 (岩手県教育委員会・貝塚内容確認調査)、 下村・下村 I遺跡 (岩手県教育委員

会)の 4遺跡が挙げられる。このうち、本格的に発掘調査が行われたのは太田名部遺跡だけで、他の

遺跡の実態はほとんどわかっていない現状にある。筆者は平成12年度に岩手県教育委員会文化課に研

修した際に、村内に所在する8遺跡 (下村、下村 I、 下村Ⅱ、下本すⅢ、下村Ⅷ、下村Ⅸ、黒崎 I、 力

持)の試掘調査に従事する機会を得、また今回の力持遺跡の調査に関連していくつかの遺跡を踏査す

る機会にも恵まれた。以下では、筆者が得た知見や所見を中心に記述することとしたい。

旧石器時代については、大田名部遺跡で生活痕跡が確認されている (普代村教育委員会 :1998※ 旧

石器は出土していない)。 また、遺跡台帳をみると黒崎地区には、旧石器時代とされている遺跡が幾

つかある。その中の一つ、黒崎 I遺跡の試掘調査に従事したが、遺跡は畑地、林、農道で、黒土はほ

とんどみられない状況であつた。そして、旧石器の出土は確認できなかった。今回の力持遺跡の調査

では旧石器は出上していないが、調査区内には人戸火山灰が断片的に確認され、合せて大不動浮石流

凝灰岩と推定されるテフラも検出されている。また、大田名部遺跡では、岩手山系の分 火山灰～渋

民火山灰が検出されているらしい。これらのことから、普代村自体には、後期旧石器時代の指標テフ

ラが広 く分布しており、今後の調査如何によっては旧石器が発見される可能性があろう。

縄文時代について、遺跡は56箇所あり、普代村で確認されている遺跡の大部分を占める。56遺跡中、

出土土器の時期が記載されている遺跡を時期別にみると、早期 3、 前期19、 中期 17、 後期11、 晩期 2

である (註 2)。 それに、大田名部遺跡より草創期とされるポイント1点が出土していることを加味

すると、草創期～晩期まで全時期が網羅される。ただし、先にも述べたとおり調査事例が希少であり、

実態は明確ではない。発掘調査の行われた太田名部遺跡、下村遺跡、力持遺跡、堀内机遺跡の内容か

らは、前～中期の遺跡が各所に点在し、円筒式と大木式の両者が出土する特徴を持つことが指摘され

よう (※ 顕著に確認されるのは円筒上層 b～ c式 と大木 8a式のようであり、中期前葉～中葉の遺跡

が主体と推定される)。 なお、貝塚については、掘内机遺跡で断片的資料が確認されている以外はわ

-8-



Ⅱ 遺跡の立地と環境

かっていない (註 3)。 三陸沿岸宮古以北は貝の生育条件を満たす遠浅な環境にないことと、切 り立

った断崖の連続で貝の採取場所が制限されることも要因として考えられる (註 4)。

弥生時代については、太田名部遺跡、力持遺跡、下村Ⅶ遺跡 ?で土器の出上が確認されているもの

の、何れも断片的な資料である。現時点では希少な状況にあることを指摘するに留める。

古代については、鵜鳥神社と太田名部遺跡が登録されている。鵜鳥神社は神社跡とされている。太

田名部遺跡は、平安時代と考えられる住居跡と土師器が出土 ?し ているようである (※ 報告書に土師

器は掲載されていない)。 現時点で普代村においての上師器の発見例はこの太田名部遺跡だけである。

中近世は実態が不明にある。普代城跡は伝承としては知られているが、その内容は所在地を含めて

不明な点が多く、資料の蓄積を待って言及することになろう。なお、製鉄関連の遺跡についても、村

の南西部に所在する割沢鉄山跡 (近世)以外は不明瞭にある。地元の方からの伝聞によれば、田野畑村

との村境付近では鉄淳が拾えるところが各所にあるらしい。本地域は花商岩地帯にあり、砂鉄の需要

には事欠かない。今後の分布調査如何によっては、製鉄関連遺跡の発見は増加するものと思われる。

(2)普代村 の調査事例

普代村で過去に発掘調査が実施された太田名部遺跡、堀内机遺跡、下村遺跡 。下村 I遺跡の概要を

記述する。

大田名部遺跡は、村営林業構造改善事業明神線開設に伴い平成 9年 5月 6日 ～同年 8月 6日 にかけ

て普代村教育委員会が調査を実施した。遺跡は太田名部漁港のある太田名部地区に所在し、標高約

100mの高位段丘が開析された侵食緩斜面に立地する。調査の結果、旧石器時代から平安時代までの

複合遺跡であることがわかった。検出遺構は、竪穴住居跡 4棟 (縄文前期 ?1棟、平安 2棟、不明 1

棟)、 陥し穴 7基、土坑 4基、埋設土器遺構 1基 (縄文中期)、 焚火跡 1基 (旧石器)である。遺物は、

縄文時代土器 (大木 2a式、大木 2b式、大木 4式、大木 5式、円筒上層 c式、大木 8a式 )、 続縄

文時代の土器 (後北C2・ D式 )、 土師器 ?と 、石鏃 ?、 石匙、尖頭器、磨石、砥石などが出土してい

る。

堀内机遺跡は、岩手県教育委員会が実施 した県内貝塚内容確認調査事業の一環として、平成 9年 9

月27～ 28日 に調査が行われた。遺跡は堀内地区に所在 し、野田村 との村境に位置する。北側に安家川

が流れ、海岸線から内陸に 3 km程入る標高約200mの 海岸段丘上に立地する。調査は遺跡内の 5箇所

に試掘グリッドを設定する形で行われている。調査の結果、縄文時代前期前葉～中期中葉、及び晩期

の遺物が出上 している。堀内机遺跡とされている周知の遺跡範囲は、力持遺跡の発掘調査に作業員と

して参加 していた新田秀子氏所有の土地が大部分だつたこともあり、御好意で実際に現地を踏査させ

ていただいた。所見 として、この遺跡は見晴らしの良い台地に立地 し、この台地は全体的に平坦気味

にあり、大規模な集落跡が眠つていることを予見させる。また、現地で遺跡地図と現地形図を照らし

合わせてみたところ、遺跡本来の範囲は遺跡地図に登録されている範囲より南側に大幅に拡大する可

能性が極めて高い。また、この台地からみて、南側の下に位置する近隣の道路や民家が並ぶ地点 (遺

跡には登録されていない)についても、遺物が沢山出るとの伝聞が得 られてお り (※ 実際に縄文中期

土器や石皿が表採できる)、 埋蔵文化財の包蔵地である可能性が極めて高い。

下村遺跡・下村 I遺跡は、農地開発事業に伴い平成13年 3月 5日 ～同年 3月 7日 にかけて岩手県教

育委員会文化課が調査を実施 した。下村遺跡・下村 I遺跡は海の方向から黒崎小学校に続 く村道 (ほ

ぼ東一西方向をみる)沿いに広が り、標高185～ 200mの 海岸段丘上に立地する。現況は、丘陵で起伏

に富む地形を呈する。調査の結果、下村遺跡ではフラスコピット1基、下村 I遺跡では陥し穴 1基を
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番 号 遺 跡

1 馬場野遺跡

2 堀内机遺跡

館遺跡

掘内遺跡

5 蝦夷森遺跡

鵜鳥神社

7 不行道遺跡

力持 Ⅱ遺跡

力持遺跡

宇留部Ⅱ遺跡

宇留部遺跡

普代城

太田名部遺跡

普代遺跡

和野山口遺跡

黒崎 I遺跡

17 下村 I遺跡

黒崎Ⅱ遺跡

下村遺跡

下村 Ⅱ遺跡

3 周辺の遺跡
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番 号 遺 跡

下村Ш遺跡

黒崎Ⅲ遺跡

妙相寺

黒崎Ⅳ遺跡

下村Ⅳ遺跡

下村V遺跡

下村Ⅵ遺跡

萩牛 I遺跡

割沢

中村遺跡

中山 I遺跡

中山Ⅱ遺跡

羅賀遺跡

中山Ⅲ置跡

和野山 I遺跡

和野山Ⅱ遺跡

和野山Ⅲ遺跡

黒崎V遺跡

和野山V遺跡

和野山Ⅳ遺跡

香 号 遺  跡

黒崎Ⅵ遺跡

黒崎Ⅶ遺跡

上村 I遺跡

上村 Ⅱ遺跡

上村Ⅲ遺跡

上村Ⅳ遺跡

47 下村Ⅶ遺跡

上村 V遺跡

上村Ⅵ遺跡

上村Ⅶ遺跡

上村Ⅷ遺跡

上村 Ⅸ遺跡

上村 X遺跡

上村 XⅥ遺跡

上村XI遺跡

上村 XⅡ 遺跡

上村 XⅢ 遺跡

上村 XⅣ遺跡

上村XV遺跡
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Ⅱ 遺跡の立地と環境

検出した。遺構は現村道の下から検出したもので、上部が現道の工事に伴い破壊を受けている。また、

調査区外の畑では縄文時代中期の土器 (大木 8式 )を 多量に表採できる。所見として、この遺跡は下

村遺跡 と下村 I遺跡に区分されているが、地形の連続性からは両者の区分が難 しく、一連の遺跡と判

断される。そして、遺跡の中心部分は調査地点の北側に展開するものと推定され、土器が多量に散在

する状況からは、大規模な集落遺跡である可能性が窺える。

<註 >

(註 1) 遺跡台帳に登録されている以外の場所からも、遺物が出土した伝聞や発見例を聞く機会が多々あった。実際に現地

を踏査 した場所も数箇所あるが、周知遺跡範囲から離れた所で土器を拾えた場合もあり、また発掘調査に従事した地

元の作業員さんの話では子供が遠足で拾つてきた縄文土器を見せてもらったこともある。今後、詳細な分布調査を実

施すれば新規遺跡が多数増加すると思われる。

(註 2) 大田名部遺跡発掘調査報告書によると、縄文時代の遺跡の時期毎の内訳は早期 2、 前期19、 中期15、 後期10、 晩期

1遺跡と記述されているが、県遺跡台帳に記載されている時代区分毎に遺跡を数えると本稿で述べた内訳になり、照

合しない。多少の混乱が生じていると思われる。ただし、詳細な分布調査が行われていない現状を鑑みると、何れの

データも参考資料の域を出ないと思われる。

(註 3) 地元の方から、この辺 りに昔貝塚があつたとか、この道路を造る時に貝が沢山出土したといった類の話を複数聞き、

実際に該当地点を踏査 してみた。その内の一箇所は、力持遺跡から力持海岸に向かう道路沿いであるが、貝層等の存

在は確認できなかった。既に破壊されている可能性も考えられる。

(註 4) 「三陸北部貝塚」 (千葉2003)を 参照した。

<参考文献 >

岩手日報  2005 『2005岩手年鑑』

岩手県教育委員会 2000 『岩手県遺跡台帳』

岩手県教育委員会 2001 F岩手県内発掘調査報告書』岩手県文化財調査報告書第112集

岩手県教育委員会 1998 F岩手の貝塚』岩手県文化財調査報告書第102集

菊池 信  1998 『太田名部遺跡』普代村埋蔵文化財調査報告書第1集 普代村教育委員会

千葉啓蔵  2003 「三陸北部の貝塚」考古学ジャーナルN0506ニ ューサイエンス社

熊谷常正  2003 「三陸地方の貝塚と骨角器の研究動向J考古学ジャーナルNo 506ニ ューサイエンス社

高瀬克範  2004 肝日野I遺跡発掘調査報告書』岩手県文化振興事業団埋蔵文化財報告書第452集

基 本 層 序

調査区は、第 5図に示したように、便宜的に調査区南部、調査区中央部、調査区北部の3地点に大

別した。遺跡の内容や基本層序把握のため、調査開始初期において各所にトレンチを設定して試掘を

行った。試掘の結果、遺跡の大凡の旧地形が掴めた。そして、遺物を多量に包含する堆積土は、大部

分が縄文時代の遣構に伴う埋上の一部であることが判明し、さらに複数の遺構が重複している様相が

確認された。その反面、基本層序の把握は困難な状況であった。ここでは、各 トレンテの設定と遺跡

の基本層序に関わる内容を、次いで調査区南部、調査区中央部、調査区北部の順に土層堆積内容を、

最後に今回検出されたテフラについて記述する。
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補12X=2,492,000(2,799,016)Y=89,804,000(89,504,488) H=59,900m(59,867m)
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Ⅱ 遺跡の立地と環境

(1)ト レンチの設定 について

調査区南部には第 1～ 6ト レンチ、調査区中央部には第 7～ 16・ 31・ 32ト レンチ、調査区北部には

第17～ 30ト レンチを設定した (第 5図 )。

第 1～ 30ト レンチは、調査開始初年度の平成13年 4月 中旬～下旬に人力で掘削した。第31・ 32ト レ

ンチは、平成14年 9月 に重機により内容確認を目的に試掘 したトレンチを、調査進行の都合上一度埋

め戻し、平成15年 4月 下旬に人力で再掘削した後、それの範囲を若干拡張したものに命名した。

これら32本のトレンチのうち、第10。 11・ 12。 13。 14。 15。 23・ 25。 26・ 27・ 28・ 29。 31。 32ト レ

ンチから竪穴住居跡や土坑を、第19ト レンチから捨て場を検出した。試掘を行った段階では、各遺構

の状況を明確には認知できず、遺構埋土である可能性を把握したに過ぎなかった。また、特に多量の

遺物が出上した第10。 11・ 13・ 14・ 15。 19ト レンチでは、地山 (本遺跡の場合黄褐色のロームが多い)

まで掘削せず、一旦黒色土 (黒色シルト)中で掘削を中止するなど、状況に応じた調査を行った。

(2)遺 跡 の基本層序 について

調査区は急斜面、緩斜面、微平坦地などがみられ、批点により上層の性状、堆積順序、層厚などに

相違が見られる。上記した試掘 トレンチによって、遺跡全体の遺構内容や密度は大凡掴めたものの、

基本層序として遺跡全体的な広がりや各文化層の把握は困難を極めた。調査区北部 。中央部・南部の

土層堆積様相と十和田 中諏 テフラ (以後To―Cuと 呼ぶ)のあり方を総括して、遺跡全体の基本層序

を概述すると、以下のようになる。

I層 ・・表土 (現畑土 。現代盛土など):層厚10～ 150cm 畑の耕作土、森林腐食土、現代盛土など

で構成される。最も顕著に堆積がみられるのが、調査区中央部の現代盛土層で、相当量の遺物が出土

した。この現在盛土層は、調査区の西側に接する国道45号改築 (昭和40年代後半から昭和50年代前半)

に伴う大規模な人工改変に起因する。

Ⅱ層・・耕作土 (旧畑土など)層厚0～ 15cm:出土する遺物は縄文時代前～中期の遺物に加え現代の

産物であるビンの破片やビニールテープなどであり、現代に形成されたと捉えられる。 I層 とⅡ層は

土質や色調は明らかに相違することから区分したが、その形成時期には大差ない (両者とも現代)も

のと思われる。

Ⅲ層・・黒～黒褐色シル ト (縄文時代中期後葉以降の遺物包含層)層厚 0～ 50cm:I層 (表土)や

Ⅱ層を除去 した段階で調査区ほぼ全域にみられ、傾向的にマサ上がわずかに混入する (1～ 2%)。

中期竪穴住居跡は、本層を除去 した段階で検出されることが多 く、尚且つ埋土上位を構成する場合 も

ある。遺構 との関係から縄文時代中期後葉以降に形成された層 と判断される。

Ⅲ a層・・黒掲色シル ト (縄文時代中期遺物包含層)層厚 0～ 15cm i調査区中央部及び北部の遺構

精査時に局所的にみられた。本層上位に堆積するⅢ層 と比較 して、若干明るめの色調を示すことから

平成13年度の調査開始初期に、 トレンチや遣構検出作業時の遺物の取 り上げ層位 として採用 した。竪

穴住居跡の埋上であることが多 く、出土土器の時期などはⅢ層 との相違が認められない。よって、調

査途中からは遺物の取 り上げ層位 (名 )には採用 していない。

Ⅳ層・・暗褐～黒褐色シル ト (縄文時代中期遺物包含層)0～ 50cm:調査区中央部を中心に分布が

認められ、確実にⅢ層より古い時期に形成された層 と捉えられる。そして、Ⅲ層よりやや明るい色調

である。縄文時代前～中期の土器を包含 し、中期の竪穴住居跡の埋土を構成する。マサ土は傾向的に
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4 基本層序

1～ 20/0混入する。遺構 との関係から中期中葉前後に形成された文化層 と推定される。

V層 ・・黒～黒褐色シル ト (前期～中期遺物包含層 ?)0～ 50cm:調査区中央部を中心に分布が認

められる。土色はⅢ層に類似 し、Ⅳ層の薄い部分ではⅢ層 との区分が困難であった。このため、遺物

の取 り上げに際 し、一部で混乱があった可能性は高い。下位ほどマサ上の含有率が高 くなり (5～

70/0)、 遺物量 も下位 に進むにつれ減少する。なお、調査区中央部で検出された十和田中掘テフラ

(To―Cu)は、そのほとんどが遺構内から確認されたため、基本層序への対比が難 しい。遺構の検出状

況や遺物の時期などから対比すると、本来的には本層中位～Ⅵ層上位に位置づけられると捉えられる。

Ⅵ層・・褐～暗掲色シル ト0～ 30cm:調査区中央部で局所的に見 られた。十和田中抑テフラ降下以

前に形成された層 と考えられる。マサ土の含有率が全体的に高い (7%以上)。

Ⅶ層・・黄褐～褐色シルティーローム (調査時の地山):Ⅵ層 とⅧ層の漸移的な土質で、マサ上の含

有率が高 く、また局所的に礫の混入がみられる。主に調査区中央部中央付近から東側で確認された。

Ⅷ層・・黄褐～黄橙色ローム (調査時の地山):遺跡全面にみられる。調査区中央部では本層中より、

断片的に入戸火山灰及び大不動浮石流凝灰岩を検出している。

(3)調査 区南部の上層様相 につ いて

調査区南部は、今回の調査対象区の中で力持川に最も近い範囲に位置し、調査区南部の東側は力持

川と隣接関係にある。力持川自体は、過去に河川改修が行われている部分があるものの、調査区南部

と接する部分付近については第4ト レンチの状況から当時と大きくは変わらないものと判断される。

調査区南部には、第 1～ 6ト レンチの 6本を設定した。その中で、第 6図には第 1ト レンチの土層

堆積を示した。

第 1ト レンチは、力持海岸に向かう村道に近いBⅡ g7グリッド付近に設定した。現況はほぼ平坦

地である。 2層 は砂質土で、 3層 ・4層が遺物包含層、 5層 。6層が河岸性の砂質土、 6層以下は礫

層である。遺物は 3。 4層 (基本層序Ⅲ～Ⅳ層相当)か ら少量、 5層 から微量出土した。 5層・ 6層

は縄文時代に力持川が氾濫した時の堆積層とみられ、この氾濫の後に遺物を包含する3層・4層が調

査区中央部から流入したものと思われる。

調査区南部からは、遺構が検出されず、少量の遺物散布が確認されたに留まる。

(4)調査 区中央部 の土層様相 について

調査区中央部は、第 7～ 16・ 31・ 32ト レンチの12本 を設定した。ここでは第12・ 13・ 15'31・ 32ト

レンチの上層堆積様相について記述する。

第12ト レンチは、C Ⅱ b22～ 23グ リッドにかけて設定した。西側から東側に向かって急傾斜を呈し

た後、幾分傾斜角度が緩くなる地点に相当する。現況は、西端が国道45号の法面で東側に段状に畑地

が形成されていた。 I層現代盛土が60～ 70cmの厚さで堆積し、その下位にⅡ層が局所的にみられる。

さらに下位には20～ 70cmで Ⅲ～Ⅳ層が堆積する。このⅢ～Ⅳ層は、第 6図の断面図で 3層 としたも

ので、この層中から中期中～末葉の竪穴住居跡を検出し、同層を除去した段階で前期中～末葉のフラ

スコピットや前期前～中葉の竪穴住居跡が多数検出された。野外調査では明確にはわからなかったが、

この 3層 とした土層は縄文時代中期の人為的盛土層であった可能性も考えられる。第13ト レンチは、

C Ⅱ a23～ CⅢ a4グ リッドにかけて設定した。現況は斜面上方が畑地で、下方が宅地などであった。

遺構密度は、急斜面部も含み全体に高い。また、斜面下方では土石流などによる堆積物と推定される

多量の礫が遺物と混在して出土した。第15ト レンチは、B Ⅱ u22～ BⅢ ulグ リッドにかけて設定し
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Ⅱ 遺跡の立地と環境

た。西側から東側に下る急斜面で、現況は畑地、竹林であった。この付近は、国道45号建設時に大規

模な人工改変が行われていることがわかった。最上位の現代盛土層は、黒褐色シル トを主体に黄褐色

ロームブロックや遺物を多量に含み、100～ 150cmの厚さで堆積する。この現代盛土層を除去 した段階

で、前期前葉～中期末葉に至る竪穴住居跡・土坑が多数検出された。土層観察ベル トの図化に際して

は、平成13年度に作成 した断面図と平成15年度に作成 した断面図を合成 して示 した。この第15ト レン

チの西側部分 (斜面上方側)であるB Ⅱ t22住居跡 4号に相当する埋土 と焼土については、古環境研

究所によるルミネッセンス年代測定を実施 している (※分析結果についてはⅥ章を参照戴 きたい)。

第31・ 32ト レンチは、BⅢ t2～ BⅢ v4グ リッドにかけて設定 した。調査区中央部の北東端に相当

し、東側の調査区外には畑地が広がる。 I層 は黒～黒褐色シル トで縄文時代中期の遺物を包含する。

また、この地点で特徴的にみられるのが、暗褐色砂質土・責褐色の粉状・にぶい黄褐色のパ ミス・や

やオレンジ色のパ ミスなど、様々な性状のテフラで、いずれも十和田中lTXテ フラと推定された。ただ

し、中期の遺構がテフラ層の下位から検出されていることから、何れも再堆積層 と捉えられる。

調査区中央部は、多数の遺構・遺物が検出された。また、人頭大以上の大 きさの花筒岩や水成堆積

による砂層が調査区内各所に見 られることから、縄文時代前～中期において、自然災害 と捉えられる

土石流などによる上の移動行為が活発であったことが窺える。併せて、それら自然災害は、旧沢跡の

上層観察などから、少なくても3時期 (3回 )は発生した可能性がある。

(5)調査 区北部 の土層様相 につ いて

調査区北部は、第17～ 30ト レンチの14本 を設定した。国道45号 と接する西側の高位面から急に下つ

た後傾斜を緩め、東側の調査地外の畑へと連続する。現況は林で、調査地内では大規模な人工改変は

行なわれていない。ここでは、主なトレンチの内容を記述する。なお、第 8図 には第24。 26・ 30ト レ

ンチの土層断面を図化・掲載した。

第17ト レンチは、B Ⅱ o23グ リッドに設定した。斜面傾斜変換点付近に相当する部分で、旧地形が

削平を受けており、表土を除去した段階で直に地山がみられた。第18ト レンチはB Ⅱ n19グ リッドに

設定した。急斜面地の上段付近に相当する。表土が薄く、遺物も出土していない。第19ト レンチは、

B Ⅱ k18～ 19グ リッドに設定した。多量の遺物が出上したことから、BⅡ 区北部捨て場として精査し

た地点に相当する。To―Cuは第192図の 3層下位に責褐色の粉状 (本稿でBl種と呼ぶもの)が集中し

てみられる。第23ト レンチは、B Ⅱill～ j12グ リッドにかけて設定した。BⅡ jll住居跡 1号を検

出している。第24ト レンチは、B Ⅱ hll～ i10グ リッドにかけて設定 した。現況は緩斜面地で、遺

構・遺物とも確認されていない。第26ト レンチは、B Ⅱ d13～ f llグ リッドにかけて設定した。BⅡ

d ll住居跡1号 を検出している。第27ト レンチは、BⅡ b9～ c8グ リッドにかけて設定した。BⅡ

b6住居跡1号 を検出した。第28ト レンチは、BΠ b5～ e2グ リッドにかけて設定した。BⅡ c3
住居跡1号 を検出している。第29ト レンチは、BⅡ a5～ 6グ リッドにかけて設定した。BⅡ a4住

居跡1号 を検出している。

(6)テ フラについて

今回の調査では、更新世～完新世の十和田系テフラが検出された。今回検出されたテフラの中で、

遺構 。遺物の年代に深い関わりを持つのが十和田中椒 テフラ (「 ちゆうぜ り」とも読むらしい。以後
なんぶ ふせき  はちのへ あきた こいわい

の本文ではTo―Cuと 記述する)である。他のテフラについては、南部浮石、人戸火山灰、秋田小岩井

軽石、大不動浮石粒 凝灰岩 と推定されるものが確認された。
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4 基本層序

<十和田中諏テフラ (To‐Cu)>: 従来から縄文時代前期約5,400年前の降下と捉えられているテフ

ラである (註 1)。 プライマリーな堆積の広がりを確認できなかったため、本遺跡の基本層序に位置

づけることは困難にあるが、遺構の埋土を中心に調査区ほぼ全域より散発的に検出された。To―Cuと

推定されるものは、その性状の違いから黄色の細粒軽石 (Al種 )、 褐色の砂状 (A2種 )、 黄色の粉

末状 (Bl種 )、 肌色の粉末状 (B2種 )、 白色の砂状 (C種)な どに区分される。

Al種 とA2種は、調査区中央部東側の第31・ 32ト レンチ (BⅢ t3～ v4グ リッド)で確認され

た。第 7図で4a層 としたものがAl種で、4b層がA2種である。これらの下位の土層が、中期土

器を含む竪穴住居跡の埋上であると判断されることから、何れも再堆積層とみられる (調査地との境

界付近であることから、中期竪穴住居跡の存在は、明確には不明にある)。 岩手県のテフラに詳しい

菊池強一氏に現地で実見していただいたが、TO―Cuの再堆積層と推定されることを御教示いただいた。

Al種 とA2種は、本遺跡の他の地点では確認できなかったことと、遺構の構築時期を判断する資料

となり得なかったことから、理化学的分析は行わなかった。『新編火山灰アトラス』 (町 田 。新井 :

2003)を参照すると、To―Cuの分布は偏西風の影響に強く関わつていることが指摘されているが、A
2種とした種類は噴出源 (十和田カルデラ)に近い岩手県北部や青森県南東部で顕著にみられる「ア

ワズナ」と呼ばれている種類と顔付きが類似する。筆者の知る限りこのアワズナと呼ばれる類のTo―

Cuは、噴出源から遠方地域 (註 2)では検出されていない (※遠方地域で検出されるTo―Cuは、安家

火山灰と呼ばれ、本稿でのBl種・B2種・C種に相当するテフラである)。

Bl種・B2種・C種は、何れも理化学的分析により、To―Cuであるとの結果が得られた。さらに、

(株)京都フイッシヨントラックの分析結果によれば、Bl種とB2種は純層若しくは純層からなる

部分を含むとされ、一方でC種は純度が低く花商岩質砂質土層に少量混入するものと考察された。B

l種は、調査区北部のB Ⅱ h12住 1号の埋土中、BⅡ 区北部捨て場 3層下位、調査区中央部のB Ⅲu

2～ 4グ リッド付近のV層上面 (再堆積)な どで検出された。B2種は、調査区中央部の上坑などか

ら検出された。主な遺構としては、B Ⅱ v24土坑 1号、B Ⅱ x23土坑 2号などが挙げられ、堆積状況

としてはこの 2つの上坑とも壁にへばり付 くように小ブロック状に観られた。野外調査時は壁の崩壊

土と判断し、大不動浮石流凝灰岩 (To― Of)の再堆積層の可能性も視野に入れて精査を行った経緯が

ある。ただし、不自然な堆積状況であつたことから分析を実施したが、十和田中椒テフラ (To― Cu)

であることが判明した。C種は、調査区中央部の竪穴住居跡や土坑から検出されており、本遺跡の遺

構埋土に、最も顕著に観られたのがこの種類である。主な遺構としては、C Ⅲ a23住 1号、C Ⅲ b25

住 1号、C Ⅲ d24住 3号、B Ⅱ v20土坑 7号、C Ⅱ a21土坑 1号などが挙げられる。

<南部浮石 (To‐Nb)>:縄文時代早期中葉8,600± 250B・ P(大池、高橋 :1970)に降下したとされ

る。岩手県北部では、通称ゴロタと呼ばれる。テフラ分析において同テフラの可能性が示されたが、

実際の野外作業中は認知していない。

<八戸火山灰 (To‐H)>:12,700±260B'P(松山 。大池 :1986)|こ 降下したとされる。調査区中央

部において、B Ⅱ v24住 3号の精査中に、その床面下位の地山層中で、厚さ3cmほ どのテフラ層を

確認した。テフラ分析は実施していないが、古環境研究所の早田勉氏の助言により入戸火砕流と推定

された。このテフラ層は、所々で断絶をみる。

<秋田小岩井軽石>(株)古環境研究所のテフラ分析によれば、C Ⅱ b25号住居跡 1号の埋土に含ま

れるテフラ粒子のうち、斜方輝石については、その屈折率から、秋田駒ケ岳火山から噴出した秋田小

岩井軽石などに由来する可能性が考えられるとの結果が得られた。噴出年代は13,000～ 16,000年前と

推定されている。C Ⅱ b25住居跡 1号は、出土土器から前期前～中葉と推定され、噴出年代とは合致
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Ⅱ 遺跡の立地と環境
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ト

第24ト レンチ              ´

1 10YR3/3 暗褐色ンルト 粘性弱 締り疎※表土 森林腐食土

2 10YR3/2 黒褐色シルト 締りやや密 マサ■3%混入※無遺物層

3 10Y贈/4 暗褐色粘土質ンル ト 粘性強 締り密 マサ±5%混入※無遺物層

4 107R4/4 褐色粘土質シルト 粘性やや強 締り密 マサ■2%混入※無遺物層

5 10YR4/4 黄褐色砂質ローム 締り密 マサ上10%混 入※全体に粒系が多い、地山
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2 10YR2/1 黒色ンルト 粘性やや弱 締りやや疎 マサ土I～ 2%混入
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3 10Y聰修 累褐色ンルテイーローム

| にぶい黄褐色砂質土プロック少量混入※現代盛土

花筒岩 (径 2C～ 30mm)少量・マサ±5%混入

粘性強 締り密 マサ■3%混入

東

I―第8図  トレンチ土層断面 (3)
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しない。一方、同じテフラ資料を (株)京都フイッシヨントラックに分析委託したところ、十和田中

扱テフラの可能性が高いとの結果が得られた。普代村太田名部遺跡報告書中にも秋田小岩井軽石の記

載が見受けられるが、本遺跡試料の分析内容から、本地域に秋田小岩井軽石が分布しているのかどう

か、今後再検証が必要と考えられる。

<大不動浮石流凝灰岩 (To‐00>:調 査区中央部で検出されたフラスコピットの中で、B Ⅱ u22土

坑 1・ 2号など、比較的深い土坑の壁や底面で、地山として局所的に確認された灰白色や浅責橙色を

呈する粘土状若しくはパウダー状のテフラは、To-Ofの 可能性が考えられる。テフラ分析からは、そ

の存在が明確ではなかった。ただし、本地域に分布している可能性は否定できない。今後に検証が必

要と考えられる。

<言主>

(註 1) 早川1983で は5,400年前と推定されている。本報告書中では、過去の調査事例などから十和田中撤テフラの降下時期

を前期中葉と捉え、Ⅳ章の遺構の時期推定などの記述に反映させている。上器型式との関係に着眼すれば、山田町沢

田 I遺跡例などから大木 2a式は同テフラの降下より古い可能性が高く、青森県畑内遺跡例から円筒下層 a式 は同テ

フラより新 しい可能性が高い。大木 2b式 はその前後関係が明確ではないが、テフラを挟む関係も考えられる。この

内容についての詳細は、Ⅶ章総括で述べることとする。

(註 2) To― Cuは本遺跡の内容に関わりが強いことから、岩手県内の発掘調査事例の中でTo Cuが検出されている遺跡の集成

を試みた (星、須原2004)。 その結果から、アヮズナと呼ばれる種類のTo‐Cuは、噴出源から60km圏 の地域に分布する

と推定される。従って、噴出源から約100kmに ある本地域に分布することには、疑問もある。何れ、今後の検証事項と

考えられる。

<参考 引用文献 >

松出 力・大池昭二 1986 「十和田火山噴出物と火山活動」『十和国科学博物館第4号』

菊池強一ほか 1981 円ヒ上山地東部に分布する縄文前期火山灰について」『東北地理』33-1:5子 58

早川由紀夫 1983 「十和田中撤テフラの分布」『火山第2集』

星 雅之・須原 拓 2004 「岩手県内の発掘調査事例からみた十和田中辣テフラ」『岩手県文化振興事業団埋蔵文化財セン

ター紀要』XXⅢ

町田 洋 。新井房夫 2003 『新編火山灰アトラス』東京大学出版

Ⅲ 調査方法と整理方法

野 外 調 査

(1)調査成果 について

3カ 年の調査で検出した遺構数は、竪穴住居跡195棟、土坑253基、埋設土器 6基、焼土遺構23基、

列石・集石20基、掘立柱建物跡 2棟、柱穴群 6箇所 (224イ固)、 捨て場 lヶ 所、旧沢跡 4条である。検

出された遺構は、近世の掘立柱建物跡 1棟を除き、縄文時代前期前葉～中期末葉に比定される。

遺物は、縄文土器約700箱 (40ゼ のコンテナで換算)、 土製品153点、石器約7,564点 、石製品485点、

チップ 。フレーク約31箱以上、黒曜石数点、骨角器 4点、動物遣存体、琥珀小片多数などである。

年度毎の調査成果は以下のとおりである。

<平成13年度>検出遺構 :竪穴住居跡70棟以上 (精査終了数22棟 )、 掘立柱建物跡 1棟、土坑50基以

上 (精査終了数30基 )、 柱穴群 2箇所、埋設土器 1基、焼土遺構 7基 (精査終了数 5基 )、 捨て場 1箇
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Ⅲ 調査方法と整理方法

所、旧沢跡 3条 (※ 調査区中央部で検出した遺構の大部分は、平成14年度以降に精査を行った。)。

遺物 :縄文土器約250箱 、土製品75点、石器3,518点、石製品258点、チップ・フレーク約12箱分、琥

珀、黒曜石数点、動物遺存体。

<平成14年度>検出遺構 :竪穴住居跡115棟以上 (精査終了111棟 )、 土坑123基、柱穴群 1箇所、焼土

遺構14基、列石・集石11基。遺物 :縄文土器約300箱分、土製品54点 、石器2,698点 、石製品137点、

チップ 。フレーク約12箱分、琥珀、黒曜石数点、鹿角製ヘラ 1点、動物遺存体

<平成15年度>検出遺構 :竪穴住居跡62棟、土坑100基、掘立柱建物跡 1棟、柱穴群 3箇所、焼土遺

構 2基、列石・集石 9基、埋設土器 5基、旧沢跡 1条。遺物 :縄文土器約150箱分、土製品24点、石

器1,348点、石製品90点、チップ・フレーク約 7箱分、琥珀、動物遺存体。

(2)調査 の経過 につ いて

以下に調査経過を略述する。

<平成13年度>

[4月 ]4月 13日 に星、駒木野の調査員 2名 と作業員43名 で調査を開始する。先に調査区内の雑物撤

去と、調査範囲の確認を行い、試掘 トレンチを掘削する。調査区南部は、第 1ト レンチで少量の遺物

を確認したが、遺物・遺構ともに希薄と捉えられた。調査区中央部は、南端付近を除きほぼ全面に遺

構・遺物が非常に密な分布を示すことがわかった。調査区北部は、複数のトレンチで竪穴住居跡を確

認したが、調査区中央部と比べて遺構・遺物の密度は低いことが想定された。試掘 トレンチの結果を

踏まえ、排土置き場確保の関係から遺構や遺物が希薄と考えられた調査区南部から精査に着手し、併

行して調査区中央部の表土除去、調査区北部の遺構検出を行った。調査区南部は、 1週間ほど遺構検

出作業を行なったが遺構は確認されず、遺物も極一部の場所から少量の出土に留まった。従つて、県

教育委員会による部分終了確認の後に、排土置き場とした。[5月 ]基準点が5月 初旬に設置された

ことから、グリッド設定 (杭打ち)に着手する。グリッド設定が概ね終了した時点で、調査区中央部

や調査区北部の精査を開始する。[6月 ]調査区北部及び中央部の遺構検出・精査を行なう。調査区

中央部は、遺構密度が非常に高いことと、調査区内に設置されている電柱の移設が10月 中に困難とな

ったことから、本年度での調査終了が実質不可能であることが予想された。よって、今後の調査計画

について、三陸国道事務所、県教育委員会、埋文センターの三者で現地協議する運びとなる。6月 18

日～22日 埋文センター新任職員野外研修を力持遺跡で実施する。[7月 ]調査区北部・中央部の遺構

検出 。精査を中心に行なう。三陸国道事務所、県教育委員会、埋文センターの三者による現地協議の

結果、調査区南部と調査区北部は本年度で調査を終了することとし、調査区中央部は次年度に継続し

て調査する運びとなった。従って、調査区中央部の調査は一旦中断し、優先区域となった調査区北部

の調査に専念する。登録作業員の増員を行った。[8月 ]8月 1日 より飯坂 (8月 1日 ～9月 15日 ま

で)。 八木 (8月 1日 ～11月 15日 まで)両調査員が調査支援で合流。8月 17日 菅常久宮古商業高校教

諭研修で来所。[9月 ]調査区北部の竪穴住居跡とBⅡ 区北部捨て場の精査を中心に行なう。9月 下

旬より調査区中央部内にある普代村道 (砂利敷きの歩道)の除去を重機で行なう。9月 7日 高橋龍三

郎早稲田大学教授、秋元信夫鹿角市教委、県教委小田野文化財保護監見学。 9月 13日 現地協議で県教

委主任主査来所。9月 14日 埋文センター室内整理職員野外研修で97名 見学。 9月 16日 現地説明会。 9

月18日 空撮 (シ ン技術コンサルタント)。 9月 19日 部分終了確認 (調査区北部)。 [10月 ]予定の期日

より若干遅れて調査区北部の調査を終了する。引き続き、調査区中央部やや南側の遺構検出・精査に

着手する。県教育委員会との現地協議の結果、本年度の遺構分布状況から調査区中央部やや西側 (国
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道45号の法面に近接する部分)を次年度の調査範囲に追加することとなる (約 200だが当初の調査予

定面積に追加される)。 10月 3日 NTTに より、調査区内に設置されていた電柱のアンカー撤去。 10
月5日 深渡普代村長見学。10月 15日 文化振興事業団理事長視察。10月 17日 岩手日報作山支局長取材。

10月 18日 県教育次長、県教委主任主査、調査第一課長視察。10月 24日 普代中学校岩測教諭と3年生 3

名遺跡取材で来所。 [11月 ]調査区中央部は、C Ⅱ h25グ リッド～CⅢ h4グ リッドを結んだライン

(東西ライン)よ り南側について調査が終了した。それより北側は、次年度に継続調査することとな

る。11月 5日 普代村長来所。11月 6日 、終了確認。11月 7日 普代村助役来所。11月 15日 器材撤収。

<平成14年度>
[4月 ]4月 15日 星、菊池、駒木野の調査員 3名 と作業員49名 で調査を開始。大きくは①調査区中央

部西側のフラスコピット群付近、②調査区中央部やや南側に広がる大形の竪穴住居跡群付近 (CⅢ c

l住居跡 1号及びCⅢ e2住居跡 1～ 5号付近)、 ③調査区中央部中央の竪穴住居跡群付近 (BⅢ x

l住居跡 1号、CⅢ a2住居跡1号付近)に調査地点を3分 して、遺構の検出・精査に着手した。 4

月23日 藤森測量による基準点設置終了を待ってグリッド設定に着手する。4月 24日 普代村教育長視察。

[5月 ]菊池調査員が他遺跡の支援で抜け調査員 2名体制となったことから、③の調査範囲部分を中

断して① o②の調査範囲部分の遺構精査を行なう。 5月 9日 三陸国道事務所建設監督官、宮城建設主

任打ち合わせで来所。5月 30日 鳩岡県立埋文所長、小田野県教委文化財保護監、県教委主任主査視察。

[6月 ]③とした調査範囲の遺構検出・精査を再開する。また、②とした調査範囲は、遺構精査と検

出作業を併行して行ってきたが、50棟以上の竪穴住居跡の存在が明らかとなる。 6月 4日 文化振興事

業国理事長視察。[7月 ]① とした調査範囲は、北端部付近を除き概ね精査終了。 7月 1日 ～5日 埋

文センター新任職員野外研修 (参加 3名 )。 7月 26日 久慈市琥珀博物館佐々木館長、日本琥珀研究会

田坂氏見学。[8月 ]② o③とした調査範囲は、予想された以上の遺構数の存在が判明したため、本

年度で全ての調査範囲終了が困難と判断される。現地協議の結果、本年度はC Ⅱ c22グ リッド～CⅢ

c4グ リッドを結んだライン (東西ライン)よ り南側 (ほ 口②とした調査範囲)について調査を終了

されることとし、それより北側 (③ とした調査範囲の大部分)については次年度に継続調査とするが、

次年度に継続する部分についても本年度できるだけ調査を進める方向性となった。 8月 28日 三陸国道

事務所、県教育委員会、埋文センターにより現地協議。[9月 ]②の調査範囲の中でも縄文時代前期

の竪穴住居跡が密集するC Ⅱ b24住居跡群及びC Ⅱ d24住居跡群付近に着手する。 9月 2日 より菊池

調査員合流 (■ 月26日 まで)。 9月 3日所長視察。 9月 5日 より九山・斉藤両調査員が調査支援で合

流 (9月 3日 ～10月 11日 まで)。 [10月 ]次年度の調査範囲となった調査区中央部北端部分 (BⅢ t2
～v4グ リッド付近)に試掘 トレンチを入れ、内容把握に努める。10月 9日 台風21号で生じた土砂崩

れに係る対策協議で三陸国道事務所建設監督官、宮城建設主任来所。10月 16日 部分終了確認。10月 28

日石崎調査員支援で合流 (10月 28日 ～11月 21日 まで)[11月 ]11月 上旬で、②の調査範囲が概ね終了。

引き続き②の調査範囲の最終検出作業と、③の調査範囲の遺構検出・精査 (調査に着手した遺構中心

に)を行う。11月 1日 深渡普代村長来所、11月 12日 岩手日報細田記者取材で来所。■月12日 黒崎小学

校校長と児童4名体験学習で来所。11月 13日 終了確認。11月 16日 現地説明会。■月20日 空撮。■月26

日機材撤収。

<平成15年度>

[4月 ]4月 10日 より星、駒木野の調査員 2名 と登録作業員29名 で調査開始。4月 18日 より須原が合

流し、調査員3名体制となる。第15ト レンチ付近 (B Ⅱ u24住居跡1号 )と B I t22住 居跡 1～ 4号

とした縄文時代前期の大形住居跡群の上位に点在するフラスコピットの検出・精査に着手する。[5
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月]基本層序Ⅳ～V層段階における遺構の検出作業が槻ね終了。熱ルミネッセンス年代測定実施のた

め (株)古環境研究所早田勉氏来所。 [6月 ]縄文時代中期の竪穴住居跡の精査を中心に、前期の住

居跡の精査にも一部着手する (B Ⅱ t22住居跡群の精査に本格的に着手する)。 6月 2日 日本テレビ

「鉄腕グッシュ」のロケでTokyo城 島・山口両氏来所。 6月 13日 、フォトエレベーター導入、菊

池技研 コンサルタント。 6月 17日 文化振興事業団理事長、副所長、調査第一課長視察。 6月 24日 鳩岡

県立埋蔵文化財センター所長視察。 6月 25日 植田 (財)元興寺文化財研究所研究部室長琥珀分析で来

所。[7月 ]7月 9日 三陸国道事務所、調査第二課長視察。普代村教育次長見学。 7月 24日 岡田文化

庁文化財記念物課文化財調査官見学。 [8月 ]調査区中央部東端の遺構精査に着手する。 8月 8日 寺

村光晴和洋女子大学琥珀実見で来所。 [9月 ]9月 下旬段階で全体の遺構数は確定をみる。 9月 17日

空撮。 9月 20日 現地説明会。 [10月 ]調査区中央部東端の遺構精査を中心に行なう。10月 21日 現地協

議三陸国道事務所、調査第二課長。10月 23日 文化振興事業団事務局長、調査第一課長視察。 [11月 ]

11月 上旬で遺構の精査はほぼ終了する。引 き続 き最終検出面作業を行 う。■月 4日 地形測量を実施

(ハ イマーテック)。 11月 14日 調査終了、器材撤収。11月 18日 ～19日 埋め戻 し。

(3)調査 区の設定 と遺構 の呼称

<調査区>本遺跡の調査区域は、東西約25～ 40m、 南北約250m、 南東～北西方向に最大長をもつ。

調査の便宜上、調査区は大きく北部、中央部、南部に分けて呼称することとした。

<グ リッド>グリッドは、平成13年度に基準点測量を委託し、日本測地系の平面直角座標系第X系 を

利用して調査区を網羅できるように設定した。その内容は、調査区を100m単位で大区画 し、それら

を4m毎 に小区画した。大区画は、北～南に向かってA～ D(ア ルファベッド大文字)、 西から東に

向かって I～ Ⅲ (ロ ーマ数字)の名称を付けた。小区画は北～南に向かって a～ y(ア ルファベッド

小文字)、 西～東に向かって 1～ 25(ア ラビア数字)の名称を付けた。基準点の位置やグリッドの配

列については、第 5図を参照戴きたい。基準点測量については、平成13年 に設定したものに準じて平

成14年度及び平成15年度にも基準点測量を委託している。その際の成果値については、基準点や補点

の名称は各年度とも基準点 1。 2、 補点 1～ 4と して年度毎に測量成果簿に記録されているが、本稿

では解かり易く明示する目的で3年間の通し名としている。例としては、14年度の基準点 1を基準点

3、 補点 1を補点 5、 平成15年度の基準点 1を 基準点 5、 補点 1を補点 9と いった具合である。

補足として、本調査のグリッドは従来から使用している日本測地系をもとに設定しているが、平成

14年度より当埋蔵文化財センターをはじめ世界測地系を採用する流れとなった。そして、日本測地系

と世界測地系ではX、 Yの値だけでなく標高値についても123mmのずれが生る。復唱的になるが、

今回の調査は、調査初年度に日本測地系を採用 して進めた経緯から、世界測地系は採用 していない。

よつて、成果値の後に ( )で世界測地系の値も記載することで補填する。

<遺構名 。遺物の取り上げなどについて>遺構名の命名や遺物の取り上げは、北西のグリッドを起点

とし、遺構名は調査区名と遺構の種類を組み合わせてBⅡ a4住居跡 1号、Cma2住 居跡 1号など

と呼称した。遺構が二つ以上のグリッドに広がる場合は、北端が含まれるグリッドで遺構名を命名し

た。なお、上記したグリッドによる遺構名の命名は、調査時の検出プラン段階で行なっているが、本

遺跡は全般に平面的に遺構検出が明瞭ではないため、当初想定したプランより広がった場合やその逆

の場合も多々ある。従って、実際の所属グリッドと異なる命名になった遺構も存在する。

層名について、遺構外 (グ リッド出土)の遺物の取り上げ層位には基本層序を表すのに採用 したロ

ーマ数字 (I～Ⅵ層)を使用した。算用数字 (123..)の層名は、遺構内にのみ使用 した。また、
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遺構内出上の中で、出土層位が曖味な ものについては、具体的な数字での記載ではな く「埋土中」 と

か「埋土上位 。中位 。下位」などと表記した。

(4)粗掘 り 。遺構精査

表土除去は、調査開始当初に入れた試掘 トレンチの内容を踏まえて人力と重機を併用した。遺構・

遺物が密な調査区中央部の大部分と調査区北部の一部分は、基本的に人力による表土除去を行った後

に、遺構検出作業を行なったが、現代盛上部分については遺物の混入が多い部分は人力で、希薄な部

分は重機を併用してⅢ層の上面まで掘削した。

遺構の精査は、竪穴住居跡を4分法、土坑等その他の遺構は原則として 2分法を採用した。ただし、

大形の竪穴住居跡や遺構同士の重複が激しく検出状況が明瞭でない場合などは、 6～ 9分法を採用し

た場合もある。竪穴住居跡を例に、遺物の取り上げやその手順を説明する。まず、 4分と土層観察用

のベルトを設定し、各分割区は北東を起点にQl～ Q4と 時計回りに呼び、遺物の取り上げの際の単

位とした。Q毎に埋土を掘 り下げて床面を検出した。その段階で遺物出土が顕著な場合は、写真撮影

や平面図を作成し出土状況の記録を行なった。次に土層の写真撮影を行い、断面図を作成した後に除

去した。床まで掘 り下げた後の作業は、柱穴・ピット等の精査を行い、写真撮影・平面実測を終えた

後に炉の精査を行った。床面の定かでないものは、柱穴の検出のため写真撮影 。平面実測終了後に、

だめ押し的に掘 り下げ確認に努めた。

(5)啓家普及活動 関係

実施した普及活動は、以下のとおりである。

<現地説明会>
平成13年 9月 16日 (土)午後 1時30分 約110名 参加

平成14年■月16日 (土)午後 1時30分 約150名 参加

平成15年 9月 20日 (土)午後1時30分 約120名 参加

<体験学習関連>

平成13年 10月 24日 普代中学校教諭 1名 と3年生 3名文化祭に関わり遺跡取材。

平成14年 11月 12日 黒崎小学校校長と児童 4名体験学習。

<遺跡の概要発表関連>

平成15年 1月 岩手考古学会研究大会で調査成果を発表

平成16年 2月 岩手考古学会研究大会で調査成果を発表

平成15年 1月 20日 第 6回 (財 )岩手県文化振興事業国埋蔵文化財センター遺跡報告会

平成17年 11月 6日 岩手県立博物館日曜講座「円筒 。大木式の接点一カ持遺跡の調査成果から一」

<その他 >普代村広報紙、当センター「わらびて」103号などに寄稿した。

2室 内 整 理

(1)整理の経過 について

室内整理については、平成13年 ■月 1日 ～平成18年 3月 31日 まで実施した。その内、平成14年 4月

13日 ～11月 26日 、平成15年 4月 9日 ～■月19日 までは野外調査と平行 して整理作業を行なったため、

調査員不在で進めた。以下のような内容で行なった。
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Ⅲ 調査方法と整理方法

<平成13年■月 1日 ～平成14年 3月 31日 > 調査員 2名 (星、駒木野)作業員18名 平均 :遺構図面

点検合成、遺構写真 トリミング、遺物仕分け登録、遺構図面台帳、遺構写真台帳、土器注記、土器接

合・復元、遺物表作成、土器実測、石器実測

<平成14年 4月 1日 ～平成14年 10月 31日 > 野外調査時における室内整理 作業員10名平均 :土器

注記、土器接合・復元、石器実測、琥珀処理、遺物写真撮影

<平成14年■月 1日 ～平成15年 3月 31日 > 調査員 2名 (星、駒木野)作業員15名 平均 :遺構図面

台帳、遺構写真台帳、土器注記、遺構図面点検 。合成、遺構写真 トリミング、遺物仕分け登録、土器

接合・復元、遺物表作成、拓本、石器実測、遺物写真撮影

<平成15年 4月 1日 ～平成15年 10月 31日 > 野外調査時における室内整理 作業員19名平均 :土器

注記、土器接合・復元、土器断面実測、石器実測、土製品実測、遺物写真撮影

<平成15年 11月 1日 ～平成16年 3月 31日 > 調査員 3名 (星、須原、駒木野)作業員15名平均 :遺

構図面台帳、遺構写真台帳、遺構図面点検・合成、遺構写真 トリミング、土器注記、土器接合・復元、

仕分け登録、遺物表作成、石器実測、石製品実測、遺物写真撮影

<平成16年 4月 1日 ～平成17年 3月 31日 > 調査員 1名 (星 )、 作業員 4月 ～10月 まで26名平均、

11月 ～3月 まで13名平均 :原稿執筆、各種表作成、遺物写真台帳、遺構図面点検 。合成、遺構写真 ト

リミング、遺構 トレース、土器接合・復元、土器実測、土製品実測、石器実測、石製品実測、遺物写

真撮影、遺物 トレース、遺構・遺物図版の一部仮貼り。写真図版仮貼 り、不掲載遺物へのラベル添付

<平成17年 4月 1日 ～平成18年 3月 31日 > 調査員 1名 (星 )、 作業員 3名平均 :原稿執筆、遺物

観察表、遺物 トレース、遺構・遺物図版作成、写真図版作成、編集、遺物収納

(2)遺 構 図 面

野外調査時に作成した遺構図面 (第一原図)は、平面図、断面図ともに縮尺1/20を原則とした。炉

の断面などについては必要に応 じて1/5、 1/10で作成を行ったものもある。整理作業において、それ

らを修正・合成した第二原図を作成し、 トレースを行った。

(3)'貴 物

遺物は、洗浄 (遺物水洗)と 出土地点ごとの仕分け作業までを現場で野外調査 と並行 して進めた。

遺物の登録 。収納に際しては、個々の遺物に登録番号 (仮番号)を付けた。掲載遺物については、登

録番号から掲載番号に変更 して、報告書に示 した。なお、不掲載とした遺物は全て仮番号で収納 して

ヤヽる。

<土器類> 土器類については、現場で水洗後に袋単位で通 し番号を付けて重量の計測 と登録作業を

行った。その際に袋に付けた通 し番号は、注記番号 として採用 し、個々の上器片には室内整理時に注

記マシーンを使用 して添付 した。接合作業終了後に立体土器として1,100点 を選び、必要に応 じて石

膏を補填した後、仮番号Al～ Al,100を 付けて登録した。破片は①遺構の時期推定になる層位的資

料②口縁部資料③文様が明瞭気味の資料④希少な資料③破片が大きいなど残存状態の良好なもの、な

どを優先し10,600点 を選び、仮番号 1～ 10,600を付け登録した。掲載遺物としては、登録したものの

中で、遺構の時期推定に欠かせないと判断したものなどを最優先とし、遺構の埋没過程に関わると判

断されるものを選択した。遺構外のものについては、各時期の代表的なものを選択した。

上記の内容から平成16年 3月 段階で立体・破片合わせて、約7,200点 を掲載予定としていたが、整

理期間や報告書の紙面数を考慮して、その後何回かの選択作業を行い、最終的には立体・破片合わせ
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2 室内整理

て5469点 (掲載番号 1～ 5469)を掲載土器とした。なお、掲載土器は、仮番号を全て掲載番号に変更

して収納しているが、登録した土器類の中で不掲載にしたものは、仮番号のままでJ又納している。ま

た、その他大部分の不掲載土器は、上記した注記番号単位で収納している。

<土製品> 153点出土し、仮番号を添付し登録した。その内137点 (掲載番号5501～ 5637)を 掲載し

た。

<石器> 総数で7,564点が出土した。剥片石器は4,538点 、礫石器は3,026点 出土した。それらは仮番

号を添付し登録した。補足として、登録途中で剥片石器から礫石器に、若しくは礫石器から剥片石器

に器種変更したものがあり、また同じく石器から石製品へ若しくは石製品から石器へ移動したものが

ある。掲載石器の選択基準は、遺構出土を最優先として、遺構外については代表的なものを掲載候補

とした。ただ、遺構出上であっても、①欠損の著しいもの②未成品と推定したもの③ l遺構に類似品

が多数あるものについては、取捨選択を行った。最終的に剥片石器は4,538点 中1,406点 (掲載番号

6001～ 7396・ 7795'7861'7912・ 7913・ 7957・ 8028・ 8067・ 8215'8216・ 8565)を 、礫石器は3,026

点中746点 (7501～ 8249。 8540,8599・ 8632・ 8661・ 8672・ 8676・ 8688)を掲載した。

<石製品> 総数で485点 出土し、228点 を掲載した (掲載No7753・ 7909・ 8015'8017・ 8051・ 8052・

8219・ 8246・ 8501～ 8729)。 先に仮番号を添付し登録したが、途中器種変更で礫石器へ移動したもの

と、逆に礫石器から石製品へと移動したものがある。なお、石製品に登録した中には、自然礫なのか

人為による意図的な加工・痕跡なのか判断に苦慮するものが若干含まれる。

<骨角器> 4点出土し、登録・掲載 (掲載番号9,001～ 9,004)し た。

<動物遺存体> 個々の動物遺存体は、遺構の精査時に肉眼で検出したものと後述するフローテーシ

ョンやウォーターセパレーションで抽出したものがあり、後者が圧倒的に多い。動物遺存体イ固々 のサ

ンプルは、大型のものは4号若しくは9号のビニール袋に、小型のものは減菌シヤーレ (円形深型、

サイズは直径 9cm× 深さ1.5cmと 直径 9cm× 2cmの 2種類を使用 している)に入れ、それに登録呑

号を付した。動物遺存体は、登録番号を掲載番号に変更した上で全て表掲載 (掲載番号9005～ 9238)

という形をとるが、残存状態の良好な代表的なもの極一部について、種類毎に写真掲載した。

<琥珀> 滅菌シャーレ (動物遺存体と同じ型)に換算して521サ ンプルを登録し、全て表掲載 (掲

載番号9,501～ 10,021)し た。総重量は約600gである。その中から、残存状態が良いものや代表的な

もの一部を写真掲載した。

<フ ローテーション、ウォーターセパレーションについて> 調査時において、動植物遺存体の抽出

を目的に、遺構埋上の一部や炉内の焼土などを土壌サンプルとして採取し、フローテーシヨン、ウォ

ーターセパレーションを行った。今回の調査で検出された動物遺存体のほとんどは、これらの作業で

抽出したものである。

(4)也事 宣
（

野外調査中に撮影 した写真は、フイルムの規格ごとにモノクロはネガアルバムに、リバーサルフイ

ルムはスライ ドアルバムにそれぞれ整理・収納 した

(5)報告書 について

<原稿執筆・編集> 報告書の執筆・編集は星が行った。

<遺構の記載> 遺構の記載は、竪穴住居跡、土坑、焼上、埋設土器、列石・集石、掘立柱建物跡、

柱穴群、捨て場、旧沢跡の順に編集している。各遺構ともグリッドに準じた順番に編集した。遺構配
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Ⅲ 調査方法と整理方法

置図には、遺構毎に通しNoを 付 して、その通しNoを 添付した。例としては、BⅡ a4住居跡 1号に住

1、 B Ⅱ f13土坑 1号 に± 1、 といった具合である。

<遺物の掲載> 遺物掲載番号は、 1～ 10,032を 付け、遺物図版・遺物写真図版 。観察表とも同一の

番号となっている。なお、遺物の中で、実測図のみ若しくは写真のみを掲載するものが数点あること

をお断りしておく。また、動物遺存体 と琥珀については、代表的なものを写真掲載したが、データ

(保管するシャーレに番号を付けて)を表掲載の形で行なっている。

<遺構図版> 遺構図版は、1/60を基本とするが、遺構の性格に応じて縮尺を変えている。但し、三

角スケールで計測できる定型縮尺とし、挿図の右下にスケールを付けている。竪穴住居の図版には、

柱穴の計測表を添付したが、深さの数値については野外調査時に遺漏したものは空欄としている。

<遺物図版> 遺物図版は、土器を1/3を 原則として大きさにより1/4。 1/5,1/6、 土製品は2/3、 石

器は剥片石器2/3、 礫石器1/3～ 1/6、 石製品は1/2で掲載した。

<遺構写真図版> 遺構写真図版の掲載順は、本文や遺構図版と同様である。

<遺物写真図版> 遺物写真図版は、土器 :1/3若 しくは1/6、 土製品 :2/3、 剥片石器 :2/3、 礫石

器 :1/3、 石製品1/2、 骨角器 :1/1、 動物遺存体1/1～ 1/2、 琥珀1/2を 基本とする。

(6)観 察表 について

遺構・遺物の観察表は、紙面の関係もあり全てDVD― Rに収録した。

<遺構観察表> 遺構の規模について、他の遺構や攪乱で破壊を受けているものについては残存値に

以上をつけて明示した。ただし、残存状況が特に悪いもの (1/3以 下と捉えられるもの)については

空欄とした。

<遺物観察表> 土製品、石器、石製品などの法量値は、欠損する場合は残存部の数値を ( )で示

した。ただし、欠損が著しく、推定出来かねると判断した場合は未記載とした。
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Ⅳ 検出された遺構

3カ 年の調査で検出した遺構数は、竪穴住居跡195棟、土坑253基、埋設土器 6基、焼土遺構23基、

列石・集石20基、掘立柱建物跡 2棟、柱穴群 6箇所 (224イ固)、 捨て場 lヶ 所、旧沢跡 4条である。検

出された遺構は、近世の掘立柱建物跡1棟 を除き、全て縄文時代前期前葉～中期末葉に比定される。

遺構の記述に際しては、野外時に各調査員が残したフイール ドカード (精査記録)の内容を、各項

目に編集して記述した。精査記録の欠落する内容については、現場時に作成した図面や調査時の写真

資料から記述した。

先に各項目について若千説明する。

「遺構名」 :遺構名は、第Ⅲ章で上述したとおり、検出時の北西隅グリッドに準 じて命名した。また、

遺構配置図などへの遺構名の表記を簡略化する目的で、竪穴住居跡を住 1～住195、 土坑を上 1～土

坑253、 埋設土器を埋 1～埋 6、 焼土を焼 1～焼23、 列石・集石を石 1～石20、 掘立柱建物跡柱を掘

1～掘 2、 旧沢跡を沢 1～沢4と 、遺構毎にNoを添付した。

「位置・検出状況」 :調査区における概ねの位置とグリッド、検出状況を記述する。検出面は基本層

序に対比できる場合は、ローマ数字 (例 としてはI層 とかⅧ層)を用いる。検出状況が不明瞭な遺構

については、検出の作業工程などを記述し補足とする。

「新旧関係」 :同一の区域内で、遺構同士が重複する場合、その新旧関係を記載する。竪穴住居跡は、

軸を大幅に変えて建替えられている場合や床面が整地行為により嵩上げされている場合は、建替えで

はなく建て直し (重複)と 捉えた。

「建替え」 :拡張や縮小が↓巴握できた竪穴住居跡について記述する。

「主軸方向」 :竪穴住居跡など遺構の主軸方向 (長 さと幅が相違する場合は長軸方向)について、断

定若しくは推定が可能な場合に記述する。

「平面形・規模・床面積」 :平面形は概ねの形状を記述する。規模について、遺構同士の重複などに

より破壊が著しいものや大半が調査区外に延びるものなどが多いことから、遺構の連続性から推定の

数値を記載したものは括弧を、若しくは残存値に「以上」を付記し、推定が不可能なものについては

不明とした。また、竪穴住居跡については、第Ⅶ章総括で行った規模分類の内容を付記する。

「埋土」 :土層の様相について記述した。土坑などの土層堆積様相は、全般に人為堆積層と捉えられ

るものが多いものの、基本層序Ⅶ・Ⅷ層に相当する地山土 (責褐色ローム主体に局所的に明黄褐色砂

質土など)は、壁の崩壊に伴うのか人為による埋め戻しの土なのか特定が難しいものも少なくない。

第Ⅱ分冊に掲載した遺構図の断面図には、焼土層、本遺跡の地山系の上層 (地 山±40%以上の上層)、

To Cuを 含む土層はトーンで区分して示した。

「炉」 :炉が検出されている竪穴住居跡に限り記載した。炉底を記述したものは、竪穴住居跡床面か

らの深さで計測した。

「壁・床 (底面)」 :壁の形状を記述する。土坑は、フラスコピットが主体であることから、概ねの断

面形のみを記述した場合もある。また、土坑については、第Ⅶ章総括で行った断面形分類の内容を付

記する。床面若しくは底面は、その状況を記述するも

「時期」 :検出した遺構の時期は、上記のとおり近世の掘立柱建物跡 1棟を除き、全て縄文時代 (以

後本節では「縄文時代」を割愛する)前期前葉～中期末葉に帰属する。すなわち、第V章で行った土

器分類ではⅢ群～�群土器とした時期の遺構で、 I・ Ⅱ群・�～�群土器に相当する時期の遺構は認
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I―第10図 遺構配置図
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I―第14図 遺構配置図①'(力 持Ⅲ～V期 )
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I―第16図 遺構配置図⑥
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I―第 18図 埋設土器 。焼土配置図 (1)
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I―第20図 列石・集石配置図 (1)
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1 竪穴住居跡

知 していない。各時期への帰属に際しては、重複遺構 との関係、出土土器、中諏テフラ (以後To―Cu

と記述する)のあり方から、上記の上器分類を反映させるかたちで記述する。なお、円筒式土器と大

木式土器の並行 (併行)関係は、下記のとお りになるものか今回の調査成果から断定出来かねる部分

もある。それらの内容については第Ⅶ章総括で取 り上げることとする。

力持Ⅲ期 (Ⅲ 群土器)前期前葉・・・大木 1式、大木 2a式 (To―Cuよ り古い)

力持Ⅲ～Ⅳ期 (Ⅲ ～Ⅳ群土器)前期前～中葉・・・大木 2a～ 2b式 (To Cuよ り古い)

力持Ⅳ期 (Ⅳ群土器)前期中葉・・ 。大木 2´b式・白座式 (To―Cuよ り古い若 しくは跨 ぐ)

力持 V期 (V群土器)前期中～後葉 (To―Cuよ り新 しい)

前期中葉・・・円筒下層 a式、大木 3式 (To―Cuよ り新 しい)

前期中～後葉・・・円筒下層 b式、大木 4式

前期後葉・・ 。円筒下層 c式、大木 5式

力持Ⅵ期 (Ⅵ群土器)前期末葉～中期初頭

前期末葉・・・円筒下層 d式、大木 6式

前期末葉～中期初頭・・・大木 6～ 7a式

中期初頭・・・円筒上層 a式、大木 7a式

力持Ⅶ期 (Ⅶ群土器)中期前葉・・・円筒上層 b式、円筒上層 c式、大木 7b式

力持Ⅶ～Ⅷ期 (Ⅶ～Ⅷ群)中期前～中葉・・・円筒上層 c式 (大木 7b式 )～大木 8a式

力持Ⅷ期 (Ⅷ群土器)中期中葉前半・・・円筒上層 d式、円筒上層 e式、大木 8a式

力持Ⅸ期 (Ⅸ群土器)中期中葉後半・・・大木 8b式、榎林式

力持 X期 (X群土器)中期後葉・・・大木 9式、最花式

力持�期 (� 群土器)中期末葉・・・大木10式

竪 穴 住 居 跡

竪穴住居跡は195棟を検出した。

竪穴住居跡の認定について、本来は炉や柱穴が検出された竪穴を「竪穴住居跡」と定義すべきであ

ろう。しかしながら、今回の調査では炉を確認できない竪穴が多く、また炉の認定が難しいものも多

い。柱穴についても、床面で確認できないが、壁溝内にみられるものや屋外に存在した可能性が窺え

るものなど様々である。そして、建て替えや建て直しに伴い破壊が著しいものも多く、壁が確認でき

ず壁溝の検出を持って平面形を推定したものも少なくない。それらの中には、旧地形を想定した場合

に、全面が「竪穴」であったのか疑問を呈するものも含まれる (半平地的な住居 ?)。 今回の調査で

竪穴住居跡以外に顕著にみられる遺構としては、フラスコピットを中心とした土坑類がある。規模、

深さ、壁形から土坑と判断できないものの中で、底面 (床面)が平坦気味の掘 り込みを持つ遺構は、

全て竪穴住居跡とした。また、 1棟としている竪穴住居跡の中で、複数回に亘って建替えを行なって

いるものが多くみられるため、便宜的に 1期、 2期などと付加して記述したものもあるが、全てでは

ない。

l BⅡ a4住居跡 1号 (Ⅱ ―第 4図、Ⅱ一写真図版 7)

<位置・検出状況>調査区北部北端のBIy5グ リッド、BⅡ a5～ 6グ リッドに位置する。

検出状況は、調査区境に設定 した第29ト レンチの土層観察から認知 した。ただし、平面プランは、
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Ⅳ 検出された遺構

全体的にⅧ層黄褐色ロームまで掘 り下げた段階でしか把握できなかった。調査区境の上層断面を再観

察 した結果、実際の竪穴の上場 (構築面 ?)は第Ⅱ分冊第 4図 2層 (耕作土)下位付近であったと考

えられる。また、実際の調査時は、現況の表土 (耕作土)か ら遺構床面まで 2m近い比高があること

から、調査の安全性 と調査区境の畑の崩落防止を優先 して、調査区境際に幅1.5m程の法を残 して掘

削を行つた。

<主軸方向>不明である。斜面下方側に炉が構築されている可能性が高いことから、東一西方向若 し

くは北西一南東方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >大部分は調査区外 となることから、平面形・規模の詳細は不明である。調

査 した部分からは、平面形が円形若 しくは楕円形基調の多角形を呈する可能性で捉えられる。規模は

直径 7m前後 と推定される。

床面積は調査部分では6.5♂であるが、本来的には25～ 30ポ前後 と考えられる。規模分類は中形住

居 2と 推定 した。

<埋土>1層が表土、 2層が現代の耕作土、その下位が本遺構埋没時の埋土 と判断される。壁際には

三角堆積 も見 られ、北西方向から主に流入 した自然堆積層である。10。 11・ 14層 は壁の崩壊土と判断

される。埋土上位付近に顕著にみられる 4層 とした砂層については、住居廃絶後に発生 した大雨時な

どの洪水現象に伴 う自然堆積層 (物 )と 野外調査時は判断 した。しかしながら、調査区境で作成 した

土層断面の写真を再観察した結果、この砂層は竪穴住居跡のプラン外には観 られず、竪穴住居跡内に

のみに堆積が認められる。つまり、竪穴住居跡外に面的な広が りを確認できない。従つて、廃屋が埋

まりきらない段階で、洪水現象が運んできた堆積物 (ア ワズナの再堆積 ?)である可能性 と、認知で

きなかった中期末葉以降の降下火山灰層であつた可能性なども考えられる。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面は地山ロームでほぼ平坦である。

<柱穴>3個検出した。柱穴配列は不明である。深さは、PP lが47.lcm、 PP 2が 30.lcm、 PP 3が

29,2cmを 測る。

<付属施設 >壁柱 と考えられる小穴を南壁際と西壁際の一部分で検出した。

<出土遺物 >遺物は少量の出土である。土器 9号袋約 1袋分 (2.39kg)、 石器 4点、石製品 1点、琥

珀244gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第 1図、Ⅳ―写真図版 1)土器 7点掲載 (No l～ 7)。 前期末葉～中期末葉の土器など

が出土 した。No lは大木10式 の壷形土器で、床面よりほぼ完形の状態で出土 した。この上器は外面に

赤色顔料が塗布されており、土器中から焼土の塊のようなものが出上 している。

石器 :(Ⅲ 一第297・ 395図 、Ⅳ一写真図版277・ 337)石鏃 1点 (No6001)、 石匙 1点 (No6002)、 磨

製石斧 1点 (No7501)、 敲石 1点 (No7502)。

石製品 :(Ⅲ ―第48i図 、Ⅳ―写真図版389)軽石製石製品 1点 (No8501)。

<時期 >床面出土土器 1か ら、中期末葉力持�期 と推定される。

<その他 >先に上記 した埋土中にみられた砂層は、認知できなかったテフラ層の可能性 もある。今回

は野タト調査時に問題意識を持てなかったことから、サンプリングは行つていない (※分析 も実施 して

いない)。 岩手県内で、縄文時代中期末葉以降のテフラとしては、To― aや To― bの他に秋田駒ケ岳火

山起源の降下テフラがあるものの、明らかに性状が異なる。後 日、青森県の埋蔵文化財関係者から、

TO_aと TO_Cuの 間に入甲田系のテフラが少なくても3枚あるらしい情報を得 られた。ただ、本地域

の過去の調査事例を調べた限 りでにおいては、人甲田系の火山灰の分布は確認できない。今後のテフ

ラ研究に期待する。
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1 竪穴住居跡

2 BⅡ b6住居跡 1号 (Ⅱ ―第 5。 6図、 Ⅱ…写真図版 8。 9)

<位置 。検出状況 >調査区北部北東のBⅡ b7・ 8～ c7・ 8グ リッドに位置する。

検出状況は、調査区境付近に設定 した第27ト レンチを掘削中に、石囲炉の一部を検出し認知 した。

ただし、実際の精査では平面プランの把握が難 しく、Ⅳ～V層相当を面的に掘 り下げて住居プランを

確認 した。本来の検出面は、Ⅲ層下位の黒色シル ト中であった可能性が考えられる。

<建替え>柱の作 り替えが行なわれた内容を、PP 2と PP14、 ・PP 3と PP15な ど柱同士の重複関係

から窺える。ただし、竪穴自体の改築の有無についてはわからなかった。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は六角形状を呈する。規模は、 6× 5.5m前後と推定される。床面

積は18.8♂以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>埋土上～下位まで、黒～黒褐色シル トを主体 とする。南西若 しくは西方向から流入 した自然

堆積層である。

<壁 ・床 >壁は、西～北壁の一部を検出した。南壁は第27ト レンテ掘削時に破壊 している。床面 は、

中央～西側では黄褐～褐色のローム (地山層)で、中央～北側では黒褐～暗褐色のシル トにより構成

される。ほぼ平坦で全般的に締まりが強い。貼床は確認されていない。

<炉 >複式炉を検出した。竪穴中央～東側に向かって位置する。石囲部十石囲部十石囲部の 3室 によ

り構成される。北側から I室・Ⅱ室 。Ⅲ室と呼称 して記述すると、 I～ Ⅲ室ともに用いられている炉

石は、整形が施された花筒岩を使用 している。 I～ Ⅲ室合わせた炉の全長は、第27ト レンチ掘削時に

東側を破壊 していることから確実な計測値は不明にあるものの、2.5m程の規模であったと推定 され

る。

I室は、炉底が 4層 とした整地層の上面と推定され、床面から3～ 5cmの深さにある。この 4層

の下位で焼土を検出したことから、炉の焼成面は新旧 2時期存在 した可能性が高 く、旧い焼成面の上

を整地 し嵩上げが行われていると捉えられる。この焼土層 自体の焼成状況は不良にある。

Ⅱ室は、使用時の炉底が明確にはわからなかったが、 2層上面 と推定される。床面からの深さは約

13cmで ある。

Ⅲ室は、そのほとんどを第27ト レンチ掘削時に破壊 してしまい、明確な炉底は不明である。

この複式炉全体の掘 り方は、構築当初から炉石の配列を想定 した長楕円形気味の上坑状に掘 られて

いたことが窺え、ローム層 (地 山)ま で深 く (し っか り)掘 り込まれている。炉石の据え方には、黒

色シル トが使用されている。この据え方に使用されている黒色シル トは、土色・土質などが竪穴の堆

積土 (埋土)に酷似する。

<柱穴 >15個検出 した。深さは、8.7～ 57.lcmま でのものがみられる。PP2、 PP 3、 PP 4、 PP 5、

PP 6、 PP8は 、何れも深 さ30cm以上で主柱穴 と捉えられる。ただし、柱配置は規則性が窺えない。

その他の柱穴は、深 さ15cm以下の浅いものである。

<付属施設>壁溝が、壁際に沿い全周すると考えられる。また、壁溝内には小柱がほぼ連続 してみ ら

″tる 。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1箱分 (7.59kg)、 土製品 3点、石器20点 (内訳 :石鏃 4点、不定形石器

1点、磨製石斧 3点、磨石 9点、敲石 1点、石皿 1点、コアAl点 )、 琥珀3.46gが 出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第 1図、Ⅳ一写真図版 1)土器18点掲載 (h8～ 25)。 炉内の埋土からは中期後～末葉

と推定されるものが出土 している。床面や床面直上からは大木 9式や大木10式が出上 している。

土製品 :(Ⅲ ―第288図、Ⅳ―写真図版272)ミ ニチュア土器 2′点 (h5501・ 5502)、 円盤状土製品 1
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点 (5503)。

石器 :(Ⅲ ―第297・ 395～ 396図、Ⅳ一写真図版277・ 337)石鏃 1点 (No6003)、 磨製石斧 2点 (h

7503・ 7504)、 磨石 8点 (No7505～ 7512)、 敲石 1点 (No7513)、 石皿 1点 (h7514)。 本遺構中央より

やや西側において、埋土下位～床面直上でNo7514の 石皿が、南北方向で横向きに刺さる状態で出土 し

た (写真図版 9を 参照 )。 その周辺からはミニチュア土器が出土 している。石皿の出土層位は、床面

より若千上であることから、住居廃絶後に据えられていることがわかった。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9504。

<時期 >出土土器の主体は中期後葉や末葉の大木 9式 。大木10式である。本遣跡で検出されている複

式炉の形態の類似性から、中期末葉力持�期 と推定される。 しかしながら、中期後～末葉の過渡期の

可能性も残ることを補足 しておきたい。

3 BIc3住 居跡 1号 (Ⅱ ―第 6図、 Ⅱ―写真図版10)

<位置 。検出状況>調査区北部北側のBⅡ b3・ 4～ c3・ 4グ リッドに位置する。

検出状況は、東西方向に長さ約20m、 幅1.5mで設定 した第28ト レンチの土層断面の観察により、

竪穴住居跡の埋土 と推定される土層を確認 した。ただし、平面プランは明確には掴めず、面的に黄褐

色ローム層 (地山層)ま で掘 り下げた段階で、炭化材を含む黒褐色シル トの円形の広が りを把握でき

認知した。なお、平面プランの把握のため、黄褐色ローム層まで面的に掘 り下げたことから、竪穴上

部は破壊 してしまった可能性が高 く、本来は更に深い竪穴住居跡であつた可能性が高い。

<主軸方向>東一西方向と捉えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形である。規模は、直径3.6m、 床面積9.1♂で、小形住居に分

類される。

<埋土>炭化材を多量に含む黒褐色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自然堆積層 と推定さ

れる。なお、この炭化材のあり方から、焼失住居 と判断した。

<壁・床 >壁は、斜面上方側 となる西～北西ではタト傾気味に立ち上がるが、斜面下方側 となる東側で

はほとんど立たない。床面は西～東に向かって穏やかに傾斜する。やや硬いことから、意図的に踏み

固められているものと推定される。

<炉 >石囲炉を検出した。竪穴中央よりやや北東側に寄って位置する。炉の平面形は、10個の角礫

(花商岩主体)力S、 65× 50cm程 の範囲に楕円形気味に配列されている。炉の掘 り方は、先に炉を構成

する10イ回の炉石の配置分の大きさぎりぎりに浅い土坑を掘 り、そして個々の炉石設置部分のみ深 く掘

り込む。斜面上方側に据えられている炉石は、整形を施 し偏平気味に仕上がられた花商岩が設置され

ている。対 して、斜面下方側は、形の整っていない (ふぞろいな)未加工の礫が用いられている。こ

のことは、炉の核 となる部分には丁重な加工を施 した炉石を据え、その他の部分には無作為に選定さ

れた自然礫を据えていることが考えられる。炉内に見られる焼土は、全般に発達が良い。

<柱穴>6個検出した。PP 3・ 4・ 5は深さ20cm以上を測るものの、その他は非常に浅い。また、

PP 4は柱の建替えが行われている可能性がある。

<付属施設>北西壁際から小柱穴を検出した。

<出土遺物 >土器 9号袋1袋分 (2.57kg)、 土製品 1点、石器12点 (内訳 :石鏃 3点、石錐 1点、不定

形石器 2点、コアAl点、磨製石斧 1点、磨石 4点)が出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第 2図、Ⅳ一写真図版 2)土器 7点掲載 (比26～ 32)。

土製品 :(Ⅲ ―第288図、Ⅳ―写真図版272)円盤状土製品 1点 (No5504)。
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石器 :(Ⅲ 一第 297・ 397図 、Ⅳ―写真図版 277・ 338)石鏃 2点 (No6004・ 6005)、 石錐 1点 (比6006)、

磨製石斧 1点 (陥7515)、 磨石 4点 (h7516～ 7519)。

<時期 >出土土器から力持 X～ �期 と推定される。

<年代測定 >焼失に伴 うと想定される炭化材の年代測定を行った結果、4050± 80望C BPと いう年代

が得られている。

<その他 >炭化材の有 り方から、焼失住居 と考えられる。

4 B Ⅱ dll住居跡 1号 (Ⅱ ―第 7～ 11図、 Ⅱ―写真図版11～ 15)

<BⅡ dll住居跡 1～ 6号の位置・検出状況・精査過程について>調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d

13・ e12・ e13・ f12・ 13・ 14・ g13・ 14グ リッドに位置する。 B Ⅱ dll住居跡群 として、大 きくは

6時期に区分される大形住居である。その検出から精査過程まで記述する。

検出状況は、調査区境に設定 した第26ト レンチにおいて、多量の土器が出土 し、竪穴住居跡の存在

が推定されたことによる。同 トレンチを面的に広げて検出作業を行なったが、プランの把握は西側

(西壁)の一部を除いて不明であつた。よって、複数の上層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ

トレンチを入れ、床面を先に検出・特定 した後、竪穴中央から外に向かって床面を追いかけながら壁

を探る精査方法を用いた。この間、埋土中位を中心に多量の遺物が出上 したため、精査当初は遺物の

平面位置を記録 しながら精査を進めた。炉、柱穴、壁溝、貼床のあ り方からB Ⅱ dll住居跡 1～ 6号

と命名 したが、炉は炉 1～ 4、 柱穴はPP l～ 39と 通 しで命名 している。

このB Ⅱ dll住居跡 1～ 6号は一連の変遷過程にあると捉え精査 を行ったことから、第 Ⅱ分冊第 7

図には集合図的に示 し、個々の分解図を第11図 に推定で示 した。また、記述に際しては、復唱する部

分が多 くなることをお断 りしてお く。

<新旧関係 >B Ⅱ dll住居跡 2～ 6号、B Ⅱ e12住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ f13住居跡 1号、BⅡ

g13住居跡 1号より古い。

<建替え>B Ⅱ dll住居跡群は、柱穴、壁溝、貼床のあり方から最低 5回の建て直 しが行なわれてい

る。先にも上記 したとお り、新 しい方からB Ⅱ dll住居跡 1～ 6号と命名した。本遺構 (B Ⅱ dll住

居跡 1号)は、炉 1(石囲炉)と炉 4(炉石の抜 き取 り痕を持つ焼土)を持ち、床面が責褐色ローム

の貼床が施されている。

第Ⅱ分冊第■図にBⅡ d■住居跡群の変遷推定を明示 したが、最 も古いBⅡ d■住居跡 6号から次

のB Ⅱ dll住居跡 5号へは、北西側や東側に向かって大幅に拡張されるが、床面自体はほぼ同様の面

であったと推定される。

BⅡ d■住居跡 5号からBⅡ d■住居跡 4号へは、北側には拡張するが東側 と南側は縮小 した可能

性が高い。

B Ⅱ dll住居跡 4号からB Ⅱ dll住居跡 3号へは、北側 と東側に拡張され、合わせて只占床 (整地 ?)

し床面の嵩上げが行なわれている。

BⅡ d■住居跡 3号からB Ⅱ dll住居跡 2号へは、北側 と東側に若干拡張され、合わせて床面の嵩

上げを行い、古い炉は撤去後に埋め戻されたと捉えられる。

B Ⅱ dll住居跡 2号からB Ⅱ dll住居跡 1号へは、床面の嵩上げと炉の作 り替えは行なわれている

が、竪穴自体の規模は変わらないものと捉えられる。

<主軸方向>北西―南東方向に長軸を持つ。

<平面形・規模 。床面積 >調査区外に延びるため、平面形・規模 ともに調査できた部分からの推定に
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なる。平面形は隅九長方形 と推定され、長軸長1lm以上、短軸長6.3m以上、床面積66.2♂以上で、規

模分類は大形住居に分類される。竪穴住居本来の3/5程 を調査 したものと推定される。住居空間自体

は、B Ⅱ dll住居跡 2号 とほぼ同規模 と推定される。

<埋土 >黒～黒褐色シル トを主体 とする。 1～ 11層 に細分 した。主に埋土を構成するのは、 1～ 4層

と命名 した土層である。

最上位にのる 1層 黒色シル トは畑の耕作土 (現表土)で、土層観察ベル トの図化段階では (第 Ⅱ分

冊第 7図 A一 A'ベ ル トやD一 D'ベル ト)既 に掘 り下げているが、層厚30～ 50cmであった。 2層

は黒褐色シル トで多量の遺物を含む。 3層 は黒褐色シル トで、 2層 より更に遺物量が多 く、尚且つ炭

化物を多量に含む。なお、 2・ 3層 は西壁側ほど遺物量が多い。 4層 は大部分が床面直上に堆積する

黒褐色シル ト層で、 3層 と比較 して遺物量が極端に減少する。

上記 してきた 2～ 4層 は、全て西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と判断された。

なお、明確に人為堆積層 と判断されたのは、壁溝や柱穴部分 (6a・ 6b・ 9a・ 9b層 など)を

除き、住居南側で局所的にみられた 3b層 とした明黄褐色砂質ローム層 と住居北側で一部確認 された

7層明責褐色砂質ローム層のみである。従って、 2,3層 とも堆積自体は自然堆積で、遺物のみ人為

的に廃棄されていると捉えられる。

また、 3層 と4層の遺物量の比較から考えて、本遺構は廃絶後 4層が堆積 した後、若干の時間が経

過 した後に 2。 3層 などにみられる遺物を廃棄する、いわゆる捨て場的空間に利用されたと捉えられ

る。

10～ 12層 はロームやシルテイーロームを用いた貼床である。10層がB Ⅱ dll住居跡 1号、11層 がB

Ⅱd■住居跡 5号若 しくは 6号、12層がB Ⅱ dll住居跡 2～ 4号の何れかの段階に施工されたと推定

される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。壁高は、西壁で60～ 110cm、 南壁で約120cmである。

床面は、責褐色ロームによる貼床が施され、所々凹凸がみられるものの平坦を基調 とする。非常に

硬 く締まることから、踏み固められていると考えられる。

<炉 >炉はB Ⅱ dll住居跡 1～ 6号合わせて 4基検出された。各炉の帰属する床面 (貼床)のあ り方

から、B Ⅱ dll住居跡 1号 に伴うのが、炉 1と 炉 4である。追記として、B Ⅱ dll住居跡 2号には炉

2が、B Ⅱ dll住居跡 3号 には炉 3がイ半う。

炉 1は石囲埋設土器炉である。竪穴中央より南に寄る位置にある。

検出状況は、第 Ⅱ分冊第 7図 C一 C'ベル ト除去時に、黄褐色ローム (貼床)の上面で検出された。

なお、東側はやや床面を下げすぎて、貼床下位の黒褐色シル ト層が露出している。炉は長方形気味に

囲われ、炉の規模は62cm× 60cmで 、床面から炉底 までの深さは約15cmを 測る。炉の長軸方向は、

竪穴の主軸方向よりややずれる。炉内に観 られる焼上の焼成は、石囲部内は発達がやや悪いものの、

石囲部の南東郡外で良好な焼成状況がみられる。炉内の埋設土器は、石囲炉中央よりやや南東側に寄

つた部分に設置されている。埋設されている土器は、大木 8a式の古い段階で、底部が切断された状

態で正立に埋設されている。土層断面の観察から、北西側 より埋置 したことが推測される。補足 とし

て、PPllの埋設土器と埋置される方向が一致する。

炉 4と した焼土は、90× 70cmの 楕円形に広がる。竪穴中央よりやや北側に位置する。焼土の縁辺

からは、炉石の抜 き取 り痕と捉えられる小土坑が検出されていることから、本来は石囲炉であったと

推定できる。

<柱穴>B Ⅱ dll住居跡 1～ 6号合わせて39個 を認知 した。柱穴名は開口部径で20cm以上の ものに
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添付 したので、他に規模の小さな柱穴が床面 。壁溝内合わせて約50個 ある。

本遺構に伴 う主柱穴としては、PP 7・ 9・ 10。 11・ 25'26な どが挙げられる。PP10と PP26は 炉 1

を中心に等間隔をみる。また、上記のPP10は 、PP 7・ PP 5'PP25な どと長軸方向へ直線的な柱穴

配列が想定できる。

次に、主柱 と想定される個々の柱穴についての詳細を記述する。PP 7は直径75cm、 深さ70cmで、

アタリ部分の直径は40cmを 測る。第 Ⅱ分冊第 9図 」一 J'に断面図を示 したが、柱穴内の埋土はア

タリと掘 り方の区分が比較的明瞭である。PP 9は 、底面付近の埋土に灰責褐色系の粘土質シル トが

みられるが、その様相はPP 7・ PP25と 類似する。従って、同時期の柱穴 と捉えられよう。貼床上で

検出したPPllと した埋設土器が設置されていたものは、PP10か らやや北東側に位置する。この埋設

土器は、胴部から下を故意に打ち欠かれいる。据え方は黒色シル トを用いられている。PP25は黄褐

色ローム中で検出された。直径80cm、 深 さ75cmで、アタリ部分は直径40cmである。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。全周する。また、南壁際で扁平な二等辺三角形状の礫を検出した。

礫の規模は、53cm× 35cmで厚さ約13cmで ある。この礫は、本来は立石であつた可能性 もある。

<出土遺物 >土器大コンテナ40箱分 (854.45kg)、 土製品 9点、石器332点 (内訳 :石鏃48点、尖頭器

12点、石錐 2点、異形石器 3点、石箆 1点、石匙15点 、不定形石器106点、ピエス・ェスキーユ 3点、

三日月状石器 1点、コアA23点、力持型スクレイパー 8点、コアB14点、磨製石斧26点、石鍬 1点、

磨石53点、敲石 7点、台石 1点、礫器 8点 )、 石製品13点 (内訳 :垂飾品 1点、石刀類 3点、石棒類

7点、石冠 1点、不明石製品 1点 )、 動物遺存体 1シ ャーレ、琥珀18.89g、 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第 2～20図、Ⅳ一写真図版 2～17)土器222点掲載 (No33～ 254)。 前期初頭上川名 2式

相当～中期後葉大木 9式まで幅広い時期の上器が出上 している。主体は、大木 8a式及び大木 8a～

8b式、でおびただしい量が出土 した。それらと共伴 した円筒式上器は、円筒上層 a～ e式まである

が、顕者にみられるのは円筒上層 e式で、次いで円筒上層 d式である。また、大木 7b式、大木 8b

式、円筒上層 b式、円筒上層 c式は、それぞれ極少量の出上である。これらの出土状況を鑑みると、

大木 8a式に並行する円筒上層式は、円筒上層 d～ e式 (最大の時間幅で捉えれば円筒上層 b～ e式 )

の可能性が高 く、合せて円筒上層 e式は次の大木 8b式 (古段階)と も並行する可能性が残ることを

指摘できよう。なお、本遺構の掲載土器の選択に際しては、圧倒的に多い大木 8a式はできるだけ残

存率の高い資料を優先 し、その他の上器は文様が読みとれるものをできる範囲で選択 した。従って、

大木 8a式 。大木 8a～ 8b式などの大木式上器に対 して、円筒上層 d式 。円筒上層e式などの円筒

式土器の掲載割合は 7対 3程 になるが、実際の出土量の割合は 9対 1以上で大木式が圧倒的に多い。

この状況からは、大木 8a式の段階で円筒式上器が極端に減少傾向を示す ものと捉えられよう。補足

として、出土土器の中で特異なのが36である。36は 、B一 B'ベル トを撤去する際に床面付近で出土

したもので、最花式に近似 した文様を持つ。異時期の産物であろうか ?

土製品 :(Ⅲ 一第288図、Ⅳ―写真図版272)ミ ニチュア土器 2点 (No5505。 5507)、 土偶 2点 (No

5508・ 5509)、 円盤状土製品 4点 (No5510～ 5513)、 土製耳飾 1点 (No5506)。 土偶は、Q3の埋土中

位 より上器などと混在 して出上 した。5508の 出土状況は、顔が東向き、胴が正面で上向きの状態で出

土 した。

石器 :(Ⅲ ―第297～ 302・ 397～ 402図 、Ⅳ一写真図版277～ 279,338～ 340)石鏃36点 (No6007～

6042)、 尖頭器 4点 (No6043～ 6046)、 石錐 2点 (No6047・ 6048)、 異形石器 2点 (No6049・ 6050)、 石

匙 9点 (No6051～ 6059)、 不定形石器18点 (No6060～ 6071・ 6073～ 6078)、 ピエス・エスキーユ 1点

(No6072)、 三日月状石器 1点 (No6079)、 力持型スクレイパー 6点 (No6080～ 6085)、 磨製石斧15点
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(No7520～ 7531・ 7546・ 7556。 7562)、 磨石23点 (No7532・ 7534～ 7545'7547～ 7549・ 7551～ 7554・

7557'7561・ 7564)、 敲石 5点 (No7533・ 7555'7558～ 7560)、 台石 1点 (No7563)、 礫器 3点

(7550'7565'7566)。

石製品 :(Ⅲ 一第481～482図 、Ⅳ―写真図版389)垂飾品 1点 (No8510)、 石刀類 3点 (No8502・

8504・ 8509)、 石棒類 4点 (No8503・ 8505～ 8507)、 石冠 lJ点 (No8508)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)h9511・ 8523・ 8524。

<時期 >石囲炉内に埋設されていた土器は大木 8a式古段階と捉えられる。よって、中期中葉力持 TIll

期に構築されたと推定される。

<年代測定>2層 と3層 中位出上が接合 した249の 上器付着煤より4,770± 40 HC BPの測定値が得られ

ている。

<その他 >本遺構はコンテナで40箱分以上の遺物が出上 した状況から、住居廃絶後に捨て場的空間と

して利用されたと捉えられる。

埋± 3層 を中心に廃棄されている土器は、上記のとおり大木 8a式を主体に円筒上層 e式が出土 し

ている。また、大木 8b式 も若干混 じる。大木 8a式 と大木 8b式が従来から指摘されている編年通

りに変遷 したと捉えると、本遺構は廃屋 となった後、捨て場 としては若干長い時間幅で利用されたと

考えられる。

5 BⅡ dH住居跡 2号 (Ⅱ ―第 7～■図、 Ⅱ―写真図版13)

<位置 。検出状況 >調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d13・ e12・ e13・ f12・ 13・ 14・ g13・ 14グ リッ

ドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ dll住居跡 1号で上記 したとお りで、B Ⅱ dll住居跡群の中で 2番 目に新 しい段

階で、炉 2を持ち、床面が暗褐色シル トの貼床が施されている。

<新旧関係 >B Ⅱ dll住居跡 3～ 6号、B Ⅱ e12住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ dll住居跡 1号、BⅡ

f13住居跡 1号、B Ⅱ g13住居跡 1号より古い。

<主軸方向>北西―南東方向に長軸を持つ。

<平面形・規模・床面積 >調査区外に延びるため、平面形・規模 ともに調査できた部分からの推定に

なる。平面形は隅丸長方形 と推定され、長軸長1lm以上、短軸長6.3m以上、床面積66.2r以上で、大

形住居に分類される。住居空間自体は、B Ⅱ dll住居跡 1号 とほぼ同規模 と推定される。

<坦土 >本遺構に伴う埋土は認知 していない。

<壁 ・床 >壁は残存 していないと判断 したが、あるいはB Ⅱ dll住居跡 1号 と同じ壁である可能性 も

考えられる。

床面は、12層 とした貼床上面と判断された。この12層 は細分できなかったが、BⅡ d■住居跡 2～

4号の 3時期分の貼床土 (整地層)を包括する可能性で捉えられる。本遺構 より上位 (新 しい段階)

にあるB Ⅱ dll住居跡 1号床面との標高差は、本遺構が最大で35cm低いことを確認 しているが、全

面に亘 り把握できたわけではなく、不明な部分 もある。

<炉 >本遺構に伴うのが、炉 2と 命名 した炉石の抜 き取 り痕を持つ焼土である。

この炉 2は、炉 1の北側約1.5mに位置 し、51× 40cmの楕円形に焼土が広がる。 BⅡ d■住居跡 1

号の貼床 を10cm程 下げた際に確認された。焼土は現地性で、発達は非常に良い。焼土周辺には炉石

の抜 き取 り痕と推定される浅 く小 さな土坑が複数あ り、また焼土中央には埋設土器の設置痕 と考えら

れる暗褐色シル トによる円形のシミが確認された。従って、本来は石囲埋設土器炉であった可能性を
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有する。

<柱穴 >BⅡ d■住居跡 1号貼床直下で検出され、また炉 3を我るPP30な どが有力であるものの、

本遺構に確実に伴 うと断定できる柱穴は少ない。 B Ⅱ dll住居跡 1号の主柱であるPP 7・ 9・ 25な

どは、その配列や位置関係などから、当初は本遺構段階で構築されたもの (場所)を 、再利用 して同

じ柱穴位置に継続若 しくは最掘削された可能性が考えられる。

<付属施設>一番外側の壁溝は、柱穴 と同様に本遺構からB Ⅱ dll住居跡 1号に再利用された位置に

あると推定される。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉より古い。出土土器は、貼床土 と柱穴出土に依存するが、中

期前～中葉が極少量の状況にある。中期中葉力持Ⅷ期 と推定 してお く。

6 B I dll住居跡 3号 (Ⅱ ―第 7～ 11図、 Ⅱ―写真図版14)

<位置・検出状況>調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d13'e12・ e13・ f12・ 13。 14・ g13・ 14グ リッ

ドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ dll住居跡 1号で上記 したとお り、B Ⅱ dll住居跡群の中で 3番 目に新 しい段階

で、B Ⅱ dll住居跡 4号が拡張され、合わせて床面の嵩上げが行なわれたと捉えられる。

<新旧関係 >B Ⅱ dll住居跡 4～ 6号、B Ⅱ e12住居跡 1号より新 しく、 B Ⅱ dll住居跡 1。 2号、

B Ⅱ f13住居跡 1号、B Ⅱ g13住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>北西一南東方向に長軸を持つ。

<平面形・規模・床面積 >調査区外 |こ 延びるため、平面形・規模 ともに調査できた部分からの推定に

なる。平面形は、壁溝や壁柱穴の連続性から、隅丸長方形と推定される。規模は、長軸長10.8m以上、

短軸長3.8m以上、床面積31.5♂以上と推定される。長軸長のあり方から大形住居に分類される。

<埋土>本遺構に伴 う埋土は明確には認知 していない。

<壁・床 >壁は確認されていない。B Ⅱ dll住居跡 2号に破壊されて消滅 しているものと捉えられる。

床面は暗褐色シル トの貼床が施される。 B Ⅱ dll住居跡 2号床面とのレベル差は最大で20cmである。

<炉 >本遺構に伴うのが、炉 3と 命名 した炉石の抜 き取 り痕がみられ、貼床が施された小土坑状のも

のである。炉 1の南東側に隣接する位置にある。この炉 3は、暗褐色粘土質シル トで覆われ、BⅡ d

ll住居跡 2号に伴うと推定されるPP30に 森られる。焼土は検出されていない。BⅡ d■住居跡 2号

に建て直しする際に、石囲炉を壊し貼床されたものと考えられる。

<柱穴>本遺構に確実に伴う柱穴は特定が難しいものの、PP 5は その可能性が高い。このPP 5は 、

据え方土に灰責褐色の粘土質シルトが使用されている。

<付属施設>西壁側は、B Ⅱ dll住居跡 1・ 2号と同じく、一番外側の壁溝付近にあったと想定され

る。南側に至り、B Ⅱ dll住居跡 1。 2号の壁溝より内側に位置する柱穴列付近が本遺構の南壁際付

近と想定される。つまり、本遺構からB Ⅱ dll住居跡 2号への変遷で、南壁側が拡張されたものと捉

えられる。

<時期>重複遺構との関係から中期中葉より古い。力持Ⅶ～Ⅷ期の時間幅で推定される。

7 B Ⅱ dll住居跡 4号 (Ⅱ ―第 7～ 11図 )

<位置・検出状況>調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d13・ e12・ e13・ f12・ 13。 14・ g13・ 14グ リッ

ドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ dll住居跡 1号で上記したとおりで、B Ⅱ dll住居跡群の中で4番 目に新しい段
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階で、本遺構はB Ⅱ dll住居跡 3号に伴 う炉 3に裁 られる壁溝を持ち、床面は粒径が大きなマサ土を

含む貼床を床面 とするある。

<新旧関係>B Ⅱ dll住居跡 5。 6号、B Ⅱ e12住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ dll住居跡 1～ 3号、

B Ⅱ f13住居跡 1号、B Ⅱ g13住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>北西―南東方向に長軸を持つ。

<平面形・規模・床面積>B Ⅱ dll住居跡 4号は、平面形は隅九長方形で、長軸長10.3m以 上、短軸

長3.4m以 上、床面積296♂以上と推定され、大形住居に分類される。

<埋土 >本遺構に伴 う埋土は明確には認知 していない。

<壁 ・床 >壁は既に破壊され残存 しない。

床面は、上記のとお りB Ⅱ dll住居跡 2～ 4号の各段階の貼床土を細分できなかったことから、一

括 した貼床土 (整地層 ?)と して、12層 と提示 した。しかしながら、本遺構の前時期であるB Ⅱ dll

住居跡 5号の壁溝を覆う埋土 (暗褐色シルテイーローム)が、本遺構段階の貼床土 と捉えると、粒径

の大 きなマサ土が顕著に混入 し、締 りの良い土を用いていたことが窺える。

<柱穴 >明確には認知 していない。

<付属施設>南側で、B Ⅱ dll住居跡 3号の壁柱穴列より内側に位置する壁溝を本遺構に伴うと判断

した。この壁溝は、BⅡ d■住居跡 3号に伴 う炉 3に破壊されている。また、北西側に位置する小柱

穴列が本遺構に伴 うと判断される。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉 より古い。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期の時間幅で推定 され

る。

8 BⅡ d■住居跡 5号 (Ⅱ ―第 7～ 11図 )

<位置・検出状況 >調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d13・ e12・ e13・ f12・ 13・ 14・ g13・ 14グ リッ

ドに位置する。B Ⅱ dll住居跡 1号で上記 したとおりで、B Ⅱ dll住居跡群の中で 5番 目に新 しい段

階で、本遺構はB Ⅱ dll住居跡 4号の壁溝に萩 られる壁柱穴列を持つ段階である。

<新旧関係>B Ⅱ dll住居跡 6号、B Ⅱ e12住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ dll住居跡 1～ 4号、BⅡ

f13住居跡 1号、B Ⅱ g13住居跡 1号より古い。

<主軸方向>北西一南東方向に長軸を持つ。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形 と推定され、長軸長9,6m以 上、短軸長長3.3m以上、

床面積29.4♂以上 と推定される。短軸長のあ り方から、40ぜ を超えないと判断 し、中形住居 1に分類

した。

<埋土>本遺構に伴う埋土は明確には認知していない。

<壁・床>壁は既に破壊され残存しない。

床面は、上記のとおり11層責褐色ロームが本遺構とB Ⅱ dll住居跡 6号の貼床土と推定された。

<柱穴>明確には認知していない。

<付属施設>B Ⅱ dll住居跡 4号の壁溝より内側に位置する壁柱穴列が、本遺構段階と判断した。こ

の壁柱穴列は、壁溝の底部付近の可能性が高い。この壁柱穴列は、暗褐色シルティーロームで整地さ

れている。

<時期>重複遺構との関係から中期中葉より古い。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期の時間幅で推定され

る。
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9 B Ⅱ dll住居跡 6号 (Ⅱ ―第 7～ 11図 )

<位置 。検出状況 >調査区北部北東のB Ⅱ d12・ d13・ e12・ e13,f12,13・ 14・ g13・ 14グ リッ

ドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ dll住居跡 1号で上記 したとお りで、B Ⅱ dll住居跡群の中で一番古い段階で、

本遺構はB Ⅱ dll住居跡 5号の壁柱穴列に裁 られる壁柱穴列を持つ。

<新旧関係>B Ⅱ g13住居跡 1号 より古 く、B Ⅱ e12住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ dll住居跡 1～ 5

号、BⅡ f13住居跡 1号より古い。

<主軸方向>南 ―北方向と捉えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、壁溝が破壊された溝底面の小柱穴 と思われるものの連続性から、

隅丸長方形と推定される。

規模は、長軸長約67m、 短軸長長2.9m前後、床面積18.5ぽ 以上 と推定される。規模分類は、中形

住居 2に分類される。

<埋土>本遺構に伴う埋土は明確には認知していない。

<壁・床>壁は既に破壊され残存 しない。床面は、上記のとおり11層黄褐色ロームが本遺構とBⅡ d

ll住居跡 5号の貼床土と推定された。

<柱穴>明確には認知していない。

<付属施設>壁柱穴列を検出した。本来は壁溝の底部付近の可能性が高い。この壁柱穴は、暗褐色シ

ルティーロームや責褐色ロームで整地されている。

<時期>重複遺構との関係から、中期中葉より古く、前期末葉より新しい。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ

期の時間幅で推定される。

10 BⅡ e12住居跡 1号 (Ⅱ ―第12図、Ⅱ―写真図版15)

<位置・検出状況>調査区北部北東のB Ⅱ e13・ 14グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ dll住居跡 1～ 6号床面下位で、黒褐色ロームによる円形のシミを検出し認知し

た。

<新旧関係>B Ⅱ dll住居跡 1～ 6号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >遺構プランは調査区外に続 くため、平面形・規模 ともに推定 となるが、円

形を呈 し、直径約2.6m、 床面面積は6.2♂以上である。平面形の連続性から推定 して、本来の半分程

を調査 したと捉えられる。小形住居に分類 した。

<埋土>1層は黒褐色シル トが混ざる黄褐色ロームを主体 とする。床面付近は 2層黒褐色シル ト層で

ある。 1・ 2層 ともに硬 く締まっていることから、人為による整地層 と捉えられる。

<壁 ・床>壁は、ほぼ直立に立ち上が り、壁高は約15cmである。

床面は黄褐～褐色ロームの地山層で、ほぼ平坦である。

<炉 >PP lと 命名 した小穴が地床炉 と判断される。竪穴中央に位置する。明瞭ではないものの、焼

成痕を確認できる。

<柱穴>3個検出した。深さは、PPと が20.4cm、 PP 2が 10.4cm、 PP 3が21.9cmで ある。上記のとお

り、PP lは 地床炉に関係する凹部の可能性がある。

<出土遺物 >土器小コンテナ0.5箱分 (3.Okg)、 土製品 1点、石器 3点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石

2点)が出土 している。

-52-



Ⅳ 検出された遺構

土器 :(Ⅲ ―第20図 、Ⅳ一写真図17版)土器 4点掲載 (No255～ 258)。 No257は 大木 6式である。No

255。 256は 、本来BⅡ d■住居跡 6号に伴 う土器である可能性が高い。

土製品 :(Ⅲ ―第288図 、Ⅳ―写真図版272)円盤状土製品 1点 (No5514)。

石器 :(Ⅲ ―第302,402図 、Ⅳ―写真図版 280・ 34i)不定形石器 1点 (No6086)、 磨石 2点 (No

7567・ 7568)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期中葉より確実に古い。出土土器は前期末葉大木 6式が得られて

いる。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

1l B Ⅱ f13住居跡 1号 (Ⅱ ―第12図、Ⅱ―写真図版16)

<位置・検出状況>調査区北部北東のB Ⅱ f14～ 15。 g14～ g15グ リッドに位置する。 B Ⅱ dll住居

跡 1号精査中に、調査区境に設定 した土層断面の観察から認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ dll住居跡 1～ 6号、BⅡ f13土坑 1号より新 しい。

<主軸方向>東一西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >大部分が、調査区外に続 くことから詳細は不明である。東西に長軸を持つ

長方形状 と判断される。

推定の域は出ない内容であるが、地床炉の位置が竪穴の長軸中心線上と仮定 した場合、短軸長は約

5mと 想定され、併せて長軸は等高線を我る方向に延びるものと推定される。本来は大形住居である

可能性が高いものの、規模分類は不明とした。

<埋土>黒色シル トによるほぼ単層である。土層の堆積様相からは、南西方向から流入 した自然堆積

層 と推定される。ただし、多量の遺物が出土 したことから、遺物のみ竪穴廃絶後に人為的に廃棄され

ていると考えられる。

<壁・床 >壁は外反気味に立ち上がる。壁高は、南壁で約■Ocm、 西壁で約70cmで ある。

床面は、壁溝付近が若干高 く、地床炉のある中央付近が若干低い。

<炉 >西壁から1.5mの位置で焼土を検出し、地床炉 と判断した。この焼土は、直径30cm程の円形に

広がる。焼土下位には浅い掘 り込みを伴 う。

<柱穴>2個検出した。何れも壁溝内に位置 し、床面にはみられない。深さは、PP lが 18cm、 PP 2

が54cmである。

<付属施設 >壁溝がほぼ全周する。壁溝内には柱穴 と思われる小穴が連続 して見 られる。

<出土遺物 >土器大コンテナ10箱分 (210,77kg)、 土製品14点 、石器112点 (内訳 :石鏃 6点、尖頭器

5点、石匙 1点、不定形石器28点、力持型スクレイパー 1点、コアA8点、磨製石斧16点、半円状扁

平打製石器 1点、磨石21点、敲石 6点、石皿 1点、台石 2点、礫器 6点、コアB10点 )、 石製品 5点

(石刀類 2点、石棒類 2点、軽石製石製品 1点 )、 琥珀018g、 などが出土 している。埋土中より多量

の土器・石器が出上 したが、床面からの出土は少なかった。よって、住居廃絶後に廃棄された遺物 と

捉えられる。

土器 :(Ⅲ ―第20～ 24図、Ⅳ―写真図版千8～21)土器81点掲載 (No259～ 339)。

土製品 :(Ⅲ ―第289図 、Ⅳ一写真図版272)ミ ニチュア土器 2点 (No5515・ 5516)、 円盤状土製品 9

点 (No5517～ 5525)、 三角形状土製品 2点 (No5526・ 5527)、 板状土製品 1′点 (No5528)。

石器 :(Ⅲ ―第302・ 402～404図 、Ⅳ―写真図版280・ 34]～342)石鏃 3点 (No6087・ 6088。 6092)、

尖頭器 3点 (No6089～ 6091)、 磨製石斧10点 (No7569～ 7578)、 半円状扁平打製石器 1点 (No7588)、

磨石 8′点 (No7579～ 7582・ 7584～ 7587)、 敲石 5点 (No7583。 7589～ 7592)、 石皿 1点 (No7593)、 礫
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器 1点 (No7594)。

石製品 :(Ⅲ ―第482図、Ⅳ一写真図版389)石刀類 1点 (No8511)、 石棒類 2′点 (No8512・ 8513)。

<時期>重複遺構との関係は中期中葉 (大木 8a式期)よ り新 しい。出土土器は、前期末葉～後期初

頭まで多岐に亘るが、埋土下位の主体は中期中葉大木 8a式～大木8b式である。中期中葉力持Ⅷ～

Ⅸ期 (大木 8a～ 8b式期)と推定される。

<その他>重複関係にあるB Ⅱ dll住居跡 1号出土土器と本遺構の出土土器を相対的に比較すること

で、大木8a式 と大木 8b式の過渡期を有する可能性が考えられる。

12～ 15 B Ⅱ g13住居跡 1～ 4号 (Ⅱ ―第13・ 14図、Ⅱ―写真図版17・ 18)

<位置・検出状況>調査区北部中央付近のB Ⅱ g13～ 14・ h13～ 14グ リッドに位置する。

B Ⅱ dll住居跡 1号の南壁付近の精査中に、別住居の存在を認知し、その後炉を検出したことで明

らかとなった。先に精査に着手したのはBⅡ d■住居跡 l号であるが、同住居の時期が埋設土器など

から中期中葉であるのに対して、本遺構から複式炉を検出している状況から鑑みて、新旧を誤つたこ

とが判明した。

本遺構は、壁溝のあり方から最低でも3回の建て替えが行われており、床面レベルも微妙に差異が

ある。調査時は新しい方からB Ⅱ g13住居跡 1号→ 2号→ 3号→ 4号と命名した経緯があり、遺構登

録もそれに従った。記載に際しては一括して行なう。

<新旧関係>B Ⅱ h12住居跡 1号、B Ⅱ dll住居跡 l号、B Ⅱ h13住居跡 2号、B Ⅱ g13土坑 1号、

B Ⅱ h12土坑 1号 より新しい。

上記した重複関係を持つ遺構の内、竪穴住居跡の変遷を示すと、古い方から以下のようになる。B

Ⅱ h12住居跡 l号 (前期中葉以前)→ B Ⅱ dll住居跡 1号 (中期中葉)→ B Ⅱ h13住居跡 2号 (中期

後葉)→ B Ⅱ g13住居跡 4～ 1号 (中期末葉)。

<建替え>上記したとおり、壁溝のあり方から最低でも3回の建て直しが行われている。古い方から

B I g13住居跡 4号→ 3号→ 2号→ 1号の順となる。B Ⅱ g13住居跡 1号 とした段階の壁溝は、それ

ぞれ 2・ 3号とした壁溝と交差する関係にある。従って、B Ⅱ g13住居跡 4号からB Ⅱ g13住居跡 3

号へと建て直しする際は床面積を拡張しているが、B Ⅱ g13住居跡 3号以降は竪穴自体の拡張は行わ

ず、床面積的には同様の規模で建て直しが行われたものと捉えられる。

<主軸方向>北東―南西方向である。

<平面形・規模・床面積>平面形は多角形を呈する。規模は、B Ⅱ g13住居跡 1号で、5,8× 4.7m程、

床面積約20.6『 を測る。規模分類は中形住居 2と した。

<埋土>基本的には黒色シルトを主体とし、全般的には南西若しくは西方向から流入した自然堆積層

と推定され、埋土中位に責褐色ロームを多量に含む人為層が局所的にみられる。また、西壁際にのみ

暗褐色ロームと褐色ロームの混じった上の堆積が見られた。この上層は、壁の崩壊土層なのか人為堆

積層なのか明確には判別できなかった。しかしながら、意図的に貼られているとすれば、テラス的な

施設が構築されていた可能性も考えられる。

<壁・床>壁は外傾 して立ち上がる。壁高は、西壁で40～ 60cmである。

床面は、明確には特定できなかったが、複式炉の検出面を加味すると、責褐色ローム層 (地山層 )

直上に乗る漸移層的な土層が床面と思われる。建て直す際には、極端な床面の嵩上げは行われていな

いと捉えられる。野外調査には明瞭にわからなかったが、この漸移層的土層は貼床の可能性も考えら

れる。
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<炉 >石囲埋設土器部 (I室)十石囲部 (Ⅱ 室)+石 囲部 (Ⅲ 室)か らなる複式炉 を検出 した。竪穴

中央～北東壁側に向かって位置する。一番新しい段階であるB Ⅱ g13住居跡 1号に伴う。

I室の炉石は花尚岩を丁重に整形し、また二重に石が配置される重厚な作りである。炉石は個々に

掘 り方をもち、据え方には黒色シルトが使用されている。また炉石の中には、加熱 (焼成)を受け、

赤色が顕者に見られる部分があり、炉として使用された時分の焼成によると考えられる。 I室 とⅡ室

を区切る炉石は、本来設置されていた部分から動かされている状況にあり、炉は破壊されていると捉

えられる。

I室において、埋設土器としたのは、炉内から土器が正立の状態で出土したことから判断した。た

だし、上記のとおりI室 とⅡ室を区切る炉石が若千動いている様相であることと (意図的に破壊した

可能性が高い)埋設土器としたものとは別個体の土器の口縁部力S、 潰れた状態で覆いかぶさるように

出土していることから、この土器が本来埋設土器として設置されていたものなのか疑わしい。つまり、

炉の廃絶後に廃棄された土器である可能性も考えられ、埋設土器と断定するには確実性を欠く。この

上器は、粗製深鉢で胴～底部が残存し、口縁部が欠損することも付記しておく。

<柱穴>B Ⅱ g13住居跡 1～ 4号合わせて、21個検出した。深さ3.8～ 51.8cmの ものがみられる。

<付属施設>4条の壁溝を検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ1.5箱分 (32.66kg)、 土製品4点、石器34点 (内訳 :石鏃 6点、尖頭器 1

点、石錐 1点、石箆 1点、不定形石器15点 、コアA2点、磨石 4点、敲石 1点、コアB3点 )、 石製

品 3点、琥珀3.67gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第24～25図、Ⅳ―写真図版21～ 22)土器21点掲載 (No340～ 360)。 遺構の帰属時期に関

係するものとして、炉内の埋設土器と推定される340。 341が挙げられる。何れも地文のみを施文する

粗製土器であるが、大木10式期と推定される。

土製品 :(Ⅲ ―第289図 、Ⅳ―写真図版273)円盤状土製品4点 (No5529～ 5532)。

石器 :(Ⅲ 一第302・ 405図 、Ⅳ―写真図版280・ 342)石鏃 5点 (No6093～ 6097)、 尖頭器 1点 (No

6098)、 不定形石器 3点 (h6099～ 6101)、 磨石 3点 (No7595～ 7597)。

石製品 :(Ⅲ 一第483図、Ⅳ一写真図版390)石刀類 2点 (h8514・ 8515)、 石棒類 1点 (No8516)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)h9529。

<時期>重複遺構との関係からは中期後葉より新しい。炉内の埋設土器は、粗製の深鉢で時期の特定

はできないが、中期後半期 (大木 9～ 10式期)と推定される。埋土から出土した土器は、前期前葉～

中期末葉まで多岐に亘る。上述の内容と複式炉を持つことからB Ⅱ g13住居跡 1号は力持�期、BⅡ

g13住居跡 2～ 4号は中期後～末期力持 X～ �期の時間幅で推定される。

16 B Ⅱ h12住居跡 1号 (Ⅱ ―第14図、Ⅱ―写真図版18)

<位置・検出状況>調査区北部中央付近のB Ⅱ h13グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅡ ,■住居跡 1号の北東床面下よりTo一 Cuの広がりを検出した。その後、重複す

るB Ⅱ h12土坑 1号の壁内で、床面を確認し認知した。南壁付近はB Ⅱ h12土坑 1号 (中期中葉)に、

東壁はB Ⅱ g13住居跡 1号 (中期後～末葉)に破壊されている。

<新旧関係>B Ⅱ g13住居跡1～ 4号、B Ⅱ h13住居跡 2号、B Ⅱ jll住居跡1号、B Ⅱ h12土坑1号

より古い。

<主軸方向>北東一南西方向である。

<平面形・規模・床面積>重複関係にあるB Ⅱ h12土坑 l号及びB Ⅱ g13住居跡 1号に竪穴の半分程
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1 竪穴住居跡

を破壊されていると捉えられ、平面形、規模 ともに明確には不明である。残存部からは、方形で2.5

m程 と推定される。規模分類は不明としたが、小形住居になる可能性がある。

<埋土>埋土は 3つ に大別される。上位に見 られる 1層 は、明黄褐色のTo― Cuブロックを多量に混

入する。このTo Cuは本稿でBl種 とした種類である (Ⅱ 4(6)を 参照いただきたい)。 2層 は黒色

シル ト、3層 は暗褐色シルティーロームと褐色ロームの混合土である。3層 は壁の崩壊土 と思われる。

全て西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・床 >壁は外形気味に立ち上がる。床面は、黄褐色ローム中 (地山)でやや凹凸がある。

<炉 >床面からは焼土など、炉の痕跡は検出されなかった。

<柱穴 >床面で 3個の小穴を検出した。深さは、PP lが20.4cm、 PP 2が 10 4cm、 PP3が21.9cmで あ

る。配列等に規則性は窺えない。

<出土遺物 >土器片が少量 (0 19kg)出 土 した。

上器 :(Ⅲ 一第25図 、Ⅳ一写真図版22)土器 2点掲載 (No361・ 362)。 361・ 862と もに詳細な時期 を

特定できない。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より確実に古い。出土土器は詳細を特定きでないが前期前葉 と

推定される。また、埋土中にみられるTo―Cuは 降下期を反映 した状態と判断される。前期前葉力持 Ⅲ

期若 しくはそれより古いと推定される。

17 B Ⅱ h13住居跡 1号 (Ⅱ ―第15図、Ⅱ―写真図版19)

<位置・検出状況>調査区北部中央付近のB Ⅱ i13～ 14・ j13～ 14グ リッドに位置する。

検出状況は、Ⅲ～Ⅳ層相当の黒褐色シル トを除去 した段階で、石囲炉を検出し認知 した。ただ し、

住居の平面プラン自体は明確には掴めない状況であつた。

<主軸方向>南一北方向をみる。

<平面形・規模 ・床面積 >竪穴本体は、大部分が消失 していると考えられる。規模分類は不明 とし

た。

<埋土>黒色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・床 >炉の検出面よりやや下位を床面と想定 して、水平気味に掘 り進んだが、壁 も床面 も明確で

はなかった。西側が地山ロームで立ち上がったことから、西壁 と推定 して図化 したが、それについて

も明確ではない。

<炉 >石囲炉を検出した。炉石は65× 45cmの 方形気味に配列されている。炉内から焼土は確認 され

ていない。

<柱穴>5個検出した。深さは、PP lが 17 3cm、 PP2が6.5cm、 PP 3が 74.lcm、 PP 4が 48.5cm、 PP

5が7.2cmで ある。PP3と PP 4が突出して深い。

<出土遺物 >土器 9号袋1袋分 (2.23kg)、 土製品 1点、石器 9点 (内訳 :石鏃 2点、尖頭器 1点、不

定形石器 3点、磨石 3点 )、 石製品 1点、琥珀0.4gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第25図 、Ⅳ一写真図版22)土器14点掲載 (No363～ 376)。 何れも小破片で、時期の幅 も

広い。

土製品 :(Ⅲ 一第289図 、Ⅳ―写真図版273)ミ ニチェア土器 (No5533)。

石器 :(□ ―第302・ 405図 、Ⅳ一写真図版 280・ 342)石鏃 1点 (No6102)、 磨石 3点 (No7598～

7600)。

石製品 :(Ⅲ 一第483図、Ⅳ―写真図版390)石棒類 1点 (No8517)。
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<時期 >出土土器の主体は中期前～中葉である。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期 と推定されるが明確では

ない。

18 B Ⅱ h13住居跡 2号 (Ⅱ ―第15図、Ⅱ―写真図版20)

<位置・検出状況 >調査区北部中央付近のB Ⅱ h14～ h15。 i14～ i15グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ g13住居跡 1号精査中に、同住居の南東側に別住居の存在が確認され認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ h12土坑1号 より新 しく、B Ⅱ g13住居跡 1号より古い。

<建替え>壁溝のあ り方から最低でも1回の建て替えが行われ、明確ではないが縮小 されている可能

性が高い。

<主軸方向>北西一南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >本遺構の約1/3は B I g13住 居跡 1～ 4号に破壊 されているものの、平面

形は多角形状を呈 し、規模は最大長で4.2mを 測る。床面積は推定の域を出ないが、12ぽ前後 と判断

されることから、規模分類は中形住居 2に した。

<埋土>黒色シル トによるほぼ単層で、壁際に褐～暗褐ロームが入る。この黒色シル トには、マサ土

を 70/O程含み、遺物は少量の出土である。西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と推定 され

る。

<壁・床 >壁 は西壁の一部のみ検出したが、それ以外の部分では明確ではない。壁の立ち上が り途中

で、棚状の段を持つ。

床面は西から東に向かって穏やかに傾斜する。

<炉 >石囲炉を竪穴中央やや南側で検出した。60× 50cmの方形気味に囲われている。個々の炉石 を

みると、西側や南・北の炉石は選定されたと思われ形が良 く、尚且つ整形が施されたものを設置され

るが、東側は炉石の規模 も小さくやや粗雑な感のある石が用いられている。炉石は、個々に掘 り方を

持って設置されている。炉内の焼土は、炉底付近の焼成が良 く、床面から炉底まで深さ約 8cmであ

る。

<柱穴 >13個検出した。深さ6～ 41.6cmの ものがみられる。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器 9号袋 1袋分 (2 58kg)、 土製品 5点、石器 6点 (内訳 :不定形石器 3点、磨製石

斧 1点、磨石 1点、コアBl点 )な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第25～26図、Ⅳ一写真図版22)土器 8点掲載 (No377～ 384)。 中期前～後葉が混在する

状態にある。大木 9式の略完形である384以外は破片資料である。

土製品 :(Ⅲ ―第290図 、Ⅳ―写真図版273)土偶 1点 (No5534)、 円盤状土製品 2,点 (No5535・ 5536)、

三角形状土製品 1点 (No5537)、 土錘 1点 (No5538)。

石器 :(Ⅲ ―第303・ 405図 、Ⅳ―写真図版280・ 342)不定形石器 1点 (No6103)、 磨製石斧 1点 (No

7601)、 磨石 1点 (No7602)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しく、中期後～末葉より古い。出土土器の時期は多岐に

及ぶが、埋土中から出土 した中で最も新 しいのが中期後葉大木 9式である。中期後葉力持 X期 と推定

される。併せて、大木 9式の新 しい段階と考えられる。

19 BIjll住居跡 1号 (Ⅱ ―第16・ 17図、エー写真図版21)

<位置・検出状況>調査区北部やや西側のB Ⅱ h12～ h13・ i12～ i13グ リンドに位置する。
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検出状況は、第23ト レンチにおいて、石囲炉 と一括土器 (床面上器)を検出し認知 した。

なお、本遺構南東側でB Ⅱ i12土坑 1号 を、西壁側でBⅡ ill土坑 1号、北側でB Ⅱh12住居跡 1

号 とB Ⅱ h12土坑1号 を検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ i12土坑 1号、B Ⅱ ill土坑 1号、B Ⅱ h12住 居跡 1号、 BⅡ hユ2土坑1号 より新

しい。

<主軸方向>北西一南東方向をみる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調である。規模は、直径 6m程である。床面積は約28.3♂

である。規模分類は中形住居 2と した。

<埋土>黒～黒褐色シル トによる単層である。壁や床面は黒色シル ト中であることから、埋土 と壁・

床の区分は明瞭ではなかった。周辺の地形は、西側から東側に傾斜する斜面地で、黒色シル ト中に含

まれるマサ上の含有率は地点よって差異が認められる。

精査時は、地山と埋土を区分する目安 として、マサ上の含有率の高い黒色シル トが地山 (無遺物層 )

と捉えた。埋土 と判断した黒色シル トは、この周辺で検出した遺構の埋土にみられる黒色シル トと比

べて、マサ土の含有率が高 く、黒色が濃い色調を呈する。埋土全般に南西方向から流入 した自然堆積

層 と推定されたが、埋土下位は人為層の可能性が残る。

<壁・床 >壁は南壁の一部を検出したに留まる。

床面は、埋土で上記 したとお り黒色シル ト中であるためはっきりしない。炉石の検出面 よりやや下

を床面 と推定 して精査を行ったが、硬化面などは確認できていない。その後、床面と推定 した面のダ

メ押 しを行ったところ、Ql～ Q2付近の床面下位から明黄褐色の中椒テフラ小ブロックを検出した。

この中lTRテ フラはQ4付近の壁 (南壁)上位でも検出されていたが、後の精査で本遺構 より古期の竪

穴住居跡 (B Ⅱ h12住居跡 1号)の存在が明らかとなった。

よって、床面は当初推定 した面付近で相違ないものと捉えられる。

<炉 >竪穴中央付近で石囲炉を検出した。炉石は扁平気味に整形された花商岩が使用されている。炉

石の配列は、「鍵状」に石が配列されていた。参考までに記述すると、周辺からは抜 き取 り痕などは

検出されていない。石囲炉内からは、焼土は確認できない。

<柱穴>床面 と推定 した面からは検出されなかった。精査終了後に床面を掘 り下げ、ダメ押 しを行い

柱穴の検出を試みたが発見には至らなかった。

<出土遺物 >土器小コンテナ2/3箱分 (5.66kg)、 石器19点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 1点、力持

型スクレイパー 4点、コアA3点、磨製石斧 2点、磨石 2点、石皿 1点、台石 2点、礫器 2点 )、 石

製品 1点、琥珀0,31gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第26図、Ⅳ―写真図版23)土器13点掲載 (No385～ 397)。 炉周辺の床面付近で385'387

の大木 7b式が出土 した。

石器 :(Ⅲ ―第303図、Ⅳ一写真図版280)石鏃 2点 (No6104・ 6105)、 不定形石器 1点 (No6106)、

スクレイパーカ持型 1点 (No6107)。

石製品 :(Ⅲ 一第483図 、Ⅳ―写真図版390)石棒類 1点 (No8518)。

<時期 >検出作業時に、炉周辺の床面付近で出土 した一括土器から中期前葉 (大木 7b式)力持Ⅶ期

と調査判断 した。ただし、重複関係にあり本遺構 より古いB Ⅱ h12土坑 1号から大木 8a式が出上 し

ていることから、新旧関係に矛盾がある。中期中葉若 しくはそれ以降の可能性 も考えられるが、検出

時に新旧関係を誤つた可能性 もある。

補足 として、埋土出土土器は、前期前葉～晩期まで多岐に亘 り、異時期のものが含まれていると判
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断された。ただし、今回の調査全体からみて、極微量である晩期の土器が本遺構から出土 しているこ

とは特出される。

上記 したような観点で遺構形態などの属性を吟味すると、今回の調査では中期前葉～中葉の住居跡

には、形状が円形を呈する住居跡がほとんど無 く、また本遺構のように直径 6mを 超えるものが他に

ない。そして、埋上の黒色シル トは、周辺で検出された中期の遺構 と比較 して異質なことを考慮する

と、晩期である可能性 も浮上する。

20 BⅡ r19住居跡 1号 (Ⅱ ―第17図、Ⅱ―写真図版22)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ r19グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ r19グ リッド付近に東西方向で設定 したサブ トレンチによって、本遺構の西壁の

一部を検出し認知 した。斜面下方の東側は、国道45号法面建設時に削平を受け完全に消失 してお り、

斜面上方の現代盛土されている部分にあたる西狽1の 竪穴住居跡1/3程が残存 していたものと捉えられ

る。

<新旧関係 >B Ⅱ s19住居跡 1号 より新 しいと推定されたが明確ではない。

<建替え>2条の壁溝が検出されていることから、最低 1回 の建て替えが行われている。埋上のあ り

方から拡張されたと考えられる。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形・規模 ともに不明である。残存部からは長軸を南北に持つ長楕円形

を呈する可能性が窺える。

<埋土>埋土は黒掲色シル トを主体とし、レンズ状堆積を呈する。西方向から流入 した自然堆積層で

ある。

<壁・床 >残存する西壁は外傾気味に立ち上がる。床面は平坦である。

<柱穴>柱穴は検出されていない。

<付属施設>壁溝が 2条検出されている。

<出土遺物 >土器0.01 kg(不 掲載)が出上 している。

<時期>埋土中から前期の土器小片が出土 しているが、詳細な時期を特定できない。重複遺構 との関

係は、中期前葉より新 しい可能性が高い。中期前葉力持Ⅶ期若しくはそれより新 しいと推定される。

21 B Ⅱ r21住居跡 1号 (Ⅱ ―第18図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ r21グ リッドに位置する。

検出状況は、表土を除去 した段階で、不明瞭な黒褐色シル トのプランを確認 した。竪穴住居跡の存

在を想定 して、東西方向に土層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れて確認作業を

行い認知 した。なお、検出面から15cm程掘 り下げたところで琥珀が出上 している。

<新旧関係>B Ⅱ s21土坑 3・ 7号 より古い。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >残存状態が悪 く平面形、規模 ともに不明である。残存部からは、長方形の

可能性が考えられる。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・床 >壁はほとんど残っていない。床面は西～東にかけてやや傾斜する。

<柱穴>検出されていない。
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<出 土遺物 >土器 9号袋4/5袋分 (2.04kg)、 石器 4点 (内 訳 :石匙 2点、不定形石器 2点 )、 琥珀

0,31gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第26図、Ⅳ一写真図版23)土器 4点掲載 (No398～ 401)。

石器 :(Ⅲ ―第303図 、Ⅳ一写真図版28i)石匙 1点 (No6108)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期中～後葉である。前期中～後葉力持

Ⅳ～V期 と推定される。

22 B Ⅱ r25住居跡 1号 (Ⅱ ―第18図、 Ⅱ―写真図版22)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側のB Ⅱ r25グ リッド～BⅢ rlグ リッドに位置する。B Ⅱ r25

グリッド～BⅢ rlグ リッドにかけて設定 した土層ベル ト沿いに入れたサブ トレンチの上層観察か

ら、BⅢ sl旧沢跡1号の下位に住居跡の存在が想定された。ただし、面的にはプランを把握できず、

基本層序 V層・Ⅵ層相当を掘 り下げて、貼床 らしき硬化面 (一部分)と柱穴プラン ?を 確認したこと

から認宍Bし た。

<新旧関係 >B Ⅱ r25土坑 3・ 8号・B Ⅱ s25土 坑 1号より新 しく、 B Ⅲsl十 日沢跡 1号・B Ⅱ r25

土坑10号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>埋土上位にレンズ状に堆積する 1～ 2a層の黒褐色シル ト層は、西若 しくは南西方向から流

入 した自然堆積層である。その下位は人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >西壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>柱穴が 2個確認されている。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1,74kg)、 石器30点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、不定形石器 5点、

力持型スクレイパー 1点、磨製石斧 5点、磨石13点 、敲石 2点、凹石 1点、礫器 1点 )、 石製品 6点

(内訳 :石刀類 1点、石棒類 3点、円盤状石製品 1点、軽石製石製品 1点 )、 琥珀509gな どが出土 し

ている。

土器 :(Ⅲ ―第27図、Ⅳ―写真図版23)土器 9点掲載 (No402～ 410)。

石器 :(Ⅲ ―第303・ 405～406図 、Ⅳ―写真図版28i・ 342～343)石鏃 1点 (No6109)、 不定形石器

2点 (No6110・ 6111)、 力持型スクレイパー 1点 (No6112)、 磨製石斧 3点 (No7603・ 7604・ 7609)、

磨石 2点 (No7606。 7607)、 敲石 1点 (No7605)、 凹石 1点 (No7608)。

石製品 :(Ⅲ ―第483図 、Ⅳ―写真図版390)石棒類 2点 (IIo8519・ 8520)、 円盤状石製品 1点 (No

8521)。

<時期 >出土土器は前期前～後葉で、主体は前期中葉である。前期中葉力持Ⅳ期若 しくはそれ以前の

可能性がある。併せてTo Cu降下期前後 と推定される。

23 B I s19住居跡 1号 (Ⅱ ―第17図、 Ⅱ―写真図版23)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のB Ⅱ s19。 t19グ リッドに位置する。現況地形は急傾斜を呈

する部分に相当するが、本遺構についても斜面下方側 となる東側は既に消失 してお り、西側の壁を検

出したに留まる。

<新旧関係>B Ⅱ s19土坑 3号、BⅡ t19土坑 3号、BⅡ 土坑 7号 より新 しく、 B Ⅱ r19住居跡 1号

より古い。
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<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。壁際に堆積する 3層 は壁の崩壊土と判断される。全般に西方向

から流入 した自然堆積層である。

<壁・床 >残存する西壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。 2個 ともに平面規模が小 さく、深さも浅いことから、主柱 とは考え難い。

<出土遺物 >土器0.02kg、 石器 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第27図、Ⅳ一写真図版23)土器 1点掲載 (No411)。

石器 :(Ⅲ ―第303図 、Ⅳ一写真図版281)不定形石器 1点 (No6113)。

<時期>重複遺構 との関係から前期後葉より新 しい時期 と捉えられるが、詳細は不明である。周辺の

状況からB Ⅱ t20住居跡 1号などと同じく中期前葉力持Ⅶ期 と推定 しておきたい。

24 B I s20住居跡 1号 (Ⅱ ―第19図、 Ⅱ―写真図版24)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のB Ⅱ t20～ 21グ リッドに位置する。現況は国道45号法面続 き

の急斜面地である。

検出状況は、国道45号法面続 きの土層観察から、竪穴住居跡の存在を認知 した。ただし、平面的に

プランを把握できず、東西と南北方向に土層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れ

たが、明確ではなく、ベル トを除去 した段階で、床面 と想定できる平坦面の検出から認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ s20住居跡 2号、B Ⅱ t20土坑 2・ 4号より新 しく、B Ⅱ t20住居跡 1号 より古い。

また、B Ⅱ s20住居跡 3号 との新旧関係は厳密にわからなかったが、出土遺物から本遺構が新 しいと

判断した。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒色シル トを主外とする。ただし、重複するB Ⅱ s20住居跡 3号の埋土との区分は明瞭では

ない状況であつた。自然堆積層なのか人為堆積層なのかは判別できなかった。

<壁・床 >北壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<出土遺物 >土器中コンテナ 1箱分 (14 78kg)、 土製品 1点、石器 6点 (内訳 :石鏃 3点、磨製石斧

2点、コアBl点 )な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第27図、Ⅳ―写真図版24)土器12点掲載 (No412～ 423)。 検出面付近から前期末葉～中

期末葉まで幅広い時期が出上 しているのに対 して、埋土上位 とした層からは円筒上層 d式や大木 8a

式が出土 している。

土製品 :(Ⅲ 一第290図 、Ⅳ一写真図版273)不 明土製品 1点 (No5539)。

石器 :(Ⅲ ―第303図 、Ⅳ―写真図版281)石鏃 3点 (No6114～ 6116)。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期中葉より新 しく、中期中～後葉より古い。出土土器は、前期末葉

～中期末葉まで時期幅が広い。中期中葉力持Ⅷ期 と推定 してお く。

<その他 >遺構の帰属時期の特定には問題を残すものの、埋土中から423円筒上層 d式 と422大木 8a

式が共伴 して出上 している。この4221よ大木 8a式の中でも古い段階の可能性がある。よって、円筒

上層 d式 と大木 8a式の古い段階が、並行することを示唆させる資料である。
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25 B I s20住居跡 2号 (Ⅱ ―第19図 、 Ⅱ―写真図版24)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西端のB Ⅱ t20グ リッドに位置する。

検出状況は、B I s20住居跡 1号の検出作業時に認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ s20土坑 1号より新 しく、B Ⅱ s20住居跡 1号、B Ⅱ t20住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模 。床面積 >平面形、規模 ともに不明である。西壁の連続性からは、隅九長方形若しく

は楕円形の可能性が考えられる。

<埋土>黒4FJ色 シル トの単層である。自然堆積層なのか人為堆積層なのかは判別できなかった。

<壁・床 >壁は、残存する西壁ではタト傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.42kg)、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点)な どが出

土 している。

土器 :(Ⅲ ―第27～28図、Ⅳ―写真図版24)土器 7点掲載 (No424～ 螂0)。

石器 :(Ⅲ ―第406図 、Ⅳ―写真図版343)磨石 1′点 (No7610)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期中葉 より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は前期前葉～中期末

葉まで時期幅が広い。中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより古いと推定されるが明確ではない。

26 B Ⅱ s20住居跡 3号 (Ⅱ ―第19図、 Ⅱ―写真図版24)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のB Ⅱ s20グ リッドに位置する。

検出状況は、B I s20住居跡 1号の西壁の精査時に、西側に張 り出すプランを検出し、別住居 と捉

え住居名を付 した。

<新旧関係 >明確ではなかったが、B Ⅱ s20住居跡 1号 より古い。また、B Ⅱ t20土坑 2号 より新 し

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >西壁の一部を検出したに留まることから、平面形、規模 ともに不明であ

る。

<埋土>黒色シル トの単層である。西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >残存する西壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から前期後葉より新 しく、中期中葉より古い。状況から中期中葉力持Ⅷ期

若 しくはそれより古いと推定される。

27 B Ⅱ t20住居跡 1号 (Ⅱ ―第19図、 Ⅱ一写真図版25～ 27)

<位置・検出状況>B Ⅱ s20。 t20グ リッドに位置する。現況は国道45号法面続 きに相当する部分で、

急斜面を呈する。

検出状況は、国道45号法面続 きの上層断面の観察から認知 した。重複が非常に激 しいこの付近で、

最も新 しい住居 と想定される。東側は国道45号建設時に破壊されている。

<新旧関係 >B Ⅱ s20住居跡 1・ 2号、B Ⅱ t20住居跡 2・ 3号より新 しい。

本遺構周辺の住居の変遷を示すと、新 しい方からB Ⅱ t20住居跡 1号→ B Ⅱ s20住居跡 1号→ BⅡ

t20住居跡 3号→ B Ⅱ t20住居跡 2号→ B Ⅱ s20住居跡 2号→ B Ⅱ t20住居跡 4号→ B Ⅱ t20住居跡

5号→ B Ⅱ t20住居跡 6号の順が想定される。
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<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積>東側は国道45号法面建設時に破壊されているため、残存状態が悪い。円形

基調で3m程 と推定される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第19図 △―A'断面 1層が本遺構に伴う堆積層である。黒色シルトを主体 とする。

西方向から流入した自然堆積層と判断される。

<壁・床>本遺構下位に存在するB Ⅱ t20住居跡 3号の埋土 (黒土)を壁・床として構築されている。

一部西側はB I s20住 居跡 1号の埋土を壁とする。壁は外傾気味に立ち上がる。床面は、やや硬 く、

ほぼ平坦である。

<炉 >検出されていない。破壊した東側に存在したと判断される。

<出土遺物>土器小コンテナ1箱分 (8,14kg)、 石器12点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 3点、コアA
l点、磨製石斧 3点、磨石 2点、敲石 1点、礫器 1点 )な どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第28図、Ⅳ―写真図版24～25)土器15点掲載 (No431～ 445)。

石器 :(Ⅲ ―第406図、Ⅳ一写真図版343)磨製石斧 2点 (No7611・ 7612)。

<時期>重複遺構との関係は中期中葉より新しい。出土土器は前期後葉～後期初頭まで多岐に亘るが、

主体は中期中葉である。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期と推定される。

28 BⅡ t20住居跡 2号 (Ⅱ ―第19図、Ⅱ―写真図版26・ 27)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ s20グ リッド付近に位置する。

<新旧関係>B I s20住居跡 2号、B Ⅱ t20住居跡 3号、Bコ s20土坑 1号より新しく、B Ⅱ t20住

居跡 1号より古い。

<主軸方向>厳密には不明であるが、西壁の連続性からは南―北方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積>平面形、規模ともに不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第19図 B― B'断面 4層が本遺構に伴う堆積層である。黒掲色シルトによる単層で、

西方向から流入した自然堆積層と推定される。

<壁・床>壁は、一部西壁で地山ローム、南西壁はB Ⅱ t20住居跡 3号の埋上である黒褐色シルトを

壁とする。北狽1は B I s20土坑 2号の埋土が壁であったと考えられるが、新旧の把握を間違い、BⅡ

s20土坑 2号から完掘し破壊している。よって、B Ⅱ s20土坑 2号の 1, 2層 は、本遺構の埋上であ

つた可能性が高い。西壁はタト傾して立ち上がる。

床面はほぼ平坦で、B I s20住居跡 2号より40cm程低い。

<柱穴>西壁際より5個検出した。

<出土遺物>土器0 1kg(不掲載)が出土している。特定が難しいが、中期と推定される。

<時期>重複遺構との関係からは中期中棄である。中期中葉力持Ⅷ期と推定される。

29 B I t20住居跡 3号 (Ⅱ ―第19図、Ⅱ―写真図版25～ 27)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ t20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ t20住居跡 4号 より新しく、B Ⅱ t20住居跡 1・ 2号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模ともに不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第19図 A― A'断面 2～ 3a層が本遣構に伴う堆積層である。埋土最上位に2層暗

褐色シルト、埋土中位～床面まで3層黒掲色シルトが堆積する。 2・ 3層 ともにマサ上の含有率が高

-63-



1 竪穴住居跡

い。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・床 >壁は緩 くタト傾 して立ち上がる。床面は黒褐色シル トで、ほぼ平坦である。

<出土遺物 >土器0.23kgが 出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第28図、Ⅳ―写真図版25)土器 2点掲載 (No446・ 447)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は特定には至 らないが中期初

頭 と推定された。重複遺構 との関係を優先 して、中期中葉力持Ⅷ期 と推定 しておきたい。

30 BI t20住居跡 4号 (Ⅱ ―第19。 20図、 Ⅱ―写真図版26・ 27)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ t20グ リッドに位置する。南北方向に設定 した土層観察

ベル トから、B Ⅱ t20住居跡 1・ 3号の下位より検出し認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ r21住居跡 l号・B E s21土 坑 3・ 4・ 8号 より新 しく、B Π s20住 居跡 1～ 3

号・B Ⅱ t20住居跡 1～ 3 ・ 5。 6号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。西方向から流入 した自然堆積層 と判断される。

<壁・床 >壁は西壁のみの検出である。穏やかに外傾 して立ち上がる。床面は黄褐色ローム中であ

る。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.9kg)、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、磨製石斧 1点、磨石 2点 )な

どが出上 している。

土器 :(亜 ―第28図、Ⅳ―写真図版25)土器 4点掲載 (No448～ 451)。

石器 :(Ⅲ 一第304・ 407図、Ⅳ―写真図版28i。 343)石鏃 1点 (No6117)、 磨石 1点 (No7613)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は中期初頭～中期

中葉である。中期中葉力持Ⅷ期 と推定されるが明確ではない。

31 BⅡ t20住居跡 5号 (Ⅱ ―第20図、 Ⅱ―写真図版26・ 27)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ t20～ 21・ u20～ 21グ リッドに位置する。

検出状況は、回道45号法面続 きの斜面地において、石囲炉 と焼土を検出し認知 した。石囲炉は半分

程がすでに破壊されている。

<新旧関係 >B Ⅱ r21住居跡 1号・B Ⅱ t20住居跡 4。 6号・B Ⅱ s21土坑 3・ 4・ 8号 より新 し

く、B Ⅱ s20住居跡 1～ 3号・B Ⅱ t20住居跡 1～ 3号 より古い。

<主軸方向>明確ではないが南―北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。残存する壁から推定すると、長軸が南一

北方向と仮定 した場合円形若 しくは楕円形の可能性があ り、長軸が東一西方向であれば隅九長方形 と

推定される。旧地形のあ り方からは前者の可能性が高い。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。締 りがよい。西方向から流入 した自然堆積層 と判断される

が、明確には不明である。

<壁・床 >壁 は直立気味に立ち上がる。

床面は若干凹凸があ り、責掲色ロームの貼床が施されている。

<炉 >石囲炉を検出した。炉の東側は国道45号法面建設時に破壊 され残存 していないが、本来は方形

基調に囲われていたと推定される。炉底は明確には判断できなかったが炉内の焼土は発達が良 く、層
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厚20cmに およぶ。炉石は整形されたものが用いられてお り、据方先端が尖る。

なお、第Ⅱ分冊第20図 B一 B'断面の 5層 とした本炉下位にみられる貼床土は、調査で認知できな

かつた別の遺構 (竪穴住居跡)に伴 うものと考えられる。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第20図 には、B Ⅱ t20住居跡 6号 と通 しNoで PP名 を明示 した。本遺構はPP l～ 5

までの 5個検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ7/8箱分 (6.62kg)、 石器 3点 (力持型スクレイパー 1点、磨石 1点、礫

器 1点 )、 琥珀2.22gな どが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第28～ 29図、Ⅳ―写真図版25～ 26)土器 8点掲載 (No452～ 459)。

石器 :(Ⅲ 一第407図 、Ⅳ―写真図版343)磨石 1点 (No7614)。

<時期>重複遺構 との関係からは中期中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は前期中葉～後期初頭ま

で多岐に亘る。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

32 BⅡ t20住居跡 6号 (Ⅱ 一第20図、Ⅱ―写真図版26・ 27)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ t20～ 21グ リッドに位置する。

検出状況はB Ш t20住居跡 4号の床面直下で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ r21住居跡 1号、B Ⅱ t20住居跡 4号、B Ⅱ s21土坑 3・ 4・ 8号 より新 しく、B

Ⅱ s20住居跡 1～ 3号・B Ⅱ t20住居跡 1～ 3・ 5号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調である。規模は不明である。

<埋土>埋土上位に暗褐色シル ト、中位ににぶい責褐色シル ト、下位に暗褐色シル トが堆積する。西

方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は床面から直立 した後、外傾する。床面はやや凹凸がある。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第20図 には、B Ⅱ t20住居跡 5号 と通 しでPP名 を明示 した。本遺構はPP6～ 12ま

での 7個検出した。その内、PP12と したものは屋外柱穴 と判断される。

<出土遺物 >土器0.l kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第29図、Ⅳ―写真図版26)土器 2点掲載 (No460'461)。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

33 BI t20住居跡 7号 (Ⅱ ―第20図 、Ⅱ―写真図版26・ 27)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ t20～ 21・ u20～ 21グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t20住居跡 5号の床面下位で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t21土坑 2号、B Ⅱ u21土坑 8号 より新 しく、B Ⅱ s20住居跡 1～ 3号・B Ⅱ t20

住居跡 1～ 3・ 5号 より古い。なお、B Ⅱ t20住居跡 4・ 6号 との新旧関係は不明である。

<主軸方向>南 ―北方向と捉えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調であるが、詳細は不明である。規模は不明である。

<埋土 >黒色シル トを主体に暗褐色シル トやにぶい責褐色シル ト (地 山土)が混在する。埋土上～下

位まで人為堆積層である。その中で、埋土上位の la層 にぶい黄褐色シル トは整地層 と判断される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面は平坦である。

<柱穴>3個検出した。深さはPP lが 13.lcm、 PP 2が9,Ocm、 PP 3が 26 0cmである。

<付属施設 >その他に柱穴名を付 さなかった深さ2～ 3cmの壁柱穴が 9個検出されている。
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<出土遺物 >土器小コンテナ1/2箱分 (3.72kg)、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 2点)な どが出土 して

いる。

土器 i(Ⅲ 一第29図、Ⅳ一写真図版26)土器 9点掲載 (No462～ 470)。

石器 :(Ⅲ 一第304図、Ⅳ一写真図版28i)不定形石器 1点 (No6118)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は中期前～中葉を

主体とする。中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより古い。

34 BⅡ t22住居跡 1号 (Ⅱ ―第21～ 24・ 29・ 30図、Ⅱ―写真図版28・ 29)

<BI t22住居跡 1～ 4号の検出と精査過程について>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号は、平成13年度にそ

の存在を認知 していたが、調査の進行上の都合で平成14年度は未着手で、精査は平成15年度に行った。

従って、複数年度にわたって調査を行った経緯がある。本遺跡を代表する遣構でもあり、ここでまと

めてその検出～精査過程を記述する。

調査区中央部のB Ⅱ t22～ 23・ u22～ 23・ v22～ v23・ w22～ w23・ x22～ 23グ リッドに位置す

る。B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 と命名 した一連の大形住居群は、古い方から 1号→ 2号→ 3号→ 4号の

順に床面や住居の輪郭を微妙に変えながら建て直 しが行われている。

検出状況は、平成13年度の調査開始初期において、B Ⅱ u22～ u25グ リッド付近に設定 した第15ト

レンチの上層観察により、その存在を認知 した。ただし、この段階では詳細な内容を掴んでいない。

この大形住居群は、斜面上方側である西側は、Ⅷ層責掲色ローム面に対 して黒褐色シル トによるシ

ミが南北に約20mに亘って連なるプランを確認できた。対 して、斜面下方側である住居プラン中央～

東側は平面的にほとんど把握できなかった。

大形住居群 と重複する中期末葉の竪穴住居跡や前期末葉～中期中葉の土坑の精査を全て終えた平成

15年 5月 中旬より本格的に精査に着手 した。大形住居群同士の重複関係は、平面的にはわからなかっ

たため、東西方向に4箇所、南北方向に2箇所の上層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレン

チを入れるなどしてプランの把握に努めた。土層観察の結果、残 りが良い西側部分では床面レベルが

違うことがわかった。以後は貼床という用語で記述するが、住居を改築する度に床面の嵩上げが行な

われており、部分的にロームを貼床したような小規模なものではなく、住居床面ほぼ全面に整地行為

が施されていると捉えられる。ただし、B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号の中央～東側の床面は、時期毎に正

確には捉えきれず、柱穴や壁溝の新旧を把握しながら3棟の中では一番古いB Ⅱ t22住居跡 2号の床

面で一括して精査を行なった。

それらの下位に存在するB Ⅱ t22住居跡 1号 については、B Ⅱ t22住居跡 2号の貼床が比較的厚か

ったこともあり、確実に床面を把握することができた。従って、柱穴の命名に際しては、B Ⅱ t22住

居跡 2～ 4号は通し番号でPP l～ PP303ま で付け、B Ⅱ t22住居跡 1号は単独でPP l～ PP178ま で

命名している。詳細は後述するが、遺物の取り上げに際しても、B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号は混在した

部分がある。混在した部分から出土した遺物は、一括してB Ⅱ t22住居跡 2～ 4号 という出土地点で

示す。

<位置 。検出状況>調査区中央部やや西側のB Ⅱ t22～ x22グ リッドに位置する。

検出状況は、平面的にはB Ⅱ t22住居跡 2号の貼床を除去した段階で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ v23住居跡 1号より新しく、B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号、B Ⅱ u22土坑 1～ 3号、B

Ⅱ v23土坑 1。 2号、B Ⅱ w22土坑 1,4号、B Ⅱ w23土坑 1号、B Ⅱ x23土坑 1・ 2号、B Ⅱ y22

土坑 1号 より古い。
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本遺構上位にB Ⅱ t22住居跡 2～ 4号があり、本遺構下位よりB Ⅱ v23住居跡 1号 を検出している。

また、B Ⅱ v22土坑 3号 との新旧関係は明確ではなかったが、本遺構に伴う土坑の可能性もある。

<建替え>西側で検出された壁溝が、 4条あることから最低でも4時期の変遷 (3回の建て替えが行

われていた)が考えられる。第Ⅱ分冊第29図 は壁溝の連続性と柱穴配列、及びそれらの新旧関係から

1呑新しい時期 (1期 )と 2番 目に新しい時期 (2期 )については想定で復元を試みた。3,4期 目

は復元できかねた。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模 。床面積>1期、 2期 ともに平面形は長方形で、長軸長16m以上、短軸長約 4mと 推

定される。床面積は約64♂ と推定される。規模分類は大形住居である。

<埋土>大部分が黄褐色ロームに黒褐色シルトが混在する。人為堆積層である。この人為堆積層は、

B Ⅱ t22住居跡 2号構築時の整地層と考えられる。

<壁 。床>壁は残存していない。床面は黄掲色地山ロームで、西側から東側に若干傾斜する。床面の

標高値は、西側で62.lm前 後、東側で61,7m前後、平均的には61.9mで ある。

<炉 >地床炉と推定される焼上の広がりを3基検出した。 3基全て 1期、 2期 どちらに伴うのか、明

確ではなく、第29図 には両方に図化 。明示した。 3基の位置関係は、約 3mの等間隔に並列気味にあ

るものの、住居中心軸線上からは若干ずれる。焼上の焼成状況はやや不良にある。

<柱穴>大小合わせて178個検出した。その中で 1期 に伴 う主柱穴としてPP l,PP 5'PP94・

PP171、  PP48'PP24・ PP67が、 2期 にイ半う三土柱穴としてPPl13・ PP28・ PP102・ PP130'PP18。 PP

8・ PPと などが想定される。なお、PP94と 壁溝の新旧関係は野外調査時に誤認した可能性があるこ

とを補足する。

<付属施設>壁溝を4条検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ3/4箱分 (16.16kg)、 石器107点 (内訳 :石鏃40点、尖頭器 2点、石錐 3

点、石箆 1点、石匙 6点、不定形石器46点、コアAl点、磨製石斧 4点、磨石 1点、礫器 1点、コア

B2点 )、 動物遺存体12シ ャーレ、琥珀2.82g、 などが出上している。これらの遺物は、全てTo― Cuよ

り古いと捉えられる。

遺物の取り上げ方法は、平面的に12分割 (Ql～ Q12)した。土層断面B一 B'の北側で 2箇所東

西に分け、土層断面C一 C'で分け、更にB Ⅱ w22～ w24グ リッドの東西ラインで分け、更にその南

を2箇所東西に分けた。そして、A一 A'上層断面で南北に区切つた。その上で、北東端から時計回

りでQlに始まり南東端がQ6、 折り返して南西端がQ7で、】ヒ西端がQ12と し、その中で層位毎に

取り上げた。

土器 :(Ⅲ 一第29～ 3千 図、Ⅳ一写真図版26～ 28)土器101点掲載 (No471～ 571)。 早期～前期中葉ま

で出土している。大木 2a式期や大木 2b式期と推定されるものが主体を占めるが、土器型式への比

定が難しいものが多い。この遺構出土は、全てTo―Cuよ り古い土器群である。一括して取り上げたも

のの中 (袋番号が同じもの)で、まとまりが看取できるものを以下に挙げると、①床面下位一括の

471～ 475、 ②Q4床面下位一括の477～ 480、 ③Q4埋上下位一括の481。 482・ 484～ 486、 ④Q4埋土

下位一括の488～ 490・ 492、 ⑥Q5埋上下位一括の494～ 496、 ⑥ Q6床面直上一括の502～ 505、 ⑦Q

12埋土下位一括の544～ 546、 ③ Q12埋土下位一括の547～ 549、 ⑨PPll―括の552・ 553、 ⑩PP100-

括出土の565。 566、 ①PP122-括の569～ 571な どが共伴関係や該期の組成を窺う上で良好資料と捉え

られる。上記した①～⑪の一括性を鑑みると、該期の土器編年に関係する幾つかの内容が導かれると

考えられた。
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①からは、大木 2a式 と推定されるもの (Ⅲ 群 3類)と 大木 2b式 と推定されるもの (Ⅳ群 2類)が
共伴する。

②では482の 白座式 (Ⅳ群 3類)がⅢ群やⅣ群 と推定 した土器 と共伴する。

④では、大木 2b式期 と推定される489と 、大木 2a～ 2b式期 と推定される488'490が共伴する。

⑥では、502の 結束羽状縄文、504の非結束羽状縄文、503の単軸絡条体第lA類、505の組紐 を施文す

るもの、が共伴を示 した。

①～①全て円筒下層 a式が含まれない。

これらの内容は、本稿の土器を分群・分類する上で指標 とした。

石器 :(Ⅲ 一第304～ 305・ 407図、Ⅳ一写真図版281～ 282・ 343)石鏃20点 (No6119～ 6138)、 尖頭

器 1点 (No6139)、 石箆 1点 (No6152)、 石匙 4点 (No6140～ 6143)、 不定形石器 9点 (No6144～

6151・ 6153)、 磨製石斧 3点 (No7615～ 7617)、 磨石 1点 (No7618)。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版420)No9018,9019。 9020。

琥I白 (Ⅳ 一写真図版422)No9539。

<時期 >出土土器、重複遺構 との関係から前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的

にTo Cu降下期 より古い。

<年代測定 >埋土下位出土炭化材より5,310± 90 MC BPの 測定値が得 られている。

35 B Ⅱ t22住居跡 2号 (コ ー第21・ 25～29図、 Ⅱ―写真図版28'30。 31)

<位置・検出状況>B Ⅱ t22～ y22グ リッドに位置する。B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 と命名 した一連の

大形住居群の中では古い方から2番 目に相当する段階である。

B Ⅱ t22住居跡 3,4号 の床面で検出したB Ⅱ u22土坑 2号 (中期中葉)の精査時に、土坑の南側

より石器やフレーク・チップが多量に出土 したことから、本遺構の存在が判明した。

<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1号、B Ⅱ v22土坑 3号、B Ⅱ v23土坑 2号、B Ⅱ w22土坑 4号より新

しく、B Ⅱ u21住居跡 1～ 6号、B Ⅱ w22住居跡 1～ 3号、B Ⅱ t22住居跡 3・ 4号、B Ⅱ u22土坑

1～ 3号、B Ⅱ v22土坑 1,2号 、B Ⅱ v23土坑 1号、B Ⅱ w22土坑 1号、B Ⅱ w23土坑 1号、 BⅡ

x23土坑 1・ 2号、B Ⅱ y22土坑 1号 より古い。

また、明確にはわからなかったが、本遺構 よりB Ⅱ v22土坑 3号が古い可能性が高い。

<建替え>第 Ⅱ分冊第29図 は壁溝の連続性 と柱穴配列、及びそれらの新旧関係から 1番新 しい時期

(1期 )と 2番 目に新 しい時期 (2期 )については想定で復元を試みた。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >壁溝を全周検出できていないことから、確実な平面形は不明であるが、残

存 した壁溝から長方形を呈すると思われる。規模は長軸長約16m、 短軸長約 5m、 床面積約80ぽ を測

り、大形住居である。

<埋土>黒～暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。上記 したフレーク・チ ップは、

埋土中から集中して出土 している。

<壁・床 >壁は明瞭ではないため図示していない。床面はほぼ平坦で西から東へ とやや傾斜 している。

床面の標高値は619～62.3mである。黄褐色ロームを主体 とする土で貼床を施 している箇所が、中央

～東側にかけて認められた。硬化面は見受けられない。

<炉 >B Ⅱ t22グ リッド東側で、地床炉と推定される焼± 1基を検出した。平面形は楕円形を呈する。

この地床炉の長軸は不明にあるが、短軸長は約30cmを 測る。長軸方向は北東―南西を向いてお り、
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Ⅳ 検出された遺構

本遺構そのものの長軸方向とは異なる。焼土層は深さ6cmである。また、掘 り方の北端から深鉢の

底部が横倒 しで出土 した。

<柱穴>西側は責褐色ロームを床 として柱穴や壁溝のプランを確認 したが、東側の貼床が施されてい

る部分は不明瞭であつた。

<付属施設 >フ レーク・チップが検出した箇所は 2箇所に分かれる。東側の掘 り込みを有する方は楕

円形を呈 し、南側の方は不整形である。

また、フレーク・チップが集中する箇所に燐接 して焼土塊を検出した。この焼土塊は、楕円形状の

掘 り込みから出土 している。形状から炉跡ではないかと考える。なお、フレーク・チップの集中する

箇所はいずれも焼土塊 と隣接 してお り、また本遺構の北側 B Ⅱ t22グ リッドで剥片貯蔵穴 1基を検出

した。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.59kg)、 石器16点 (内訳 :石鏃 6点、石錐 1点、石匙 1点、不定

形石器 6点、磨製石斧 1点、磨石 1点 )な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第31図、Ⅳ―写真図版28)土器12点掲載 (No572～ 583)。

石器 :(Ⅲ ―第306・ 407図、Ⅳ一写真図版282・ 343)石鏃 2点 (No6154・ 6155)、 石匙 1点 (No6156)、

不定形石器 3点 (No6157～ 6159)、 磨製石斧 1点 (7619)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉の時間幅で捉えられる。柱穴からは前期前～中葉の土器が

出土 している。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

<年代測定>埋上下位出土炭化材より5,170± 90 HC BPの 測定値が得 られている。

<その他>B Ⅱ t22住居跡 2号の埋上下位から炭化材を検出し、サンプルとして取 り上げた。位置は

Ql・ Q2で B Ⅱ t22土坑 1号の西側にあたる。

36 BI t22住居跡 3号 (Ⅱ ―第21'25～ 28・ 30図、 Ⅱ―写真図版28。 31～ 33)

<位置・検出状況 >調査区中央部 B Ⅱ t22～ y22グ リッドにかけて広がる。B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号

と命名 した一連の大形住居群の中では古い方から3番 目に相当する段階である。

精査の結果、本遺構の床面は、B Ⅱ t22グ リッド付近の壁溝の検出レベルから、B Ⅱ t22住居跡 4

号 より若千高いことがわかった。ただし、全体的にはB Ⅱ t22住居跡 4号床面との比高を掴めていな

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号、B Ⅱ v22土坑 3号、B Ⅱ v23土坑 2号、B E w22土坑 4号よ

り新 しく、B Ⅱ u21住居跡 1～ 6号、B Ⅱ w22住居跡 1～ 3号、B Ⅱ t22住居跡 4号、B Ⅱ u22土 坑

1～ 3号、B Ⅱ v22土坑 1・ 2号、B Ⅱ v23土坑 1号、B Ⅱ w23土坑 1号、B Ⅱ x23土坑 1・ 2号、

B Ⅱ y22土坑 1号 より古い。

また、明確ではないがB Ⅱ v22土坑 2号 より古い可能性が高い。

<建替え>壁溝の連続性 と柱穴配列及びそれらの新旧関係から3時期の変遷が復元 (想定)で きた。

新 しい方から 1期、 2期、 3期 として明示する。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は壁溝の連続性から推定すると、長方形を呈する。ただし、明確 に

は西側の壁溝は良好に残存するが、東側は斜面である関係 もあり削平されているため断片的に検出 し

たに留まる。また、短軸方向の壁溝は南側の一部では検出したが、北側では検出されなかった。長軸

長は約18rn、 短軸長は4.4～ 5,8mを測る。床面積は104♂前後 と推定され、大形住居に分類される。

<埋土 >黒褐色～暗褐色シル トを主体とする。人為堆積層 と考えられる。
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<壁・床 >壁はほとんど残存 していない。

床面については、ベル トを残 して掘 り下げる際に、本遺構の下の住居 (B Ⅱ t22住居跡 2号)の床

面まで掘 り下げてしまい、従って、ベル トの上面のみで本遺構の床面を特定できた。黒褐色シル ト層

を主に床面 としてお り、ロームブロックによる貼床が一部見られた。床面の標高値は、東側で62.Om、

西側で62.6m、 平均的には62.3～ 62.4mで ある。

<炉 >B Ⅱ v22～ w22グ リッド内で 5基の焼土範囲を検出し、地床炉の可能性で捉えられる。規模は

最大50cm、 平面はいずれも不整形で、深さは 3cm前後である。 B Ⅱ t22住居跡 2号の地床炉に比べ

て、焼土層の発達が悪い (浅い)。

<柱穴>主柱穴 と考えられる柱穴を 9個検出している。その内、 7個は柱の壁沿いに花南岩を据えて

根固めされている。

<付属施設 >壁溝 3条 を検出した。

<出土遺物 >土器中コンテナ1.1/4箱分 (17.33kg)、 土製品 1点、石器31点 (内訳 :石鏃11点、石錐 1

点、石匙 2点、不定形石器10点 、力持型スクレイパー 1点、磨製石斧 2点、磨石 2点、敲石 2点 )、

石製品 7点、琥珀0.55gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第32～ 33図、Ⅳ―写真図版28～29)土器57点掲載 (h584～ 640)。

土製品 :(Ⅲ ―第290図 、Ⅳ―写真図版273)円盤状土製品 1点 (No5540)。

石器 :(Ⅲ ―第306～307・ 407図 、Ⅳ一写真図版283・ 843)石鏃 1′点 (No6160)、 石錐 1点 (No6161)、

石匙 1点 (N06162)、 不定形石器 3点 (No6163～ 6165)、 力持型スクレイパー 1点 (No6166)、 磨製

石斧 2点 (No7620。 7625)、 敲石 1点 (No7621)。

石製品 i(Ⅲ 一第484～485図 、Ⅳ―写真図版390～392)石刀類 1点 (No8522)、 石棒類 6点 (No8523

～8527・ 8530)、 円盤状石製品 1点 (No8528)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉の時間幅で捉えられる。貼床土内からは前期前～中葉の

土器が出土 している。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より

古い。

<年代測定 >床面出土炭化材より4,720± 40望C BPの測定値が得 られている。該期の年代 としては新

しヤヽか。

37 BⅡ t22住居跡 4号 (Ⅱ ―第21・ 25～ 28・ 30図、Ⅱ―写真図版28。 31～33)

<位置・検出状況>B Ⅱ t22グ リッド～ y22グ リッドに位置する。B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号と命名 し

た一連の大形住居群の中では最 も新 しい段階である。

本遺構西側は黄掲色ローム面で黒褐色シル トによるプランを確認できたが、中央～東狽1は ほとんど

わからなかった。所々にローム上の塊が混 じる。西から東に向かって傾斜する斜面地に立地するが、

住居の東側半分は壁 。床面は既に残存 していなかった。土層断面の観察より、ロームブロックの水平

堆積が 2面確認され、少なくとも2時期の住居跡の床面と推定 した。そこで、上層のロームブロック

を貼床 とする住居跡をB Ⅱ t22住居跡 4号 とした (下層の貼床は 3号 )。 ただし、上位 と下位の床面

の比高を確認できたのは、北側の西壁極一部のみである。よって本遺構に伴 う壁溝は、大部分がBⅡ

t22住居跡 3号 と同じレベルで検出され、尚且つB Ⅱ t22住居跡 3号の壁溝 と交差 しなが ら南北方向

に延びる。従って、単純にB Ⅱ t22住居跡 3号の建て替えというより、別の住居群 と捉えた。西側の

壁溝がB Ⅱ t22～ y22グ リッドまで繋がっていることと、花尚岩を根固め石とする大型の柱穴が 2m
間隔で南北を長軸として2列見られたことなどにより、南北約18mを 測る大形住居であると想定された。
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<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1～ 3号、B Ⅱ v22土坑 3号、B Ⅱ v23土坑 2号、B Ⅱ w22土坑 4号 よ

り新 しく、B Ⅱ u21住居跡 1～ 6号、B Ⅱ w22住居跡 1～ 3号、B Ⅱ u22土坑 1～ 3号、 B Ⅱ v22土

坑 1・ 2号、B Ⅱ v23土坑 1号、B Ⅱ w23土坑 1号、B Ⅱ x23土坑 1・ 2号、B Ⅱ y22土坑 1号 より

古い。

また、B Ⅱ v22土坑 2号 との新旧関係は明確ではないが、本遺構が古い可能性が高い。

<建替え>柱穴の作 り替えが各所にみられることと、柱穴の数などから複数回の建て替えが行われて

いることが想定される。ただし、明確にはその変遷が掴めない。一部の柱のみ作 り替えた可能性 も考

えられる。また、西側の壁溝は二重に廻る部分があ り、両者の新旧関係を模索 したが土層ベル トなど

では確認できなかった。あるいは同時期に 2条の壁溝を配 していた可能性がある。 2条の壁溝 とも主

柱穴に裁 られる状態で検出されていることから、構築順序 としては壁溝を設けた後に柱穴 を掘削 して

柱 を設置 したものと捉えられる。

<主軸方向>南―北方向をみるが、前時期であるB Ⅱ t22住居跡 3号 と比較 して、軸方向がやや東に

傾 く (N-10° 一E)。

<平面形・規模・床面積 >本遺構は東側半分の壁・床面が残存せず、西壁の一部を検出したのみに留

まる。従って平面形は明確には不明にあるものの、柱穴の並びから長方形的な形態であると推定され

る。規模は、長軸長約16.5m、 短軸長 4m前後、床面積約66ぽ と推定され、大形住居に分類 される。

<埋土>黒褐色シル トの単層で構成され、炭化物、マサ土を少量含み、堅 く締まっている。自然堆積

層 と思われたが、明確には判別できなかった。

また、本遺構上位に構築されているB Ⅱ u21住居跡 1号 (※ 力持�期)炉 3の掘 り方の精査時に、

To Cuを 検出 している。性状は本稿でB2種 と呼ぶ ものである。このTo―Cu層 は、本来本遺構の埋土

上位に堆積 していたと捉えられる。

<壁・床 >壁は西壁の一部のみを検出した。ほぼ直立 し、壁高は 3～ 5cmである。本住居の上位に

あったB Ⅱ u21住居跡 1～ 5号 (中期末葉)や B Ⅱ w22住居跡 1・ 2号 (中期末葉)な どの構築に伴

い削平を受け、ほとんど残存をみない。

床面は、確実に特定できたのはベル ト上のみで全体的には不明瞭である。上記のとお り、一部地山

ロームを貼床に用いていることがわかった。床面の標高値は624～ 62.6mで ある。

<炉 >床面 (貼床面)及び床面より若干下のレベルで地床炉 と判断される焼上の広が りを 5箇所検出

した。何れも住居中央付近に位置する。

<柱穴>本遺構に伴う柱穴は23個把握 したが、正確にはわからなかった。

<付属施設 >西 (壁 )側 と南 (壁 )側 より壁溝を検出した。東側 と北狽1は確認できなかった。

<出土遺物 >埋土自体が薄 く、尚且つ遺物の含有は密ではないが、掘削土量が多いため多量の遺物が

出土 した。出土 している土器の時期は多岐にわたるが、本遺構上位には異時期の住居跡やフラスコピ

ットが多数存在 した関係 もあり、埋上の掘削時における多少の混在があろう。遺物の掲載は、時期推

定 となりそうな層位的に取 り上げたベル ト出土 と柱穴からの出土を優先 した。

また、Q3・ Q6の床面と推定しているレベルよりも低い位置において、琥珀が出土した。本住居

の下の住居に伴う可能性もある。

土器中コンテナ1箱 (26.89kg)、 土製品 1点、石器24点 (内訳 :石鏃11点 、尖頭器 2点、不定形石

器 7点、磨製石斧 1点、磨石 2点、敲石 1点 )、 石製品 3点 (内訳 :石刀類 1点、石棒類 1点 )、 琥珀

0 1lgな どが出土している。

土器 :(Ⅲ 一第38～34図、Ⅳ一写真図版30～ 31)土器35点掲載 (No642～ 676)。
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土製品 :(Ⅲ 一第290図 、Ⅳ―写真図版273)円 盤状土製品 1点 (No5541)。

石器 :(Ⅲ ―第307・ 407～408図 、Ⅳ―写真図版283・ 343～ 344)石鏃 1点 (No6167)、 尖頭器 1点

(No6168)、 磨製石斧 1点 (No7622)、 磨石 1点 (No7623)、 敲石 1点 (No7624)。

石製品 :(Ⅲ ―第485図 、Ⅳ―写真図版391)石刀類 1点 (No8529)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉の時間幅で捉えられる。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定

される。埋上で上記 したとお り、本遺構の上位に構築されているB Ⅱ u21住居跡 1号 (中期末葉)の

炉の掘 り方の精査中に、To―Cuを検出しているが、その位置やレベルから本遺構の埋土に伴う可能性

が極めて高い。従って、To―Cu降下期より古いと考えられる。

<年代測定 >埋土中出土炭化材より4,940± 100ЙC BPの測定値を得られている。

<特記事項 。その他 >床面で剥片が集中して出土 した。また、Q5か ら炭化物、焼土の分布が確認さ

れた。

<BI t22住居跡 3・ 4号 として取 り上げた遺物について>B Ⅱ t22住居跡 3・ 4号の遺物取 り上げ

に際 して、両者の出土遺物を層位的に区分できず一括 して取 り上げたものについて、B I t22住居跡

3・ 4号 として掲載する。以下のようである。

土器 9号袋 1袋分 (2.12kg)、 石器13点 (内訳 :石鏃 7点、尖頭器1点、石錐 1点、不定形石器 ?点、

ピェス・ェスキーュ 1点、磨石 1点 )、 琥珀 1.95gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第33図、Ⅳ―写真図版29)土器 1点掲載 (No641)。

石器 :(Ⅲ ―第309～ 310図 、Ⅳ―写真図版285)石鏃 7点 (No6211～ 6217)、 尖頭器1点 (No6219)、

石錐 1点 (No6218)、 不定形石器 2点 (No6220・ 6222)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No6221)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9551。

<BI t22住居跡 2～ 4号出土として取 り上げた遺物について>精査初期段階では数棟の竪穴住居跡

が並んでいる可能性を考え、B Ⅱ u22グ リッド付近については本遺構 とは別にB Ⅱ u22住居跡 1号 と

いう遺構名を付けて掘 り下げを行い、出土遺物についてもそれに準 じて取 り上げた経緯がある。精査

途中で本遺構 とB Ⅱ u22住居跡 1号は同一の大形住居であると判明し、B Ⅱ t22住居跡 4号で統一す

ることにし、B Ⅱ u22住居跡 1号 という遺構名は不採用として抹消 した。 しか しながら、B Ⅱ u22住

居跡 1号で取上げた遺物の中には、本遺構の床面よりかなり下まで掘 り下げた段階で取 り上げたもの

が一部ある。従って、本遺構より古期のB Ⅱ t22住居跡 2～ 3号の埋土～床面に伴 う遺物である疑い

のあるものが含まれる。これらの出土遺物は、B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号 として掲載する。以下のよう

である。

土器大コンテナ 2箱分 (43.59kg)、 石器144点 (内訳 :石鏃59点、尖頭器 3点、石錐 6点、石匙 9

点、不定形石器52点、磨製石斧 1点、磨石 8点、凹石 1点、砥石 1点、台石 1点、礫器 3点 )、 石製

品1点、動物遺存体 4シ ャーレ、琥珀364gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第34～35図、Ⅳ―写真図版3]～32)土器48点掲載 (No677～ 724)。

石器 :(Ⅲ 一第307～ 309・ 408図、Ⅳ―写真図版283～284・ 344)石鏃25点 (No6169～ 6178・ 6180～

6194)、 尖頭器 2点 (No6179・ 6195)、 石錐 2点 (No6196・ 6197)、 石匙 4点 (No6198～ 6201)、 不定形

石器 9点 (No6202～ 6210)、 磨製石斧 1点 (No7626)、 磨石 4点 (No7627～ 7630)、 砥石 1点 (No7631)、

台石 1点 (No7632)。

石製品 :(Ⅲ 一第485図 、Ⅳ―写真図版392)石刀類 1点 (No8531)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9007。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9543。

-72-



Ⅳ 検出された遺構

38 B I t23住居跡 1号 (Ⅱ 一第31・ 32図、 ■―写真図版34・ 35。 37)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱ t23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t22住居跡 2号の精査後に、地山を壁 とする西壁及び北壁側相当で壁溝を検出し

たことから、本遺構を認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ t23住居跡 4号 より新 しく、B Ⅱ t24住居跡 1号、B Ⅱ t23住居跡 2・ 3号 より古

しヽ。

また、明確な新旧関係を把握できなかったが、B Ⅱ t22住居跡 1号 より古いと推定される。

<主軸方向>南一北方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形若 しくは正方形 と推定される。長軸長5.3m、 短軸長3.5m

以上、床面積18.6r以上である。規模分類は中形住居 2である。

<埋土>1層黒褐色シル トを主体 とする。 la層や 2層 のあり方から人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床 >壁は西壁が外傾気味に立ち上がる。

床面はほぼ平坦である。 3層 とした暗褐色シル トは締まりが良い土質で、平面的には広が りを抑え

切れなかったが貝占床の可能性がある。

<柱穴 >床面で50個検出した。柱穴配列は規則性が窺えない。異遺構 (本遺構より新 しい時期の遺構 )

の柱穴を含んでいる可能性がある。

<付属施設>西壁際で壁溝 1条 を検出した。南壁側や北壁側では検出されていない。

<出土遺物 >土器小コンテナ1箱 (7.92kg)、 石器16点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、不定形石器 9点、

力持型スクレイパー 1点、磨製石斧 1点、磨石 1点、礫器 1点 )、 石製品 4点、動物遺存体 1シ ヤー

レなどが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第36図、Ⅳ一写真図版32～33)土器31点掲載 (No725～ 755)。

石器 :(Ⅲ ―第310,409図 、Ⅳ―写真図版285。 344)石鏃 1点 (No6223)、 不定形石器 1点 (h6224)、

力持型スクレイパー 1点 (No6225)、 磨製石斧 1点 (No7634)、 磨石 2点 (No7633・ 7635)。

石製品 :(Ⅲ 一第485～486図 、Ⅳ―写真図版393)瑛状 1点 (No8532)、 石棒類 2点 (No8533・ 8534)、

軽石製石製品 1点 (No8535)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420)No9022。

<時期 >重複遣構や出土土器から、前期前葉力持Ⅲ期若 しくはそれ以前 と推定される。相対的にTo

Cu降下期より古い。

39 B Ⅱ t23住居跡 2号 (Ⅱ ―第32図、 コー写真図版34・ 37)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱt22～ 23グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ t24住居跡 1号、B Ⅱ t23住居跡 3号 より古い。また、東側はB Ⅱ t23住居跡 1・

4号 と重複するが、本遣構が新 しいことが精査途中で判明した。よつて、本遺構の大部分は破壊 して

しまい、平面的にそれらと重複 しない西壁付近のみ図化できた。

<主軸方向>南―北方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >上述の通 り、西壁付近以外破壊 してしまったことで、平面形・規模 ともに

不明にある。径 3～ 4mの不整楕円形を呈するものと推定されるが、規模分類は不明とした。

<埋土>3層 に分層され、暗～黒褐色シル トを主体 とする。 1層 暗褐色シル ト層は、黄褐色ロームが

多量に混入する人為堆積層である。 2層 の暗褐色シル ト層には、黄褐色ロームの混入が確認できない

ものの、 1層 と同様に人為堆積層 と推定される。
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<壁・床 >残存する西壁は、壁高20cmを 測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。

床面は残存する部分は黄褐色ローム面、その東側はB Π t23住居跡 1・ 4号の埋上を床面とし、ほ

ぼ平坦である。

<柱穴>8個検出した。いずれも埋土はほぼ単層で黒褐色シル トを主体 とする。平面規模・深さ 。位

置などから、PP 7(深さ47.5cm)は 主柱の可能性が高い。

<出土遺物 >土器0.2kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第36図、Ⅳ―写真図版33)土器 1点掲載 (No756)。

<時期>遺構の重複関係、出土土器から前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。相対的にTo―Cu降下期より

古い。

40 BⅡ t23住居跡 3号 (Ⅱ ―第32図、 Ⅱ―写真図版34～37)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや北側のB Ⅱ s23～ t23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱt 22住居跡 2号の埋土を掘 り下げた際、本遺構を検出 した。本遺構の北 。東側の

壁に沿って壁溝が 1条巡る。 しか し、北側の壁溝は途中までの検出に留まる。

<新旧関係>B Ⅱ t23住居跡 1・ 2・ 4号より新 しく、B Ⅱ t24住居跡 1号、B Ⅱ t22土坑 1・ 3号、

B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >本遺構は重複する遣構などにほとんど壊され、平面形・規模は不明である。

残存する北 。東壁溝の様相から方形基調 と推定される。

<埋土>7層 に分層される。黒褐色シル トを主体 とする。各層 とも炭化物の混入が微量認められるこ

とから、人為層で併せて人為堆積層 と判断される。

<壁・床 >東壁の一部を検出した。垂直気味に立ち上がる。壁高は約20cmを 測る。

床面は黄褐色ローム面で検出しているが、一部、B Ⅱ t23住居跡 4号の埋土上面を床面 としている。

また、 5層 とした黒褐色シル ト層は非常に硬 く、貼床 と捉えられる。西から東へやや傾斜するが、ほ

ぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。どちらも北壁溝寄 りで検出してお り、主柱穴の可能性がある。埋土は黒～暗

褐色シル トを主体 とする。

<出土遺物 >土器 4号袋1/2袋分 (0.47kg)、 石器 2点 (内訳 :コ アAl点、磨石 1点 )、 石製品1点 な

どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第37図、Ⅳ一写真図版33)土器 4点掲載 (No757～ 760)。

石製品 :(Ⅲ ―第486図 、Ⅳ一写真図版393)瑛状 1点 (No8536)。

<時期>重複する遺構や出土土器から、前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。相対的にTo―Cu降下期より

古い。

41 B I t23住居跡 4号 (Ⅱ 一第31。 32図、Ⅱ―写真図版34～ 37)

<位置・検出状況>調査区中央部やや北側のB I t22～ t23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t23住居跡 1号の精査時に、床面 レベルの相違から認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ t23住居跡 1～ 3号、B Ⅱ u22土坑 3号 より古い。

<主軸方向>不明である。南一北方向と想定される。

<平面形・規模・床面積 >本遺構は重複する遺構や トレンチによりほとんどを壊されてお り、西壁付

-74-
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近 しか残存 していない。従って平面形・規模は不明である。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。西方向から流入 した自然堆積層 と推定されたが明確ではな

<壁・床 >残存する西壁は外にややひらきながら立ち上が り、壁高約40cmを 測る。

床面は黄褐色ローム面で、ほぼ平坦である。重複するB Ⅱ t23住居跡 1号の床面より、約40cm高

<柱穴>壁際から小柱穴を19イ回検出している。

<出土遺物 >土器0.19kg、 石器 1点 (コ アA不掲載)な どが出上 している。

上器 :(Ⅲ 一第37図、Ⅳ一写真図版33)土器 3点掲載 (XTo761～ 763)。

<時期 >重複遺構 との関係及び出土土器から前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。相対的にTo Cu降下期

より古い。

42 B Ⅱ t23住居跡 5号 (Ⅱ 一第33図、 Ⅱ一写真図版37)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱ t23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t23住居跡 1号の床面でプランを検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t23住居跡 1・ 6号より古い。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >本遺構は重複する遣構や トレンチにより、東側半分を破壊されているため、

平面形・規模の詳細は不明である。残存部から平面形は不整気味の隅九方形で、長軸長約3.5mと 推

定される。床面積は35r以上である。長軸のあり方から小形住居に分類 した。

<埋土>黄褐～褐色のロームブロックが多量に混 じる黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定

される。

<壁・床 >西壁と北壁の一部を検出した。ほぼ垂直に立ち上が り、壁高は約30cmを 測る。

床面は責褐色ロームで、ほぼ平坦である。

<炉 >本遺構のほぼ中央 と思われる場所から地床炉を検出した。一部 B I t23住 居跡 6号により破壊

されている。平面形は楕円形を呈 したと思われ、残存部で約35cmである。焼成は良好で、断面で 7

cmほ どの焼土層がみられる。

<柱穴>21個検出した。PP l、 PP16は主柱穴 と思われ、径約30cmを 測る。埋土は黒褐色シル トを主

体 とし、ほぼ単層であつた。

<付属施設 >壁溝は 1条検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋3/4袋分 (0 6kg)、 土製品 1点、石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土

している。

土器 :(Ⅲ 一第37図、Ⅳ一写真図版33)土器 4点掲載 (胞764～ 767)。

土製品 :(Ⅲ 一第290図 、Ⅳ一写真図版273)円盤状土製品 1点 (No5542)。

<時期>重複する遺構や出土土器から前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。相対的にTo―Cu降下期 より古

ヤヽ。

43 BⅡ t23住居跡 6号 (Ⅱ ―第33図、 Ⅱ―写真図版37)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや北側のB Ⅱ s23～ t23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t23住居跡 5号の精査中に炉跡を裁る別住居のプランを検出し認知した。
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<新旧関係>B Ⅱ t23住居跡 5号 より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1号、B Ⅱ t24住居跡 ユ号より古い。

<主軸方向>南 一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >B Ⅱ u24住居跡 1号にほとんどを壊され、また北側は斜面地のためか壁 も

壁溝 も検出されていない。従って西壁の一部 と北側の床面一部を検出したにすぎない。平面形 。規模

ともに不明である。

<埋土>5層 に分層 され、黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・床>残存する西壁は約20cmを 測 り、やや外にひらきながら立ち上がる。

床面は黄褐色ローム面で検出した。ほぼ平坦であったが、北側はやや東に傾斜 している。

<柱穴>4個検出した。位置や規模からPP 2・ 4は主柱穴の可能性がある。埋土は黒褐色シル ト主

体でほぼ単層である。

<付属施設>西壁沿いに壁溝を一部検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 とのから前期前葉の時間幅で捉えられる。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。併せて、

相対的にTo―Cu降下期 より古い。

44 BⅡ t24住居跡 1号 (Ⅱ ―第33・ 34図、Ⅱ―写真図版38。 39)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱ t24グ リッドに位置する。

検出状況は、暗褐～黒掲色シル トの方形気味に広がるシミを検出し、竪穴住居跡の存在が想定され

た。平面プランは明瞭ではなかったが、本遺構を裁るB Ⅱ u24住居跡 1・ 2号の西壁の土層観察によ

り認知 した。

<新旧関係 >B I t24住居跡 2号、B Ⅱ t23住居跡 1～ 3号 より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1～ 4号 よ

り古い。

新 しい方から以下のような新旧関係が想定される。B Ⅱ u24住居跡 1号→ B Ⅱ u24住居跡 2号→ B

Ⅱ u24住居跡 3号→ B Ⅱ u24住居跡 4号→ B I t24住居跡 1号→ B Ⅱ t24住居跡 2号→ B Ⅱ t23住居

跡 1～ 3号

<主軸方向>不明である。南一北方向の可能性が考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調で、長方形若 しくは方形 と推定される。規模は、長軸長

約4.2m、 短軸長3.2m以上、床面積12.8r以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>暗褐～黒褐色シル トを主体 とする。西壁際に責褐色ロームを主体 とした堆積層がみられる。

人為堆積層と推定される。

<壁・床 >壁 は外傾気味に立ち上がる。壁高は、西～南壁が最大で80cm程である。床面はほぼ平坦

である。

<柱穴>壁際にみられる小柱穴を含め12個 を検出した。柱穴の深 さからは、PP l(39,7cm)、 PP 3

(69,4cm)、 PP4(34.lcm)、 PP 8(41 6cm)、 PP10(59 1cm)な どが、主柱若 しくは副柱 と考えられ

る。

<付属施設>床面より、方形状の特殊土坑を検出した。この特殊土坑は、南壁際から住居中央にかけ

て、南北12m程、東西1.5m以 上 (東側はB Ⅱ u24住居跡 1号に破壊を受けている)の方形基調であ

る。精査当初は、本遺構の下位に古期の住居が存在するものと想定された。土層断面の観察から、竪

穴の埋土下位 と同様の黒褐色シル トが堆積することから、竪穴本体 と同時に埋まったことが判明した。

床面からの深さは10cm弱 である。
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<出土遺物 >土器大コンテナ 8箱分 (172.87kg)、 石器50点 (内訳 :石鏃20点、石錐 3点、石匙 3点、

不定形石器15点 、磨石 7点、敲石 1点、礫器 1点 )、 石製品 5点 (内訳 :石刀類 1点、石棒類 2点、

岩偶 1点、不明石製品 1点 )、 琥珀3.34gな どが出土 している。埋土下位付近で、一括気味の土器が多

数出土 した。第Ⅱ分冊第34図 には、まとまり毎にpl～ p13を添付 して示 した。また、土器とともに

人頭大の花商岩が多量に出土 していることから、一部併せて図示 した。

土器 :(Ⅲ 一第37～42図 、Ⅳ―写真図版34～ 38)土器83点掲載 (h768～ 850)。

石器 :(Ⅲ 一第310～ 3]]・ 409図 、Ⅳ一写真図版285,345)石鏃 8点 (No6226～ 6233)、 石錐 1点

(No6234)、 石匙 2点 (No6235・ 6236)、 不定形石器 2点 (No6237・ 6238)、 磨石 2点 (No7636・ 7637)、

敲石 1点 (No7638)。

石製品 :(Ⅲ ―第486図 、Ⅳ一写真図版393)石刀類 1点 (No8538)、 石棒類 1点 (No8537)、 岩偶 1

′点 (No8539)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、出土土器の主体は前期中～後葉である。ただし、

土坑からは前期前～中葉の上器が出上 している。よって、廃絶時期は力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。そ

して、遺物の廃棄が活発 に行われたのは、やや後出の力持Ⅳ～V期 と考えられる。また、相対的に

To Cu降下期より古い時期に構築されたと捉えられる。

<年代測定 >床面直上出土炭化材から5,400± 110MC BPの 測定値を得 られている。

45 BI t24住居跡 2号 (Ⅱ ―第34図、 Ⅱ―写真図版40)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱ t24グ リッドに位置する。

検出状況はB Ⅱ t24住居跡 l号床面下位で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t24住居跡 1号 より古い。

<建替え>壁溝を2条検出していることから、最低 1回 の建替えが行われている。壁溝の堆積土の違

いなどから、外狽1の壁溝が新 しいことがわかる。よって、拡張されていると推定される。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >南～西側の壁溝の連続性から平面形は方形基調 と捉えられる。規模は不明

である。

<坦土>黒褐色シル ト、褐～黄褐色ロームなどがみられる。人為堆積層である。第Ⅱ分冊第34図 には、

本遺構上位に構築されているB Ⅱ t24住居跡 1号の床面からの土層断面図を明示 した。その中で、 1

層・ 5a層 ・ 6層 はB Ⅱ t24住居跡 1号の貼床上の可能性がある。

<壁 ・床 >壁は残存 していない。床面は西から東に向かって穏やかに傾斜する。

<柱穴>5個検出した。その中で深さ30cm以上を測るPP 2(39.5cm)、 PP 5(31.5cm)は 主柱に関

係すると考えられる。

<付属施設>壁溝を2条検出した。内側の壁溝は 5層 黄褐色ロームにより埋め戻されているのに対 し

て、外側の壁溝は 5a層黒褐色シル トで埋め戻されている。外側の壁溝にみられる 5a層 は、BⅡ t

24住居跡 1号構築に伴い埋め戻 されていると想定される。

<出土遺物 >土器0,14kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第42図、Ⅳ一写真図版38)土器 2点掲載 (No851・ 852)。

<時期 >力持Ⅲ期 ?と 推定される。相対的にTo Cu降 下期より古い。
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46 BI t25住居跡 1号 (Ⅱ ―第35。 36図、Ⅱ―写真図版41)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のB Ⅱ s25～ t25・ BⅢ sl～ tlグ リッドに位置する。

検出状況はB Ⅱ t25列石 1号の精査終了後、その下位の黒褐色シル ト層 を除去 した段階で、壁溝や

柱穴を検出し、複数からなる竪穴住居群 として認知 した。ただし、面的に新旧関係を把握できる状況

になく、個々の住居 として認知できたのはⅧ層黄褐色ローム中まで下げた段階である。

B Ⅱ t25～ BⅢ tlグ ッド付近にみられる壁溝をB Ⅱ t25住居跡 1～ 4号 と命名 し、B Ⅱ u25～ B
Ⅲulグリッドにみられる壁溝をB Ⅱ u25住居跡 1～ 4号 と命名 した。なお、斜面下方の東側は、近

現代の畑造成時に破壊されている。

<新旧関係 >B Ⅱ t25住居跡 2～ 4号より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 2号、B Ⅱ t25列石 1号、 BⅢ s

l住居跡 2号、B Ⅱ t25埋設土器 2号、BⅢ tl埋設土器 1号、BⅢ sl埋設土器 1号 より古い。

新 しい順に変遷を示すと、B Ⅱ u24住居跡 2号→ B Ⅱ t25列石 1号→ BⅢ sl住居跡 2号→ BⅡ t

25埋設土器1号 ≒BⅢ sl埋設土器1号→ B Ⅱ t25住居跡 1号→ B Ⅱ t25住居跡 2～ 4号 となる。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形 。規模 。床面積 >平面形は隅九方形若 しくは楕円形 と推定される。規模は不明であるが、地

床炉の検出位置が竪穴中央付近 と想定 した場合、短軸長は4.4m前後と推定される。

<埋土>締まりの良い黒褐色シル トを主体 とする。西若 しくは南西方向からの自然堆積層 と推定され

たが明確ではない。

<壁・床 >壁は、西壁が外傾気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<炉 >60× 50cm程の楕円形に広がる焼土を検出し、地床炉 と判断した。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第35図 には、 B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号・ B Ⅱ u25住居跡 1～ 3号まで柱穴名はPP

l～ PP65の通 しNoを 付 した。本遺構に伴 うのは 3個で、PP l～ 3と 命名 した。何れも壁溝内にある

小柱穴である。

<付属施設>壁溝 1条を検出した。

<出土遺物 >土器小 コンテナ 1箱分 (7.62kg)、 土製品 1点、石器 7点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石

器 3点、磨石 3点 )、 石製品 1点 (不明石製品不掲載)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第42～43図、Ⅳ―写真図版39)土器 9点掲載 (No853～ 861)。

土製品 :(Ⅲ ―第290図、Ⅳ―写真図版273)土偶 1点 (NQ5543)。

石器 :(Ⅲ ―第31i図、Ⅳ―写真図版386)石鏃 1点 (No6239)、 不定形石器 2点 (No6240・ 6241)。

<時期>重複するBⅢ tl埋設土器 1号 (円筒下層 dl式)よ り古いことは確実である。前期末葉力

持Ⅵ期と推定される。

47 BⅡ t25住居跡 2号 (Ⅱ ―第35・ 36図 、Ⅱ―写真図版41)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のB Ⅱ t25～ u25・ BⅢ tl～ ulグ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記載 したとお りである。

<新旧関係>B Ⅱ t25住居跡 3。 4号より新 しく、B Ⅱ t25住居跡 1号、B Ⅱ t25土坑 1号 より古い。

また、B Ⅱ u25土坑 1号 との新旧関係は明確ではないが、出土土器で検討 した結果からは本遺構が

若千古い可能性がある。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。自然堆積なのか人為堆積なのか判別できなかった。
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<壁・床 >壁は検出されていない。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>6個検出した。PP 4～ 9ま でが本遺構に伴 う。

<付属施設>壁溝 1基を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋2/3袋分 (0.52kg不 掲載 )、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、磨石 2点、台石 1点 )

などが出上 している。

石器 :(Ⅲ ―第409図、Ⅳ―写真図版345)磨石 1点 (No7639)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉の時間幅でおさまる。出土土器は前期末葉～中期初頭である。

前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

48 BI t25住居跡 3号 (Ⅱ ―第35。 36図、Ⅱ―写真図版41)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のB Ⅱ t25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記載 したとお りである。

<新旧関係 >B Ⅱ t25住 居跡 4号、B Ⅱ u25住居跡 1～ 4号 より新 しく、B Ⅱ t25住居跡 1・ 2号、

B Ⅱ t25埋設土器 1・ 2号より古い。

<主軸方向>南一北方向をみる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形である。規模は、長軸長10m以上、短軸長 3m以上で

ある。

床面積などは推定不可能であるものの、長軸のあり方から規模分類は大形住居に分類 した。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第36図 △―A'、 B― B'、 C― C'D― D'ベル トの 1～ 6層が本遺構に伴 う埋土

と捉えられる。西方向からの自然堆積層 と推定されるが明確ではない。

<壁・床 >壁 はタト傾気味に立ち上がる。壁高は最大で60cmである。床面は平坦である。

<柱穴 >25個検出した。PP10～ 34ま でが本遺構に伴 う。

<付属施設>壁溝が 1条検出された。

<出土遺物 >土器小 コンテナ 2箱分 (15 77kg)、 土製品 1点、石器23点 (内訳 :石鏃 6点、尖頭器 2

点、石匙 1点、不定形石器 5点、コアAl点、磨製石斧 1点、磨石 4点、凹石 1点、砥石 1点、コア

Bl点 )、 石製品 1点、琥珀1.28gな どが出土 している。琥珀は、西壁際～北壁際に相当する位置で

出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第43～44図 、Ⅳ―写真図版39～40)土器34点掲載 (比862～ 895)。

土製品 :(Ⅲ 一第290図 、Ⅳ―写真図版273)ミ ニチュア土器 1点 (No5544)。

石器 :(Ⅲ ―第3ii～ 3]2・ 409図、Ⅳ―写真図版286・ 345)石鏃 5点 (No6242～ 6246)、 尖頭器 1点

(No6247)、 不定形石器 2点 (h6248・ 6249)、 磨製石斧 1点 (No7640)、 磨石 2点 (No7641・ 8540)、

凹石 1点 (No7642)、 砥石 1点 (No76喝 )。

石製品 :(Ⅲ ―第486図、Ⅳ―写真図版394)軽石製石製品 1点 (No8541)。

<時期 >重複遺構 と出土土器から、前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

49 B I t25住居跡 4号 (Ⅱ ―第35'36図、エー写真図版41)          
｀

<位置・検出状況 >調査区中央部北束のB Ⅱ t25～ u25・ BⅢ tl～ ulグ リッドに位置する。検出

状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記載 したとお りである。

<新旧関係>B Ⅱ u25住居跡 1～ 4号より新 しく、B Ⅱ t25住居跡 1～ 3号 より古い。

<主軸方向>不明である。
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1 竪穴住居跡

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黄褐色ロームが混 じる暗褐色シル トによる単層である。人為堆積層である。

<壁・床 >壁は検出されていない。

<柱穴>8個検出 した。突出 して深いPP38(50 0cm)、 PP39(55,Ocm)、 PP40(80 1cm)、 PP41

(48,3cm)は主柱に関係する柱穴 と考えられる。

<付属施設>壁溝を 1条検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋2/3袋分 (0.57kg)、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 3点 )、 石製品1点、動物遺

存体 2シ ャーレなどが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第44図 、Ⅳ一写真図版40)土器 5点掲載 (No896～ 900)。

石器 :(Ⅲ 一第312図 、Ⅳ―写真図版286)不定形石器 1点 (No6250)。

石製品 :(Ⅲ 一第486図、Ⅳ―写真図版394)攻状耳飾 1点 (No8542)。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版420)No9023。

<時期 >出土遺物や重複遺構 との関係から前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

<B I t25住 居跡 2～ 4号として取 り上げた遺物 >B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号は、ほぼ同一の検出面で

あったことから、遺物の取 り上げ時に一括 したものをここで補足する。

<出土遺物 >石器 3点 (石鏃 2点、力持型スクレイパー 1点)が出上 している。

石器 :(Ⅲ ―第312図、Ⅳ―写真図版286)石鏃 2点 (No6251・ 6252)、 力持型スクレイパー1点 (No

6253)。

50 B Ⅱ u20住居跡 1号 (Ⅱ ―第37図、 Ⅱ―写真図版42)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u20～ v20グ リッドに位置する。

検出状況は、国道45号法面続 きの斜面地の上層観察から、竪穴住居跡の存在が想定され、東西方向

に トレンチを設定 し、その土層断面の観察から認知 した。

<新旧関係 >B E t20住居跡 3号、B Ⅱ u20住居跡 2号 より古い。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >東側は削平が著 しいものの、隅九方形 (長方形状P)と 推定される。規模

は不明である。

<埋土>暗褐色シル トと黒掲色シル トが互層気味に堆積する。西側 より流入 した自然堆積層 と推定さ

れる。

<壁・床 >壁は直立気味である。床面は平坦である。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.64kg)、 石器 3点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 1点 )、 石製品 1

点 (石棒類不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第44図、Ⅳ一写真図版4i)土器 2点掲載 (No901,902)。

<時期>重複遺構 との関係は中期後葉より古い。出土土器は中期前～中葉である。中期前～中葉力持

Ⅶ～Ⅷ期 と推定される。

<年代測定 >床面出土土器901の付着煤より4,430± 3伊4c BPの測定値が得 られている。

51 B Ⅱ u20住居跡 2号 (Ⅱ ―第37図 、Ⅱ―写真図版42)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20グ リッドに位置する。東半部は既に削平 されてい

る。
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<新旧関係>B Ⅱ u20住居跡 1号、B Ⅱ u20土坑 6。 7号、B Ⅱ u21土坑 1,10号より新 しく、 BⅡ

u21住居跡 4号 より古い。

<主軸方向>東―西方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積 >残存部から平面形は円形 と推定される。規模は不明である。

<埋土>暗褐色シル トと黒褐色シル トが互層気味に堆積する。西若 しくは南西方向からの自然堆積層

と判断される。

<壁 ・床 >壁は外傾 して立ち上がる。壁高は約55cmで ある。床面は平坦で、炭化物の広が りが確認

される。

<炉 >石囲炉を検出した。東側の一部は国道45号法面建設に伴い破壊されているが、本来は方形気味

に囲われていたと推定される。炉底は床面から約 5cm弱 と推定されるが、炉内の焼土は約10cmの 厚

さで形成されている。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0.91kg)、 石器 1点 (砥石不掲載)が出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第44図 、Ⅳ一写真図版4i)土器 2点掲載 (No903・ 904)。

<時期 >出土土器は中期後葉大木 9式である。中期後葉力持 X期 と推定される。

<その他 >床面の炭化物の散布状況から焼失住居 と考えられる。

52 B I u21住居跡 1号 (Ⅱ ―第37・ 38図、 エー写真図版43・ 44)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ u21～ 22,v21～ 22・ w21～ 22グ リッドに位置する。

検出状況は、多量の炭化材を含む黒褐色シル トの広が りを認知 したことによるが、西側はⅧ層黄褐

色ロームを地山とし黒褐色シル トの広が りが明瞭であるのに対 して、中央～東側は下位のB Ⅱ t22住

居跡 4号の埋土中に構築されているため平面プランの把握は困難を極めた。精査方法は、比較的明瞭

に掴める西側から竪穴の平面プランを推定 し、その中央部に十字の上層ベル トを設定 し、その上層ベ

ル ト沿いに幅約20cmの トレンチを入れた。その結果、複数時期の竪穴住居跡の存在を認知 した。

追記 として、平面プランが明瞭ではなかったことから、遺物の取 り上げはB Ⅱ u21住居跡 1号 とし

て扱った。よって、本来はB Ⅱ u21住居跡 2・ 3号 に帰属する可能性がある遺物 も、本遺構出土 とし

て一括 した経緯がある。

<新旧関係 >B Ⅱ u21住居跡 2～ 6号、B Ⅱ u21土坑 3号 (力 持Ⅶ期 )、 B Ⅱ u22土坑 2号 (力持Ⅷ

期 )、 B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 (力 持Ⅲ～Ⅳ期)よ り新 しい。

本遺構は、中期末葉の時間幅の中で、B Ⅱ u21住居跡 6号から継続する 6時期の変遷が推定 され、

その最 も新 しい段階と捉えられる。古い方から変遷を示す と、B Ⅱ u21住居跡 6号→ B Ⅱ u21住居跡

5号→ B Ⅱ u21住居跡 4号→ B Ⅱ u21住居跡 3号→ B Ⅱ u21住居跡 2号→ B Ⅱ u21住居跡 1号の順 と

なる。また、下位に前期前～中葉の大形住居 (B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号)が所在する。

<建替え>炉や貼床の状況から最低でも3時期の変遷が窺える。また、上述のとお りB Ⅱ u21住居跡

6号からB Ⅱ u21住居跡 1号 (本遺構)にかけて、最低 5回の建て直しが行われていると捉えられる。

なお、B Ⅱ u21住居跡 4号からB Ⅱ u21住居跡 3号に変遷する段階で床面の嵩上げ (整地)が行われ、

B Ⅱ u21住居跡 1・ 2号はB Ⅱ u21住居跡 3号床面より深 く掘 り込んで床面を構築 している。また、

B Ⅱ u21住居跡 3号→ B Ⅱ u21住居跡 2号→ B Ⅱ u21住居跡 1号 と変遷する過程で、竪穴の占地が少

しずつ北西側に移動する。

<主軸方向>最 も残 りの良い炉 3の あり方からは、東一西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は多角形 (8角形気味)である。規模は、長軸長 (南 一北)5.2m、
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1 竪穴住居跡

短軸長 (東一西)5m、 床面積は23,7ぽ である。中形住居 2に分類 した。

<埋土>黒～黒褐色シル トである。西側から流入 した自然堆積層 と推定されたが、明確には掴めなか

った。

<壁・床 >壁は外傾気味に立ち上がる。床面はやや凹凸があ り、また西～東に向かってやや傾斜す

る。

<炉 >炉は 3基検出した。検出レベルはそれぞれ若千の高低差があり、高いレベルから炉 1～炉 3と

命名 した。

この 3基が同時存在なのか、新旧があるのかは不明である。

炉 1は石囲炉で、住居北壁に寄った位置で検出 した。検出レベルは炉 3よ り10cm高い。炉石は方

形気味に囲われている。炉底は、床面から約 8cmの深さにある。炉内にみられる焼土は、発達が悪

▼ヽ。

炉 2は、焼土のみで住居中央付近で検出した。付近からは炉石の抜き取 り痕は見つかつていないこ

とから、地床炉と判断 してお く。

炉 3は石囲炉で、東壁に寄った位置で検出した。炉石は、方形気味に配置される。炉の構築過程は、

先に床面から30cmほ どの深さで楕円形気味に掘 り、その後褐色シル トで整地 した後に、設置する炉

石の大 きさに即 した掘 り方が設けられる。炉石は、西側及び南北両側は30～ 50cmの大 きめな花聞岩

を扁平気味に整形 し、地面に刺さる先端を先鋭気味に仕上げた上で、設置されている。東側 (斜面下

方)は一部整形 した礫を用いる部分 もあるが、全般に小さめの自然礫が設置されている。炉内に見 ら

れる焼土は、床面から10～ 30cm下 にみられ (炉石の掘 り方に限 りなく近いレベル)、 発達は非常に良

好である。なお、炉の掘 り方の下位 よりTo―Cuを検出している。このTo―Cuは 、本遺構の下位にある

B Ⅱ t22住居跡 4号に伴う可能性が高い。

<柱穴>25個検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ4箱分 (90.78kg)、 土製品 7点、石器48点 (内訳 :石鏃14点、尖頭器 3

点、石匙 2点、不定形石器10点、力持型スクレイパー 1点、コアA4点、磨製石斧 3点、半円状扁平

打製石器 1点、磨石 8点、敲石 1点、礫器 1点 )、 石製品 5点 (内訳 :石棒類 2点、円盤状石製品 1

点、不明石製品 1点、軽石製石製品 1点 )、 動物遺存体 2シ ャーレなどが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第45～47図、Ⅳ―写真図版4i～43)土器59点掲載 (No905～ 963)。

土製品 :(Ⅲ ―第290～ 29i図 、Ⅳ一写真図版273)ミ ニチュア土器 3点 (No5545～ 5547)、 円盤状土

製品4点 (No5548～ 5551)。

石器 :(Ⅲ 一第3i2～ 313・ 410図、Ⅳ―写真図版286～ 287・ 345)石鏃 7点 (No6254～ 6260)、 尖頭

器 2点 (No6261・ 6262)、 石箆 1点 (No6263)、 不定形石器 4点 (No6264～ 6267)、 力持型スクレイパ

ー 1点 (醜6268)、 磨製石斧 2点 (No7644・ 7645)、 半円状扁平打製石器 1点 (No7646)、 磨石 5点

(No7647～ 7651)。

石製品 :(Ⅲ ―第487図 、Ⅳ―写真図版394)石棒類 2点 (h8543・ 8544)、 軽石製石製品 1点 (No

8545)。

<時期 >出土土器は中期末葉 を主体 とする。中期末葉力持�期 と推定 される。

53 B Ⅱ u21住居跡 2号 (Ⅱ ―第37・ 38図、 Ⅱ―写真図版43・ 44)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西側の B Ⅱ u21～ u22・ v21～ 22。 w21～ 22グ リッ ドに位置す

る。
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検出状況は、B Ⅱ u21住居跡 1号の精査時に、A― A'ベル トの観察から認知した。床面はBⅡ u

21住居跡 1号の床面とほぼ同じレベルにある。

<新旧関係>B Ⅱ u21住居跡 3～ 6号、B Ⅱ u21土坑 3号 (力持Ⅶ期 )、 B Ⅱ u22土坑 2号 (力持Ⅷ

期)、 B Ⅱ v22土坑 1号 (力持Ⅶ期)、 B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 (力持Ⅲ～Ⅳ期)よ り新しく、BⅡ u

21住居跡 l号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積>平面形、規模ともに不明である。

<埋土>黒褐色シルト主体で炭化材が多量に入る。人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床>壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>PP 8・ 19・ 20の 3個検出した。

<出土遺物>土器 4号袋4/5袋分 (0,64kg不 掲載)、 石器 1点 などが出土している。

石器 :(Ⅲ ―第3i3図、Ⅳ一写真図版287)石鏃 1点 (No6269)。

<時期>出土土器は中期末葉である。中期末葉力持�期と推定される。

<その他>炭化材の残り具合から焼失住居と捉えられる。

54 B Ⅱ u21住居跡 3号 (Ⅱ ―第37・ 38図、Ⅱ―写真図版43。 44)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ u21～ 22・ v21～ 22。 w21～ 22グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u21住居跡 2号に伴う炭化材を除去後に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ u21住居跡 4～ 6号、B Ⅱ u21土坑 1・ 3～ 6号、B Ⅱ v22土坑 l号、B Ⅱ w22土

坑 4号 より新しく、B Ⅱ u21住居跡 1・ 2号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積>平面形は多角形と推定される。規模は不明である。

<埋土>黄褐色ロームと暗褐色シルトの混合上で締まりの良い土質である。人為堆積層である。

<壁・床>壁は外傾 して立ち上がる。壁高は10～ 15cmで ある。床面は平坦で、所々貼床が施されて

いる。また、本遺構下位に所在するB Ⅱ u21住居跡 4号を埋め戻 した時分の整地層と推定される部分

がある。

<柱穴>PP28。 PP29の 2個が本遺構に伴う。PP28が69.9cm、 PP29が98.3cmで 、何れも柱穴深度は

深い。

<出土遺物>石器 2点 (内訳 :磨石 1点、礫器 1点)が出上している (不掲載)。

<時期>出土遺物は中期末葉である。中期末葉力持X期 と推定される。

55～57 B Ⅱ u21住居跡 4～ 6号 (Ⅱ ―第38・ 39図、Ⅱ―写真図版45)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ u21～ 22・ v21～ 22・ w21～ 22グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u21住居跡 1～ 3号の床面下位より、石囲炉を検出し認知した。B Ⅱ u21住居跡

4～ 6号は、 3時期の変遷が確認された。実際の精査時は、建替えではなく、建て直しと考えられた

ため、個々に住居名を付した経緯がある。ただし、残存状態の問題もあり、一括して記述し第Ⅱ分冊

第39図 にも合せて図化し示した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ u21土坑 3～ 6号、B Ⅱ u22土坑 2号より新しく、BⅡ

u21住居跡 1～ 3号より古い。

<主軸方向>南一北方向である。
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<平面形・規模・床面積>B Ⅱ u21住居跡 4号は、平面形が多角形 (六角形 ?)で、規模は壁溝から

推定 して 6m前後と捉えられる。床面積は264♂で、中形住居 2に分類される。

B Ⅱ u21住居跡 5号は、平面形は多角形を呈 し、規模は6m前後、床面積は約30.2♂ で、中形住居

1に分類される。

B Ⅱ u21住居跡 6号は、平面形は多角形で、規模は 5× 4.7m、 床面積は約18.1♂で、中形住居 2に

分類される。

平面形は 3棟ともに多角形を呈する。床面積は、B Ⅱ u21住居跡 6号からB Ⅱ u21住居跡 5号に建

て直 しする際に拡張が行われている。次のB E u21住居跡 5号からB Ⅱ u21住居跡 4号に建て直 しす

る際は縮小 されていると捉えられる。

<埋土>本遺構に伴う埋土は締まり密の暗褐色シル トであるが、局所的に残存するのみで、ほとんど

が上位のB Ⅱ u21住居跡 1号の貼床で覆われていた。

<壁 ・床 >壁は残存状態が悪 く、明確ではないが外傾気味に立ち上がる。

床面は、B Ⅱ u21住居跡 4～ 6号 とも同一レベルと判断された。西側がⅧ層黄褐色ロームで、東側

はB Ⅱ t22住居跡 1号の埋土中を床面 とする。やや凹凸がある。

<炉 >検出された炉はB Ⅱ u21住居跡 4号に伴 うもので、B Ⅱ u21住居跡 5。 6号は、既に消失 した

ものと捉えられる。破壊が著 しいものの、長軸を南一北方向とする複式炉である。竪穴中央付近は炉

石が抜 き取られ焼上のみが残存する。この焼土は現地性で焼成状況は良好である。南壁側は石組みが

確認できる状態で残存 していた。位置から考えて複式炉の前庭部に相当する。この石囲部下位は石敷

がされいる。状況としては、偏平気味の花商岩を隙間なく敷き詰められてお り、石敷の中心部に焼成

の悪い焼土が認められる。

<柱穴>B Ⅱ u21住居跡 4～ 6号合せて47個検出した。

<付属施設 >壁溝 1条 を西側で検出された。

<B Ⅱ u21住居跡 4号出土遺物 >土器小 コンテナ7/8箱分 (6 65kg)、 石器12点 (内訳 :石鏃 1点、不

定形石器 2点、磨製石斧 3点、磨石 4点、敲石 1点、砥石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第47～48図、Ⅳ―写真図版43～44)土器 8点掲載 (No964～ 971)。

石器 :(Ⅲ 一第313,4iO～ 4i]図 、Ⅳ―写真図版 287・ 346)石鏃 1点 (No6270)、 不定形石器 1点

(No6271)、 磨製石斧 3点 (No7652～ 8654)、 磨石 3点 (No7655。 7656・ 7659)、 敲石 1点 (No7657)、

砥石 1点 (No7658)。

<B I u21住 居跡 5号出土遺物 >土器0.22kg(不 掲載)が出上 している。

<B Ⅱ u21住居跡 6号出土遺物 >土器0,14kg(不 掲載 )、 石製品1点 などが出上 している。

石製品 :(Ⅲ ―第487図 、Ⅳ―写真図版394)石刀類 1点 (No8546)。

<時期>B Ⅱ u21住居跡 4～ 6号全て中期末葉力持�期 と推定される。

58 B Ⅱ u21住居跡 7号 (Ⅱ ―第40図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u21グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u21土坑 8号の完掘作業中に、壁の一部を検出し認知 した。国道45号法面建設に

伴い、竪穴住居跡の大半は削平され、西壁が一部残存するのみである。

<新旧関係>B Ⅱ u20住居跡 2号、B Ⅱ u21住居跡 8号 より古い。B Ⅱ t21土坑 6号、B Ⅱ u21土坑

8号 との新旧関係は明確ではない。

<主軸方向>不明である。
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<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調 と推定されるが、明確ではない。

<埋土 >第40図 11～ 12層が本遣構に伴 う。暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は外傾気味に立ち上がる。床面は平坦である。

<柱穴>3個検出した。PP lが 42.3cm、 PP 2が47.7cmで、何れもかなり深い。PP 3は計測値 を遺漏

し不明にある。

<出土遺物 >土器0 04kg(不掲載)が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉 より古い。状況から、前期末葉力持Ⅵ期 と推定 してお くが、

明確ではない。

59 B Ⅱ u21住居跡 8号 (Ⅱ ―第40図 )

<位置 。検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ u21グ リッドに位置する。

検出状況は、直立 した円筒下層 d式土器が出土 したことから、周辺を面的に掘 り広げて認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u20住居跡 2号より古 く、B Ⅱ u21住居跡 7号 より新 しい。 B Ⅱ t21土坑 6号、B

Ⅱ u21土坑 8号 との新旧関係は明確ではない。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調 と推定されるが、明確ではない。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。壁高は約 lmである。床面はやや凹凸がある。

<柱穴>1個検出した。深さは、PP lが20.6cmである。

<付属施設>北壁側のみ壁溝が検出された。

<出土遺物 >土器小コンテナ3/5箱分 (4.84kg)が出土 している。

土器 :(I一第48図、Ⅳ―写真図版44)土器 1点掲載 (No972)。

<時期 >出土土器は前期末葉円筒下層 d式である。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

60 B Ⅱ u23住居跡 1号 (Ⅱ ―第40・ 41図、 Ⅱ―写真図版46)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや北側のB Ⅱ u23～ v23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t22住居跡 1号の床面下より検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ v23住居跡 1号、B Ⅱ u22土坑 1号、B Ⅱ u24土坑 3号、

B Ⅱ v23土坑 1号、B Ⅱ v24土坑 3・ 5号より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形 。規模・床面積 >平面形は台形状 を呈する。規模は、長軸長 5m以上、短軸長は2.2～ 4m、

床面積は114♂以上である。中形住居 2に分類される。

<埋土 >黒褐色シル トと暗褐色シル トを主体に、所々に黄褐色ロームがみられる。人為堆積層 と推定

される。

<壁・床 >壁 は確認できなかった。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>36個検出した。

<付属施設>北壁の一部分に壁溝がみられる。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.72kg)、 石器 4点 (内訳 :不定形石器 4点 )、 石製品1点 などが出

土 している。なお、重複遺構 との関係から、974大木 8a式の完形土器は異時期 と判断される。

土器 :(Ⅲ 一第48図、Ⅳ―写真図版44)土器 6点掲載 (No973～ 978)。
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石器 :(Ⅲ ―第313図 、Ⅳ―写真図版287)不定形石器 2点 (h6272・ 6273)。

石製品 :(Ⅲ 一第487図、Ⅳ―写真図版394)瑛状耳飾 1点 (配8547)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前～中葉より古い。出土土器は前期前葉を主体 とする。前期前葉

力持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い可能性が極めて高い。

61 B Ⅱ u23住居跡 2号 (Ⅱ ―第41図、 Ⅱ―写真図版47)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ t23～ u23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t23住居跡 1号の精査中に、その東側で黒褐色シル トの不明瞭な広が りを検出し

たことによる。周辺の上層観察の結果、B Ⅱ u24土坑 1号の北壁で本遺構の床面が確認された。

<新旧関係>B Ⅱ u23住居跡 3号 より新 しく、B Ⅱ t23住居跡 1号、 B Ⅱ u23住居跡 1号、B Ⅱ u24

住居跡 1号、B Ⅱ u24土坑 1号 より古い。

<主軸方向>南一北方向と推定されるが、明確ではない。

<平面形・規模・床面積 >本遺構は、北 。南 。東側を他の遺構により壊 されてお り、平面形は不明で

ある。残存する西壁が南北にほぼ直線的に延びることから、長方形 と推定される。規模は不明であ

る。

<埋土>黒褐色シル ト、暗褐色シル ト、黄褐色ロームが混 じる。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >残存する西壁は、壁高が15～ 20cmで外傾気味に立ち上がる。床面は黄褐色ローム面で検

出した。ほぼ平坦である。

<柱穴 >柱穴は10個検出 した。柱穴の深 さや位置から、PP l(18。 9cm)、 PP 6(15.5cm)、 PP 9

(15。7cm)は 主柱の可能性が高い。

<出土遺物>石器 1点 (不定形石器不掲載)が出土 した。

<時期>重複遺構 との関係は前期前葉より古い。前期前葉力持Ⅲ期若 しくはそれ以前 と推定される。

併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

62 B Ⅱ u23住居跡 3号 (Ⅱ ―第41図、 Ⅱ―写真図版47)

<位置・検出状況>調査区中央部やや北側のB Ⅱ t23～ u24グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u23住居跡 2号の床面下位でプランを認知 した。また、B Ⅱ u24土坑 1号の北壁

でも本遺構を確認できる。

<新旧関係>B Ⅱ u23住居跡 2号、B Ⅱ u24住居跡 1号、B Ⅱ u24土坑 1号より古い。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >大部分を重複遺構に破壊され、平面形は不明である。隅九長方形の可能性

が考えられる。規模は不明である。

<埋土>暗褐色シル トを主体に褐色シルティーロームが混 じる。人為堆積層 と推定されるが、明確で

はない。

<壁・床 >壁はわずかに確認されただけで、明確ではない。床面は黄掲色ロームで、東側に向かって

やや傾斜する。

<付属施設>柱穴 1個 を検出した。深さ約30cmで 、埋土は責褐色ロームを主体 とする。

<出土遺物 >土器 4号袋1/2袋分 (0.36kg)が 出土 している。出土土器は、若干新 しい時期のものが

混在 している可能性がある。

土器 :(Ⅲ ―第48図 、Ⅳ―写真図版44)土器 4点掲載 (No979～ 982)。

-86-



Ⅳ 検出された遺構

<時期 >重複遺構 との関係からは前期前葉より古い。出土土器は前期前～中葉である。前期前葉力持

Ⅲ期若 しくはそれ以前 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

63 B Ⅱ u24住居跡 1号 (Ⅱ ―第42・ 43・ 46図、Ⅱ―写真図版47・ 48)

<位置・検出状況 >調査区中央部 B Ⅱ u24～ u25グ リッドに位置する。

検出状況は、第15ト レンチで石囲炉を検出し認知 した。

<新十日関係>B Ⅱ u24イ主居跡 2～ 4号、 B Ⅱ v24住居跡 1号、 B Ⅱv2生上坑 l号、 B Ⅱ v24土坑 3～

5号、B Ⅱ v25土坑 1号 より新しく、B Ⅱ u24土坑 1号 より古い。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積>残存する西壁及び壁溝から、平面形は長楕円形で、規模は6.6m× 4.6m程

と推定される。床面積は約26♂ と推定され、中形住居 2に分類される。

<埋土>黒褐色シルトを主体とする。西方向から流入した自然堆積層と判断された。ただし、多量の

遺物を包含する状況から、遺物自体は廃棄されていると考えられる。

<壁・床 >壁は斜面上方の西側のみ検出された。直立気味に立ち上がる。なお、斜面下方の東側から

は壁や壁溝が検出されていない。本遺構は、B Ⅱ u24住居跡 2号を埋め戻 した後に構築されているこ

とから、斜面下方側である東側に壁が存在するには盛土的な行為が必要と考えられる。旧地形の推定

からは、東側は壁を設けないような住居構造であった可能性がある。

床面は西～東にかけてやや傾斜する。

<炉 >第 15ト レンチ沿いで石囲炉を検出した。炉の検出レベルは、本住居の平均的な床面レベルより

は若干低いことから、検出当初は本遺構下位のB Ⅱ u24住居跡 2号 に伴うと考えられたが、精査が進

行した段階で本遺構に伴うことが半」明した。炉の位置は、長軸線上で竪穴中心よりかなり北壁によっ

た地点である。炉石は方形に囲われ、炉底は床面から3～ 5cmと 浅い。炉内の焼土は発達が悪 く、

また炉内全面に広がりをみない。個々の炉石は、掘 り方を確認できないことから、床面に直接刺し構

築されていると推定される。

<柱穴>22個検出した。検出された柱穴は、床面レベルに相違があり、なおかつ自然堆積のものと人

為堆積のものがある。また、壁溝や柱穴同士で重複関係がみられるものもある。このことから、最低

3回は柱の建替えが行われている可能性が高い。

新しい方から1～ 3期 としてグルーピングすると、 1期の柱穴と想定されるのはPP l～ PP 8で 、

これらの柱穴の埋土上位には自然堆積層と考えられる黒褐色シル ト (A一 A' 5層 と同層と考えられ

る)が堆積する。

2期 は若干床面を下げた段階で検出したPP9～PP15が想定される。この内、PP13と PP15は埋土が

黒褐～暗褐色シルトの単層で自然堆積層と推定されたが、他は全て人為堆積層である。

PP16～PP22他 は全て人為堆積層で、 3期の段階に伴うと考えられる。ただし、竪穴自体は建替え

た状況を看取できないことと、柱穴配列を想定すると、PP 2・ 4・ 5・ 6・ 8は時期が重複する柱

の可能性が高い。

<付属施設>壁溝 1条 と出入り口施設を検出した。壁溝は東壁側が不明にある。

出入り口施設としたものは、黄褐色ローム小ブロックの混じる硬化面で、楕円形の範囲に整地 (貼

床)さ れた非常に硬い面 (以後硬化面と呼ぶ)である。炉の真北で、北壁際に位置する。壁溝がこの

部分に存在しないことから、竪穴住居跡の構築と同時に設けられたと考えられ、位置などから出入り

口に関係した施設と推定した。この硬化面の下位には浅い土坑状の掘り込みが伴う。この浅い土坑状
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の部分からは、胴～底部のみの上器が 2個正立で埋設されていた。そして、その周辺から琥珀細片が

出上 している。状況から土器内に琥珀が保管されていた可能性 もある。

<出土遺物>土器大コンテナ95箱分 (201.66kg)、 石器100点 (内訳 :石鏃25点、石錐 4点、石箆 1点、

石匙 6点、不定形石器32点、力持型スクレイパー 2点、ピエス・ェスキーュ 1点、コアA2点、磨製

石斧 4点、半円状扁平打製石器 2点、磨石14点、敲石 1点、砥石 1点、台石 1点、礫器 3点、コアB

l点 )、 石製品 6点 (内 訳 :石刀類 2点、石棒類 3点、石玉 1点 )、 動物遺存体 5シ ヤーレ、琥珀

935gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第48～51図、Ⅳ―写真図版45～47)土器56点掲載 (No983～ 1038)。

石器 :(Ⅲ 一第3]3～ 3i5・ 4]千 ～412図 、Ⅳ―写真図版287～ 288・ 346～ 347)石鏃13点 (No6274～

6284・ 6286・ 6287)、 石錐 4点 (No6285・ 6288～ 6290)、 石箆 1点 (No6298)、 石匙 2点 (No6291・

6292)、 不定形石器 5点 (No6293～ 6297)、 力持型スクレイパー 1点 (No6299)、 ピエス・エスキーユ

1点 (No6300)、 半円状扁平打製石器 2点 (No7661,7662)、 磨石 5点 (No7660。 7663～ 7666)、 敲石

1点 (No7668)、 台石 1点 (No7669)、 礫器 1点 (No7667)。

石製品 :(Ⅲ 一第487図 、Ⅳ―写真図版394～ 395)石刀類 2点 (胞8548・ 8549)、 石棒類 1点 (No

8550)。

動物遺存体 :(Ⅳ―写真図版420)No9028。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9560。

<時期 >重複遺構 との関係から、中期前葉 (大木 7b式期)よ り新 しい。出土土器は大木 8a式を主

体に、大木 8a式 と大木 8b式の過渡期 と思われるものや円筒上層 c式 と大木 7b式が多い。中期中

葉力持Ⅷ期に構築・廃絶されたと推定される。

64 B I u24住居跡 2号 (コ ー第42・ 44～46図、Ⅱ―写真図版49～ 51)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ t24～ 25・ u24～ 25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u24住居跡 1号の床面下で、多量の炭化材を含む黒褐色シル トの広が りを検出し

認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u24住居跡 3・ 4号、B Ⅱ u25住居跡 4号、B Ⅱ v24住居跡 3号、B Ⅱ t25土坑 1

号、B Ⅱ u25土坑 1号 より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1号より古い。

<建替え>壁溝のあ り方から最低 1回の建替えが行われている。拡張である。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形である。規模は、長軸長69m、 短軸長4.lm、 床面積

約26♂で、中形住居 2に分類される。

<埋土>1～ 13層 に大別 した。 1層系の暗褐～黒掲色シル トは、黄褐色ロームと炭化材が多量に含ま

れる。 2層 は焼土層 (焼土ブロック)、 3層 は炭化材層、 4・ 5層 は局所的にみられた黒褐色シル ト

層、 6～ 11層 は壁溝や柱穴内の堆積層 (ほ とんど人為層 )、 12層 は貼床、13層 は東側の一部でみられ

た貼床若しくは地山層である。 1～ 5層 は焼失に伴 う土層で、一部人為堆積層の可能性がある。

<壁・床 >壁 を確認 したのは、南・西・北壁である。東壁は確認 されていない。西壁と北壁は直立気

味で、南壁はタト傾気味に立ち上がる。

床面は、南一北方向では平坦であるが、西から東に向かってはやや傾斜する。

<炉 >住居中央付近で石囲埋設土器炉を検出した。炉石は方形気味に囲われている。炉内の焼土層は

比較的厚く、焼成も良い。埋設されている土器は、石囲中央より北に偏った位置に設置されている。
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埋設されている土器は、大木 7b式に相当し、日唇部と胴部中位以下が欠損するが、胴都中位以下は

切断されていると考えられる。炉の掘 り方は明確にはわからなかったが、炉の外周付近には地山土を

用いた整地層が顕者にみられ、その整地層に個々の炉石が掘 られている。

<柱穴 >50個検出された。

<付属施設>壁溝を複数条検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ 3箱分 (69,49kg)、 石器39点 (内訳 :石鏃16点 、尖頭器 1点、石錐 2点、

石匙 1点、不定形石器12点 、コアAl点、磨製石斧 1点、磨石 3点、石皿 1点、コアBl点 )、 石製

品 4点 (内訳 :垂飾品 1点、石棒類 1点、円盤状石製品 1点、原石 1点 )、 動物遺存体 5シ ャーレ、

琥珀20.25gな どが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第51～ 53図、Ⅳ―写真図版47～ 49)土器34点掲載 (No1039～ 1072)。

石器 :(Ⅲ ―第3i5～ 3i6・ 4i3図 、Ⅳ―写真図版288。 378)石鏃 7点 (No6301～ 6307)、 石錐 1点

(No6308)、 石匙 1点 (No6309)、 不定形石器 4点 (No6310～ 6313)、 磨製石斧 1点 (No7670)、 磨石 2

点 (No7671・ 7672)、 石皿 1点 (KTo7673)。

石製品 :(Ⅲ ―第487図 、Ⅳ一写真図版395)垂飾品 1点 (No8551)、 石棒類 1点 (No8552)、 円盤状

石製品 1点 (No8553)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9032・ 9033。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9573・ 9576,9581・ 9582。

<時期 >炉に埋設されていた土器 (大木 7b式 )か ら、構築時期は力持Ⅶ期 と推定される。

<その他 >本遺構は、炭化材のあ り方から焼失住居 と推定される。今回調査 した焼失住居の中では、

最 も炭化材の残存状態が良い。

第Ⅱ分冊第46図 には炭化材 と土器の散布状況を示した。炭化材の種類は、当時の柱 と推定される大

きな炭化材ブロックはクリとナラを中心にする。この 2種類以外にケヤキとアカマツがわずかに含ま

れる。土器は炭化材 とほぼ同じレベルで一括気味に出上 したものを図示 した。円筒上層 c式や大木 7

b式を主体 とする。 p2と して図に示 した土器は、円筒上層 c式 と円筒上層 d式の過渡期の上器と推

定される。

65・ 66 B Ⅱ u24住居跡 3～ 4号 (Ⅱ ―第42・ 45図 、Ⅱ―写真図版47)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ u24住居跡 1号の床面で、 2条の壁溝を検出し認知 した。検出された 2条の壁溝

は、検出当初はB Ⅱ u24住居跡 1号への建替える前の古い段階と想定されたが、壁溝の東側がBⅡ u

24住居跡 2号に裁 られていることが半J明 した。従って、B Ⅱ u24住居跡 1号 とは異時期であることか

ら、単独の住居として扱い、 2条の壁溝の内、外側をB Ш u24住居跡 3号、内側をB Ⅱ u24住居跡 4

号 と命名 した。

<新旧関係>B Ⅱ u24住居跡 3号は、 4号より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1。 2号 より古い。

<建替え>B Ⅱ u24住居跡 4号からB Ⅱ u24住居跡 3号へ拡張されたものと考えられる。

<主軸方向>北東一南西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、壁溝の連続性から隅丸長方形 と推定される。規模は不明であ

る。

<埋土>B Ⅱ u24住居跡 1・ 2号に破壊され残存 していない。

<壁・床 >壁は残存 していない。床面は、B Ⅱ u24住居跡 1号に破壊 されていると推定されることか
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ら明確ではない。

<柱穴>3個検出 した。柱穴の埋土は何れも暗褐色シル トで、PP lは B Ⅱ u24住居跡 4号の壁溝 を

裁っている。状況から3個全てB Ⅱ u24住居跡 3号に伴 うと推定される。

<付属施設>壁溝を検出した。

<B Ⅱ u24住居跡 3号出土遺物 >壁溝より上器 4号袋11/4袋分 (0。 99kg)、 石器 1点 (不定形石器不

掲載 )、 琥珀018gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第53図、Ⅳ一写真図版49)土器 6点掲載 (No1073～ 1078)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9588。

<B Ⅱ u24住居跡 4号出土遺物>B Ⅱ u24住居跡 4号の壁溝からは出土遺物がない。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期前葉より古い。 B Ⅱ u24住居跡 3号の出土土器は中期前葉で、

B Ⅱ u24住居跡 4号からは出土土器がない。B Ⅱ u24住居跡 3・ 4号 ともに中期前葉力持Ⅶ期 と推定

しておく。

67 B Ⅱ u25住居跡 1号 (Ⅱ ―第35。 36図 、コー写真図版52)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東のB Ⅱ u25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記述 したのと同様である。

<新旧関係 >B Ⅱ u25住居跡 2～ 4号 より新 しく、BⅢ tl列石 1号、B Ⅱ t25住居跡 3。 4号 より

古い。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。残存部から平面形は、隅丸方形若 しくは

楕円形と推定されるが明確ではない。

<埋土>第 Ⅱ分冊第36図 のE― E'、 F― F'ベ ル トの11～ 15a層が本遺構に伴 う埋上である。黒褐

色シル トを主体 とする。西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と判断されたが明確ではない。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面は、局所的に褐色 ロームが只占床されている。ほぼ平坦であ

る。重複関係にあるB Ⅱ t25住居跡 3号の床面レベルよりやや高い。

<柱穴 >20イ回検出した。第Ⅱ分冊第35図 にはB Ⅱ t25住居跡 1～ 4号、B Ⅱ u25住居跡 1～ 3号の柱

穴を通 しhで図示 した。PP43～ 62が本遺構に伴う。

<付属施設>埋設土器 1基 と壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1/2箱分 (3.79kg)、 石器 7点 (内訳 :石箆 1点、石匙 2点、不定形石器

2点、磨石 2点 )、 石製品 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第54図、Ⅳ―写真図版49～ 50)土器 8点掲載 (No1079～ 1086)。

石器 :(Ⅲ 一第316図、Ⅳ―写真図版289)石箆 1点 (No6314)、 石匙 1点、 (No6315)、 不定形石器 1

点 (No6316)。

石製品 :(Ⅲ ―第488図、Ⅳ一写真図版395)軽石製石製品 1点 (No8554)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期末葉より古い。埋設土器は前期後葉円筒下層 c式である。前期

後葉力持 V期 と推定される。

68 B Ⅱ u25住居跡 2号 (Ⅱ ―第35・ 36図、コー写真図版52)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のB Ⅱ u25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記述 したとお りである。
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<新旧関係>B Ⅱ u25住居跡 3・ 4号 より新 しく、B Ⅱ t25列石 1号、B Ⅱ t25住居跡 3号、BⅡ u

25住居跡 1号 より古い。

<建替え>単独の住居 として登録 したが、壁溝のあり方などからB Ⅱ u25住居跡 3号を若千東へ建替

えたのが本遺構 と推定される。

<主軸方向>北東一南西方向である。

<平面形 。規模・床面積 >平面形は長方形と推定される。規模は不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第36図 の E一 E'、 F― F'ベル トの16～ 21層 が本遺構に伴 う埋土である。暗掲色

シル トと黄褐色ロームが混在する。人為堆積層である。

<壁 。床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はⅧ層黄褐色ロームでほぼ平坦である。重複関係にある

B Ⅱ u25住居跡 1号の床面 よりやや低い。

<炉 >B Ⅱ u25住居跡 1号の貼床を除去 した段階で、焼± 2基 を検出した。現地性であることから、

本遺構に伴う地床炉 と判断した。焼成は良好ではない。

<柱穴>2個検出した。PP63が 53.8cm、 PP64が51 0cmで 、何れも深い。

<付属施設>壁溝 1条を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0.82聴 )、 石器 5点 (内訳 :不定形石器 3点、磨石 1点、敲石 1点 )

などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第54図 、Ⅳ一写真図版50)土器 4点掲載 (No1087～ 1090)。 出土土器は前期前～中葉 と

円筒上層 a式であるが、後者は異時期の流れ込みと判断される。

石器 :(Ⅲ ―第3]6・ 413図 、Ⅳ一写真図版 289。 348)不定形石器 1点 (No6317)、 敲石 1点 (No

7674)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期後葉より古い。出土土器は前期前～中

葉を中心 とする。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、出土土器から相対的にTo―Cu降

下期より古い可能性が高い。

69 B Ⅱ u25住居跡 3号 (Ⅱ ―第35'36図、コー写真図版52)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のB Ⅱ u25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B E t25住 居跡 1号で記述 したとお りである。

<新旧関係>B Ⅱ u25住居跡 4号より新 しく、B Ⅱ t25列石 1号、B Ⅱ t25住居跡 4号、B Ⅱ u25住

居跡 1・ 2号 より古い。

<主軸方向>北東一南西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形と推定される。規模は不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第36図のD― D' ・E― E'ベル トの24～ 26層が本遺構に伴 う埋上である。暗褐色

シル トと褐色ロームが混在する。人為堆積層である。

<壁 ・床 >壁は直立 して立ち上がる。床面は平坦である。

<柱穴>1個検出した。PP65は深さ21.9cmで ある。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋3/4袋分 (0 59kg)、 石器 1点 (不定形石器 1点不掲載)が出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第54図、Ⅳ―写真図版50)土器 3点掲載 (No1091～ 1093)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期前～中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は前期前～中葉であ

る。前期前～中葉力持 Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古い可能性が高
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しヽ 。

70 B Ⅱ u25住居跡 4号 (Ⅱ ―第35図 、Ⅱ―写真図版52)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北東のB Ⅱ u25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t25住居跡 1号で記述 したとお りである。

<新旧関係 >B Ⅱ t25列石 1号、B Ⅱ v25土坑 2号、B Ⅱ u25住居跡 2・ 3号 より古い。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形 。規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>暗褐色シル トによる単層である。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は外傾気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<付属施設>1条検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋4/5袋分 (0 67kg)、 石器 1点 (石匙 1点不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第54図、Ⅳ―写真図版50)土器 4点掲載 (No1094～ 1097)。

<時期 >出土土器から前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より

古い可能性が高い。

71 B I v19住居跡 1号 (Ⅱ ―第47図、 Ⅱ―写真図版53)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19グ リッドに位置する。現況は国道45号法面続 き部分

で、急傾斜地にある。

検出状況は調査区境の土層断面の観察から認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ v19土坑 1・ 2号 より古い。

<主軸方向>東一西と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九方形 を基調 とする。規模は、短軸長約2.7mで ある。長軸

長・床面積 とも不明である。

<埋土>にぶい黄褐色シル トを主体 としたⅧ層地山系の堆積がみられる。人為堆積層である。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。何れも壁柱穴と捉えられる。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から前期末葉より古い。特定はできないが住居の平面形などから前期後～

末葉力持 V～ Ⅵ期 と推定される。

72 B I v20住居跡 1号 (Ⅱ ―第47図 、Ⅱ―写真図版53)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19グ リッドに位置する。

検出状況は、国道45号法面続きの斜面地の上層観察から、暗掲色シル ト (土坑埋土)の上に堆積す

る黒褐色シル トの水平堆積を確認 し、住居の床面 と断定 した。

竪穴本体は、そのほとんどが破壊を受けてお り、炉、床面、柱穴の一部を検出したに留まる。

<新旧関係 >B Ⅱ v20住居跡 2・ 3号、B Ⅱ v19土坑 5号、B Ⅱ v20土坑 1号 より新 しい。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調であるが残存部からは明確ではない。規模は不明であ

る。
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<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。堆積土層からは判別できないが、状況から人為堆積層の可能性

が高い。

<壁・床 >壁は検出されていない。床面はほぼ平坦 と推定される。

<炉 >石囲炉を検出した。長軸は南一北方向と考えられる。炉石は方形気味に囲われるが、やや粗雑

な感がある。南側の炉石については、他の炉石が扁平ぎみの花商岩を使用 しているのと異なり、握 り

拳大程度の大 きさの研磨された炉石が用いられている。炉内に焼土は確認できない。

<柱穴>柱穴を 2個、炉の東側法面際で確認 した。

<出土遺物 >炉の周辺から廃棄された花筒岩とともに土器片が少量確認された。柱穴の見つからなか

つた炉の東側では、壁が立たず一部土器の集中も見られたが、他遺構に伴 う遺物と考えられる。

土器 4号袋11/4袋分 (1.01 kg)が出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第54図 、Ⅳ―写真図版50)土器 3点掲載 (No1098～ 1100)。

<時期 >床面上器から中期末葉力持�期 と推定される。

73 B Ⅱ v20住居跡 2号 (I― 第47図、Ⅱ―写真図版53)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ v20住居跡 3号 より新 しく、B Ⅱ v20住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調であるが詳細は不明である。規模は不明である。

<埋土>褐～暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ箱1/2箱分 (4.221kg)が 出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第55図 、Ⅳ一写真図版50)土器 1点掲載 (Nol101)。

<時期 >重複遺構 との関係から中期初頭より新 しく、中期末葉より新 しい。状況から中期初頭力持Ⅵ

期 と推定される。

74 B Ⅱ v20住居跡 3号 (Ⅱ ―第47図、Ⅱ
「

写真図版53)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ v19グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ v20住居跡 1・ 2号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積>平面形は円形基調であるが詳細は不明である。規模は不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第47図下A一 A/11。 12層が本遺構に伴 う。褐色シル トと暗褐色シル トで構成 され

る。人為堆積層 と判断される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>5個検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1 79kg)、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第55図 、Ⅳ―写真図版50)土器 4点掲載 (Nol102～ 1105)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭より古い。出土土器は前期末葉～中期初頭である。中期初頭力

持Ⅵ期 と推定される。
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75 B Ⅱ v23住居跡 1号 (Ⅱ ―第48図、Ⅱ―写真図版54)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ t22住居跡 l号の床面 (貼床)を掘 り下げた際に認知 したが、明瞭な平面プラン

は掴めなかった。周辺を面的に若干掘 り下げたところ、西偵1の遺構輪郭を確認 した。

<新旧関係 >B Ⅱ u23住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 より古い。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形である。規模は、長軸長約2.4m、 短軸長約20m、 床面積4.3

♂で、小形住居に分類される。

<埋土>黒～暗褐色シル トを主体とし、10層 に分層される。 2層 と3層 の間からは、花商岩が多量に

出土 した。 3層 は斜面上方 (西狽1)か ら投げ入れられた人為層 と捉えられる。埋土中位に黄褐色ロー

ムが層状に入 り込み、また黒・暗褐色シル ト層にもロームブロックが多量に混入される。これらのこ

とから、人為によって埋められたと捉えられる。

<壁 ・床 >壁、床共に責褐色ロームである。壁はややオーバーハ ング気味に直立する。壁高は約

50cmで ある。

床面はほぼ平坦である。硬化面は確認されていない。

<柱穴>柱穴は 4個確認 された。深 さは、PP lが 30 6cm、 PP 2が7.4cm、 PP 3が50 7cm、 PP 4が

5 7cmで ある。位置としては、竪穴ほぼ中央にPP 3が、壁際にその他 3個が配置される。南壁際に位

置するPP 4は、主柱 というより、出入口に関係する柱穴の可能性 も考えられよう。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。ほぼ全周する。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1/2箱分 (3.99kg)、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、磨製石斧 1点 )、

動物遺存体 3シ ャーレなどが出土 している。土器は床面直上で深鉢胴部の大破片が見つかっている。

Q4の北側から琥珀、南側から攻状耳飾 り1点 と獣骨が少量確認された。

土器 :(Ⅲ ―第55～ 56図、Ⅳ一写真図版5i)土器35点掲載 (Nol106～ 1140)。

石器 :(Ⅲ ―第4i4図、Ⅳ―写真図版348)磨製石斧 1点 (No7675)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420)No9037・ 9039。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前葉より新 しく、前期前～中葉より古い。出土土器は前期前～中葉

である。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

<年代測定 >床面直上出土炭化材より5,300± 8Cl14c BPの 測定値が得 られている。

76 B Ⅱ v24住居跡 1号 (Ⅱ ―第49・ 50図、 Ⅱ―写真図版55～57)

<位置・検出状況>調査区中央部のB Ⅱ v24グ リッドに位置する。現況地形は、西―東側に急傾する

斜面で、約 1～ 2mの盛上を重機で除去 した段階で検出した。

検出状況は、斜面上方側 (南西壁側)は責褐色ロームに対 して、黒褐色シル トの広が りであつたこ

とから検出状態が比較的明瞭であった。 しかしながら、その他の部分は平面プランを把握できなかっ

た。従って、当初想定されたプランに、十字の土層観察ベル トを設定 した後、ベル ト沿いに幅30cm

のサブ トレンチを掘 り上層断面の観察からプラン把握に努めた。ただし、サブ トレンチの掘削開始初

期から土器等の遺物が多量に出土する状況が看取され、さらに突出して深い竪穴住居跡であることが

次第に明らかとなったことから、精査途中で調査方針を変え、推定プランの内側を面的に掘 り下げ

た。

<新旧関係 >B Ⅱ v24土坑 1・ 2号、 B Ⅱ v25土坑 1・ 2号、 B Ⅱ w24土坑 1・ 2号、 B Ⅱ w25土坑
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1号 より新 しい。

また、重複関係を明確には掴めなかったが、B Ⅱ u24住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >竪穴住居跡の東側は、近年まで存在 した家屋に伴う石積みの塀構築時に破

壊 され残存 していない。残存部からは平面形は長方形状を呈する。規模は、長軸長65m以上、短軸

長58m、 床面積21.2ポ 以上である。中形住居 2に分類 しておくが、上記のとお り東が破壊 を受け不明

であることから、中形住居 1若 しくは大形住居である可能性 も有する。

<埋土>東西方向では堆積土層が 2mを超えるため、調査の安全性などの点から、断面図作成は 2回

に分けて実測 した。従って、埋土下位から貼床の部分は、一回目に図化 した土層断面図に合成 して図

示 した。本住居の埋土の層厚は、斜面上方側で 2m強、斜面下方側でも約 lmを 測る。堆積土層は、

土色の相違 と堆積様相から 1～ 14層 に細分を行った。遺物が多量に出上 した土層は、黄褐色 ローム層

(6a層 )を挟み上位層 (1～ 4層 で 4層主体)と 下位層 (7層 )、 更にそれより下位の 9層系に大別

される。 4層、 7層、 9層 の順に遺物量が多い。また、土器・石器に混 じり琥珀や獣骨片などを出土

した土層 もある。これらを大別すると①～⑤の様相である。

①遺物を多量に包含する土層で黒褐～暗褐色シル トを主体とするもの (1～ 4層 ・7層 ・ 9層、 9a
層、9b層、 9c層、 9d層 など)。 遺物は全て人為により廃棄されたものである。堆積土層自体は、

西方向から流入した自然堆積層を中心に、所々に人為層が介在すると捉えられる。また、 9層 とした

遺物を多く含有する層は、比較的大きめの花筒岩が散乱し、黄褐色ロームと黒褐色シル トの混在した

土層でもある。

②なんらかの要因で、西方向から流入した黄褐色地山ローム土 (6層、 6a層 )。 自然堆積層と推定

された。 6a層 とした黄褐色ローム層 (地 山ローム土)は、土層の堆積様相としては短い時間の中で

自然堆積により形成された土層と判断された。推定の域は出ない内容であるが、竪穴の斜面上方側に

地山を盛った周堤的な施設が本住居廃絶後もしばらく存在し、なにかの要因 (大雨などの洪水 ?)で

流出したのではないかと考えられる。

③火を燃やした行為が窺える炭化物を多量に含む土層 (8層 )。 人為層である。埋上下位に集中して

みられ、層厚約10cmで ある。Q2の 8層部分からは、シカの骨らしきものや円筒上層 c式上器が焼

かれたような状況で出土が確認された。また、同じ層から琥珀も確認されている。これらの状況から、

この8層 は、住居廃絶後の野焼き的な行為により形成された可能性がある。

④壁の崩壊土 (10層 、10a層 、10b層 )。

⑤暗褐～責褐色のシル トとロームの混合土から構成されるもの (11層 、1l a層 、1l b層 )。 n層系

(11～ ■ b層 に細分)は 、精査途中まで貼床と想定していた土層である。人頭大の礫を多量に包含す

るが、土器は非常に少ないことから、廃棄土とは考え難い。推定の域を出ない内容であるが、上屋が

土屋根で、その部材が崩落して堆積した土層の可能性が考えられる。よって、多量に含まれる拳大～

人頭大の花筒岩は、屋根の重り石などであった可能性が併せて考えられよう。

<壁 ・床 >壁は外傾して立ち上がる。壁高は、西壁が約210cm、 北壁が約150cm、 南壁が約150cm、

東壁は上述したとおり破壊を受けている。

床面は、炉周辺のみが壇状にやや高く、その他の部分ではほぼ平坦である。

<炉 >竪穴の長軸線上で石囲埋設土器炉を検出した。本住居東側 (炉の位置より東側)は破壊を受け

ているので、炉の位置が竪穴中央部なのか若しくは東壁に寄った部分に相当するのかは不明である。

石囲炉周辺部分は、他の床面よりやや高め (凸部的に)に残されていることから、炉の設置位置は竪
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穴掘削時から計画されていることを裏付けると考えられる。炉石は花筒岩を主体 とし、長方形状に配

列され、その中心に土器が埋設されている。埋設されていた土器は、胴部下半分のみ残存 し底部はな

い。土器の断面状態からは胴部上位付近で切断されていると考えられる。また、炉を検出した段階で

口縁部を失っていたが、接合部位 (胴部中位片)が 1片竪穴の埋土中より出土 している。炉の掘 り方

は、炉石個々に掘 り方を持ち設置されている。炉底は床面から約 8cmの深 さにあ り、炉内にみられ

る焼土は発達が良い。

<柱穴 >11個検出した。深さは、PP lが 22.7cm、 PP2が 23 1cm、 PP3が 30,7cm、 PP 4が 18.8cm、

PP 5が57.8cm、  PP6が24.5cm、  PP 7が19,7cm、  PP 8が 19.8cm、 PP 9が 20。9cm、 PP10が 23.6cm、

PPllが85.5cmで ある。竪穴の深さに反 して、柱穴の平面規模は小 さなものが多 く、併せて柱穴配列

も規則性が看取 されない。特記事項 として、PP 6は床面付近から西壁上位付近 まで、アタリと考え

られる幅12cm前後の暗褐色シル トが壁に付着する状況で検出された。このアタリの状況は、住居使

用当時の柱が廃絶後に倒れて、壁に柱痕跡が残存 したものと捉えられる。このことは、本遺構が深い

竪穴住居跡であったことを裏付けるものである。

<付属施設>南～西壁際から壁溝 1条 を検出した。壁溝内 (底面)に は小柱穴が連続 して掘られてい

る。なお、北壁側には壁溝が設けられていない。

<出土遺物 >土器大コンテナ23箱分 (497.8kg)、 土製品 4点、石器177点 (内訳 :石鏃20点、尖頭器

5点、石錐 2点、石箆 5点、石匙 3点、不定形石器45点、ピエス・ェスキーュ 3点、力持型スクレイ

パー 3点、コアA20点、磨製石斧10点、半円状扁平打製石器 2点、磨石37点、敲石 5点、凹石 1点、

石皿 1点、台石 4点、礫器 8点、コアB3点 )、 石製品18点 (内訳 :う状耳飾 l点、石刀類 4点、石

棒類 4点、不明石製品 7点、軽石製石製品 2点 )、 動物遺存体 9シ ヤーレ、琥珀56.08gな どが出上 し

ている。遺物はできるだけ層位的に取 り上げた。また、平面的には、竪穴をA一 A/ベル トとB― B
/ベ

ル トで四分割 し、北東側をQと 、南東側をQ2、 南西側をQ3、 北西側をQ4と した。琥珀は、

Q3・ Q4の埋土上部 (4層 主体)と Ql・ Q2の埋土中位～下位 (7層 。9層 )か らの出土が多い。

獣骨は、Q3・ Q4の埋土下位で 8層 とする炭化材を多量に包含する土層から主体的に出土 している。

また、 8層下位の 9層からも出上が確認されている。獣骨の残存状態は比較的良好である。

土器 :(Ⅲ 一第56～ア1図、Ⅳ一写真図版52～65)土器191点掲載 (Nol141～ 1331)。 前期中葉～中期

中葉まで幅広 く出上 している。主体は円筒上層 b式、円筒上層 c式、大木 7b式である。円筒上層 b

～ c式 と大木 7b式の出土割合は、 7対 3程で円筒式上層 b～ c式が多い。

土製品 :(Ⅲ ―第29]図、Ⅳ一写真図版273)ミ ニチュア土器 2点 (No5552・ 5553)、 土偶 1点 (No

5554)、 円盤状土製品 1点 (No5555)。

石器 :(Ⅲ ―第3]6～ 32i・ 4i4～ 4]7図 、Ⅳ一写真図版289～ 291・ 348～ 350)石鏃15点 (No6318～

6332)、 尖頭器 3点 (No6334～ 6336)、 石錐 2点 (No6333・ 6337)、 石箆 2点 (No6338・ 6339)、 石匙 3

点 (No6340・ 6341・ 6343)、 不定形石器15点 (No6344～ 6355'6357～ 6359)、 ピエス・エスキーユ 3点

(No6342・ 6360'6361)、 力持型スクレイパー 2点 (No6366・ 6367)、 コアA5点 (No6356・ 6362～

6365)、 磨製石斧 4点 (No7676・ 7677・ 7679'7682)、 半円状扁平打製石器 2点 (No7678'7707)、 磨

石19点 (No7681・ 7683～ 7694・ 7696・ 7698～ 7702)、 敲石 2点 (No7695'7697)、 凹石 1点 (No7703)、

石皿 1点 (No7705)、 台石 1点 (No7706)、 礫器 3点 (No7680。 7704・ 7708)。

石製品 :(Ⅲ ―第488図 、Ⅳ―写真図版395)瑛状耳飾 1点 (No8555)、 石刀類 1点 (No8557)、 石棒

類 1′点 (No8556)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版4i9～420)No9041・ 9043～ 9045。 9047・ 9048。

-96-



Ⅳ 検出された遺構

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9592・ 9596・ 9606。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期初頭より新 しく、中期中葉より古い。炉に埋設されていた土器は、

口縁部が無 く胴部には地文のみであることから、詳細な時期を特定できない。胎上の様相からは、大

木 7b式に相当する土器と推定される。また。床面直上から出土 している土器は、円筒上層 a～ c式

や大木 7b式で、特に多いのが円筒上層 b・ c式である。中期前葉力持Ⅶ期に構築され、併せて力持

Ⅶ期の新 しい段階 (大木 7b式新段階)ま で捨て場的空間として遺物の廃棄場に利用 されたと推定さ

れる。

<年代測定>埋土中出土炭化材が4,530± 40望C BP、 床面直上出土炭化材が4,250± 90望C BP、 4層 出

土土器1199の付着煤が4,550± 40 ИC BP、 8層出土土器Nol157の付着煤が4,480± 40望C BPの測定値を

得 られている。

<その他 >本遺構出土土器は、円筒上層 b式、円筒上層 c式、大木 7b式が多量にした。それらと前

後型式 となる円筒上層 a式、円筒上層 d式、大木 7a式、大木 8a式などは、極少量の出土であった。

そして、円筒上層 e式に類似するものとしては、1287の 1点のみである (※ 1287は 円筒上層 e式 と大

木 8a式の折哀 と捉えⅧ群 5類 とした)。 よって、本遺構の土器出土状況は、この 3者 (円筒上層

b・ c式、大木 7b式 )が共伴関係にあると判断される。併せて円筒式 と大木式の併行関係 (並行関

係)についても、円筒上層 b式 と円筒上層 c式 を合せて大木 7b式として支持できると考えられる。

そして、所見的ではあるが、円筒上層 b式 と円筒上層 c式の関係は、両者の製作期間が重なる可能性

が考えられる。併せて、円筒上層 c式は、より新 しい時期までその製作期間が延命するのではないだ

ろうか。

77 B Ⅱ v24住居跡 3号 (Ⅱ ―第48図、 Ⅱ―写真図版58)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ u25～ v25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ v24住居跡 1号の北壁の土層観察から、複数の遣構の存在を認知 した。

補足 として、当初 B Ⅱ v24住居跡 2号 と命名 し精査を進めた遺構プランは、その精査途中に竪穴住

居跡ではないことが判明した。ただし、本遺構 を2号 とは繰 り上げず、欠名 とした。

<新旧関係>B Ⅱ u25住居跡 1・ 2号、B Ⅱ v25土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 2号、BⅡ u

24住居跡 1号、B Ⅱ v24住居跡 1号 より古い。

本遺構 と関わる竪穴住居跡の変遷を示すと古いほうから、B Ⅱ u25住居跡 2号→ B Ⅱ u25住居跡 1

号→ B Ⅱ v24住居跡 3号→ B Ⅱ v24住居跡 1号■B Ⅱ u24住居跡 2号→ B Ⅱ u24住居跡 1号 となる。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定される。規模は不明である。

<埋土 >暗褐色シル トを主体とする。人為堆積層と推定される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<炉 >北壁際で現地性の焼土を検出し、地床炉 と判断した。

<柱穴>6個検出した。主柱 としては、PP l(深 さ49.8cm)が推定される。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ1箱分 (6 68kg)、 石器11点 (内訳 :石鏃 4点、石箆 1点、石匙 2点、不

定形石器 2点、磨製石斧 1点、磨石 1点 )、 石製品 6点 (内訳 :石刀 4点、不明石製品 1点、円盤状

石製品 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第71図、Ⅳ―写真図版66)土器 9点掲載 (No1332～ 1340)。
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石器 :(Ⅲ ―第322・ 4i8図、Ⅳ―写真図版29]・ 350)石鏃 3点 (No6368～ 6370)、 石箆 1点 (No6372)、

石匙 1点 (No6371)、 磨製石斧 1点 (No7709)。

石製品 :(Ⅲ ―第488図 、Ⅳ一写真図版395)石刀類 1点 (No8558)、 不明石製品 1点 (XTo8559)。

<時期>重複遺構との関係からは、中期初頭より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は前期末葉～

中期前葉である。中期前葉力持Ⅶ期 と推定されるが、力持Ⅵ期 と力持Ⅶ期の過渡期の可能性も残る。

78 B I w20住居跡 1号 (Ⅱ ―第51図、 Ⅱ―写真図版59)

<位置・検出状況>調査区中央部西端のB Ⅱ w20グ リッドに位置する。

検出状況は、国道45号法面続 き部分の急斜面地において、黒色シル トの広が りとして検出された。

現況が急斜面地であることもあ り、平面プランの把握は困難であつたことから、東西方向にサブ トレ

ンチを設定 し掘削した結果、西壁の立ち上が りを確認 し認知 した。

その後の精査過程 としては、検出された西壁を追いかけるかたちで、北半部を掘 り進めプラン把握

に努めた。

<新旧関係>B Ⅱ w20土坑 1・ 2・ 4・ 5号、B Ⅱ x20土坑 1号、B Ⅱ w20住居跡 2号より新 しい。

<主軸方向>東―西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定される。規模は長軸長 2m以上、短軸長4.4m、

床面積は 8♂以上である。残存部からの連続性で中形住居 2と 推定、分類 してお く。

<埋土>埋土は、 1層黒色シル ト、 2層 にぶい黄褐色シル ト、 3～ 5層が地山起源のにぶい責褐色シ

ル ト、 6層黒色シル トである。 1・ 2層 は細粒のマサ上が混 じる。 3～ 5層 は壁の崩壊土と捉えられ

る。 6層 は焼土粒が微量 と炭化物が多量に含まれる。遺物は、 1層出土が大半を占める。全て西方向

から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は、西壁は外傾気味に立ち上がる。南壁は中場的なスロープを持つ (ベ ッド状遺構 ?)。

床面は、焼土粒・炭化物 を除去 した段階の面 と判断 した。ほぼ平坦である。本遺構の床面から

10cmほ ど下位よりB Ⅱ w20住居跡 2号を検出している。

<柱穴>7個検出した。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。また、北西壁際には、床面から15cmほ どの高さで緩い段が残存

する。断定はできないが、住居の出入 り回の可能性が示唆される。

<出土遺物 >土器中コンテナ1箱分 (14.59kg)、 石器 6点 (内訳 :不定形石器 3点、コアAl点、磨

製石斧 1点、磨石 1点 )、 琥珀0.28gな どが出上 している。遺物は東西ベル トを境に北半部をQl、 南

半部をQ2と して、できるだけベル ト層位に比定させて取 り上げた。

土器 :(Ⅲ ―第71図、Ⅳ―写真図版66)土器10点掲載 (No1341～ 1350)。

石器 :(Ⅲ ―第322・ 418図、Ⅳ一写真図版291・ 350)不定形石器 1点 (No6373)、 磨製石斧 1点 (No、

7710)。

<時期>重複遺構 との関係は中期末葉より古い。出土土器は中期末葉大木10式 を主体 とする。中期末

葉力持�期 と推定される。

<その他 >炭化物の残 り具合から焼失住居 と考えられる。

79 B Ⅱ w20住居跡 2号 (Ⅱ ―第51図 )

<位置 。検出状況>調査区中央部西端のB Ⅱ w20～ x20グ リッドに位置する。現況は国道45号法面続

き部分に相当し、竪穴住居跡の東側の大部分は既に破壊されている。
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検出状況は、国道45号法面続き部分の土層観察より、Ⅷ層黄掲色ロームを床面 とするプランを認知

した。

<新旧関係 >B E w20土坑 2号より新 しく、B Ⅱ w20住居跡 1号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >西壁際の一部が残存するのみで、平面形・規模 ともに不明である。

<埋土 >黒～黒褐色シル トが堆積する。西方向からの自然堆積層 と推定されるが、明確ではない。

<壁・床 >壁は西壁の一端のみ検出できた。外傾気味に立ち上がる。床面 も残存部が少なく、明確で

はない。

<柱穴>3個検出した。何れも、黒褐色シル トを埋土とし、炭化物 。土器片が混入する。

<出土遺物 >土器 4号袋1/2袋分 (0,42kg)、 動物遺存体 1シ ヤーレなどが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第72図、Ⅳ一写真図版66)土器 1点掲載 (No1351)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期末葉より古い。出土土器は中期末葉大木10式である。中期末葉力持

�期 と推定される。

80 B Ⅱ w22住居跡 1号 (Ⅱ ―第52・ 53図、Ⅱ―写真図版60～ 62)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ w22～ w23'x23・ y22グ リッドに位置する。

検出状況は、 I層表土を除去 した段階で、炭化材や土器片が混 じる黒褐色シル トの広が りを確認 し

認知 した。検出当初から大形の竪穴住居跡 と想定されたが、平面プランは西側については比較的明瞭

な状況であつたものの、東側は不明瞭で把握できなかった。グリッドのラインに沿い十宇状に土層観

察ベル トを設定し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れプランの把握に努めた。

精査の結果、西側はⅧ層黄褐色ローム中を掘 り込んでいるが、中央～東側は下位の前期大形住居の

埋土上に構築されていることがわかった。

<新旧関係>B Ⅱ w22住居跡 2・ 3号、B Ⅱ w22土坑 2号、B Ⅱ x23土坑 1・ 2号、B Ⅱ t22住居跡

1～ 4号より新 しい。

<建替え>竪穴自体の建替えの有無は、明瞭にはわからなかったが、炉は作 り替えが行われていると

捉えられた。

<主軸方向>南 ―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形を呈する。規模は、直径6.8m、 床面積363ぽで、中形住居

1に分類される。

<埋土>炭化材を多量に包含する黒褐色シル トを主体 とする。竪穴上部は既に削平されていると判断

され、検出面段階から炭化材や花筒岩が多量に出土 した。全般に西若 しくは南西方向から流入 した自

然堆積層 と推定されたが明確ではない。

<壁・床 >壁は西壁と南壁の一部以タト検出されていない。外傾気味に立ち上がる。床面は、西側 (山

側)は明黄褐色砂質ローム、北側・南側 。東側の一部が黒褐色シル トで、この黒褐色シル トはBⅡ t

22住居跡 4号の埋土と捉えられる。なお、東側の一部は、現代の畑地造成に伴い既に床面が削平され

ている。

<炉 >住居南壁際で石囲部+石囲部+石囲部 (前庭部)か らなる複式炉を検出 した。規模は2.2m×

0,7～ 1.2mである。北側の石囲部から I室 。Ⅱ室・Ⅲ室と呼称 して記述する。

炉の断面図作成中に、 I室 とⅡ室より、焼土層を2面検出した。炉の改築を行っていると捉えられ

る (以後新 しい段階を 1期、古い段階を2期 と呼称 して記述する)。
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1 竪穴住居跡

炉の掘 り方について、第 Ⅱ分冊第53図 に示 した。全体の形状は長楕円形の土坑状に掘られている。

炉底の深さは I室が約 7cm、 Ⅱ室は約12cm、 Ⅲ室は約15cmである。 I室がやや浅 く、Ⅲ室がやや

深い。掘 り方、炉石の配列からは、あらかじめ使用面を想定 して炉が構築されていると考えられる。

炉石について、炉石の石材は花南岩が主体で、偏平気味に整形を施 した上で設置されている。掘 り

方 (地 中)に埋め込む部分は、先端を若干尖 らせた形状に仕上げている。

使用面について、 I～ Ⅲ室毎にやや詳述する。 I室は、竪穴の埋土 と同様の炭化物が混 じる黒褐色

土を除去 した段階で、ローム土 (3a層 )を貼って構築されている使用面を検出した。この 3a層上

面が 1期の使用面 と判断される。この 1期の使用面では、焼上の発達が悪い。 1期の使用面を剥がす

と、脆い (柔 らかい)黒褐色シル トが薄 く堆積 し、その下位に2a。 2b層 とした焼土が層的に発達

して見られる。この焼土層上面が、古い段階である 2期の使用面 と判断される。Ⅱ室は焼土層が非常

に良く発達 し、局所的に炉石の下位 (炉石の掘 り方中)に まで焼土層が発達する。これら焼土層の下

位に3b層 と命名 した暗褐色シル トの整地層がみられるが、この 3b層上面が 1期使用面と判断され

る。 2期の使用面は3b層下位であったと思われるが、残存 していない。Ⅲ室は前庭部に相当する。

焼土層は見られない。 Ⅱ室にもみられた 3b層の下位に、 3層 とした 2期 に伴う整地層がある。

<柱穴>16個検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ 7箱分 (153 50kg)、 石器58点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 4点、石箆 2

点、石匙 1点、不定形石器11点 、ピエス 。ェスキーュ 1点、コアA3点、磨製石斧 2点、半円状扁平

打製石器 1点、磨石15点 、敲石 5点、石皿 1点、台石 4点、石錘 1点、礫器 1点、コアBl点 )、 石

製品 7点、 (内訳 :石刀類 1点、石棒類 1点、円盤状石製品 1点、不明石製品 3点、軽石製石製品 1

点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第72～ 77図 、Ⅳ―写真図版67～ア1)土器81点掲載 (No1352～ 1432)。

石器 :(Ⅲ ―第322・ 4]8図 、Ⅳ―写真図版291,350～351)石鏃 4点 (No6374～ 6377)、 尖頭器 2点

(No6378・ 6379)、 石箆 2点 (No6380・ 6381)、 石匙 1点 (No6382)、 不定形石器 2点 (No6383・ 6384)、

磨製石斧 1点 (No7711)、 磨石 1点 (No7712)、 敲石 1点 (No7713)、 石皿 1点 (No7714)。

石製品 :(Ⅲ ―第488図 、Ⅳ―写真図版396)石 刀類 1点 (No8560)、 石棒類 1点 (No8561)、 軽石製

石製品 1点 (No8562)。

<時期 >出土土器から中期末葉力持�期 と推定される。また、重複関係にあり、本遺構より古いBⅡ

w22住居跡 2号 とは、土器型式での時間差が看取できない。

<その他 >焼失住居 と判断される。

81 B Ⅱ w22住居跡 2号 (Ⅱ ―第53図、 Ⅱ―写真図版62)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ w22～ w23・ x22～ x23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ w22住居跡 1号の床面精査中に炉を検出したことから認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ w22土坑 1号 より新 く、B Ⅱ w22住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >竪穴本体は既に削平を受けている。炉の構築面を床面 と捉えると、やや硬

い面が広がることから、その範囲を点線で図化 した。円形 と推定されるが明確には不明である。

<埋土>竪穴上部は、すでに削平されている。ただし、検出面付近から炭化材、花筒岩が多量に出土

している。現状で把握できた埋土はわずかで、黒褐色シル トを主体 とする堆積層である。状況から人

為堆積層と推定される。
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Ⅳ 検出された遺構

<壁 。床 >壁 は上述のとお り既に破壊されている。

床面は、B Ⅱ w22住居跡 1号 と同様に、北狽1。 南側 。東側の一部がB Ⅱ t22住居跡 4号の埋土と捉

えられる。東側の一部 (谷側)は現代の畑地造成で既に削平されている。床面の標高値は、B H w22

住居跡 1号 とほば同じ高さにある。平坦気味である。

<炉 >石囲都+石囲部による複式炉を検出した。炉石は花筒岩を偏平気味に整形 した上で設置されて

いる。西側からI室、Ⅱ室と呼び記述する。

I室は、北側の炉石の一部が抜 き取 られているものの、楕円形気味に囲われていると推定される。

炉底は床面から3～ 5cmである。焼土の発達は悪い。

Ⅱ室は方形に囲われる。炉底は床面から約 8cmである。焼上の発達は I室 と比較 して非常に良い。

なお、第Ⅱ分冊第53図 に掲載 した炉断面A― A'では、炉内上部にみられた円礫 (花聞岩)を合せ

て図示 した。この円礫は、東側の炉石付近に置かれるような状況で検出された。円礫 自体には焼成痕

を確認できないことから、使用時に関連するものとは判断できない。炉の廃絶に関わる何 らかの行為

であろうか。

<柱穴 >明確にはわからなかったが、第 Ⅱ分冊第53図 に示 したPP l～ PP 5が本遺構に伴 う可能性が

高い。

<出土遺物 >土器小 コンテナ4/5箱分 (6.34kg)、 石器 9点 (内訳 :不定形石器 4点、コアAl点、磨

製石斧 1点、磨石 2点、台石 1点 )、 石製品 1点 (不明石製品不掲載)な どが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第77図、Ⅳ一写真図版71)土器 4点掲載 (No1433～ 1436)。

石器 :(Ⅲ 一第232図 、Ⅳ一写真図版292)不定形石器 3点 (No6385～ 6387)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期末葉より古い。出土土器中期末葉大木10式である。中期末葉力

持�期 と推定される。

82 B I w22住居跡 3号 (Ⅱ ―第54図、Ⅱ―写真図版63)

<位置・検出状況>調査区中央部やや西のB Ⅱ w22～ w23・ x22～ x23グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ w22住居跡 1号精査後に下位のB Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 (前期大形住居跡)の検

出・精査を想定 したベル トを設定 し、面的に掘 り下げていた際に石囲炉 (複式炉)を検出し認知 し

た。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ w22土坑 1号、B Ⅱ x23土坑 2号より新 しく、B Ⅱ w22

住居跡 1号 より古い。また、明確な重複関係を把握できなかったが、B Ⅱ w22住居跡 2号より古い可

能性が高い。

<主軸方向>東―西方向である。

<平面形 。規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。複式炉の規模から推定 して、竪穴本体は

5m前後の可能性がある。

<埋土>暗褐色シル トが堆積する。人為堆積層である。

<壁・床 >壁は、本遺構上位に構築されているB Ⅱ w22住居跡 1号に破壊 されている。

床面は明確ではないが、炉石のやや下の面 と判断した。東に向かってやや傾斜する。

<炉 >複式炉を検出した。石囲部+石囲部十石囲部から構成される。何れの石囲部 も方形気味に囲わ

れる。西からI室、Ⅱ室、Ⅲ室と呼び記述する。

炉石の抜 き取 り痕が各所に確認され、特に I室 とⅢ室で顕著である。焼土は、 I室でのみ確認され

た。焼成状態は良好である。炉底は、 I～ Ⅲ室までほぼ同じレベルにあ り、床面から約 7cmである。
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掘 り方は、長方形状の土坑 として掘 られている。 I室が床面から約10cmと やや浅 く、Ⅱ oⅢ 室が約

20cmで やや深い。また、Ⅱ・Ⅲ室は、使用面が黄褐色シルテイーロームで整地されている。

<柱穴 >当初炉のみを検出した状態にあったため、炉検出後にその周辺の検出作業を重点的に行い 7

イ固検出 した。柱穴は、PP lが 36.9cm、 PP 2カS65 0cm、 PP3が 24.3cm、 PP 4が 56.6cm、 PP 5が

51.3cm、 PP 6が 57.9cm、 PP 7が26.5cmである。

追記 として、下位に所在するB Ⅱ t22住居跡 4号の埋土中に構築されているため、PP 3と PP 7は

柱穴の底面の特定を誤った可能性があることを追記する。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0,83kg)、 石器 6点 (内訳 :石鏃 4点、不定形石器 2点 )な どが出

上 している。土器は、坦土下位から早期や前期の破片が出土 しているが、本遺構の帰属時期に関係す

ると推定されるものはない。柱穴内からも大木 2b式が出土 しているが、本遺構下位に所在する前期

大形住居に伴 うものと思われる。

土器 :(Ⅲ 一第77図 、Ⅳ―写真図版72)土器 1点掲載 (No1437)。

石器 :(Ⅲ ―第323図、Ⅳ一写真図版292)石鏃 1点 (No6388)。

<時期>重複遺構 との関係からは、中期末葉より古 く、前期中葉 より新 しい。複式炉の形態などから、

中期末葉力持�期 と推定される。

83 B I x20住居跡 1号 (Ⅱ ―第54図、Ⅱ―写真図版64)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西のB Ⅱ x20・ y20グ リッドに位置する。現況は、国道45号法面続

き部分の急斜面である。

検出状況は、国道45号法面続 き部分を掘 り下げた際に、Ⅲ層黒色シル ト層の下位で、遺構の埋土 と

推定された非現地性の焼土を含む黒褐色シル ト層を確認 したことによる。東西にベル トを残 し、更に

掘 り下げた結果、土器が集中して出上 し、併せて壁溝が確認されたことから、本遺構を認知 した。本

遺構プランの半分ほどは調査区外に延びる。

<新旧関係>B Ⅱx20土坑 2・ 11号、B Ⅱ x21土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ x21住 居跡 1号、B Ⅱ y21

住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形若 しくは楕円形 と推定される。規模は不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第54図 11～ 16層が本遺構に伴 う。黒褐色シル トを主外に壁溝付近に明黄褐色シルテ

ィーロームが顕者にみられる。この責褐色シルティーロームは、壁の崩壊土 と推定された。全て西方

向から流入 した自然堆積層 と判断された。ただし、遺物自体は、人為により廃棄されたと考えられ

る。

<壁 。床>壁は外傾気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<炉 >検出されていない。時期を考慮すれば複式炉を持つ可能性が考えられ、既に削平された東側に

所在 したものと提えられる。

<柱穴>8個検出した。

<付属施設>壁溝は 1条検出された。

<出土遺物 >土器大コンテナ 2箱分 (42,92kg)、 石器27点 (内訳 :石鏃 4点、不定形石器 3点、コア

A2点、磨製石斧 1点、磨石12点 、敲石 1点、台石 1点、礫器 2点、コアBl点 )、 石製品 2点 (内

訳 :石刀類 1点、円盤状石製品 1点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第78図 、Ⅳ―写真図版72)土器21点掲載 (No1438～ 1458)。 出土土器は中期初頭～後期
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初頭まで多岐に亘る。主体は中期末葉大木10式である。

石器 !(Ⅲ 一第323・ 4]9図 、Ⅳ―写真図版292・ 351)石鏃 2点 (No6389・ 6390)、 磨製石斧 1点 (No

7715)、 敲石 1点 (No7716)。

石製品 :(Ⅲ 一第488図 、Ⅳ―写真図版397)円盤状石製品 1点 (No8563)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭より新 しく、中期末葉より古い。出土土器から中期末葉力持�

期 と推定される。

<その他 >壁溝の連続性などから本遺構が縮小 して建替えられたのが、B Ⅱx21住居跡 1号 と捉えら

れる。

84 B Ⅱ x21住居跡 1号 (Ⅱ ―第54図、 Ⅱ―写真図版64)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ x20～ x21・ y20～ y21グ リッドに位置する。現況は

国道45号法面続 きの斜面地である。

検出状況は、調査区境付近の土層観察から、Ⅲ層下位で認知 した。ただし、平面プランは明確では

なく、東西方向にサブ トレンチを設定 し、土層の堆積状況から把握 した。

<新旧関係 >B Ⅱ x20住居跡 1号、B Ⅱx20土坑 6号、B Ⅱ x21土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ y21住居

跡 1号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。残存部からは、平面形は楕円形若 しくは

多角形が考えられ、規模は3.9m以 上×3.4m以上、床面積5.6♂以上である。

<埋土 >にぶい黄褐色シル トなどの地山起源を主体に、黒褐色シル トや暗褐色シル トがみられる。全

般に炭化物の混入が多い。人為堆積層の可能性が高いものの、明確ではない。

<壁・床 >壁は平面的にはわからなかった。土層断面の観察からは、外傾気味に立ち上がる。床面は

やや凹凸がある。

<柱穴>8個検出した。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器中コンテナ 1箱分 (13 91kg)、 石器 1点 (不定形石器不掲載 )、 石製品1点、琥珀

3.56gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第79図、Ⅳ二写真図版73)土器20点掲載 (No1459～ 1478)。

石製品 :(Ⅲ ―第489図 、Ⅳ一写真図版396)石棒類 1点 (No8564)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9610。

<時期 >重複遺構 との関係は中期末葉より新 しい。出土土器は中期末葉大木10式である。中期末葉力

持�期 と推定される。

85 B I x24住居跡 1号 (■ ―第55図、 Ⅱ―写真図版65)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x24～ x25グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ v24住居跡 1号の南壁側において、Ⅷ層で検出した。検出当初は 3棟以上の竪穴

住居跡の重複 と想定されたことから、本遺構はB Ⅱ x24住居跡 3号 と命名 していた。精査の途中から

B Ⅱ x24住居跡 1・ 2号 と命名 した部分は、 2基の土坑であることが判明した。よって、本遺構をB

Ⅱ x24住居跡 1号に改名 し、土坑はそれぞれB Ⅱ24土坑 2号、B Ⅱ x25土坑 3号 と命名 した。土層断

面の図化は、B Ⅱ x25土坑 3号 と共通するベル トで行った。
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<新旧関係>B Ⅱ v24住居跡 1号・B Ⅱ x24土坑 2号・B Ⅱ x25土坑 3号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長楕円形若 しくは隅九長方形 と推定されるが明確ではない。規模

は不明である。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。全般にマサ土の混入が顕著である。人為堆積層である。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。何れも壁溝内に位置する。深さは、PP lが 32.Ocm、 PP 2が9,8cmである。

<出土遺物 >土器0.2kg、 石器 2点 (不掲載内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第80図 、Ⅳ一写真図版フ3)土器 2点掲載 (No1479'1480)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より古い。出土土器は前期前～中葉の時期幅で捉えられる

が、前葉の可能性が高い。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古い

可能性が高い。

86 B I x25住居跡 2号 (Ⅱ ―第55図、 Ⅱ―写真図版65・ 66)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x25グ リッド～BⅢ xlグ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ xl住居跡 1号精査時に南―北方向に設定 した土層観察ベル トで認知 した。

先に検出・精査 に精査に着手 したのは、本遺構 より古いBⅢ xl住居跡 1号であったことにより、

本遺構の南側プランは破壊 している。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 1号・B□ xl土坑 1・ 2号 より新 しい。

<主軸方向>炉のあ り方から東―西方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形 と推定される。規模は、長軸長3.lm、 短軸長27m、 床面積

約6.6ぽ で、小形住居に分類される。

<埋土>1～ 4層が本遺構の主体を成す堆積層である。西方向から流入 した自然堆積層である。 1層

黒色シル トは礫が多量に混入する。5層 暗褐色シル トは、炭化物を密に含み床直付近にのみみられる。

この 5層 のあ り方から本遺構は焼失住居である可能性が高い。 6層 は貼床の可能性がある。

<壁・床 >壁は、西側 と南側の一部のみ検出できた。北側は壁柱穴の配列から推定 した。東側はすで

に消失 (削平をうける)している。

床面は、黄褐色ロームの部分 と黒褐～暗褐色シル トを貼床 とする部分がある。また、重複関係 にあ

るBⅢ xl住居跡 1～ 3号床面より約20cm高 い。

<炉 >石囲炉を検出した。竪穴住居跡のほぼ中央に位置する。方形に炉石が囲われる。炉内には焼土

の発達が見られない。

<柱穴>4個検出した。柱穴配列は掴み難いが、深さから判断してPP l(13 4cm)と PP 3(61.8cm)

は主柱 と考えられる。

<付属施設 >炉の東側で立石を検出した。この立石の南側に位置するPP lと した柱穴は、立石 に伴

う何 らかの施設の可能性がある。

<出土遺物 >土器大コンテナ 1箱分 (23 79kg)、 石器 5点 (不掲載内訳 :コ アAl点、磨石 4点 )、

石製品1点 (円 盤状石製品不掲載 )、 琥珀505gな どが出上 している。西側埋土中位 (フ ラスコの上 )

で最花式 と判断されたほぼ完形の上器が出土 している。

土器 i(皿 一第80図 、Ⅳ一写真図版74)土器 9点掲載 (No1481～ 1489)。 上記のとお り、1487の ほぼ

完形の最花式が出上 している。大木10式の古い段階の破片が、埋土上位の 1層 から比較的まとまって
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Ⅳ 検出された遺構

出土している。共伴関係 と捉えられるのか判断が難 しい。

琥I白 (Ⅳ 一写真図版422)No9612。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は中期後葉最花式 と中期末葉大木10式

(古段階)である。これらを共伴関係 と捉え得るものなのか判断が難 しい。堅穴の形態からは、本遺

跡で多数検出されている中期中葉や中期末葉 とは相違する (小型で石囲炉 も小さい)。 中期後葉力持

X期 と位置づけてお く。合わせて、最花式の竪穴住居跡の可能性で考えられる。

<その他 >上述のとお り、床面直上付近にみられる 5層 に炭化物が多量に含まれる状況から、焼失住

居 と推定される。

三内九山 (2)遺跡 (青森県埋蔵文化財センター1994)で検出された最花式期の第18号住居に形

態 。規模が類似する。また、検討課題 として、共伴 した大木10式 (古段階)と の併行関係の究明を挙

げておきたい。

87 B Ⅱ y21住居跡 1号 (I― 第56図、 Ⅱ―写真図版67)

<位置・検出状況>調査区中央部西端のB Ⅱ y20～ y21・ C Ⅱ a21グ リッドに位置する。現況は国道

45号法面続 きの急斜面地である。

検出状況は、調査区境の土層観察から、竪穴住居跡の埋土 と推定される暗褐色シル トの水平堆積を

確認 したことによる。上述のとお り急傾斜を呈する地点であったことから、土砂崩れの防護対策上、

全面を面的に掘削できないことから、階段上に掘 り下げた。その作業の途中で、石囲炉を検出し、竪

穴住居跡 と認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ x20住居跡 1号、B Ⅱ x21住居跡 1号、 B Ⅱ y21住居跡 2号 より新 しい。

<主軸方向>炉のあ り方から北西―南東方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >検出した北壁 と南壁の連続性から、円形の可能性が高い。規模は直径58

mである。床面積は不明であるが、平面形が円形 と推定 した場合、26ポ程の可能性が考えられる。

<埋土>土層断面A一 A′ は西側法面で設定 。作成 した。 1～ 3c層 に分層 した。

l層 。la層 は国道45号建設に伴 う現代盛土層である。 2層 ・2a層の黒色シル ト層は、本遺構 を

載る状況で堆積 している。上述のとお り調査区境であることと、現況が急斜面地であることから、全

容を明らかにできなかったが、本遺構の上位に構築されている竪穴住居跡 (今回の調査では遺構登録

していない)に伴 う埋上の可能性が高い。 3～ 3c層が本来的に本遺構に伴う埋土と判断される。黒

褐色シル トを主体に壁の崩壊土と推定される3b層 にぶい責褐色シル トが堆積する。西若 しくは南西

方向から流入 した自然堆積層により埋没 したと判断される。

<壁・床 >壁 は穏やかに外傾 して立ち上がる。床面は平坦である。

<炉 >石囲炉を検出した。位置は竪穴住居跡の中央付近 と推定される。炉石は花蘭岩を主 とするが、

北側の一部分に石皿状の扁平礫が用いられている。炉石の掘 り方は、設置される炉石個々の大 きさに

即 し掘 られている。西側部分に炉石の抜 き取 り痕がみられる力S、 責褐色シルテイーロームで埋め戻 さ

れている。炉底は床面から約12cmの深さにあ り、炉内の焼土は発達が良い。

追記 として、石囲炉から南に約30cmの 位置で炭化物の集散がみられた。当初は本炉を構成する一

部 (複式炉)と 推定されたが、断定には至 らなかった。

<柱穴 >12イ回を検出した。

<付属施設>炉の西側で溝状の掘 り込みを検出した。この溝状には小穴が伴 う。

<出土遺物 >土器大コンテナ1.1/3箱分 (29.17kg)、 土製品 1点、石器50点 (内訳 :石鏃13点 、石錐 1
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1 竪穴住居跡

点、石匙 2点、不定形石器14点 、ピエス・ェスキーュ 2点、コアAl点、磨製石斧 2点、磨石10点 、

敲石 2点、台石 1点、礫器 2点 )、 石製品 3点 (不掲載内訳 :石刀類 1点、不明石製品 2点 )、 琥珀

■59gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第80～8]図、Ⅳ―写真図版フ4～75)土器20点掲載 (No1490～ 1509)。

土製品 :(Ⅲ 一第29i図 、Ⅳ―写真図版273)ミ ニチュア土器 1点 (No5556)。

石器 :(Ⅲ ―第323～ 324・ 419図 、Ⅳ一写真図版292・ 351)石鏃 8点 (h6391～ 6398)、 石錐 1点

(No6400)、 石匙 2点 (h6399・ 6401)、 不定形石器 3点 (No6402・ 6403・ 6405)、 ピエス・エスキーユ

2点 (No6404・ 6406)、 磨製石斧 2点 (比7717・ 7718)、 磨石 2点 (No7719・ 7720)。

<時期>重複遺構との関係は中期末葉の時間幅で捉えられる。出土土器は中期末葉大木10式 を主体と

する。中期末葉力持�期と推定される。

<その他>埋上の項で上記した2～ 2a層 は、今回の調査では微量である後期初頭の土器が一定量み

られた。上記のとおり、調査区境であることから推定の域を出来ない内容であるが、本遺構の上に後

期初頭の竪穴住居跡が構築されている可能性がある。

88 B Ⅱ y21住居跡 2号 (Ⅱ ―第57・ 58図、Ⅱ―写真図版68)

<位置・検出状況>調査区中央部西端のB Ⅱ y21～ y22,C Ⅱ a21～ a22グ リッドに位置する。現況

は国道45号法面続きの急斜面地である。

検出状況は、複式炉を検出し認知した。この複式炉は、石囲部を4区画持つ直径約2.8mの 特大の

ものと思われたが、精査の結果 2つ の複式炉が隣接する可能性が高いと判断した。西側をB I y21住

居跡 2号、東側をB Ⅱ y21住居跡 3号と命名した。また、検出位置は、調査区境で土砂崩れの危険が

伴う地点であることから、調査の安全を優先し、住居西側は掘削を断念した。

<新旧関係>B Ⅱ y21住居跡 3号、B Ⅱ y22住居跡 1～ 3号 より新しく、B Ⅱ y21住居跡 1号 より古

<主軸方向>東―西方向である。

<平面形・規模 。床面積>平面形は円形基調と推定されるが、明確ではない。規模は、直径 6m程 と

推定されるが明確ではない。

<埋土>黒褐色シルトと暗褐色シルトを主体とする。第Ⅱ分冊第57図 A― A′ 断面の 1・ 3・ 5層 は

南西方向から流入した自然堆積層と捉えられるが、 2層系は人為堆積層の可能性が高い。 4層黄褐色

シルティーローム層は貼床の可能性があるものの、明確ではない。11層 暗褐色シルト層はB Ⅱ y21住

居跡 3号に伴う埋土と捉えられる。

<壁・床>壁は、第Ⅱ分冊第57図 A一 A/断面では立ち上がりを確認できるものの、平面的には把握

できなかった。床面は、本遺構下位のB Ⅱ y22住居跡 1～ 3号の埋土中であることから、面的には明

確ではなく、炉の構築面付近を床面と想定した。東側は若干下げ過ぎにより破壊してしまった可能性

がある。

<炉 >複式炉を検出した。上記のとおり石囲部+石囲部の 2室 により構成されると判断した。規模は

■4× 0.5～ 0.9mである。西側よりI室、Ⅱ室として記述する。 I室 は円形気味に囲われている。対し

て、Ⅱ室は方形に囲われている。 I室・Ⅱ室ともに焼土の発達が良い。炉底は、床面から I室が約 6

cm、 Ⅱ室が約10cmの深さにある。炉の構築方法は、先に長楕円形気味に約35cmの掘 り方を設けて、

褐色シル トで整地した後に、個々の炉石の掘 り方が改めて掘られている。

<柱穴>4個検出した。柱穴名はB Ⅱ y21住居跡 3号 と通しNoで付けた。本遺構に伴う柱穴はPP l
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Ⅳ 検出された遺構

～ 4である。深さは、PP lが 30。9cm、 PP 2が 18.Ocm、 PP 3が 22.3cm、 PP 4が 15.7cmで ある。

<出土遺物 >土器大コンテナ 4箱分 (85。83kg)、 石器30点 (内訳 :石鏃 3点、石錐 1点、石匙 2点、

不定形石器10点 、ピエス・ェスキーユ 1点、コアA4点、磨石 4点、敲石 2点、礫器 2点、コアBl

点)、 石製品1点 (不明石製品不掲載 )、 琥珀0。Ogな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第8i～83図、Ⅳ―写真図版75～77)土器28点掲載 (No1510～ 1537)。

石器 :(Ⅲ 一第 324・ 419図 、Ⅳ―写真図版292～293・ 351)石鏃 2点 (No6407・ 6408)、 石錐 1点

(No6409)、 石匙 1点 (h6410)、 不定形石器 3点 (No6412～ 6414)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No6411)、

コアA2点 (h6415。 6416)、 敲石 1点 (No7724)。

<時期>重複遺構 との関係は中期末葉の時間幅で捉えられる。出土土器は中期中～末葉である。複式

炉を持つ特徴から、中期末葉力持�期 と推定される。

89 B Ⅱ y21住居跡 3号 (Ⅱ ―第57・ 58図、 Ⅱ―写真図版68)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のB Ⅱ y22・ C Ⅱ a22～ a23グ リッドに位置する。現況は国道

45号法面続 きの斜面地である。

検出状況は、B Ⅱ y21住居跡 2号の記載に譲る。

<新旧関係>B Ⅱ y22住居跡 1～ 3号 より新 しく、B Ⅱ y21住居跡 2号より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調 と推定される。規模は直径 6m、 床面積は27♂程 と推定

され、中形住居 2に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第57図 A一 A′ 断面の11層 暗褐色シル トが本遺構に伴 う埋土である。人為層の可能

性が高い。

<壁・床 >壁は、第Ⅱ分冊第57図 A一 A/断面では立ち上が りを確認できるものの、平面的には把握

できなかった。床面は、本遺構下位のB Ⅱ y22住居跡 1～ 3号の埋土中であることから、面的には明

確ではなく、炉の構築面付近を床面と想定 した。

<炉 >石囲部十石囲部十石囲部の 3室 により構成される複式炉を検出した。西側からI室、Ⅱ室、Ⅲ

室として記述する。

B Ⅱ y21住居跡 2号により、 I室の東側一部が破壊 されている。また、Ⅲ室は所々炉石が抜かれて

いる。

炉石の囲い方は、 Ⅱ室は方形 に囲われることがわかるが、 I室 とⅢ室はわか らない。規模 は、

2.5× 0,7～ 0.85mで ある。使用時の炉底は、床面から I室が約 8cm、 Ⅱ室が約15cm、 Ⅲ室が約 5cm

である。 I・ Ⅱ室には焼土がみられるが、Ⅲ室にはみられない。炉の構築方法は、先に長楕円形気味

に掘 り方を設けて、暗褐色シルテイーローム (15層 )で整地 した後に、さらに14層褐色シル トをその

上面に貼 り (嵩上げ ?)、 その後個々の炉石の掘 り方が設けられている。炉の地下構造 としては、非

常に重厚なつ くりである。

<柱穴>4個検出した。柱穴名はB Ⅱ y21住居跡 2号 と通 しNoで付けた。本遺構に伴 う柱穴はPP 5

～ 8である。深さは、PP 5カ諺1.lcm、 PP 6カ認3.2cm、 PP 7が 15.5cm、 PP 8が32.Ocmである。

<出土遺物 >土器小コンテナ 1箱分 (8.30kg)、 石器15点 (内訳 :石鏃 1点、石錐 1点、不定形石器

3点、コアAl点、磨製石斧 3点、磨石 1点、敲石 1点、砥石 2点、礫器 1点、コアBl点 )、 石製

品 2点 (内訳 :石棒類 1点、円盤状石製品 1点)な どが出上 している。出土土器は一括気味が多 く、

大木 9～ 10式がみられる。
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土器 :(Ⅲ ―第84図、Ⅳ―写真図版ア7)上器 4点掲載 (No1538～ 1541)。

石器 :(Ⅲ ―第325・ 4i9図、Ⅳ―写真図版293・ 35i)石錐 1点 (No6417)、 不定形石器 1点 (No

8565)。

石製品 :(Ⅲ 一第488図 、Ⅳ―写真図版397)磨製石斧 2点 (X‐o7721・ 7722)、 磨石 1点 (No7723)。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期中～後葉より新 しく、中期末葉より古い。出土土器は、中期中～

末葉である。中期末葉力持�期 と推定される。

90 B Ⅱ y22住居跡 1号 (Ⅱ ―第59図、 Ⅱ―写真図版69)

<位置・検出状況 >調査区中央部西のB Ⅱ y22グ リッドに位置する。

検出状況は、B Ⅱ w22住居跡 l号の精査時に、石囲炉を検出し認知 した。精査の結果、重複する竪

穴住居跡に大部分を破壊され、石囲炉 とその周辺の床面のみが残存する。

<新旧関係>B Ⅱ w22住居跡 1号、B Ⅱ y21住居跡 2。 3号より古い。

<主軸方向>不明である。炉のあり方から推定すると北西一南東方向の可能性が考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層である。

<壁・床 >北西側がわずかに立ち上がったことから、第Ⅱ分冊第59図 には壁 として図示 したが、明確

な状況ではなかった。床面は炉付近においては平坦である。

<炉 >石囲炉を検出した。炉石は楕円形気味に囲われている。 1層 が焼土、 2層が整地層で、個々の

炉石は 2層 を掘 り込んで (炉石 ぎりぎりの大 きさで)据えている。

<出土遺物 >土器大コンテナ1.5箱分 (31.03kg)、 石器20点 (内訳 :石鏃 4点、石匙 1点、不定形石器

6点、コアAl点、磨製石斧 4点、磨石 2点、敲石 1点、石皿 1点 )、 石製品 3点などが出土 してい

る。本遺構付近を掘 り下げていた際に出土 した遺物を一括 して登録 したことから、比較的多 くの遺物

がある。ただし、遺物取 り上げ時の混乱から、本来的にはB Ⅱ y22住居跡 2号などに帰属する遺物が

含まれてしまった可能性があることを追記 してお く。

土器 :(Ⅲ ―第84図、Ⅳ―写真図版77～78)土器11点掲載 (No1542～ 1552)。

石器 :(Ⅲ 一第325,419図 、Ⅳ一写真図版293・ 351)石鏃 3′点 (比6418～ 6420)、 石匙 1′点 (陥6421)、

不定形石器 5点 (No6422～ 6426)、 磨製石斧 1点 (No7725)。

石製品 :(Ⅲ 一第488図、Ⅳ―写真図版397)石刀類 1点 (No8566)、 石棒類 1点 (No8567)、 軽石製

石製品 1点 (h8568)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期末葉より古い。出土土器は、中期中～末葉である。本遺構は、

炉の規模から考えて、規模の小 さな円形基調 と推定されるが、上記の竪穴住居跡は今回の調査では中

期後葉にみられる。中期中葉力持 llll～ Ⅸ期 と推定 しておきたい。

91 B Ⅱ y22住居跡 2号 (Ⅱ ―第58・ 59図、 Ⅱ―写真図版69)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西のB Ⅱ y22～ 23グ リッド・C Ⅱ a22～23グ リッドに位置する。

検出状況は、基本層序Ⅲ層相当の黒褐色シル トを除去 した段階で、多量の土器片を含む花筒岩の集

まりを検出した。この集石状は、検出当初意図的な集石遺構 と想定されたことから、十字にベル トを

設定 して精査を進めたが、精査途中から自然堆積 (土石流的な現象 ?)であることが判明した。上述

の礫を除去 して50cm程掘 り下げた段階で床面を検出し認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ y22住居跡 3号、C Ⅱ a23住居跡 1号、B Ⅱ y22土坑 4号より新 しく、B Ⅱ y21住
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Ⅳ 検出された遺構

居跡 3号 より古い。

<主軸方向>南 一北方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸方形である。規模は59× 5,8m、 床面積18ドで、中形住居 2

に分類 される。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。全般に上器片や戊化物の混入が多 く、特に床面直上付近では多

量の災化物がみられる。土層の堆積様相から、人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面は平坦である。

<炉 >竪穴中央から北西に寄った位置で石囲炉を検出した。石は大部分が抜 き取 られてお り、一部分

が残存する。炉に伴 う焼土は検出されていない。

<柱穴 >10イ回検出した。深さから判断 して、PP l・ PP 5'PP 6。 PP 7は 主柱の可能性が高い。

<出土遺物 >土器大コンテナ 9箱分 (197.63kg)、 石器97点 (内訳 :石鏃14点、尖頭器 2点、石錐 3

点、石匙 5点、不定形石器18点 、力持型スクレイパー 1点、コアA6点、磨製石斧12点、磨石17点 、

敲石 4点、凹石 1点 、砥石 5点、石皿 1点、台石 1点、礫器 4点、コアB2点 )、 石製品 8点 (内

訳 :石刀類 1点、石棒類 5点、不明石製品 1点、軽石製石製品 1点 )、 琥J白5.59gな どが出上 してい

る。

土器 :(Ⅲ ―第85～ 89図、Ⅳ―写真図版78～82)土器56点掲載 (比 1553～ 1608)。

石器 :(Ⅲ 一第325～ 326・ 420～ 422図 、Ⅳ一写真図版293～ 294・ 35i～ 353)石鏃 7点 (No6427～

6433)、 石錐 2点 (No6434・ 6435)、 石匙 2点 (kTo6436・ 6437)、 力持型スクレイパー 1点 (No6442)、

不定形石器 4点 (No6438～ 6441)磨製石斧 9点 (No7726～ 7733・ 7743)、 磨石 4点 (No7734～ 7737)、

敲石 1′点 (No7738)、 砥石 2′ミ (No7739'7740)、 石皿 1′ミ (No7741)、 台石 1′ミ (No7742)、 礫器 1点

(No7744)。

石製品 :(Ⅲ ―第489～490図 、Ⅳ―写真図版397)石刀類 1点 (No8569)、 石棒類 3点 (No8570～

8572)、 軽石製石製品 1点 (No8573)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期末葉より古い。出土土器は中期中葉で、大木 8a式の新段階若 しく

は大木 8a式 と大木 8b式の過渡期 と推定されるものを主体 とする。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定さ

れる。

<年代測定>埋土下位出土土器No1556の 付着煤 より4,470± 40 HC BPの測定値が得 られている。

<その他 >炭化物のあ り方から焼失住居 と判断される。

92 B I y22住居跡 3号 (Ⅱ ―第60～62図、Ⅱ―写真図版70～ 72)

<位置・検出状況 >調査区中央部西のB Ⅱ y22～23'C Ⅱ a23～ 23グ リッドに位置する。

検出状況は、本遺構上位にあったB Ⅱ y21住居跡 3号精査時に、本遺構の西壁を確認 した。そして、

B Ⅱ y22住居跡 2号の精査終了後にC Ⅱ a23グ リッド付近で石囲炉を検出したことにより認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1～ 3号、B Ⅱ y22土坑 4号、C Ⅱ a21土坑 1号、C Ⅱ a23土坑 2・ 3

号 より新 しく、B Ⅱ y21住居跡 2・ 3号、B Ⅱ y22住居跡 2号 より古い。

<建替え>竪穴本体や炉の建替えは認知 していないが、柱穴同士で裁 り合い関係を持つことや柱穴配

列から考えて、最低 1回の柱の建替えが行なわれていると捉えられる。新 しい段階を 1期、古い段階

を2期 と区分 して示す。

<主軸方向>東―西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形である。規模は、長軸長7.2m以上、短軸長6.5m、 床面積
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43.6ぽ以上で、大形住居に分類 される。

<埋土 >暗掲色シル トを主体 とする。基本的には南西方向から流入 した自然堆積層 と捉えられるが、

東側の炉直上付近などの一部はにぶい黄褐色シル トによる人為堆積層である。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。壁高は、最 も残 りの良い西壁で約60cmを測る。床面は、西側

はⅧ層黄褐色ローム (地 山)で、東側は下位のC Ⅱ a23住居跡 1～ 3号を覆う責褐色砂質土の貼床が

施される。平坦である。

<炉 >石囲炉を2基検出した。何れも竪穴住居の中心軸線上に位置する。東側を炉 1、 西側を炉 2と

命名 した。

炉 1は方形に炉石が配置され、規模は98× 65cmで、炉底は床面から約 7cmの深さにある。炉内の

焼土は発達が良い。炉の掘 り方は、先に長方形の土坑を掘 り、一部整地 した後に個々の炉石の大きさ

に即 した掘 り方が掘 られ設置されている。

炉 2は扁平気味の花聞岩を主に使用 し、多角形気味に炉石が配置される。炉 2の規模は65× 55cm

で、炉底は床面から約 3cmの深 さにある。炉 1よ りやや小 さく、焼土の発達 もやや不良にある。炉

全体の掘 り方は無 く、個々の炉石は炉石の大きさに即 した掘 り方を持ち設置されている。中心部に黒

褐色シル トによる円形の広が りがみられ、埋設土器が設置されていた可能性が示唆される。

また、炉 2の北西側から焼上の広が りを検出し、焼± 1と 命名 した。径40cmの円形気味に広がる。

<柱穴 >壁溝内にみられる主なものを含めて39個検出した。主柱 と想定される柱穴の嶽 り合い関係や

配列から、主柱の建て替えが行なわれていることがわか り、少なくても2時期の変遷が推定される。

以下に各時期について記載する。

① l時期・・主柱穴としてはPP l・ 2。 3・ 4・ 5。 6・ 7・ 8が考えられる (※ PP 6については

検討を要する)。 その中で、PP lは 2個体分の上器が一括廃棄された状態で出土した。また、底面付

近は礫が敷き詰められた状態であった。PP2は根固石と推定される礫が立石状に検出された。副柱

としては、PP18・ 20・ 22・ 28・ 10。 36・ 37な どの壁際に位置する柱穴が考えられる。柱穴間隔は、

竪穴長軸方向で、PP2-PP 6間が2.35m、 PP 6-PP l間 が2.25m、 PP 3-PP 5間が2.4m、 PP 5-

PP 4間が2.4mを 測る。短軸 はPP2-PP 3間 が3.4m、 PP l― PP4間が3.5mを測る。PP 2-PP 3の

延長線上 に位置す るPP22と PP37が補助柱 的性格 ではないか と推定 され る。 なお、西壁 際 にある

PP34,31・ 32の セ ッ トと北壁際 に 2個セ ッ トに見 えるPP38。 39は 出入 り口に関係 した柱穴の可能性

が考 えられる。

② 2時期・・炉 1・ 2の間 (竪穴中央)に位置するPP 7・ 8は 1期 と併用 して使用され、他に 1時

期に伴う柱穴に裁られているPP 9・ 11・ 12で構成されると推定される。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。北壁際と南壁際はほぼ全辺に沿うが、西壁際は部分的にみられる

だけである。

<出土遺物>土器中コンテナ1.1/4箱分 (19.01 kg)、 石器51点 (内訳 :石鏃14点、尖頭器1点、不定形

石器25点、石匙 2点、コアAl点、磨製石斧 1点、磨石 5点、台石 2点 )、 石製品4点 (内訳 :石刀

類 1点、石棒類 1点、不明石製品 1点、軽石製石製品 1点 )、 琥珀2.57gどが出上している。

土器 :(Ⅲ 一第89図、Ⅳ一写真図版82～83)土器13点掲載 (KTo1609～ 1621)。

石器 :(Ⅲ ―第326～327,422図、Ⅳ一写真図版294・ 353)石鏃10点 (No6443～ 6452)、 不定形石器

■点 (6455～ 6465)、 石匙 2点 (No6453・ 6454)、 磨製石斧 1点 (No7745)。

石製品 :(Ⅲ 一第490図 、Ⅳ―写真図版398)石棒類 1点 (No8574)、 軽石製石製品 1点 (No8575)。

<時期>重複遺構との関係から中期中～後葉より古い。出土土器は中期中葉を主体とする。中期中葉
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Ⅳ 検出された遺構

力持Ⅷ期 と推定される。

93 BⅢ sl住居跡 2号 (Ⅱ ―第63図、 Ⅱ―写真図版73)

<位置・検出状況>調査区中央部北側のBⅢ sl～ tlグリッドに位置する。

検出状況は、第32ト レンチの土層断面で地床炉と想定される焼土を検出し認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ t25住居跡 1号より新 しく、BⅢ tl掘立柱建物跡柱 l号、BEsl埋 設土器 1号、

BⅢ tl埋設土器 1号より古い。

<建替え>壁溝のあり方や柱穴の重複する状況から、最低 2回の建替えが行われている。ただし、詳

細な状況は把握できていない。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。壁溝のあ り方からは、長方形基調 と推定

される。

<埋土>埋土上～中位に 1層黒色シル トが厚 く堆積 し、下位～床面にかけて 2層黒褐色シル トが堆積

する。南西若 しくは北西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床>壁は、西壁の立ち上が りをわずかに確認 したに留まる。

<炉 >地床炉 と捉えられる焼土を検出した。

<柱穴>24個検出した。主柱 と推定されるものとして、PP12・ 15。 16・ 17・ 23'24が挙げられる。

<付属施設 >壁溝 3条 を検出した。検出状況は明瞭ではなく、所々途切れることから、個々の壁溝の

連続性は窺い知れなかった。

<出土遺物 >土器 9号袋 1袋分 (2.50kg)、 石器 1点 (礫器不掲載 )、 石製品1点 (器種不明、不掲載 )

などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第90図、Ⅳ―写真図版83)土器 8点掲載 (No1622～ 1629)。

<時期 >重複遺構 との関係や出土土器から、前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

94 BⅢ t2住居跡 1号 (Ⅱ ―第63図、 Ⅱ―写真図版74)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西端のBⅢ t2～ 3・ u2～ 3グ リッドに位置する。

検出状況は調査区境に設定 した第31。 32ト レンチの上層観察から竪穴住居跡の存在が想定された。

ただし、現況はBⅢ sl旧沢跡 1号の古い段階の堆積層中に構築され、新 しい段階の堆積層に覆われ

ていることから、平面プランは不明瞭であった。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 2,3・ 4号 より新 しく、BⅢ t2集石 1～ 5号、BШ t3集石 1。 2

号、BⅢ t2土坑 1～ 5号、BⅢ t3土坑 1～ 3号 より古い。

<主軸方向>南 一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形である。規模は、長軸長4.2m、 短軸長3.6m以上、床面積

10,4♂以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>第63図 A一 A′ ・B一 B/断面の 1～ 4層が本遺構に伴う。 2層 とした黒褐色シルトを主体

とする。西方向から流入した自然堆積層と推定される。なお、 4層 とした褐色シルティーロームは貼

床と捉えられる。

<壁・床>壁は直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>10個検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ3.5箱分 (74.77kg)、 石器24点 (内訳 :石鏃 3点、尖頭器 2点、石錐 1点、
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不定形石器 4点、磨製石斧 3点、磨石 7点、敲石 1点、砥石 2点、礫器 1点 )、 石製品 2点、動物遺

存体 3シ ャーレ、琥珀2.87gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第90～ 92図 、Ⅳ―写真図版83～ 85)土器23点 (No1630～ 1652)。

石器 :(Ⅲ ―第327・ 422図 、Ⅳ―写真図版 295。 353)尖頭器 1点 (No6466)、 磨石 3点 (No7746～

7748)。

石製品 :(Ⅲ ―第491図、Ⅳ一写真図版397)石刀類 1点 (8577)、 石棒類 1点 (No8576)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版419)No9052。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は、大木 8a式、大木 8a～ 8b式、大

木 8b式、円筒上層 e式など中期中葉を主体 とする。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

95 BⅢ t2住居跡 2号 (Ⅱ ―第63図、 Ⅱ―写真図版74)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西端のBⅢ t2～ 3・ u2～ 3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 3号 より新 しく、BⅢ t2住居跡 1号、BⅢ sl旧沢跡 1号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第63図 A― A/11～ 15層 が本遺構に伴う。黒褐色シル トを主体 とする。西方向から

流入 した自然堆積層 と推定されたが、明確ではない。

<壁・床>壁は、西壁は直立 して立ち上がる。なお、第Ⅱ分冊第63図 の平面図では、実線で図示 して

いるが、北壁は明確ではない。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。何れも壁際に位置する。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器 9号袋 1袋分 (2.87kg)、 石器 2点 (内訳 :磨製石斧 1点、台石 1点)な どが出土

している。

土器 :(Ⅲ 一第92図、Ⅳ―写真図版85)土器 4点掲載 (No1653～ 1656)。

石器 :(Ⅲ ―第328・ 423図、Ⅳ―写真図版295。 353)磨製石斧 1点 (No7749)。

<時期>重複遺構 との関係や出土土器から、中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

96 BⅢ t2住居跡 3号 (Ⅱ ―第63図、 Ⅱ一写真図版74)

<位置・検出状況>調査区中央部北西端のBⅢ t2～ t3・ u2～ u3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1。 2号、BⅢ u2土坑 2・ 3号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。西壁の連続性から考えて、方形基調 と推

定される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第63図21～ 23層 が本遺構に伴う。黒褐色シル トを主体 とし、壁際ににぶい責褐色ロ

ーム (壁崩壊土)が堆積する。全て西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面は平坦である。

<柱穴>2個検出した。何れも壁際に位置する。

<出土遺物 >土器0.03kg(不 掲載 )、 石器 1点 などが出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第423図 、Ⅳ―写真図版353)台石 1点 (No7750)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は小片であるが中期中葉である。中期中葉
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力持Ⅷ期 ?と 推定 しておきたい。

97 BⅢ t2住居跡 4号 (Ⅱ ―第63図、 Ⅱ―写真図版74)

<位置・検出状況>調査区中央部北西端のBⅢ t2グリッドに位置する。

検出状況はBⅢ t2住居跡 2号の床面精査中に、同住居跡とほぼ同じレベルで壁溝を検出した。た

だし、出土土器の時期が異なることから、BⅢ t2住居跡 2号 とは分けて、遺構登録 した。

<新旧関係>BⅢ t2住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >壁溝内には暗褐色シル トが堆積する。

<壁・床 >壁 は検出していない。床面は上述のとお りBⅢ t2住居跡 2号 とほぼ同一のレベルにある。

ほぼ平坦である。

<柱穴 >壁溝を裁る柱穴を 1個検出 した。深さは32.Ocmで ある。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物>土器027k/g、 石器 2点 (内訳 :磨石 1点、礫器 1点 )、 琥珀1,7gな どが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第92図、Ⅳ―写真図版85)土器 2点掲載 (No1657・ 1658)。

石器 :(Ⅲ ―第423図 、Ⅳ一写真図版353)磨石 1点 (No7751)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は中期初頭円筒上層 a式である。中期初頭

力持Ⅵ期 と推定される。

98 BⅢ u2住居跡 1号 (Ⅱ ―第64図、 Ⅱ―写真図版75'76)

<位置・検出状況>調査区中央部北西端のBⅢ u2～ 3,v2～ 3グ リッドに位置する。旧地形は西

～東に向かう緩斜面の傾斜変換点的な部分で、狭い平坦面が形成されている地点に相当する。

検出状況は、近世 と推定されるBⅢ tl掘立柱建物跡 1号に伴 う直径50cm程 の柱穴群の精査後、

V層 まで除去 した段階で円形のプランを確認 し認知 した。

<新旧関係>BⅢ u2土坑 4号 より古い。南東側で重複するBⅢ u2住居跡 2号 との新旧関係は明確

には掴めなかったが、本遺構が古い可能性が高い。

<主軸方向>東―西方向と推定されるが明確ではない。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸方形と推定される。規模は不明である。

<埋土>暗褐色シル トと暗褐～褐色シルティーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定されるが明確

ではない。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。

<柱穴 >12イ回検出した。柱穴配列は判断できない。主柱の可能性があるものを挙げると、壁際に位置

するPP lと PP 8及び平面規模が30cm前後のPP10,PPllな どが考えられる。

<付属施設>西壁際の一部で壁溝を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ 3箱分 (66.08kg)、 土製品 2点、石器41点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 1

点、石錐 1点、石匙 1点、不定形石器 7点、力持型スクレイパー 2点、磨製石斧 5点、磨石15点 、敲

石 2点、砥石 1点、コアBl点 )、 石製品 2点 (内訳 :垂飾品 1点、石刀類 1点、石棒類 1点 )、 動物

遺存体 1シ ヤーレ、琥珀1.05gな どが出上 している。琥珀は、大木 8a式や大木 9式の土器 と混在す

る状況で出土 した。遺物はA― A′ ベル トで東西に分割 し、その中間で南北に分割 し北西から時計回
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りでQl～ Q4と して取 り上げた。

土器 :(Ⅲ 一第93図、Ⅳ一写真図版85～ 86)土器15点掲載 (No1659～ 1673)。

土製品 :(Ⅲ 一第291図、Ⅳ一写真図版274)ミ ニチュア土器 1点 (No5557)、 円盤状土製品 1点 (No

5558)。

石器 i(Ⅲ 一第328・ 423～ 424図 、Ⅳ―写真図版295・ 354)石鏃 l類 (No6467)、 尖頭器 1点 (h

6468)、 力持型スクレイパー 2点 (No6469・ 6470)、 磨製石斧 1点 (No7752)、 磨石 5点 (No7754～

7758)、 敲石 1点 (No7759)。

石製品 :(Ⅲ ―第49i図、Ⅳ一写真図版397)垂飾品 1点 (比8578)、 石刀類 1点 (No7753)。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版421)No9053。

<時期>重複遺構 との関係からは時期を導けない。出土土器は中期中葉大木 8a式を主体とする。中

期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

99 BⅢ u2住居跡 2号 (Ⅱ ―第64図、 Ⅱ―写真図版76)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西端のBⅢ u3・ v3～ v4グ リッドに位置する。

検出状況は、調査区境のBⅢ u4～ v4グ リッド付近に設定 した第31・ 32ト レンチの土層断面の観

察から認知 した。

<新旧関係>BⅢ u2住居跡 3号より新 しいと推定されたが明確ではない。また、南東側で重複する

BⅢ u2住居跡 1号 との新旧関係は明確には掴めなかったが、本遺構が新 しい可能性が高い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長楕円形である。長軸長4.4m以 上、短軸長3.6m、 床面積 11.5♂

以上で、中形住居 2に分類 される。

<埋土>径10～ 20cmの花筒岩を多量に含む黒褐色シル トを主体 とする。また、調査区境の東側では、

砂質土が混 じる褐色シル トが厚 く堆積する。南西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床>壁は調査区境の東側では直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>5個検出した。PP 2は位置や深さから炉跡の可能性が考えられる。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1.1/4箱 分 (9 88kg)、 石器22点 (内訳 :石鏃 4点、不定形石器 4点、磨

製石斧 3点、磨石 7点、敲石 2点、礫器 2点 )、 石製品 2点 (石棒類不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第98～ 94図、Ⅳ―写真図版86)土器11点掲載 (No1674～ 1684)。

石器 :(Ⅲ ―第328・ 424～ 425図、Ⅳ―写真図版295,354)石鏃 2点 (No6471・ 6472)、 不定形石器

1点 (No6473)、 磨石 3点 (No7760～ 7762)、 敲石 2点 (No7763・ 7764)、 礫器 1点 (No7765)。

<時期 >重複遺構 との関係や出土土器から中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

100 BⅢ u2住居跡 3号 (Ⅱ ―第64図、Ⅱ―写真図版76)

<位置・検出状況>調査区中央部北西端のBⅢ u3,v3～ v4グ リッドに位置する。

検出状況は、調査区境のBⅢ u4～ v4グ リッド付近に設定 した第31・ 32ト レンチの上層断面の観

察から認知 した。

<新旧関係 >BⅢ u2住居跡 2号 より古いと推定されたが明確ではない。

<主軸方向>東一西方向と推定される。

<平面形・規模 。床面積 >平面形は隅九方形を基調とする。規模は、長軸長1,7m以上、短軸長3.9m、

床面積5.4♂以上である。短軸長のあ り方から、床面積が10♂ を超えると判断 し、中形住居 2と 推定
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し分類した。

<埋土>第 Ⅱ分冊第64図 D一 D/の 1層褐色シルトを主体とするが、重複関係にあるBⅢ u2住居跡

2号 との区分はできかねた。南西方向から流入した自然堆積層と推定されるが明確ではない。

<壁・床>壁は、わずかな立ち上がりを確認したが明瞭ではない。床面はやや凹凸がある。

<柱穴>2個検出した。PP lは深さ30.Ocmで主柱と考えられる。

<出土遺物>石器 1点 (コ アB不掲載)が出上している。

<時期>重複遺構との関係から中期中葉力持Ⅷ期若しくはそれより古い。

101 BⅢ v2住居跡 1号 (Ⅱ ―第65'70図、Ⅱ―写真図版77～80)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西側のBⅢ v2～ v3・ w2～w3グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ v2列石 1号やBⅢ w3集石 1号精査後に多量の遺物と礫を包含する黒褐色シル

トの広がりを検出し認知した。

<新旧関係>BⅢ v2住居跡 2・ 3・ 5号、BⅢ v3柱穴群より新しく、BⅢ v2住居跡 4号、BⅢ

v2列石 1号、BⅢ w3集石 l号 より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形はほぼ円形である。規模は南北で5。 2m、 東西で4.8m、 床面積14.8

ポで、中形住居 2に分類される。

<埋土>2層 と命名した黒褐色シルトを主体とする。上述のとおり多量の遺物と礫を包含する。遺物

は住居廃絶後に投棄されたと捉えられるが、堆積土層自体は南西方向から流入した自然堆積層を主体

とする。

<壁・床>壁は外傾して立ち上がる。壁高は、西壁約70cm、 東壁で約30cmである。

床面は、本遺構下位のBⅢ v2住居跡 2号埋土中を床面とし、一部貼床が施されている。全般に硬

く締まる状態から、踏み固められていると推定される。ほぼ平坦である。

<炉 >床面で焼± 2基を検出し、それぞれ炉 1、 炉2と 命名した。炉石の抜き取り痕が見られないこ

とから、地床炉であったと想定される。

<柱穴>8個検出した。主柱としては、PP 2を 除く7個が考えられ、壁に近い位置で多角形 (六角

形)気味の配列で捉えられる。

<出土遺物>土器大コンテナ12箱分 (257.57kg)、 土製品 1点、石器63点 (内訳 :石鏃14点 、尖頭器

5点、石匙 1点、不定形石器10点 、ピエス・ェスキーユ 1点、力持型スクレイパー 2点、磨製石斧 5

点、磨石14点 、敲石 4点、砥石 1点、台石 3点、礫器 2点、コアBl点 )、 石製品 5点 (内訳 :石刀

類 1点、石棒類 1点、石玉 1点、不明石製品 2点 )、 動物遺存体 2シ ャーレ、琥珀13.68gな どが出土

している。埋土中位～床面直上にかけて、土器を中心に多量の遣物が出土した。第Ⅱ分冊第70図 には、

埋土中位～床面直上における遺物の出土状況を示した。多量の花筒岩と混在して、土器、琥珀が出土

している。また、同一レベルでフレーク・チップの集中出土が確認されたことから、併せて明示し

た。

土器 :(Ⅲ 一第94～ 99図 、Ⅳ一写真図版86～92)土器74点掲載 (No1685～ 1758)。 大木 8a式から大

木 8b式への過渡期と推定されるものを中心に、円筒上層 e式の新段階と推定されるものが出上して

いる。また、異時期の混在と捉えられる大木10式や弥生土器が少量出土している。

土製品 :(Ⅲ ―第29i図 、Ⅳ一写真図版274)円盤状土製品 1点 (比5559)。

石器 :(Ⅲ 一第328～ 329。 425～ 427図、Ⅳ―写真図版295,355～ 356)石鏃 6点 (No6474～ 6479)、
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尖頭器 3点 (No6480～ 6481)、 石匙 1点 (No6483)、 不定形石器 2点 (No6484・ 6485)、 ピエス・エス

キーユ 1点 (h6486)、 力持型スクレイパー 2点 (No6487・ 6488)、 磨製石斧 2点 (No7766。 7767)、

磨石 9点 (No7768'7769・ 7771～ 7777)、 敲石 3点 (No7770。 7778・ 7779)、 台石 3点 (No7780～

7782)。

石製品 :(Ⅲ ―第49]図 、Ⅳ―写真図版399)石刀類 1点 (XTo8579)、 石玉 1点 (No8580)、 不明石製

品 1点 (No8581)。

琥珀 :(Ⅳ一写真図版422)No9643'9651・ 9657。

<時期 >出土土器から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。併せて、大木 8a式と大木 8b式の過渡

期と捉えられる。

<その他 >本遺構は、同一の占地内で中期中葉～後葉にかけて、BⅢ v2住居跡 3号→ BⅢ v2住居

跡 2号→本遺構 (BⅢ v2住居跡 1号)の変遷が辿れる資料である。

BⅢ v2住居跡 2・ 8号が石囲炉と壁溝を持つのに対 して、本遺構は地床炉で壁溝を持たない特徴

が看取される。また、本遺構出土土器の主体を占める大木 8a～ 8b式は、重複関係にあるBⅢ v2
住居跡 3号出上の大木 8a式との比較から、大木 8a式 と大木 8b式の過渡期に相当すると捉えられ

る資料が多い。

そして、共伴する円筒上層 e式についても、本遺構出土は若干新 しい段階の可能性が高 く、土器編

年的な観点からも重要資料 と思われることを追記 してお く。

102 BⅢ v2住居跡 2号 (Ⅱ ―第66・ 67'70図、Ⅱ―写真図版77・ 78・ 81・ 82)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のBⅢ v2～ v3・ w2～ w3グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ v2住居跡 1号床面下位で石囲炉を検出し認知 した。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 3・ 5号より新 しく、BⅢ v2住居跡 1・ 4号より古い。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模 。床面積 >平面形は隅丸方形である。規模は、長軸長4.2m、 短軸長3.5m、 床面積 8.1

ドで、小形住居に分類される。

<埋土>暗褐～黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層である。埋土上位の 5層 にTo―Cu層 がみ ら

れるが、埋め戻 し時の上層に混入 していたと捉えられ、降下期を反映するものではない。なお、To

Cuの性状は本稿でBl種 と呼ぶものである。

<壁 。床 >壁は、残存状態の良い西壁は外傾 して立ち上がった後、開口部付近に段を持つ。壁高は、

西壁で約90cm、 北壁は約15cm、 南壁 と東壁は推定で平面図に明示 したが明瞭には検出されていな

い。

床面は、BⅢ v2住居跡 3号 とほぼ同じ面で、平坦である。

<炉 >住居中央よりやや東で石囲炉を検出した。炉は多角形に囲われる。炉内の焼土は発達が良い。

炉の構築方法は、先に炉の外周が納まる大きさの土坑を掘 り、個々の炉石を設置後に暗褐色シル トな

どを使用 し据えている。炉底は、床面から5～ 8cmの深 さである。また、炉の西側に焼上の広が り

がみられる。

<柱穴>大小合わせて37個検出した。主柱 としてはPP l・ 2・ 4・ 6・ 8・ 22が想定される。

<付属施設>壁溝 1条検出した。東壁側の一部を除き全周する。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1.5箱分 (10.04kg)、 石器12点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点、磨製

石斧 2点、磨石 4点、敲石 3点 )、 琥珀0,07gどが出土 している。
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土器 :(Ⅲ 一第100図、Ⅳ一写真図版92)土器19点掲載 (No1759～ 1777)。

石器 :(Ⅲ ―第427～ 428図 、Ⅳ―写真図版356)磨 製石斧 1点 (No7783)、 敲石 3点 (比 7784～

7786)。

<時期 >出土土器は中期中葉である。重複遺構 との関係からは中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期より古い。中期

中葉力持 lull期 と推定される。

103 BⅢ v2住居跡 3号 (Ⅱ ―第66・ 68～70図、 Ⅱ―写真図版77・ 83～85)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のBIv2～ 3・ w2～ 3グリットに位置 し、BⅢ v2住居跡

1号直下にある。

検出状況は、BⅢ v2住居跡 2号の床面精査時に、石囲炉を検出し認知 した。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 5号 より新 しく、BⅢ v2住居跡 1・ 2・ 4号 より古い。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形である。規模は、長軸長6.6m、 短軸長4.4m、 床面積

約202ぽで、中形住居 2に分類される。

<埋土>埋土はBⅡ v2住居跡 2号に破壊を受けていない南壁際が良好に残存する。南壁際は、上位

が黒褐色シル トで礫が多量に混入される。中～下位は褐～暗褐色シル ト質砂質上である。遺物は主に

埋土上位から出上 している。人為堆積層 と判断される。

<壁・床 >壁 は、南壁 と西壁では直立気味に、北壁 と東壁ではタト傾 して立ち上がる。壁高は南壁で約

60cm、 西壁で約80cm、 北壁で約30cm、 東壁で約20cmである。

床面は竪穴範囲全面に褐色のシル トで整地が施されているが、BⅢ v2住居跡 2号床面 との比高は

ほとんどない状況にある。ほぼ平坦である。

<炉 >石囲炉を3基検出した。住居南側に位置する炉 1と 北側に位置する炉 2は、長軸の中心線上に

位置する。

炉 1と 炉 2は、配置性 と炉石を長方形状に設置する形態的な類似性から、同時期 と判断される。

炉 3は、小形で多角形状に囲われる。炉 1・ 2と ほぼ同一の床面ベレルで検出されたが、位置的に

みて異時期の可能性があり、本遺構下位のBⅢ v2住居跡 5号に伴う可能性 も考えられる。

炉底は、床面からの深さで、炉 1が約12cm、 炉 2が約10cm、 炉 3が約 5cmである。

炉の構築方法は、何れ も炉石の形状に即 した掘 り方を持ち、褐～暗褐色 シル トで整地 した後 に、

個々の炉石の掘 り方を設けて炉石を設置 している。

また、 3基に共通 して炉内に焼上が確認できない特徴が看取される。

<柱穴 >30イ固検出した。その中で、主柱 と捉えられるのがPP l・ 2・ 4・ 5。 14。 30で ある。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。南東壁際は検出できなかったが、全周するものと推定される。

また、 2地点の壁際より硬化面を検出している。地点 1・ 2と 仮称 して記述する。地点 1は、南壁

内から検出したPP20・ 21と PP 4がみられる地点である。PP 4は 、にぶい黄褐色ロームなどの地山土

により、竪穴の壁際～PP 4の柱穴内が整地されている。その上面 (K一 K′ 1層 )に硬化面が形成

されている。地点 2は、南西のコーナー付近で、第Ⅱ分冊第68図の平面図 G一 G′ とした部分である。

この部分の硬化面は、竪穴西壁際～壁溝上面にかけて責褐色ロームにより整地が施されている。非常

に硬い。上述 した 2地点ともに竪穴の壁自体にも地山土が貼 られている状況が看取される。

推測される事象としては、①壁の崩壊防止の可能性 と②出入 り口に関連 した施設であつた可能性が

考えられようか。
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1 竪穴住居跡

<出土遺物>土器大コンテナ 1箱分 (21.25kg)、 石器17点 (内訳 :石鏃 3点、不定形石器 2点、磨製

石斧 2点、磨石 5点、敲石 5点 )、 琥珀2.55gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第 100～ 102図、Ⅳ―写真図版92～ 94)土器20点掲載 (No1778～ 1797)。

石器 :(Ⅲ 一第329,428～ 429図、Ⅳ―写真図版296・ 356～ 357)石鏃 1点 (No6489)、 不定形石器

1′点 (No6490)、 磨製石斧 2点 (陥7787・ 7788)、 磨石 1点 (No7789)、 敲石 5点 (陥7790～ 7794)。

琥珀 :(Ⅳ―写真図版422)No9676。

<時期>重複遺構との関係は、中期中葉より古い。出土遺物は大木 8a式主体で、円筒上層 d式 ?と

円筒上層 e式が混じる。中期中葉力持Ⅷ期と推定される。

104 BⅢ v2住居跡 4号 (Ⅱ ―第69図、Ⅱ―写真図版78・ 86)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西側のBⅢ v3～ v4・ w3～ w4グリッドに位置する。

検出状況は、BⅢ v2住居跡 1～ 3号の精査中に、同住居群東壁付近で石囲炉 (後 に複式炉と判明)

を検出し認知した。

本遺構は、平面プランを把握できなかったことに関連して、先に精査に着手したのはBⅢ v2住居

跡 1～ 3号である。しかしながら、炉の形態や出土土器などから、室内整理段階において本遺構が新

しいと半J断 した。

<新旧関係>BⅢ v2住居跡 1～ 3・ 5号 より新 しい。

<主軸方向>炉の長軸方向から北西一南東方向と推定される。

<平面形・規模・床面積>平面形は円形と推定されるが明確ではない。規模は直径34m以上である。

規模分類は不明にある。

<埋土>断面図などの記録を遺漏したが、暗褐～褐色シルトを主体とする。

<壁・床 >ほぼ平坦である。

<炉 >石囲炉とそれに近接する焼土を検出した。石囲炉に近接する焼土の周辺からは、一部炉石の抜

き取り痕と判断される痕跡を検出していることから、本来は石囲部十石囲部から構成される複式炉で

あったと推定される。炉石の囲い方は把握できない。焼土は2つ の石囲部共にみられる。

<柱穴>19個検出した。柱穴同士の重複関係は確認していないが、検出数から柱の建替えが行なわれ

ていると考えられる。また、柱穴の配列については推測の域を出ないことから記述を割愛する。ここ

では主柱と想定される深さ20cm以上のものを抽出するに留める。深さ20cm以上の柱穴としては、PP

l～ 3・ 9。 11～ 13。 15・ 19な どが挙げられる。

<付属施設>壁溝は 1条検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ 1箱 (24.45kg)、 石器■点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 2点、力持型

スクレイパー l点、磨製石斧 1点、磨石 5点 )、 琥珀1.00な どが出上している。

土器 :(Ⅲ ―第 i02図、Ⅳ―写真図版94)土器 6点掲載 (NQ1798～ 1803)。

石器 i(Ⅲ ―第329・ 429図、Ⅳ―写真図版296・ 357)石鏃 2点 (No6491・ 6492)、 力持型スクレイパ

ー 1点 (No7795)、 磨石 3点 (胞7796～ 7798)。

<時期>出土遺物は中期中～末葉である。重複遺構との関係は中期中葉より新しい。中期後葉～末葉

力持X～�期と推定される。

105 BⅢ v2住居跡 5号 (Ⅱ ―第66・ 69図、Ⅱ―写真図版77)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西側のBⅢ v3～ 4・ w3～ 4グリッドに位置する。
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Ⅳ 検出された遺構

検出状況は、BⅢ v2住居跡 3号の精査終了後に、同住居の貼床下位 より炉石の抜 き取 り痕 と複数

の柱穴を検出したことから、住居跡 と認知 した。壁は検出していない。また、BⅢ v2住居跡 3号床

面 とのレベル差は平均すると2～ 5cmである。第Ⅱ分冊第69図 の平面図には、BⅢ v2住居跡 3号

炉 3を併せて図化 した。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 1～ 4号 より古い。

<主軸方向>不明である。BⅢ v2住居跡 3号炉 3が本遺構に伴 うものと仮定した場合は、南一北方

向の可能性がある。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >本遺構の上位に構築されているBⅢ v2住居跡 3号に破壊され、残存 していない。

<壁・床 >上述のとお り壁は残存 していない。床面は、柱穴の検出面は全般に平坦であるが、本来の

床面はBⅢ v2住居跡 3号構築時に削平されていると捉えられる。

<炉 >炉石の抜 き取 り痕の一部を検出した。この抜 き取 り痕は、炉石を抜 き取つた後に黄掲色ローム

により整地が施されている。また、上述のとお り、BⅢ v2住居跡 3号炉 3は本遺構に伴 う可能性が

ある (※ たたし、本遺跡全般的な傾向として、中期前～後葉にみられる石囲炉は、その形態が方形基

調が古 く、円形基調が新 しい傾向があることを追記 してお く)。

<柱穴>8個検出した。全般に深い柱穴が多い。PP 7は 、 BⅢ v2住居跡 3号炉 1直下 より検出 し

ている。

<出土遺物 >土器0.38kgが 出土 している。PP 5よ り大木 8a式の古段階と推定される土器が出上 して

ヤヽる。

土器 :(Ⅲ ―第i02図、Ⅳ―写真図版94)土器 1点掲載 (h1804)。

<時期 >柱穴出土土器から中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

106 BⅢ v3住居跡 1号 (Ⅱ ―第71図、Ⅱ―写真図版87)

<位置・検出状況>調査区中央部西端のBⅢ w4～ x4グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ w3住居跡 l号の精査終了後に、柱穴の検出と調査区境の土層断面の観察か ら認

知 した。

<新旧関係>BⅢ y4柱穴群より新 しく、BⅢ w3住居跡 1号より古い。

<主軸方向>明確ではないが、北西―南東方向の可能性が考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形、若 しくは楕円形の可能性が高い。規模は、長軸長

6.Om以上であるが、短軸長は推測不可能にある。

<埋土>第 Ⅱ分冊第71図 をみるとおり、 4層 には径5～ 30cmの 角礫が多量に含まれ、その下位は砂質

土が互層を呈する。状況から洪水に関わる自然堆積層 と推定される。堆積上の流入方向は判断が難 し

いものの、南方向から流入されている可能性が高い。

<壁・床 >壁は検出していない。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>4個検出した。

<付属施設>壁溝の一部を検出した。

<出土遺物 >土器0.87kg、 土製品 1点、石器 7点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 1点、磨石 1点 )、 石製

品1点 (石棒類不掲載)な どが出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第102図、Ⅳ一写真図版94)土器 3点掲載 (No1805～ 1807)。

土製品 :(Ⅲ ―第29]図、Ⅳ一写真図版274)円盤状土製品 lJ点 (No5560)。
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1 竪穴住居跡

石器 :(Ⅲ ―第329図 、Ⅳ―写真図版296)石鏃 3点 (No6493・ 6494・ 6496)、 尖頭器 1点 (No6495)

<時期>重複遺構 との関係からは、中期中葉の後半 (大木 8b式期)よ り古い。出土土器は中期中葉

前半大木 8a式などである。中期中葉の前半力持Ⅷ期 と推定される。

107 BⅢ wl住居跡 1号 (Ⅱ ―第71図、 エー写真図版88)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西側のBⅢ wl～ 2・ xl～ 2グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ x2住居跡 3号やBⅢ wl土坑 1号、BⅢ xl土坑 3・ 4号の精査中に、llull層 黄

褐色ロームで壁溝の一端 と柱穴を検出し認知 した。

本遺構の大部分が本来の床面まで削平されいる可能性が高 く、残存状況は非常に悪い。

<新旧関係 >BⅢ x2住居跡 3号、BⅢ w2住居跡 1号、BⅢ wl住居跡 2号より古い。

また、BⅢ wl土坑 1号、BⅢ xl土坑 3。 4号 との新旧関係は、野外調査時は明確には掴みきれ

ず、本遺構が古いと判断された。 しかし、整理作業時に出土土器を検討 した結果、本遺構が新 しい可

能性が高いことが半J明 した。第 I分冊の第15図 遺構配置図には、本遺構を古 く図示 しているが、本来

的に新旧関係は明確ではない。

<主軸方向>明確には不明である。壁溝の連続性からは南一北方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。自然堆積なのか人為堆積なのか判別できなかった。

<壁・床 >壁は検出されていない。床面は上述のとお り大部分が削平されている可能性が高い。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第71図 の平面図には、 BⅢ wl住居跡 2号 と通 しNoで示 した。PP l～ 4の 4個が

本遺構に伴 う柱穴 と捉えられる。

<出土遺物 >土器 1 78kg、 石器 1点 (磨製石斧不掲載)、 琥珀129gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第]03図、Ⅳ―写真図版94)土器 8点掲載 (No1808～ 1815)。

<時期>重複遺構 との関係からは、前期前～中葉より古い。出土土器は中期初頭～前葉で前期は含ま

れていない。埋土中から出上 した土器が異時期である可能性 も考えられるものの、新旧関係を誤つて

精査 した可能性が高い。中期初頭～前葉力持Ⅵ～Ⅶ期と推定 してお く。

108 BⅢ wl住居跡 2号 (Ⅱ ―第71図、 Ⅱ―写真図版88)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のBⅢ wl～ w2・ xl～ x2グリッドに位置する。

検出状況は、BⅢ x2住居跡 3号精査中に、西壁の一部と柱穴を検出し認知 した。

<新旧関係 >BⅢ wl住居跡 1号 より新 しく、BⅢ x2住居跡 3号、BIw2住 居跡 1号 より古い。

また、BⅢ wl土坑 1号、BⅢ w2土坑 2・ 3号、BⅢ xl土坑 3・ 4号、BⅢ x2土坑 3号 との

新旧関係は、野タト調査時は明確には掴みきれず、本遺構が古いと判断された。 しかし、整理作業時に

出土土器を検討 した結果、本遺構が新 しい可能性が高いことが判明 した。第 I分冊の第15図遺構配置

図には、本遺構を古 く図示 しているが、本来的に新旧関係は明確ではない。

<主軸方向>明確ではないが北西―南東方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<坦土>暗褐色シル トによる単層である。自然堆積なのか人為堆積なのか判別できなかった。

<壁・床 >壁 はタト傾 して立ち上がる。床面は西から東にかけてやや傾斜する。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第71図の平面図には、BⅢ wl住居跡 1号 と通 しNoで示 した。PP 5～ 16の 12個 が

本遺構に伴 う柱穴と捉えられる。
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Ⅳ 検出された遺構

<出土遺物 >土器 9号袋 1袋分 (2 99kg)、 石器 8点 (内訳 :磨石 4点、敲石 1点、台石 1点、礫器

2点 )、 琥珀13.18gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第i03図、Ⅳ―写真図版95)土器 6点掲載 (No1816～ 1821)。

石器 :(Ⅲ 一第430図、Ⅳ―写真図版357)磨石 1点 (No7800)、 敲石 1点 (No7799)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9690。

<時期 >重複遣構 との関係からは、前期前～中葉より古い。出土土器は中期前葉で、前期は含まれて

いない。埋土中から出上 した土器が異時期である可能性 も考えられるものの、新旧関係を誤つて精査

した可能性 もある。中期前葉力持Ⅶ期 と推定 しておきたい。

109 BⅢ w2住居跡 1号 (Ⅱ ―第72図、 Ⅱ―写真図版88)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のBⅢ w2・ x2グ リッドに位置する。

検出状況は、 BⅢ x2住居跡 3号精査時に壁溝を検出し認知 した。当初、 2棟の重複 と想定され、

BⅢ w2住居跡 1,2号 と命名 したが、精査が進行 した段階でBⅢ w2住居跡 2号 としたプランが単

独で存在することが判明した。よって、当初 BⅢ w2住居跡 2号 と命名 したプランをBⅢ w2住居跡

1号に改名 して遺構登録 した経緯がある。

<新旧関係 >BⅢ x2住居跡 3号 より古い。

また、BⅢ x2土坑 1号 との新旧関係は明確には掴めず、先にBⅢ x2土坑 1号から精査 した。出

土土器からは本遺構が新 しい。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は不明である。規模は、長軸長 5m以上、短軸長 3m以上、床面積

10.4♂ 以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土 >黒褐色シル トを主体に床面直上付近ににぶい責褐色シル ト (地山土)が堆積する。南西方向

から流入 した自然堆積層 と推定されるが、明確ではない。

<壁・床 >壁は、外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>本遺構床面で30イ固検出した。深 さ20cm以上の柱穴 としては、PP l～ 4・ 6・ 12～ 14・ 26・

28が挙げられる。ただし、配列に規則性が看取できない。また、柱穴からの出土土器をみると、PP

lか らは円筒上層 b式、PP 9か らは円筒下層 c式などが出土 してお り、時期に幅がある。埋上の類

似性から考えて、本遺構に帰属する以外の柱穴が含まれている可能性 もある。

<出土遺物 >土器大コンテナ 1箱分 (23.24kg)、 石器10点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点、磨石

5点、敲石 1点、台石 1点 )、 石製品 2点 (石棒類不掲載)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第千03～ i04図、Ⅳ―写真図版95～96)土器18点掲載 (No1822～ 1839)。

石器 :(Ⅲ 一第329図 、Ⅳ―写真図版296)不定形石器 1点 (No6497)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期中葉 より古い。出土遺物は前期末葉～中期後葉であるが、PP l

出土土器などは中期前葉である。先にも述べたとお り、重複遺構 との新旧関係を誤った可能性が高 く、

中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期と推定 してお く。

110 BⅢ w3住居跡 1号 (Ⅱ ―第72・ 73図、 Ⅱ―写真図版制 。90)

<位置・検出状況 >調査区中央部東のBⅢ w3～ 4・ x3～ 4グ リットに位置する。

検出状況は、遣物を多量に包含するⅢ～Ⅳ層相当の黒褐色シル トの広が りにより竪穴住居跡の存在

が推定された。ただし、平面プランは明確には把握できなかったことから、推定されるプランに土層
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ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れ、西壁や南壁を検出したことにより認知 した。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 3号 ・BⅢ v3住居跡 1号、BⅢ w3土坑 1号、BⅢ y4柱穴群より新

ししヽ。

<建替え>床面は 2面確認されてお り、最低 1回の建替えが行なわれている。便宜上新 しい段階を 1

期、古い段階を2期 と呼称 して記述する。なお、 2期から1期 にかけて拡張されている。また、壁溝

のあり方や柱穴同士で重複関係を持つものがあることなどから、同一期の中でも柱の建替えが行われ

ている。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九方形基調であるが、東側は逆台形状に張 り出すものと捉えら

れる。規模は、 1期の段階が長軸長5.3m、 短軸長4.3m、 床面積 14.6ぽで、中形住居 2に分類 される。

2期は壁溝などの状況から一回り小 さいと捉えられる。

<埋土>竪穴を覆う主な堆積土は 1～ 3層 である。埋土上位に 1層系 とした黒色シル ト、中位に2層

系の黒褐色シル ト、下位に3層系のにぶい黄褐～暗褐色砂質土が堆積する。遺物は 1・ 2層系に多い。

l～ 3層 は南西方向からの自然堆積層 と捉えられるが、遺物自体は投棄されていると捉えられる。 4

層は地山、 5層 は他遺構の埋土 と判断されるが、明確ではない。 6層 は 1期の貼床土、 7～ 10層 は 3

層系の自然堆積層 と捉えられる。11層 とした掲色砂質シル トは、地山土を用いた整地層で、 2期の床

面を嵩上げして 1期の床面を形成 している。併せて、この11層 で柱穴や壁溝が覆われている。

<壁・床 >壁は南壁・西壁・北壁は直立 して立ち上がる。東壁は第Ⅱ分冊73図 に掲載 したA一 A′ 断

面では直立気味に立ち上がると捉えられたが、平面的には明瞭ではなく、把握できなかった。

床面は、 1期 は埋上の項で上述 した整地層である11層褐色砂質シル トが全面に敷かれ、竪穴中央か

ら東側は11層上面を床面とする。対 して、竪穴中央～西側は、整地層の上面に粘性の強いにぶい黄褐

色ロームが貼床されていて、とても硬い。それらを切って柱穴、壁溝が掘 られている。床面は全般に

平坦である。なお、この貼床土内からは、前期の上器小片が数点出土 している。 2期の床面は、11層

を除去 した段階と捉えられ、Ⅷ層地山中を床面とする。なお、本遣構周辺のⅧ層は若干砂質土が混 じ

る黄褐色ロームである。

<炉 >住居中央よりやや東側で石囲炉を検出した。方形気味に囲われる。炉底は、床面から約 8cm

の深さにある。炉内の焼土は発達が悪い。

<柱穴>総数で40個検出し、PP l～ PP40ま で命名 した。 1期の柱穴 としては、整地層や貼床上面で

検出したPPl・ 2・ 4・ 6,7・ 8・ 9。 10。 11。 12・ 13・ 14・ 15。 16。 17・ 18'19。 20。 27・ 37

が挙げられる。柱配置としては、長軸方向において石囲炉を挟むように中心軸上にPP13・ 14の 大 き

な柱が位置 し、それら同じ軸線上の西壁際にPP 7が位置する。そして、PP 2・ PP37・ PP16・ PP17

の 4本が主柱 と考えられる。西壁際に位置するPP 6と PPユ 5は 出入 り口に関係する可能性 も考えられ

る。 2期 の柱穴 としては、整地層下位で検出 したPP 3・ 5。 21・ 22・ 23・ 24・ 25'26・ 28・ 29・

30。 31 ・32・ 33・ 34・ 35。 36・ 38・ 39'40が葛争げらン化る。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ21.5箱分 (465,46kg)、 土製品 1点、石器52点 (内訳 :石鏃 9点、尖頭器

1点、石匙 2点、不定形石器12点、磨製石斧 7点、磨石18点 、台石 1点、礫器 1点、コアBl点 )、

石製品13点 (内訳 :石棒類10点 、有孔石製品 1点、石玉 1点、軽石製石製品 1点 )、 動物遺存体 5シ

ャーレ、琥珀472gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第104～千]1図、Ⅳ一写真図版96～ ]03)土器79点掲載 (No1840～ 1918)。
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Ⅳ 検出された遺構

土製品 :(Ⅲ ―第29i図、Ⅳ―写真図版274)円盤状土製品 1点 (No5561)。

石器 :(Ⅲ ―第330・ 430図 、Ⅳ一写真図版296・ 358)石鏃 2点 (No6498。 6499)、 尖頭器 1点 (No

6500)、 石匙 1点 (No6501)、 不定形石器 4点 (h6502～ 6505)、 磨製石斧 1点 (No7801)、 磨石 3点

(No7802～ 7804)、 台石 1点 (No7805)。

石製品 :(Ⅲ 一第491～493図、Ⅳ―写真図版399～40i)石棒類 6点 (No8582～ 8587)、 有孔石製品 l

点 (No8588)、 軽石製石製品 1点 (No8589)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9060。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9695。

<時期>重複遺構との関係は中期中葉前半より新しい。出土土器は大木 8b式や榎林式など中期中葉

後半を主体とする。中期中葉後半力持Ⅸ期と推定される。

1■ BⅢ xl住居跡 1号 (エ ー第74・ 75図、エー写真図版91・ 92)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x25～ y25・ BⅢ xl～ x2・ yl～ y2。 CⅡ a

25。 CⅢ alグ リッドに位置する。

検出状況は、花筒岩礫と土器を多量に含む黒色シルトの広がりを確認し、竪穴住居跡の存在が想定

された。ただし、平面的な広がりは掴めなかった。黒色シル トの広がりから、平面プランを推定し、

土層断面を設定し、土層断面沿いにサブトレンチを入れ、竪穴住居の西壁を確認し認知した。

<新旧関係>BⅢ xl住居跡 2～ 7号、B Ⅱ x25土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ x25住居跡 2号 より古

セヽ 。

なお補足として、C Ⅱ a25住居跡 2号 との新旧関係は、本遺構が新しいと推定されるが、明確には

把握できなかった。出土土器の時期についても、両者ともに大木 8a式の新しい段階を主体とするこ

とから、判断材料とは成り得ない状況にある。

<主軸方向>東―西方向と推定されるが明確ではない。

<平面形・規模・床面積>平面形は隅丸長方形と捉えられる。規模は、主軸方向が東―西と想定する

と、長軸長5。4m、 短軸長3.Om以上、床面積16.0♂以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>埋土最上位の黒色土を1層 、上位の黒褐色土を2層、中位の暗褐色上を3層系、炭化物・焼

上の入りのよい下位の黒褐～暗黒褐色系を4層系、床面直上層や壁際土を5～ 9層 とした。10層 は黄  ´

褐色ロームで整地層と捉えられる。なお、 3f層や4a層などは焼上の投げ込みが顕著にみられる。

全て人為堆積層と推定されるが明確ではない。

<壁・床>壁は南壁と西壁以外は不明瞭な状況である。直立に立ち上がるが部分的とやや外傾する部

分がある。

床面は埋上の項で上述した整地層 (10層 )上面で、やや硬い。ほぼ平坦である。

<炉 >地床炉と捉えられる焼土を2箇所検出した。

<柱穴 >15イ固検出した。主柱としてはPP l・ 2・ 5・ 8が想定される。また、PP 9。 11・ 12。 13・

14な ど壁溝内に深い柱穴がみられる。

<付属施設>床面から土器が露出する状態で検出した。検出当初は、正立で埋設されている土器と想

定して精査を進めた。精査の結果、 3片の上器片が正立で埋められていた。第Ⅱ分冊第75図 D一 D'

として断面図を明示したものである。この 3片は同一個体と推定されたが、接点がなく接合関係にな

い。その中の 1片である1919(円 筒上層 b式)のみ掲載した。

<出土遺物>土器大コンテナ20箱分 (436.74kg)、 土製品 1点、石器208点 (内訳 :石鏃17点 、尖頭器
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3点、異形石器 1点、石箆 1点、石匙 2点、不定形石器34点、力持型スクレイパー 1点、コアA5点、

磨製石斧25点、半円状扁平打製石器 2点、磨石72点 、敲石10点 、凹石 3点、砥石 4点、石皿 4点、台

石 3点、礫器14点 、コアB7点 )、 石製品■点 (内訳 :石刀類 3点、石棒類 3点、石冠 2点、不明石

製品 1点、軽石製石製品 1点、原石 1点 )、 動物遺存体 1シ ャーレ、琥珀152g、 などが出土 している。

遺物の取 り上げはできるだけ分層で行った。

土器 :(Ⅲ 一第1]2～ ]i5図、Ⅳ―写真図版103～ ]0フ)土器74点掲載 (No1919～ 1992)。

土製品 :(Ⅲ 一第29i図 、Ⅳ―写真図版274)円盤状土製品 1点 (No5562)。

石器 :(Ⅲ 一第330～ 332・ 430～433図 、Ⅳ―写真図版296～ 297・ 358～ 359)石鏃 6点 (No6506～

6511)、 尖頭器 1点 (No6512)、 異形石器 1点 (No6513)、 不定形石器15点 (No6514～ 6528)、 磨製石斧

6点 (No7806～ 7811)、 半円状扁平打製石器 1点 (No7813)、 磨石14点 (No7812・ 7814～ 7826)、 敲石

4点 (No7827～ 7830)、 石皿 2点 (No7831・ 7832)。

石製品 :(Ⅲ 一第493図 、Ⅳ―写真図版402)石刀類 1点 (No8590)、 石冠 1点 (No8591)、 軽石製石

製品 1点 (No8592)。

動物遺存体 :(Ⅲ ―第512図 、Ⅳ―写真図版419)No9001。

<時期>重複遺構 との関係 としては、前期末葉より新 しく、中期後葉より古い。埋設土器は中期前葉

円筒上層 b式である。中期前葉力持Ⅶ期 と捉えたい。

112・ 114～■6 BⅢ xl住居跡 2・ 4～ 6号 (Ⅱ ―第74・ 76図、 Ⅱ―写真図版91～93)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB I x25～ y25。 BⅢ xl～ x2・ yl～ y2グ リッド、CⅢ a

lグ リッドに広がる。

検出状況は、BⅢ xl住居跡1号の精査が終了 した後、同住居床面を15～ 20cm掘 り下げたところ、

複数の壁溝 と多数の柱穴を検出した。ただし、東側は遺物を含まない黒色シル ト中で、壁溝などのプ

ランは検出できなかった。よって、比較的明瞭にプランを把握できた西側の壁溝や柱穴の新旧関係か

ら、 4棟の住居跡の存在を認知 した。新 しい方よりBⅢ xl住居跡 2号→ 4号→ 5号→ 6号 と命名 し

た。また、BⅢ xl住居跡 7号は、BⅢ xl住居跡 2・ 4～ 6号 より床面 レベルが低 く、尚且つ住居

占地がやや東側に広がることから単独で図化 した。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 7号、B Ⅱ x25土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ x25住居跡 2号、B ttx l住

居跡1号 より古い。

<主軸方向>北西―南東方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、全て隅九長方形 と推定される。規模は明確には不明であるが、

何れも短軸長が 5m前後 と推定される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第76図 にA― A/断面 として、BⅢ xl住居跡 1号床面下位の上層断面を図化 した。

1・ 2層 ともに人為堆積層である。BШ xl住居跡 2号の埋土 と捉えたが、BⅢ xl住居跡 1号に伴

う整地層である可能性 もある。

<壁・床 >上位に所在するBⅢ xl住居跡 1号に破壊されていると捉えられ、壁、床面 ともに明確で

はない。ただし、BⅡ xl住居跡 2号については、地床炉と埋設土器を検出している状況から、床面

が一部残っていたものと考えられる。

<炉 >BⅢ xl住居跡 2・ 5号 に伴う焼土を検出し、地床炉と判断した。

<柱穴>BⅢ xl住居跡 2・ 4～ 6号合わせて32個検出した。BⅢ xl住居跡 2号に伴うのが、PP

l ・ 2 , 3 , 4 ・ 5 。 6 ・ 7 ・ 8 。 9 。14・ 15。 25,26・ 27の 14イ回である。 BⅢ xlイ主居跡 4号にイ半
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うのが、PP16。 18'19の 3個である。 BⅢ xl住居跡 5号 に伴 うのが、PP10。 11,12,13・ 17の 5

個である。BⅢ xl住居跡 6号に伴 うのが、PP20の 1個である。PP21～ 24・ 28～ 32の 帰属は不明で

ある。その内、BⅢ xl住居跡 2号の地床炉 (焼土)下位から検出したPP29～ 32は BⅢ xl住居跡

4～ 6号の何れかに伴 うと推定される。

総括すると、BⅢ xl住居跡 2・ 4～ 6号は、壁溝内に主柱が配置される住居形態 と推定される。

<付属施設>壁溝 1条 を検出している。

<出土遺物 >出土遺物は、BⅢ xl住居跡 4号の壁溝出上の軽石製石製品 1点を除き、BⅢ xl住居

跡 2号出土 として一括登録 した。

BⅢ xl住居跡 2号 :土器大コンテナ 1箱分 (25,98kg)、 石器32点 (内訳 :石鏃 3点、石匙 2点、不

定形石器10点 、ピエス・ェスキーユ 1点、コアA2点、磨石 9点、改石 1点、礫器 1点、コアB3点 )、

石製品1点 (石棒類不掲載 )、 琥珀0,37gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第|16～ ]17図、Ⅳ―写真図版i07～ 108)土器31点掲載 (No1993～ 2023)。

石器 :(Ⅲ ―第332～ 333・ 433～ 434図 、Ⅳ―写真図版298・ 360)石鏃 3点 (No6529～ 6531)、 石匙

1点 (N06532)、 不定形石器 8点 (No6533～ 6540)、 磨石 5点 (No7833～ 7837)、 礫器 1点 (No7838)。

BⅢ xl住居跡 4号 :石製品 1点が出上 している。

石製品 i(Ⅲ 一第494図 、Ⅳ―写真図版402)軽石製石製品 1点 (No8593)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期中葉より新 しく、中期前葉より古い。BⅢ xl住居跡 2号は、埋

設土器などから前期後～末葉力持 V～ Ⅵ期 と推定される。BⅢ xl住居跡 4～ 6号は、前期後葉力持

V期 と推定されるが明確ではない。

113 BⅢ xl住居跡 3号 (Ⅱ ―第74・ 77図、 Ⅱ―写真図版91～ 93)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x25～ y25・ BⅢ xlグ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ xl住居跡 1号の精査時に、同住居西壁外に前期土器を包含する暗褐色シル ト層

を検出し異時期の遺構の存在が想定された。その後、東西方向にサブ トレンチを入れ、西壁を確認 し

認知 した。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 1・ 2・ 4～ 6号、B Ⅱ x25土坑 2号、B Ⅱ y25土坑 4号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形 と推定されるが、楕円形の可能性 も残る。規模は不明

である。                ‐

<埋土 >暗褐色シル ト中心に、焼土ブロックや地山ブロックが混在する。人為堆積層の可能性が高

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。壁高は約1.2mで ある。床面は黄褐色ローム面である。残存部

が少なく明確ではないが、南北方向ではほぼ平坦である。

<柱穴>大半が壁溝内か、若 しくは壁溝 と重複する。深さ15cm以上の 8個 を柱穴として登録 した。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ1.5箱分 (10.92kg)、 石器11点 (内訳 :尖頭器 3点、不定形石器 1点、磨

石 2点、敲石 2点、砥石 1点、コアB2点)どが出土 している

土器 :(Ⅲ ―第 liフ～]]8図、Ⅳ―写真図版i08～ ]09)土器21点掲載 (No2024～ 2044)。

石器 :(Ⅲ 一第333・ 434図、Ⅳ―写真図版298・ 360)尖頭器 1点 (No6541)、 不定形石器 1点 (No

6542)、 敲石 1点 (h7839)、 砥石 1点 (7840)。
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<時期>重複遺構との関係からは、前期前～中葉より古い可能性が高い。出土土器は前期前～末葉で

ある。前期前～中葉力持Ⅳ期と推定される。併せて、To_Cu降下期との新旧関係は明確ではないが、

同テフラ降下期前後の可能性がある。

l17 BⅢ xl住居跡 7号 (Ⅱ ―第74・ 77図、Ⅱ―写真図版91)

<位置 。検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ xl～ CⅢ alグ リッドに位置する。BⅢ xl住居

跡 2。 4～ 6号 よりやや下位から検出した。

<新旧関係>BⅢ xl住居跡 1・ 2・ 4～ 6号 より古い。

<主軸方向>明確ではないが、東―西方向と考えられる。

<平面形・規模 。床面積 >平面形は隅丸長方形と推定されるが、明確ではない。長軸長は3.6m以上、

短軸長は約5.7mで ある。

<埋土>本来の床面自体が削平されていることから、本遺構の埋土は残存していない。

<壁・床>壁、床面ともに残存していない。

<柱穴>16個 を検出した。柱穴同士で重複関係を持つことから、柱の建替えが行なわれていると捉え

られる。配列を検討できる状況になく、主柱穴は不明にある。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物>な し。

<時期>重複遺構との関係からは前期中葉より古いと推定されるが明確ではない。前期中葉力持Ⅳ～

V期 と推定される。

118 BⅢ x2住居跡 1号 (エ ー第78図、Ⅱ―写真図版94)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ x2～ x3・ y2～ y3グリッドに位置する。

検出状況は、多量の遺物と花聞岩礫を含む黒色シル トの広がりを検出し、竪穴住居跡と想定した。

想定された住居プラン中央に十字の上層観察ベルトを設定し、ベル ト沿いにサブトレンチを入れ、床

面を検出し認知した。

<新旧関係>BⅢ x2住居跡 2,3号、BⅢ w3土坑 1号より新しい。

また、BⅢ y3住居跡 1号 との新旧関係は、当初は本遺構が古いと推定し遺構配置図などには図示

した。しかしながら、出土土器を検討した結果、本遺構が新しい。

<主軸方向>南―北方向と推定される。

<平面形 。規模・床面積>平面形は楕円形である。規模は、長軸長3.9m、 短軸長3.4m、 床面積5.6♂

で、小形住居に分類される。

<埋土>黒褐色シルトを主体とし、各層に土器・花筒岩・地山ブロックが多量にみられる。人為堆積

層と推定されるが、明確にはわからなかった。

<壁・底面>壁は穏やかに外傾する。下位のBⅢ x2住居跡 2号埋土中が床面で、ほぼ平坦である。

<出土遺物>土器大コンテナ4箱分 (92.65kg)、 土製品 1点、石器78点 (内訳 :石鏃13′点、石錐 1点、

石匙 1点、不定形石器19点 、コアA2点、磨製石斧 9点、磨石22点、敲石 3点、砥石 3点、石皿 1点、

台石 2点、礫器 1点、コアBl点 )、 石製品13点 (内訳 :石刀類 5点、石棒類 7点、不明石製品 l点 )、

動物遺存体 4シ ャーレ、琥珀636gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ 一第li8～ i20図、Ⅳ―写真図版i09～ ill)土器33点掲載 (No2045～ 2077)。

土製品 :(Ⅲ ―第29]図 、Ⅳ―写真図版2フ4)円盤状土製品 1点 (陥5563)。
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Ⅳ 検出された遺構

石器 :(Ⅲ 一第333～ 334・ 434～ 435図 、Ⅳ一写真図版298・ 360～ 36])石鏃10点 (No6543・ 6544・

6546～ 6553)、 石錐 1点 (No6545)、 不定形石器 3点 (No6554～ 6556)、 磨製石斧 5点 (No7841～ 7845)、

磨石 3点 (No7846～ 7847)、 敲石 1点 (No7849)、 砥石 1点 (No8599)、 石皿 1点 (No7850)、 台石 1点

(No7851)。

石製品 :(Ⅲ ―第494～ 495図 、Ⅳ―写真図版402～ 403)石刀類 3点 (No8594～ 8596)、 石棒類 2点

(No8597・ 8598)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420)No9062。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9706。 9712。

<時期 >出土土器の主体は中期中葉大木 8a～ 8b式である。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

併せて、大木 8a式 と大木 8b式の過渡期の可能性 もある。

<その他 >本遺構は、竪穴住居跡 として登録 したが、炉や柱穴が検出されない状況から竪穴状遣構の

域を出ない。

119 BⅢ x2住居跡 2号 (Ⅱ ―第79図、Ⅱ―写真図版95'96)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ x2～ x3・ y2～ y3グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅢ x2住居跡 1号の下位で炭化材を含む黒色シル トの広が りがみられ、掘 り下げた

ところ石囲炉を検出し、認知 した。

<新旧関係 >BⅢ w3土坑 1号 より新 しく、BⅢ x2住居跡 1号より古い。

また、BⅢ x2住居跡 3号 との新旧関係は明確には不明であるが、本遺構が新 しいと推定された。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形である。規模は、長軸長5.6m、 短軸長3.6m、 床面積10,8

ぽで、中形住居 2に分類される。

<埋土>炭化材を多量に含む黒色シル トの単層である。黄掲色ロームブロックなどが含まれないもの

の、状況から人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。壁高は、南壁で約50cm、 西壁で約65cm、 北壁で80～ 90cm、

東壁で 5～ 15cmである。

床面は二段構造を持つ、いわゆるベッド状を呈する。竪穴中央～東側では掘 リコタツ状に一段凹む。

この凹部は方形で長軸長2.3m、 短軸長 2m、 床面 (ベ ッドの部分)か ら約15cm下位にあり、炭化材

が多量に出上 した。

<炉 >上記 した掘 リコタツ状に一段凹む部分から石囲埋設土器炉を検出した。炉は方形に囲われ、埋

設土器は炉中央より東側に寄って坦設されている。埋設されている土器は、口縁部 と底部が欠損する

ものを、正立で設置されている。炉内には焼上がみられない。

<柱穴>5個検出した。PP l～ PP 4は、一段低い掘 リコタツ状部分のコーナーに位置 し、全般に深

い。東壁を裁る関係にあるPP 5は屋外柱穴と考えられたことから、柱穴登録 した。

<出土遺物 >土器小コンテナ15箱分 (10,88kg)、 琥珀018gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第 120図 、Ⅳ一写真図版 111)土器 7点掲載 (No2078～ 2084)。

<時期>重複遺構との関係は、前期中～後葉より新 しく、中期中～後葉 より古い。埋設土器は中期中

葉大木 8a式である。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。
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120 BⅢ x2住居跡 3号 (Ⅱ ―第78図、 コー写真図版88・ 96)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ x2～ x3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ wl住居跡 2号、BⅢ w2住居跡 1号、BⅢ x2土坑 1・ 3号 より新 しく、BⅢ x

2住居跡 1・ 2号より古い。

<主軸方向>東―西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形である。規模は、長軸長29m、 短軸長2.2m、 床面積4.1♂

で、小形住居に分類される。

<埋土>埋土上～中位に褐色シル ト、中～下位に地山起源の掲色シル ト質砂質土や褐色シルティーロ

ームが堆積する。人為堆積層 と推定される。

<壁・床>壁は南壁・西壁・北壁は外傾 して立ち上がる。東壁は検出できなかったが、床面の範囲か

ら下場線のみ図示 した。壁高は、南壁で約25cm、 西壁で約60cm、 北壁で約50cmである。西壁はB

Ⅲx2土坑 3号の埋上を壁 とする。

床面はⅧ層黄掲色ローム中でやや硬い。一部 BⅢ x2土坑 3号の埋土を床面 とする。ほぼ平坦であ

る。

<炉 >住居中央付近から石囲炉を検出した。方形気味に囲われる。炉内には焼土は確認できない。炉

底は、床面から約 6cmの深さにある。

<柱穴>6個検出した。

<付属施設 >東壁際で壁溝の一端を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0.81kg)、 石器 4点 (不掲載内訳 :磨石 3点、コアBl点)な どが

出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第12i図、Ⅳ一写真図版 i12)土器 2点掲載 (No2085。 2086)。

<時期>重複遺構 との関係からは、中期前葉より新 しく、中期中葉より古い。出土遺物は中期中葉で

ある。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

121 BⅢ y3住居跡 1号 (Ⅱ ―第80図、 Ⅱ―写真図版97・ 98)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側のBⅢ y3～ 4・ CⅢ a3～ 4・ b3～ 4グ リッドに位置す

る。

検出状況は、 CⅢ a2住居跡 1号、C tt a 4住居跡 1号の精査終了後に、BⅢ y4住居跡 1号 とB

Ⅲy3土坑 1号の精査中に認知 した。

<新旧関係 >BⅢ y3土坑 1号 より新 しく、CⅢ a4住居跡 1号、BⅢ y4住居跡 1号 より古い。

CⅢ a2住居跡 1号やBⅢ x2住居跡 1号 との新旧関係については、明確には不明にある。

本遺構の西側で重複するCⅢ a2住居跡 1号 とは、先に精査に着手 したのはCⅢ a2住居跡 1号で

あるが、その後の状況から本遺構が新 しいと判断された。

また、本遺構の北側で重複するBⅢ x2住居跡 1号 との新旧関係は、本遺構から先に精査 したため、

遺構配置図などには本遺構が新 しく図示 している。 しかしながら、出土土器などを検討 した結果、本

遺構が古い。

<主軸方向>南 一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形を呈する。規模は長軸長約5,4mで ある。短軸長は、東側

がCma4住 居跡 1号などに破壊されているため不明にある。ただし、西壁から炉まで約 2mである

ことから、炉が中軸線上にあると想定すれば、短軸長は4m程である可能性が考えられる。床面積 も
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Ⅳ 検出された遺構

明確には不明にあるものの、短軸長が上述 した4m程 と想定すれば20ポ前後の可能性があり、中形住

居 2と 推定される。

<埋土 >埋土上位に 6層 とした暗褐色シル トが15cm程堆積 し、埋土中～下位に11層 とした砂質土や

砂礫土が互層気味に堆積する。また下位の12～ 14層 は全般に砂礫を含む。全て洪水的な現象に起因し、

西～南西方向から流入 した自然堆積層 と捉えられる。遺物は、11層 の砂礫層を境にして、それより上

を埋土上位に、それより下位を埋土下位 として取 り上げた。なお、11層 の砂礫層からは遺物は出土 し

ていない。

<壁・床 >壁 は、南壁・西壁・北壁ではタト傾 して立ち上がる。東壁および北東の床面は上述 した洪水

的現象により流 されていると判断される。床面は炉の検出面付近が想定されるが明確な状況にはな

<炉 >北壁に寄った位置で石囲炉を検出した。方形に囲われる。炉石は地下に埋め込まれる先端部分

が先鋭気味に尖る。炉の掘 り方は確認できないことから、直接床面に刺 し設置されていると捉えられ

る。炉底は、床面から6～ 8cmの深さで、炉内の焼土は焼成が良い。

<柱穴 >主柱 と判断された 2個 に柱穴名を付 した。深 さは、PP lが 73.7cm、 PP 2が 73.Ocmで ある。

その他に、南西床面で小柱穴を複数個検出したが、深さは何れも5cm以下である。

<付属施設>壁溝を南西壁側で検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ 4箱分 (82.44kg)、 石器52点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 1点、石錐 2点、

石匙 1点、不定形石器 6点、力持型スクレイパー 1点、コアA3点、磨製石斧10点 、石鍬 1点、磨石

13点 、敲石 3点、砥石 1点、石皿 1点、礫器 3点、コアBl点 )、 石製品 4点 (内訳 :石刀類 1点、

石棒類 1点、不明石製品 1点、軽石製石製品 1点 )、 琥珀640gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第]2]図、Ⅳ―写真図版 I12)土器19点掲載 (No2087～ 2105)。

石器 :(Ⅲ 一第334・ 436図 、Ⅳ一写真図版299・ 361～362)石鏃 3点 (No6557～ 6559)、 尖頭器 1点

(No6561)、 石錐 2点 (No6560・ 6562)、 不定形石器 1点 (No6563)、 力持型スクレイパー 1点 (No7861)、

コアAl点 (No6564)、 磨製石斧 3点 (No7852～ 7854)、 石鍬 1点 (No7855)、 磨石 2点 (No7856・

7857)、 敲石 2点 (ITo7858,7859)、 礫器 1点 (No7860)。

石製品 :(Ⅲ 一第495図、Ⅳ―写真図版403)石棒類 1点 (No8600)、 軽石製石製品 1点 (No8601)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版424)No9930。

<時期 >重複遺構 との関係からは、中期前～中葉より新 しく、中期中葉より古い。出土遺物は中期初

頭～中葉である。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

122 BⅢ y4住居跡 1号 (Ⅱ ―第81図、エー写真図版99)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ y4グリッドに位置する。

検出状況は、CⅢ a4住居跡 1号の精査終了後に、同住居の北壁付近の上層観察から、住居跡の存

在が想定された。サブ トレンチを入れたところ、石囲炉を検出し、認知 した。

<新旧関係 >BⅢ y3住居跡 1号 より新 しく、CⅢ a4住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>東一西方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形を呈する。規模は、長軸長33m、 短軸長29m、 床面積38

♂で、小形住居に分類される。

<埋土>埋土全般に花商岩を主体 とした礫が含まれるが、特に埋土中～下位の 8層 に多い。埋土中位

の 3・ 4・ 6・ 7層 は人為による投げ込みによる堆積層 と捉えられるが、他は西方向から流入 した自
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然堆積層 と判断された。

<壁・床 >壁は、西壁・北壁・東壁は外傾 して立ち上がる。南壁はCⅢ a4住居跡 1号に破壊 されて、

わずかな立ち上が りを確認 したに留まる。西壁は、上位は重複するBⅢ y3住居跡 1号の埋土中を壁

とし、下位はⅧ層である。

床面はほぼ平坦である。

<炉 >石囲炉を検出した。ほぼ中央に位置する。規模は径約30cmで 円形気味に囲われている。炉内

には、暗褐色シル トに混 じり焼成の良好な焼土粒がみられる。

<柱穴>3個検出した。柱穴は全般に浅い。

<出土遺物 >土器大コンテナ 1箱分 (23.31 kg)、 石器22点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 8点、磨製

石斧 2点、磨石 5点、敲石 1点、凹石 1点、石皿 1点、台石 1点、礫器 1点 )、 石製品1点 、琥珀

2.27gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第122図、Ⅳ―写真図版ii3)土器16′点掲載 (No2106～ 2121)。

石器 :(Ⅲ 一第 334。 437図、Ⅳ―写真図版299。 362)石 鏃 1点 (No6565)、 不定形石器 2点 (比

6566・ 6567)、 磨製石斧 1点 (No7862)、 敲石 1点 (NQ7863)。

石製品 :(Ⅲ 一第495図、Ⅳ―写真図版403)不 明石製品 1点 (No8602)。

<時期 >重複遺構 との関係からは、中期中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は中期中葉大木 8a～

8b式に混ざり円筒上層 e式が出土 している。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

<その他 >本遺構は、 CⅢ a4住居跡 l号の北壁側のダメ押 し作業中に検出したが、南壁側のプラン

が不明瞭で、推定で図示 した経緯がある。両者の出土土器をみると、ほぼ同時期の可能性が窺えた。

整理作業時において、机上でこの 2つの住居跡の平面図を合体 してみると、CⅢ a4住居跡 1号の石

囲炉及び炉石の抜き取 り痕を伴う焼土とBⅢ y4住居跡1号の石囲炉がほぼ同一線上に並ぶような配

列を取る。CⅢ a4住居跡 1号は、西壁側から検出した壁溝 (明瞭なのは2条)か ら、最低でも2時

期の変遷が考えられるが、BⅢ y4住居跡1号 は本来小形円形の住居跡ではなく (精査の誤 り?)、 C

Ⅲa4住居跡 1号の炉施設であつた可能性も残ることを付記しておきたい。

123 C Ⅱ a23住居跡 1号 (Ⅱ ―第82～84図、Ⅱ―写真図版100・ 101)

<位置・検出状況>調査区中央部やや西のC Ⅱ a23～ 24・ b23～ 24・ c24～ 25グ リットに位置する。

検出状況は、C Ⅱ b23～ b25グ リッドに設定した土層断面の観察から、本遺構の存在が想定され

た。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 2・ 3号 より新 しく、B Ⅱ y22住居跡 2・ 3号、C Ⅱ a23土坑 1・ 4～

7号、C Ⅱ b23住居跡 1～ 3号、C Ⅱ b24住居跡 1～ 3号より古い。

<建替え>東側床面で壁溝 3条 を検出していることから、少なくても2回以上の建替えが行われてい

る。西壁側はわからなかったが、東壁側は拡張されたと捉えられる。

第Ⅱ分冊84図 には、古い方から順に1期、 2期、 3期 として、変遷の推定を示した。壁溝などの残

存状態などから、平面形が推定できるのは2期 と3期である。

<主軸方向>北西一南東方向である。

<平面形 。規模・床面積>平面形は、先端部がやや窄まり気味の長方形を呈する。規模は、長軸長10

m以上、短軸長 4m、 床面積40ぽ以上で、大形住居に分類される。

<埋土>黒掲色シルトを主体とし、暗褐色シルトや黄褐色ロームが混じる。埋土上位と下位からTo―

Cuの堆積が確認された。所々に焼土や災化物が混入する人為層がみられるものの、埋土全体的には

-130-



Ⅳ 検出された遺構

西若しくは南西方向から流入した自然堆積層と判断される。To―Cuは、本稿でC種と呼ぶ性状で、上

位は再堆積若しくは人為層に混入していた可能性があるものの、下位は自然堆積と判断される。

<壁・床>壁は、北西壁では垂直気味の立ち上がりを示す。

床面はほぼ平坦であるが、北西から南東へとやや傾斜する。

<炉 >竪穴中央より南東側床面で焼土を3基検出し、地床炉と判断した。いずれも不整円形を呈 し、

掘 り込みは浅 く、炉跡とは認め難いものである。これらは最も新しい 3期に伴うものと考えられ、

1・ 2期 については火を焚いた痕跡を検出していない。

<柱穴>108イ回検出した。短軸側と対になる柱配置を想定した場合、 3期の主柱はPP38・ 31・ 32・

36。 4。 35・ 3・ 6が、 2期はPP46・ 57・ 33・ 50・ 42・ 97。 92が想定される。 1期 は想定できなか

った。

<付属施設>壁溝 3条を検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ3箱分 (59.9kg)、 土製品 2点、石器97点 (内訳 :石鏃21点、石錐 3点、

石箆 1点、石匙 8点、不定形石器41点、力持型スクレイパー 1点、コアAl点、磨製石斧 3点、磨石

10点、凹石 1点、砥石 5点、礫器 1点、コアBl点 )、 石製品 5点 (内訳 :石刀類 2点、石棒類 1点、

石玉 1点、不明石製品 1点 )、 動物遺存体 5シ ヤーレ、琥珀0,81gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第 i23～ 127図、Ⅳ―写真図版i14～ i]8)土器158点掲載 (No2122～ 2279)。 この遺構出

土は、ToぃCu層 の上と下の両方で取り上げたものが含まれる。その中で一括して取り上げたもの (袋

番号が同じもの)を 、以下に挙げてみる。

先に、To―Cu層 より下位出上の一括グループとしては、①2129～ 2134、 ②2138～ 2141、 ③2173～

2179、 ④2187～ 2189、 ⑤2190～ 2196、 ⑥2251～ 2255、 ⑦2264～ 2266が挙げられる。

①のグループは、大木2a式、大木2b式、白座式が共伴する。

②のグループは、何れも土器型式の特定が難しいものの、施文される地文が不整撚糸文、組紐、

LR結節付が共伴する。

③のグループは、②と同様に土器型式の特定が難しいものばかりであるが、施文される地文の種類

は、非結束羽状縄文、組紐、LR結節付、LR横回転に限定される資料である。

④のグループは、何れも大木2a式と推定されるが、単軸絡条体第lA類 と組紐の共伴が窺える。

③のグループは、沈線による連続する山形状文が施文される2190に対して、組紐、不整撚糸文、 0

段多条の原体を用いるものが共伴する。

⑥のグループは、本稿でⅢ～Ⅳ群としたものとⅣ群がセット関係にあり、横位に貼り付け隆線を持

ち隆線の上に刺突文を施文する2253に対して、単軸絡条体第 3類軸縄、単軸絡条体第 5類、組紐が共

伴関係を示す。

⑦のグループは、組紐を持つ2264と 、結節回転文十付加条の2266が共伴する資料である。

次に、To一Cu層 より上位出上の一括のグループを挙げると、③2163・ 2166、 ⑨2197・ 2198、 ⑩2229

～2232、 ①2241～ 2244、 ⑫2268。 2269、 ⑬2277～ 2279がある。本来To―Cuの下位から出土する可能性

が高いものが多く含まれるが、その中には問題を提起すると考えられる資料が幾つかある。例えば、

③のグループをみると、単軸絡条体第1類が施文される2197(円 筒下層 b～ c式の可能性がある)が

含まれる。⑩のグループの中には、2229の大木 3式の可能性があるものと、胎土中に繊維が含まれな

い2230が含まれる。⑫のグループには、2268の大木3式 ?や2269の大木3～ 4式 ?が含まれる。

上記の内容をまとめると、To―Cu下位で大木 1式、大木2a式、大木2b式、白座式はみられるが、

円筒下層式全般と大木 3式などはみられない。また、単軸絡条体第3類軸縄・単軸絡条体第 5類 。組
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紐、付加条などは、To cu下位の土器群の組成にも含まれる。TO― Cu上位では、円筒下層 b～ c式 と

大木 3・ 4式 と推定される土器が含まれる。それらの内容は、本稿の上器を分群・分類する上で、指

標の一つとした。

追記 として、なお、円筒下層 a式については、本遺構に限らず、今回の調査全体の判断としてTo

Cu上位に帰属すると捉えている。しか しながら、大木 2式 との区分が難 しいものがあるのも事実で、

To―Cuの 下位で確実に出土を見ないものなのか、今後への再検討 と考えたい。

土製品 :(皿 ―第291図 、Ⅳ一写真図版274)円盤状土製品 2点 (5564・ 5565)。

石器 :(Ⅲ 一第335～ 337・ 43ア図、Ⅳ―写真図版299～ 300・ 362)石鏃 8点 (No6568～ 6575)、 石錐

3点 (No6576～ 6578)、 石箆 1点 (No6579)、 石匙 7点 (No6580～ 6586)、 不定形石器10点 (No6587～

6596)、 力持型スクレイパー 1点 (No6597)、 コアAl点 (No6598)、 磨石 4点 (No7864～ 7867)、 砥石

3点 (No7868～ 7870)。

石製品 :(Ⅲ ―第495図、Ⅳ―写真図版403)石刀類 1点 (No8603)、 石棒類 1点 (No8604)、 不明石

製品 1点 (No8605)。

動物遺存体 :(Ⅳ―写真図版420)h9065。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期中～後葉より古い。出土土器は前期前

～中葉である。併せてTo一Cu降下期より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。

124 C Ⅱ a23住居跡 2号 (Ⅱ 一第82図、 Ⅱ―写真図版100)

<位置・検出状況 >調査区中央部西のC Ⅱ b23グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ a23住居跡 1号の南壁際で、別住居に伴 う壁溝 2条 を検出した。新 しい壁溝をC

Ⅱ a23住居跡 2号、古い壁溝をC Ⅱ a23住居跡 3号 と命名 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 3号 より新 しく、 C Ⅱ a23住居跡 1号、 C Ⅱ b23住居跡 1～ 3号、CⅡ

b24住居跡 1～ 3号より古い。

<主軸方向>北西―南東方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模は不明である。

<埋土>竪穴本体の埋土は重複遺構に削平されほとんど残存 していない。壁溝内は暗褐色シル トが堆

積する。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器0.26kg(不掲載 )、 石器 1点 (石鏃不掲載)が出上 している。

<時期 >重複遣構 との関係は、前期前～中葉より古い。前期前葉力持Ⅲ期と推定される。併せて、相

対的にTo―Cu降下期より古い。

125 C Ⅱ a23住居跡 3号 (Ⅱ ―第82図、 Ⅱ―写真図版100)

<位置・検出状況 >調査区中央部西のC Ⅱ b23グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ a23住居跡 1号の精査中に、同住居跡の南壁際で検出した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1,2号 、 C Ⅱ b23住居跡 1～ 3号、C Ⅱ b24住居跡 1～ 3号 より古

<主軸方向>北西一南東方向と推定される。

<平面形・規模 。床面積 >平面形、規模 ともに不明である。
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<埋土>わずかではあるが暗褐色シル トの堆積が認められた。

<壁・床 >壁は西壁の一部のみ確認された。直立気味に立ち上がる。床面は残存分がわずかであるた

め詳細は不明である。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋1.1/2袋分 (1.24kg)が出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第]27図、Ⅳ―写真図版 i]8)土器 5点掲載 (No2280～ 2284)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前葉より古い。出土土器は特定が難 しいが前期前葉主体 と推定され

る。前期前葉力持Ⅲ期若 しくはそれより古いと推定 される。併せて、相対的にTo Cu降下期 より古

ヤヽ。

126 C Ⅱ a23住居跡 4号 (Ⅱ ―第85図、 Ⅱ―写真図版102・ 103)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のC Ⅱ a23～ 24グ リットに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ a23住居跡 1号精査時に別住居のプランを確認 し、 C Ⅱ a23住居跡 4号 と命名 し

た。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1号より新 しく、 C Ⅱ a23土坑 2・ 3号 より古い。また、床面下で CⅡ

a23土坑 8,9号 のプランを検出したが、本遺構の方が古いと考える。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形基調 と推定される。規模は短軸長23mを 測る。長軸長は

不明である。

<埋土>黒掲色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自然堆積層 と捉えられる。壁際下位の 2

層・ 8層 にTo―Cu(本稿のC種)がみられるが、再堆積層 と判断され、To一 Cuの 降下期を反映 して

いない (後世の堆積層)と 捉えられる。

<壁・床 >壁は、東壁、西壁のそれぞれの一部が残存 し、垂直気味の立ち上が りを示す。床は平坦で、

一部貼床が見 られた。

<柱穴>4個検出した。埋土は何れも黒褐色シル トである。深さは、PPと が6.6cm、 PP 2が 59.4cm、

PP3が46.2cm、 PP4が 26 8cmで 、 イゴらてつきが大 きヤヽ。

<付属施設 >壁溝を検出した。西側は壁際に延びる。東壁は検出していないが、おそらく壁溝付近に

存在 していたと考えられる。また、短軸方向に走る溝を1条検出した。この溝の埋土は、柱穴の埋土

と同じく黒褐色シル トである。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1.5箱分 (9.65kg)、 石器 9点 (内訳 :石鏃 3点、石匙 1点、不定形石器

2点、力持型スクレイパー 1点、磨石 1点、礫器 1点 )、 石製品 2点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第]28～ 129図 、Ⅳ―写真図版i18～ 1]9)土器41点掲載 (No2285～ 2325)。

石器 :(Ⅲ 一第337・ 437図、Ⅳ―写真図版30i・ 362)石鏃 1点 (No6599)、 石匙 1点 (No6600)、 不

定形石器 1点 (No6601)、 力持型スクレイパー 1点 (No6602)、 礫器 1点 (No7871)。

石製品 :(Ⅲ ―第495～496図 、Ⅳ―写真図版403～404)軽石製石製品 2点 (No8606・ 8607)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期中～後葉より古い。前期中～後葉力持

Ⅳ～V期 と推定される。併せてTo―Cu降下期より新 しいと考えられる。

127 C Ⅱ a23住居跡 5号 (第85図、Ⅱ―写真図版103)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ y24～ C Ⅱ a24グ リッドに位置する。
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<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 6号より新 しく、 B Ⅱ y24土坑 1号より古い。

<主軸方向 >明確 には不明であるが、北東 一南西方向の可能性が高い。

<平面形・規模 ・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊85図 A一 A' ・B一 B'土層断面の la～ 4d層・ 5～ 7層が本遺構に伴 う埋土で

ある。黒褐色シル トを主体 とする。 1～ 4d層 は、南西若 しくは西方向から流入 した自然堆積層であ

る。その中で、埋土上～中位の 3層 にTo Cu(本稿のC種)の混入がみられる。 6層 は下位の CⅡ a

23住居跡 6号 を整地 した際の人為層 と判断される。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1 55kg)が出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第千29図、Ⅳ―写真図版 119)土器 4点掲載 (No2326～ 2329)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期中～後葉より古い。前期前～中葉力持

Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、To Cu降下期より古いと推定される。

128 C Ⅱ a23住居跡 6号 (Ⅱ ―第85図、 Ⅱ―写真図版103)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ y24～ C Ⅱ a24グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ a23住居跡 5号の精査時に認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ y24土坑 1号、 C Ⅱ a23住居跡 5号 より古い。

<主軸方向>明確には不明であるが、北東一南西方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調である。規模は、短軸長3.5m前後である。長軸長は不

明である。

<埋土 >黒褐色シル トと黄褐色ロームの堆積層が確認された。責褐色ロームは、本遺構にし所在する

C Ⅱ a23住居跡 5号構築時の整地層 と判断される。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。床面は、 C Ⅱ a23住居跡 5号 より15cm程下位にある。黄掲色

ローム層 (地山)でほぼ平坦である。貼床は施されていない。

<柱穴>2個 を検出した。深さは、PP lが 10.9cm、 PP 2が 15.8cmで ある。

<付属施設>西～北壁にかけてと南壁の一部で壁溝を検出した。

<出土遺物 >土器0.3kg、 石製品 1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第]29図、Ⅳ―写真図版 li9)土器 2点掲載 (No2330。 2331)。

石製品 :(Ⅲ ―第496図 、Ⅳ一写真図版404)石棒類 1点 (No8608)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より古い。出土土器は特定が難 しいが前期前～中葉 と推

定される。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古いと推定

される。

129 C Ⅱ a25住居跡 1号 (Ⅱ ―第86図、 Ⅱ―写真図版104・ 105)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のC Ⅱ a25～ CⅢ aloCⅡ b25～ CⅢ blグ リッドに位

置する。現況は棚畑造成時にカッテイングを受けている地点である。

検出状況は、棚畑の切土 (法面)を上層断面に転用 して設定 した土層断面の観察 と、西側にわずか

に残る平面プランから把握 した。検出時は、土層観察から最低 2棟の住居跡の存在 を認知 し、南側の

古い方をC Ⅱ a25住居跡 1号、北側の新 しい方をC Ⅱ a25住居跡 2号 とした。

<新旧関係>C Ⅱ a25住居跡 2号より古い。
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周辺の遺構の変遷を示すと、新 しい方からBⅢ xl住居跡 1号→ C Ⅱ a25住居跡 2号→ C Ⅱ a25住

居跡 1号の順 となる。

<建替え>壁溝 3条 を検出している状況から最低 2回の建替えが行われていると推定される。埋±11

層 とした貼床を剥が した段階で、内側の壁溝 2条を検出していることから拡張されていると考えられ

る。

<主軸方向>北東一南西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定される。規模は不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第86図 A― △' ・B― B'土層断面の 8～ 11層が本遺構に伴 う埋土である。黒褐色

シル トを主体に掲色ロームが混 じる。 8層系は自然堆積層で、 9～ 11層 は人為堆積層 と推定される。

なお、最上位に堆積する 1層 ・ la層 は畑土や木根などによるカクラン層である。

<壁・床 >残存する西壁 と北壁は、外傾 して立ち上がる。壁高は西壁が55～ 80cm、 北壁は50cmであ

る。

床面は埋±11層 とした褐色ロームを貼床 している。ほぼ平坦である。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第86図のPP l～ 10が本遺構 に伴 う。PP 4以外は壁溝内より検出された小規模なも

のである。壁際や壁溝内に集中してみられる。

<付属施設>壁溝 3条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ1.1/5箱分 (26.62kg)、 石器28点 (内訳 :石鏃 2点、尖頭器 1点、不定形

石器 3点、コアAl点、磨製石斧 2点、磨石10点 、敲石 4点、砥石 1点、石皿 1点、礫器 1点、コア

B2点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第i29図、Ⅳ―写真図版 120)土器ll点掲載 (No2332～ 2342)。

石器 :(Ⅲ ―第338・ 437～438図、Ⅳ一写真図版30]・ 862)石鏃 2点 (No6603・ 6604)、 不定形石器

1点 (No6605)、 磨石 3点 (No7872～ 7874)、 敲石 1点 (No7875)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期中葉より古い。出土土器は前期前～中葉、中期初頭～前葉、後

期初頭である。中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

130 C Ⅱ a25住居跡 2号 (Ⅱ ―第86図、Ⅱ―写真図版104・ 105)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近の C Ⅱ b25～ CⅢ blグ リッドに位置する。東側は、段々

畑造成時に破壊を受けている。

検出状況は、平面からわかる大凡のプランと、段々畑の切土 (法面)を上層断面に転用 して作成 し

た土層断面の両方から把握を試みた。土層断面の観察結果から、南側で重複するC Ⅱ a25住居跡 1号

より新 しい (埋土の様相 も本遺構の埋上の方がやや黒色が濃 く柔らかい)。

<新旧関係>C Ⅱ a25住居跡 1号、 CⅢ al土坑 1号より新 しい。

南側で重複するBⅢ xl住居跡 1号 との関係 については、本遺構が古いと推定されたが断定には至

らなかった。

<主軸方向>南 ―北方向と推定されるが、炉が西壁側に偏在することからCⅢ cl住居跡 1号などと

同様に斜面を裁る方向 (東 ―西方向)が主軸の可能性 もある。

<建替え>西壁際で壁溝 2条を検出していることから、最低 1回の建替えが行われていると推定され

る。内側の壁溝は、貼床 と捉えられる4a層 を除去 した段階で検出されていることから、拡張されて

いると考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と考えられるが詳細は不明である。規模についても不明
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である。

<埋土>第 Ⅱ分冊86図 A一 A' ・B一 B' 。C一 C' ・D一 D'の 2～ 7a層が本遺構に伴 う埋土で

ある。黒褐色シル トを主体 とする。 4a層 とした暗褐色シル トは貼床 と捉えられる。全般に自然堆積

層 と捉えられる。なお、最上位に堆積する 1層 ・ la層 は畑土や木根などによるカクラン層である。

<壁・床 >壁は西壁の一部のみ残存する。Ⅷ層責褐色ロームである。外傾気味に立ち上がる。壁高は

約50cmで ある。

床面は貼床が施されてお り、ほぼ平坦である。なお、 C Ⅱ a25住居跡 1号の床面より約15cm低い。

<炉 >石囲炉 1基 を検出した。東側が段々畑造成時に破壊を受けているが、円形気味に囲われていた

と推定される。炉内にみられる焼上の焼成具合は良好である。なお、石囲炉 より北約 lmの地点より

焼土を検出した。この焼土は石囲炉の検出面より若千下位であることから、古い段階の炉跡の可能性

がある。

<柱穴>大小合せて25イ固検出 した。ある程度の深度のものを抽出すると、PP13・ 19。 23・ 24・ 27・

28。 29。 30・ 33・ 34が挙げられる。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。 C Ⅱ a25住居跡 1号参照。

<出土遺物 >土器大コンテナ 3箱分 (66.22kg)、 石器48点 (内訳 :石鏃10点、異形石器 1点、不定形

石器12点 、ピエス・ェスキーュ 1点、コアA3点、磨製石斧 7点、磨石10点、砥石 1点、石皿 1点、

礫器 1点、コアBl点 )、 石製品 5点 (内訳 :石棒類 3点、石冠 1点、不明石製品 1点 )、 琥珀1,96g

などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第 i30図 、Ⅳ一写真図版 i20)土器24点掲載 (No2343～ 2366)。

石器 :(Ⅲ ―第338・ 438図、Ⅳ―写真図版301・ 363)石鏃 6点 (No6606～ 6611)、 異形石器 1点 (No

6612)、 不定形石器 4点 (No6613～ 6616)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No6617)、 コアAl点 (No6618)、

磨製石斧 3点 (No7876～ 7878)、 磨石 2点 (No7880。 7881)、 石皿 1点 (No7882)、 礫器 1点 (No

7879)。

石製品 :(Ⅲ 一第496～497図、Ⅳ―写真図版404～405)石棒類 1点 (No8609)、 石冠 1点 (No8610)。

<時期>重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しい。出土土器は中期中葉を主体 とする。中期中葉力

持Ⅷ期 と推定される。

131 C Ⅱ a25住居跡 3号 (Ⅱ ―第87図、Ⅱ―写真図版106)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a25～ b25グ リッドに位置する。現況は調査区内に

電柱が設置されていた地点である。

検出状況としては、C Ⅱ a25焼± 1号下位において、黒褐色シル トによる不明瞭な遺構プランを検

出した。東狽1は C Ⅱ a25住居跡 1・ 2号に破壊されている。精査は、東西方向に土層ベル ト (断面 )

を2本設定 し、その上層ベル ト沿いにサブ トレンチを入れて状況把握に努めた。その結果、 3棟が重

複する竪穴住居跡を認知 し、それぞれC Ⅱ a25住居跡 3～ 5号 と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ a25焼± 1号より新 しく、C Ⅱ a25住居跡 4号より古い。また、明確には不明であ

るが C Ⅱ a25住居跡 5号 より古いと推定された。

<主軸方向>南―北方向である。

<建替え>壁溝のあり方から最低 2回の建替えが行われている。新 しい方から 1～ 3期 と呼称 して記

述する。 3期から2期へ建替える際には拡張され、 2期から 1期へは縮小 されていると考えられる。

<平面形・規模 。床面積 >平面形は方形基調である。規模は残存状況が悪 く、不明である。
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<埋土>最 も新 しい 1期は黒褐色シル トを主体 とする南西方向から流入 した自然堆積層である。 2b

層は、 3期の壁溝を埋め戻 した際の整地層 と推定される。

<壁・床 >壁は緩 く外傾する。床面は西～東にやや傾斜する。

<柱穴>3個検出した。何れも壁溝内にみられる。

<付属施設>壁溝を3条検出した。また、連続性が不明の小溝状を 2条検出している。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0 89kg)が 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第130図、Ⅳ―写真図版 120)土器 1点掲載 (No2367)。

<時期>重複遺構 との関係からは、前期末葉より古い可能性が高い。出土土器は特定が難 しいものの、

前期中葉の可能性が高い。前期中葉力持Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo― Cu降下期 より古い

可能性が高い。

132 C Ⅱ a25住居跡 4号 (Ⅱ ―第87図、 コー写真図版106)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a25グ リッドに位置する。

検出状況は、土層断面の観察から認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a25住居跡 3・ 5号より新 しく、BⅢ xl住居跡 1号、 C Ⅱ a25住居跡 2号 より古

<主軸方向>南 一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第87図 B一 B'土層断面の 1・ 2層が本遺構の埋上である。褐色シル トと掲色ロー

ムによる混合層である。人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床 >壁 は外傾気味に立ち上がる。床面は黄褐色ローム中で、ほぼ平坦である。

<柱穴>2個検出した。柱穴の平面形は長楕円形を呈する。深さは、PP lが 11,7cm、 PP 2が7.Ocm

と浅い。

<出土遺物 >土器0 24kg、 石器 2点 (内訳 :石鏃・不定形石器各 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第130図、Ⅳ―写真図版 ]20)土器 2点掲載 (No2368。 2369)。

石器 :(Ⅲ ―第339図 、Ⅳ―写真図版301)石鏃 1点 (h6619)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期中葉 より新 しい。出土土器は前期前葉～末葉の範疇で捉えられる。

力持Ⅵ期若 しくはそれより古いと推定される。

133 C Ⅱ a25住居跡 5号 (Ⅱ ―第87図、Ⅱ―写真図版106)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a25グ リッドに位置する。

検出状況は、土層断面の観察から認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ a25住居跡 4号より古い。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第87図 B― B'土層断面の11層が本遺構の埋上である。地山系の褐色シルティーロ

ームによる単層である。人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床 >壁 は外傾気味に立ち上がる。床面は黄褐色ローム中で、やや凹凸がある。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >な し。
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<時期>重複遺構 との関係から前期末葉より古い。明確には時期を特定できないが、前期後葉力持V

期若しくはそれより新 しい。

134 C Ⅱ b23住居跡 1号 (Ⅱ ―第87図、 Ⅱ―写真図版107)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24,c23～ 24グ リッドに位置する。

検出状況は表土を除去 した段階で石囲炉を検出し認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1～ 3号、 C Ⅱ b23住居跡 2～ 7号、 B Ⅱ b24住居跡 3号 より新 しく、

C Ⅱ c23住居跡 1号より古い。

<主軸方向>東一西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形基調 と推定できるが、詳細は不明である。規模は、長軸長

3.4m以上、短軸長不明、床面積11ぽ以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>埋土は床面直上付近のみ捉えることができた。炭化物を 70/O程含む黒褐色シル トを主体 とす

る。自然堆積なのか人為堆積層なのかは判断できなかった。

<壁・床 >壁 は北壁をわずかに確認できたに留まる。

床面は、本遺構直下に所在するC Ⅱ b23住居跡 2号の埋土中である。ただし、柱穴の検出もなく、

炉の検出面からの判断によるところが大 きく明確ではない。

<炉 >石囲炉を検出した。位置は、竪穴住居跡ほぼ中央付近と考えられる。長方形基調に炉石 (花聞

岩)が囲われている。炉内には焼土が比較的発達が良い。炉石の掘 り方は、炉石の大きさに即 した掘

り方が設けられている。炉石は地面に刺さる先端が鋭利に尖っている。比較的深 く据えられている。

なお、石囲炉の西側外に焼上が広がる。

<柱穴>1個検出した。PP lは深さ27 6cmで ある。

<出土遺物 >土器大コンテナ 4箱分 (87 18kg)、 石器46点 (内訳 :石鏃10点 、石錐 3点、石匙 2点、

不定形石器20点、コアAl点、磨石 6点、敲石 3点、凹石 1点 )、 琥珀 1.91gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第i30～ i32図、Ⅳ―写真図版i21～ 122)土器38点掲載 (No2370～ 2407)。

石器 :(Ⅲ ―第339～ 340・ 439図、Ⅳ―写真図版30千 ～302・ 363)石鏃 5点 (No6620～ 6623・ 6625)、

石錐 3点 (配6626・ 6627・ 6635)、 石匙 2点 (No6628・ 6629)、 不定形石器 9点 (No6624・ 6630～

6634・ 6636～ 6638)、 磨石 2点 (No7887・ 7889)、 敲石 1点 (No7888)。

<時期>重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しく、中期末葉 より古い。出土土器の主体は中期前～

中葉である。ただし、中期前葉の土器は、本来的に本遺構直下の C Ⅱ b23住居跡 2号に伴う可能性が

ある。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

135 C Ⅱ b23住居跡 2号 (Ⅱ ―第88図、Ⅱ―写真図版108)

<位置・検出状況>調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～ 24グ リッドに位置する。現況は旧村道

の直下に相当する部分である。 C Ⅱ c23住居跡 1号・C Ⅱ b23住居跡 1号の下位で検出された。

検出状況は、C Ⅱ b23住居跡 1号炉の北東30cmほ どの位置で、同住居の床面下位で石囲炉を検出

し認知 した。

なお、本遺構 とほぼ同一の床面で、本遺構の石囲炉に我 られる焼上を検出した。この焼土は精査の

結果、石囲炉の抜 き取 り痕が確認されたことから、C Ⅱ b23住居跡 3号 と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1～ 3号、 C Ⅱ b23住居跡 3・ 4号 より新 しく、C Ⅱ c23住居跡 1号、

C Ⅱ b23住居跡 1号より古い。
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<主軸方向>西壁や南壁が残存 していないことから、主軸方向は明確ではない。石囲炉の形状からは、

東―西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は円形若 しくは精円形と推定される。規模は、明確には不明である

が、一部残存する北壁や東壁 と南側床面で検出されたPP 5の位置などか ら、長軸長は 7～ 8m程 と

推定される。規模分類は不明とするが、中形住居 1に相当する可能性がある。

<埋土>上位に 1層系黄褐色砂質ロームや褐色シルテイーロームなどの地山土が顕者にみられる。そ

れより下位の床面直上付近には、 2層系 。3a層 ,4層 ・ 5層 などの黒褐色シル トが堆積する。全て

人為堆積層 と捉えられる。なお床面付近に局所的にみられる 3層 にぶい黄褐色ロームは貼床 と判断さ

れる。

<壁 。床 >壁は、北壁 と東壁の極一部 しか残存せず、また残存部 も壁高がわずかであることから、詳

細は不明である。床面はほぼ平坦である。

<炉 >石囲埋設土器炉を検出した。位置は、竪穴住居跡中央よりやや東側に寄った地点と推定される。

長軸を東一西方向として、80cm× 50cmほ どの規模にある。炉石は花筒岩が使用されてお り、南側は

炉石が抜き取られてお り、抜 き取 り痕に黒褐色シル トが堆積 している。炉内に埋設される土器は、炉

中央より東側に寄って設置されている。埋設されている土器は、口縁部 と底部が欠損するものを正立

に設置されている。埋設されていた土器は、円筒上層 c式期のものである。炉底は、床面から10～

14cmの深さにある。炉内の焼土は発達が良い。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第88図 にはC Ⅱ b23住居跡 2・ 3号 を合せてPPl～ 16を 命名 した。その内、柱穴内

に黒褐色シル トが堆積するPP l～ 8が本遺構に伴 うと判断 した。柱穴の深さは、19～ 29cmま でがみ

られ、比較的均―の深さにある。

<出土遺物 >土器大コンテナ4箱分 (86.79kg)、 土製品 1点、石器54点 (内訳 :石鏃16点、尖頭器 2

点、石匙 2点、不定形石器21点、ピエス 。ェスキーユ 1点、磨製石斧 2点、磨石 3点、蔽石 1点、凹

石 1点、砥石 1点、石皿 1点、礫器 1点、コアB2点 )、 石製品1点 (円盤状石製品不掲載 )、 動物遺

存体 1シ ヤーレ、琥珀 1.34gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第i33～ 135図、Ⅳ一写真図販123～ 125)土器47点掲載 (No2408～ 2454)。

土製品 :(Ⅲ ―第292図 、Ⅳ一写真図版274)ミ ニチュア土器 1点 (No5566)。

石器 :(Ⅲ ―第340・ 439図、Ⅳ―写真図版302・ 363)石鏃 7点 (比6639～ 6645)、 石匙 1点 (No6646)、

不定形石器 3点 (配6647・ 6648・ 6650)、 ピエス・エスキーユ 1点 (酌6649)、 磨石 1点 (No7885)、

凹石 1点 (No7890)、 石皿 1点 (No7886)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)h9729。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。炉内に埋設されていた土器は中期前葉円筒上層 c式

である。中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

<その他 >本遺構 (円筒上層 c式期)の上位に構築されていたC Ⅱ b23住居跡 1号 (大木 8a式期 )

との重複関係からも、土器編年点に円筒上層 c式が大木 8a式より古いいことが指摘できる。

136 C Ⅱ b23住居跡 3号 (Ⅱ ―第88図、Ⅱ―写真図版108)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～ 24グ リッドに位置する。現況は旧村道

の直下に相当する部分で、 C Ⅱ c23住居跡 1号・ c Ⅱ b23住居跡 1号の下で検出された。

検出状況は、C Ⅱ b23住居跡 2号の床面において、同住居の炉に裁 られる焼土を検出した。この焼

上の周辺から炉石の抜 き取 り痕が確認されたことで竪穴住居跡と認知 した。
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<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1～ 3号、C Ⅱ b23住居跡 4号 より新 しく、 C Ⅱ c23住居跡 1号、 CⅡ

b23住居跡 1・ 2号 より古い。 C Ⅱ b23住居跡 2号 とは、床面のレベル差がほとんどないことから、

軸を変えて縮小若 しくは拡大を行った一連の住居群 と推定される。

<主軸方向>柱穴の位置などから、南―北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >C Ⅱ b23住居跡 2号に破壊されていると捉えられ、平面形、規模ともに不

明である。

<埋土>本遺構に伴 う埋土は認知 していない。C Ⅱ b23住居跡 2号に破壊 され、消失 していると考え

られる。

<壁・床 >壁は残存 していない。床面について、本来の床面はC Ⅱ b23住居跡 2号構築時に削平され

ていると判断される。

<炉 >炉石抜 き取 り痕 と焼土を検出し、炉跡と判断した。なお、焼土中から埋設土器設置痕と推定さ

れる小土坑 (小土坑が焼上を裁る)を併せて検出したことにより、本来は石囲埋設土器炉であった可

能性が高い。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第88図 のPPll～ 16の 6個が本遺構の柱穴 と捉えられる。PP■ (深 さ21.4cm)、

PP12(18 8cm)、 PP13(24.Ocm)、 PP15(23.7cm)は 、柱穴間隔が約 2m前後を測る。この 4個 によ

る方形を基調 とした柱穴配列が推定される。

<出土遺物 >土器 4号袋1/2袋分 (0.42kg)、 石器 1点、石製品1点 (石刀類不掲載)な どが出土 して

いる。

土器 i(Ⅲ ―第135図、Ⅳ一写真図版 125)土器 2点掲載 (No2455。 2456)。

石器 :(Ⅲ ―第340図、Ⅳ―写真図版302)石鏃 1点 (No6651)。

<時期>重複遺構 との関係から中期前葉より古い。炉内や柱穴から出土 した土器は前期前～中葉であ

る。柱穴などから出土 している土器は、本遺構直下に所在する前期前～中葉の竪穴住居跡に関連する

可能性が高い。本遺構は、重複するC Ⅱ b23住居跡 2号 と一連の変遷が想定されることから、中期前

葉力持Ⅶ期 と推定 してお く。

137 C Ⅱ b23住居跡 4号 (Ⅱ ―第89図、Ⅱ―写真図版109・ 110)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～ 24グ リッドに位置する。本遺構の上位

にはC Ⅱ b23住居跡 2・ 3号が存在 している。

検出状況は、調査区境の上層断面の観察から竪穴住居跡の存在が想定されたことによる。ただし、

平面プランは明瞭には把握できず、C Ⅱ b23土坑 2号の精査中に本遺構に伴 う焼上を検出し、認知 し

た。

<新旧関係>C Ⅱ b23住居跡 6・ 7号 より新 しく、 C Ⅱ b23住居跡 2・ 3号より古い。また、先に精

査に着手 したC Ⅱ b23土坑 2号より新 しいことが精査途中で判明 した。

<主軸方向>東―西方向である。

<建替え>南壁で壁溝 2条 を検出していることから、最低 1回 の建替えが行われていると推定される。

内側の壁溝が外側の壁溝に我 られていることから、拡張されたと捉えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形基調である。規模 は長軸長 5m以上、短軸長3.5m前 後、

床面積22.7♂以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>To―Cuが混 じる黒掲色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自然堆積層を基調 とする

が、東側の一部に人為堆積層 と捉えられる褐～暗褐色ロームが混 じる。TO―Cuは 、本稿でC種と呼ぶ
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性状のもので、二次堆積 として混 じつたものと捉えられる。

<壁・床 >壁は南側の一部のみ検出できた。底面から外傾 した後、途中段を持つ構造を示す。

床面は、暗褐色シルテイーロームの貼床が施される

<炉 >地床炉 2基を検出した。竪穴中央に並列 した位置関係をみる。

<柱穴 >19個検出した。柱穴配列については明確ではない。主柱 と推定 されるものを抽出すると、

PP l(深 さ35.2cm)、 PP 2(53.3cm)、 PP 3(42 2cm)、 PP 4(29.5cm)、 PP6(15,7cm)、 PPll

(44.6cm)、 PP19(47 1cm)が挙げられる。

<付属施設>南壁側で壁溝 2条 を、北壁側では 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ3.5箱分 (75.27kg)、 石器22点 (内訳 :石鏃 4点、石錐 2点、石匙 2点、

不定形石器 5点、磨製石斧 1点、磨石 5点、砥石 1点、礫器 2点 )、 石製品 2点 (内訳 :石刀類 1点、

石棒類 1点 )、 動物遺存体 1シ ヤーレなどが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第135～ i37図、Ⅳ一写真図版i25～ 126)土器25点掲載 (No2457～ 2481)。

石器 :(Ⅲ 一第340～ 341・ 439図 、Ⅳ一写真図版302～ 303・ 363)石鏃 3点 (No6652～ 6654)、 石錐

2点 (6655。 6656)、 石匙 1点 (No6657)、 不定形石器 2点 (No6658・ 6659)、 磨製石斧 1点 (No

7891)。

石製品 :(Ⅲ ―第497図、Ⅳ―写真図版405)石刀類 1点 (No8611)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は前期前～末葉で

ある。また、先にも上述 したとお りTo Cu降下期より新 しい。前期後～末葉力持 V～Ⅵ期 と推定され

る。

138 C Ⅱ b23住居跡 5号 (Ⅱ ―第90図、Ⅱ―写真図版110・ 111)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端の C Ⅱ c23～ 24・ d23～ 24・ e23～ 24グ リッドに位置する。

検出状況としては、調査区境の土層観察から残存する西壁の一部を検出したことによるが、平面プ

ランが明瞭ではなく、散在 した炭化物層を面的に掘 り下げた際に地床炉を検出し認知 した。

残存状態は悪いものの、前期の大形住居で、併せて焼失住居 と推定される。検出当初は、北側のC

Ⅱ b23グ リッドヘ延びるブランが想定されたことから、C Ⅱ b23住居跡 5号 と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ c23住居跡 1号、C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号、 C Ⅱ d23土坑 1号 より古い。

<建替え>壁溝、柱穴のあ り方から、最低でも 1回 の建替えが行われてお り、拡張された可能性が高

い。古い段階を 1期、新 しい段階を2期 と呼称 して記述する。なお、検出された地床炉は、 1期 に伴

うと考えられる。

<主軸方向>南 一北方向をみる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形と推定されるが、全容は不明である。規模は、長軸長8.8

m以上、短軸長3.2m前後 と推定され、床面積は24♂以上である。長軸長が10mを超える可能性が高

いことから、大形住居に分類 した。

<埋土 >炭化物を含む黒掲色シル トを主体 とする。明確にはわからなかったが、人為堆積層の可能性

が高い。

<壁・床 >壁は西壁の一部分のみ検出された。底面から外反気味に立ち上がる。床面は、褐色シルテ

ィーロームの地山面である。貼床は施されていない。

<炉 >地床炉 と提えられる現地性の焼土を 1基検出した。規模は110× 70cmの 精円形に広が り、南北

方向に長い。焼成状況は上位 よりも下位の発達が良い。PP l・ 7'9'10と 重複 し、裁 られる関係
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にあることから、 1期 の段階に伴 う。

<柱穴 >26イ固検出した。

<付属施設>壁溝 2条 を検出した。何れも埋め戻されていると判断される。東壁側で検出された壁溝

より外側 (東側)に PP26が位置することから、 2期の壁溝は更に東側に存在 したと考えられるが、

検出されていない。

<出土遺物 >土器小 コンテナ1/2箱分 (4.19kg)、 石器 1点 (内訳 :石鏃 1点、磨製石斧 1点)が出土

している。

土器 :(Ⅲ 一第i37図、Ⅳ一写真図版i26～ i27)土器17点掲載 (No2482～ 2498)。

石器 :(Ⅲ ―第34i図、Ⅳ―写真図版303)石鏃 1点 (No6660)。

<時期 >重複遺構 との関係からは、前期前～中葉より古い。出土土器は前期前～後葉が出土 している

が、異時期の上器を含んでいると考えられる。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて相対

的にTo―Cu降下期 より確実に古い。

<その他 >焼失住居 と推定される。

139 C Ⅱ b23住居跡 6号 (Ⅱ ―第90図 、Ⅱ―写真図版110。 111)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ c23グ リッドに位置する。

検出】犬況は、Ⅷ層で南壁の一部と南北に走る壁溝を検出し認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ b23住居跡 4・ 7号より古い。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >南壁の一部と床面の一部を検出したに留まり、平面形、規模 ともに不明で

ある。

<埋土>炭化物が混入する黒褐色シル トが堆積する。残存する埋上がわずかであることから、人為堆

積なのか自然堆積なのか判別できなかった。

<壁・床 >南壁は外傾気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。 C Ⅱ b23住 居跡 7号の床面 より

15cm高 い面にある。

<付属施設 >南壁際で壁溝の一部を検出している。

<出土遺物 >土器0.26kg、 石器 8点 (内訳 :石鏃 3点、磨製石斧 1点、磨石 3点、礫器 1点 )な どが

出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第]38図、Ⅳ―写真図版 127)土器 1点掲載 (No2499)。

石器 :(Ⅲ 一第438図、Ⅳ―写真図版363)磨石 2点 (No7883・ 7884)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前葉より古い。壁溝出土土器は前期前葉と推定された。前期前葉力

持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古い。

140 C Ⅱ b23住居跡 7号 (Ⅱ ―第90図 、Ⅱ―写真図版■0。 111)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23,c23～24グ リッドに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ b23住居跡 4号の貼床 (暗褐色シルティーローム)を除去 した段階のⅧ層で、壁

溝の一部を検出し認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ b23住居跡 5・ 6号 より新 しく、 C Ⅱ b23住居跡 3。 4号より古い。

<建替え>壁溝を 3条検出していることから、最低でも2回の建替えが行われてお り、拡張された可

能性が高い。
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<主軸方向>明確には不明であるが、北西―南東方向の可能性がある。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形基調 と推定される。規模は不明である。

<埋土>褐色ロームが少量混入する黒掲色シル トが堆積する。南西方向から流入 した自然堆積層 と推

定されたが明確ではない。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。床面はやや凹凸がある。

<柱穴>壁溝内及び壁溝 と重複する小穴を複数検出したが、何れも主柱 とは判断できなかったことか

ら柱穴 としては認知 していない。

<付属施設>壁溝 3条 を検出した。

<出土遺物>土器 4号袋0.20kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 i(Ⅲ ―第138図、Ⅳ―写真図版 127)土器 2点掲載 (No2500・ 2501)。

<時期>重複遣構 との関係は、前期前葉より新 しく、前期後～末葉より古い。出土土器は前期中～後

葉 と推定される。前期後葉力持V期 ?と 推定される。

141 C Ⅱ b24住居跡 1号 (Ⅱ ―第91図、 エー写真図版■2)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～ 24グ リッドに位置する。

検出状況は、東西方向に設定 した土層ベル トの断面観察から認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1号、C Ⅱ b24住居跡 2・ 3号 より新 しい。

<主軸方向>北西一南東方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形を呈する。規模は、長軸長1.9m、 短軸長1.6m、 床面積2,9

rで、小形住居に分類される。

<埋土>埋土上～下位までTo―Cu(本稿でC種と呼ぶ性状のもの)を 1～ 30/O含 む黒褐色シル トを主

体 とする。南西若 しくは西方向から流入 した自然堆積層を基調に、若千人為層が混入する。

<壁 ・床 >壁は外傾気味に立ち上がる。床面は褐色ローム (地山Ⅷ層中)で、平坦である。

<柱穴>3個検出した。何れも壁溝内に位置する。深さは、PP lが13.4cm、 PP 2が9.5cm、 PP 3が

12.5cmで 、全般に浅い。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ 2箱分 (47 78kg)、 石器37点 (内訳 :石鏃10点 、石匙 3点、不定形石器

15点 、力持型スクレイパー 1点、磨製石斧 1点、、磨石 3点、砥石 2点、礫器 2点 )、 石製品1点 (軽

石製石製品不掲載 )、 動物遺存体 4シ ャーレ、琥珀0,34gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第138～ 140図 、Ⅳ一写真図版127～ 129)土器51点掲載 (No2502～ 2552)。

石器 :(Ⅲ 一第34千 ～342・ 439図、Ⅳ―写真図版303・ 363)石鏃 9点 (No6661～ 6668・ 6675)、 石匙

3点 (No6669・ 6670・ 6676)、 不定形石器 3点 (No6671～ 6673)、 力持型スクレイパー 1点 (No6674)、

磨石 1点 (No7892)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9072。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しい。出土土器は前期前葉～後葉である。To―Cu

は二次堆積的に混入 したと捉えられるが、遺構の帰属時期はTo―Cu降下期 より古い可能性が高い。前

期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。

<その他 >調査所見 として、竪穴住居跡 として登録 したが、竪穴自体力Mヽ規模で炉を持たないことか

ら、居住施設以外の用途も考えられる。
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142 C Ⅱ b24住居跡 2号 (Ⅱ ―第91図、Ⅱ―写真図版■2)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～ 24グ リッドに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ b24住居跡 1号の精査中に、同住居 と重複するプランを検出し認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1号より新 しく、 C Ⅱ b24住居跡 1号 より古い。また、C Ⅱ b24住居跡

3号 との新旧関係は明確ではないが、本遺構が新 しいと推定される。

<主軸方向>南一北方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形を呈する。規模は、長軸長1,7m以上、短軸長1.6m、 床面

積2.7ポ 以上である。

<埋土>締まりの良い黒褐色シル トによる単層で、To―Cu(本稿のC種)が混ざる。人為堆積か自然

堆積か判別できなかったが、後者の可能性が高い。

<壁・床 >壁はわずかながら立ち上が りを確認できるに留まる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>1個検出した。PP lは深さ19,Ocmで ある。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。ただし、建替えに伴い 2条検出されているものか判断で きかね

た。

<出土遺物 >土器 9号袋1.5袋分 (3,76kg)、 石器 1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第]40図、Ⅳ一写真図版 i29)土器■点掲載 (No2553～ 2563)。

石器 :(Ⅲ ―第439図、Ⅳ一写真図版863)磨石 1点 (No7893)。

<時期 >出土土器は前期前葉を主体 とする。重複遺構 との関係は、前期前～中葉の幅にお さまる。

To Cu降下期 より古い可能性が高 く、前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。

<その他 >調査所見 として、竪穴住居跡 として登録 したが、竪穴自体が小規模で、炉を持たないこと

から、居住施設以外の用途 も考えられる。

143 C I b24住居跡 3号 (Ⅱ 一第91図、Ⅱ―写真図版112)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ b23～ 24・ c23～24グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ b24住居跡 1号の精査中に認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1号 より新 しく、C Ⅱ b24住居跡 1号 より古い。また、C Ⅱ b24住居跡

2号 との新旧関係は明確ではないが、本遺構が古いと推定される。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第91図上のB― B' 3層 と3a層 が本遺構に伴 う。埋土上位の 3層黒褐色 シル ト、

下位に3a層 暗褐色シル トが堆積する。To― Cuは みられない。自然堆積なのか人為堆積なのかは判別

できなかった。

<壁・床 >壁は、南壁のみ確認 した。外傾 して立ち上がる。床面はllll層 中で、ほぼ平坦である。

<付属施設>壁溝 1条 を南壁狽1で検出した。

<出土遺物>土器0 1lkgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第140図、Ⅳ―写真図版 129)土器 2点掲載 (No2564・ 2565)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉の幅におさまる。出土土器は前期前～中葉である。力持

Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古いと推定される。

<その他 >竪穴住居跡として登録 したが、竪穴自体が小規模で、炉を持たないことから、居住施設以

外の用途 も考えられる。
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144 C Ⅱ b25住居跡 1号 (Ⅱ ―第91図、Ⅱ―写真図版113)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のC Ⅱ b25～ c25グ リッドに位置する。

検出状況は東西方向に設定 した土層観察ベル トで、西壁の立ち上が りを検出し認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ b25集石 1号より古い。

また、 C Ⅱ b25土坑 1号は床面で検出されたが、本遺構 より新 しいか、若 しくは本遺構の付属施設

と考えられる。

<建替え>床面が 2面想定されたことと、柱穴や壁柱穴の裁 り合い関係から最低 1回以上の建替えが

行われている。

<主軸方向>東―西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形を呈する。規模は、長軸長3.2m、 短軸長2.9m、 床面積8.1

♂で、小形住居に分類される。

<埋土 >黒褐～暗褐色シル トを主体 とする。南西若 しくは西方向から流入 した自然堆積層 と推定 され

る。To―Cuの性状は、にぶい黄褐色の砂状を呈 し本稿で C種 としたものである。その産状 としては、

埋土中位に大ブロック状にみられる。

<壁 ・床 >壁は西壁のみ確認できた。直立気味に立ち上がる。

床面は、黒色シル トに黄褐色ロームが混 じる 6層貼床面 と基本層序1411層 黄褐色ローム中の 2面ある

と考えられた。

<柱穴 >17イ回検出された。その内、 6層貼床面からPP l～ 4・ 8～ 15が検出され、その他は只占床下

位で検出された。PP 2か ら尖頭器と不定形石器が埋置されたように設置されていた。

<付属施設 >壁柱穴が南～西壁際で検出された。

<出土遺物 >土器中コンテナ 1箱分 (13.15kg)、 石器18点 (内訳 :石鏃 2点、尖頭器 1点、石匙1点、

不定形石器 4点、コア☆ 1点、磨石 5点、砥石 2点、礫器 2点 )、 石製品 3点 (内訳 :石棒類 2点、

軽石製石製品 1点 )な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第]40～ 141図、Ⅳ―写真図版129～ i30)土器15点掲載 (No2566～ 2580)。

石器 :(Ⅲ 一第342～ 343・ 440図、Ⅳ―写真図版303～ 304・ 864)石鏃 1点 (No6677)、 尖頭器 1点

(No6678)、 不定形石器 2点 (No6679・ 6680)、 磨石 2点 (NQ7894・ 7895)、 砥石 1点 (No7896)。

<時期 >重複遺構 との関係からは時期の特定が難 しい。出土土器は前期前葉を中心とする。前期前葉

力持Ⅲ期の可能性が高い。併せて、To―Cu降下期より古い。

145 C Ⅱ c23住居跡 1号 (Ⅱ ―第92図 、Ⅱ―写真図版l14・ 115)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ c23～ 24・ d23～ 24グ リッドに位置する。現況は、西側

が調査区境 と接 し、国道45号法面続 きの急傾地である。また、本遺構の直上付近には国道45号 から現

在の力持の集落に下る村道 (砂利敷きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、Ⅲ層下位 より径15～ 20cm程の花商岩を多量に検出し、面的に掘 り下げたところ複式

炉を検出し認知 した。ただし、平面プランは把握できず、調査区境の土層観察から壁を認知 したに留

まる。

<新旧関係 >C Ⅱ b23住居跡 1号、 C Ⅱ c23住居跡 2号 より新 しい。

<主軸方向>東一西方向をみる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、明確には不明であるが円形気味と推定される。規模は、一辺約

6.lm、 床面積 14.1♂以上 (本来的には約28♂ と推定される)で、中形住居 2に分類される。
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1 竪穴住居跡

<埋土>調査区境で作成 した土層断面図を第Ⅱ分冊第92図 A一 A'に示 した。 1層 は畑の耕作上が流

れ落ちたと捉えられる堆積層で、その下位の la層が村道に伴 う現代の整地層である。本遺構の埋土

は2～ 5層 である。 2層黒色シル トと3層黒掲色シル トを主体 とし、 4層 。4a層 とした焼土ブロッ

クが局所的にみられる。床面直上付近には花筒岩や遺物が多量に包含する 5層黒褐色シル トが堆積す

る。焼土など人為層がみられるものの、全体的には南西方向から流入 した自然堆積層 と判断された。

<壁・床 >壁は、調査区境の土層断面から南壁は外傾 して立ち上がる。

床面は黒褐色シル ト中で、西～東にかけてやや傾斜する。

<炉 >複式炉を検出した。石囲部+石囲部十焼土による、 2つ の石組部と 1つの焼土により構成され

る。西側よりI室、Ⅱ室、Ⅲ室と呼び記述する。

I・ Ⅱ室共に方形に囲われる。平面観的には、やや歪な作 りにみえるものの、設置されている炉石

は丁重な加工が施されているものが使用されている。炉全体の掘 り方は、深さ30～40cmの長方形状

の土坑を掘 り、整地 (主 に 5層 )し た後に、設置する個々の炉石の大きさに即 した掘 り方を新たに掘

られている。

使用時の炉底は、 I室が10～ 15cm、 Ⅱ室が約22cmである。Ⅲ室は、上下三時期 (上位が lb層 ・

lc層 、下位が 7層 )の焼土が確認されることから、炉の嵩上げが行われていると捉えられる。

<柱穴>柱穴は 3個検出した。深さは、何れも30cm前後である。

<出土遺物 >土器大コンテナ 7箱 (141.55kg)、 土製品 2点、石器61点 (内訳 :石鏃 4点、尖頭器 2

点、石錐 1点、異形石器 1点、石匙 3点、不定形石器 9点、力持型スクレイパー 1点、コア☆ 3点、

磨製石斧 5点、磨石18点、敲石 2点、砥石 6点、石皿 1点、台石 2点、礫器 3点 )、 石製品1点、動物

遺存体 2シ ャーレ、琥王白16.78gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第 i4千 ～142図、Ⅳ一写真図版i30～ ]31)土器36点掲載 (No2581～ 2616)。 前期前葉～後

期初頭までみられ、主体は中期末葉大木10式である。

土製品 :(Ⅲ ―第292図 、Ⅳ―写真図版274)ミ ニチュア土器 1点 (No5567)、 円盤状土製品 1点 (No

5568)。

石器 :(Ⅲ ―第343～ 344・ 440図 、Ⅳ―写真図版304。 364)石鏃 3点 (No6681～ 6683)、 尖頭器 2点

(No6684・ 6685)、 石錐 1点 (No6686)、 石匙 3点 (No6687～ 6689)、 不定形石器 2点 (No6690・ 6691)、

力持型スクレイパー 1点 (No6692)、 コアA2点 (No6693・ 6694)、 磨石 3点 (No7897～ 7899)、 石皿

1点 (No7900)。

石製品 :(Ⅲ 一第497図 、Ⅳ―写真図版405)石刀類 1点 (No8612)。

動物遺存体 :(Ⅲ 一第512図 、Ⅳ一写真図版419～420)No9002・ 9076。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は前期前葉～後期初頭 (1点の出土)ま

で多岐にわたるが、主体は中期末葉大木10式である。そして、複式炉を持つ特徴からも中期末葉力持

�期 と推定される。

146 C Ⅱ c23住居跡 2号 (Ⅱ ―第92図、 Ⅱ―写真図版115)

<位置・検出状況 >調査区中央部西端のC Ⅱ c23～ 24・ d23～ 24グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ c23住居跡 1号の南側直下で集石炉 (呼称 してお く)を確認 し認知 した。この集

石炉は、 C Ⅱ b23住居跡 2・ 3号床面 とほぼ同じ標高値にある。当初は集石遺構の可能性で促えてい

たが、個々の石を見ると強 く焼成を受けていることから、炉の一部と判断 し、竪穴住居跡 として登録

した。
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<新旧関係 >C Ⅱ c23住居跡 1号 より古い。

また、重複関係にあるのか明確にはわからなかったが、C Ⅱ b23住居跡 2・ 3号 と前後する時期 と

推定される。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模、床面は不明である。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。自然堆積なのか人為堆積なのか判別できなかった。

<壁・床 >壁は確認できなかった。炉の標高付近が床面 とすると、黒褐色シル ト中である。

<炉 >65cm四方に石が集められている。個々の石は焼成を受けていることから、炉底に石 を敷 き詰

めた形態の炉 と判断した。集石炉と呼称 してお く。

<柱穴>集石炉周辺からは検出できなかった。

<出土遺物 >集石炉検出面前後で、比較的多 くの遺物が出土 したことから、本遺構の出土遺物 として

登録 した。土器大コンテナ5.5箱分 (118.84kg)、 石器24点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 5点、不定形石

器 5点、力持型スクレイパー 2点、磨製石斧 3点、磨石 2点、敲石 1点、台石 1点 )、 石製品 2点

(石棒類不掲載 )、 琥珀1,99gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第]43～ 147図、Ⅳ一写真図版131～ ]35)土器47点掲載 (No2617～ 2663)。

石器 :(Ⅲ 一第344～345,441図 、Ⅳ―写真図版 305。 364)石鏃 4点 (No6695～ 6698)、 尖頭器 1点

(No6699)、 不定形石器 1点 (No6700)、 力持型スクレイパー 2点 (No6701・ 6702)、 磨製石斧 3点、

(No7901～ 7903)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期末葉より古い。床面や床面直上出土土器は、中期前～中葉円筒

上層 b～ e式及び大木 7b～ 8b式である。主体は大木 8a式及び大木 8a式と大木 8b式の過渡期

と推定される土器、そして円筒上層 c～ d式、円筒上層 e式などである。中期中葉力持Ⅷ期 と推定さ

れる。

147 C Ⅱ c25住居跡 1号 (Ⅱ ―第93図 、 エー写真図版116)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のC Ⅱ c25～ d25グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号の精査時に用いた東西方向の上層ベル トの観察から認知 した。

床面の焼土の広が り具合から焼失住居と推定される。

<新旧関係 >C Ⅱ c25住居跡 2・ 3号 より新 しく、 CⅢ cl住居跡 1号、C Ⅱ d25住居跡 1・ 2号、

C Ⅱ d24住居跡 1 ・ 2・ 4号より古ヤヽ。

<建替え>4条の壁溝を検出していることから、最低でも3回 の建て替えが行われている。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と考えられるが不明である。規模は長軸長6.lm以上、

短軸長3.3m以上、床面積 16.0♂ 以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号の精査用に設定 した土層ベル トを東側に延長 して本遺構の土層観察

を行なった。本遺構に伴 う土層名は、120～ 131層 及び76a層 ・77層 と命名 している。全体的には、黒

～黒褐色土を主体 とする。 1層 は自然堆積層であるが、本遺構 とは異時期 (新 しい)の堆積層 と判断

される。120層 とした埋土最上位層からは中期の土器が混在する状況であつたが、本遺構は重複遺構

との関係から前期末葉より古いことが確実であるため、120層 は後世の再堆積層の可能性が高 く、本

来は121層 ～124層 が本遺構に関係する埋土 と思われる。全て人為堆積層 と推定される。また、125層

は貼床土 と判断される。

-147-
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<壁 ・床 >壁は西壁の状況から外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<炉 >検出されていない。床面で大小合わせて 5箇所の焼土範囲を検出したが、上述のとお り焼失に

伴い形成されたと判断される。

<柱穴>大部分が壁溝中より検出した。第 Ⅱ分冊第93図 に示 した平面図の中で、PP l～ 24の 24イ固が

本遺構に伴 うと判断された。

<付属施設>壁溝 4条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ1箱分 (23.48kg)、 石器31点 (内訳 :石鏃 5点、石錐 2点、異形石器 1

点、石匙 2点、不定形石器13点 、コアAl点、磨石 2点、敲石 1点、凹石 1点、砥石 2点、コアBl
点 )、 石製品 2点 (内訳 :石刀類 1点、軽石製石製品 1点 )、 動物遺存体 3シ ャーレ、琥珀5.83gな ど

が出土 している。遺物は、土層ベル トを層位毎に取 り上げたが、ベル ト出土以外は埋土中として取 り

上げた。ただし、土層べ″ 卜からは少量の出上であった。なお、埋上の項で記述 したとお り、埋土最

上位の120層 から2677な ど中期を主体 とする土器が出上 したが、異時期の可能性が高い。

土器 :(Ⅲ 一第]47図、Ⅳ一写真図版]35～ i36)土器17点掲載 (No2664～ 2680)。

石器 :(Ⅲ ―第345,44i図 、Ⅳ―写真図版305。 364)石鏃 3点 (No6703～ 6705)、 石錐 2点 (No

6706・ 6707)、 不定形石器 5点 (No6708～ 6712)、 敲石 1点 (No7904)、 凹石 1点 (No7905)。

石製品 :(Ⅲ ―第497図 、Ⅳ一写真図版405)軽石製石製品 1点 (No8613)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版4千 9)No9077。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版422)No9752。

<時期 >重複遺構 との関係から前期末葉 より古い。122層 ～124層 出土の上器は前期前～末葉である。

前期中～後葉力持Ⅳ～V期 に廃絶されたと推定される。TO― Cuと の新旧関係は明確ではないが、状

況から降下期 より新 しい可能性が高い。

<その他 >焼失住居 と推定される。

148 C Ⅱ c25住居跡 2号 (Ⅱ ―第93図、 Ⅱ―写真図版116)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ c25～ d25グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ d24住居跡 4号の床面で暗褐色シル トの方形気味のプランを検出し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号、C Ⅱ d25住居跡 1,2号、C Ⅱ d24住居跡 1・ 2・ 4号、CEc
25住居跡 1・ 3号 より古い。

<主軸方向>明確には不明であるが、東一西方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調であるが、詳細は不明である。規模は、南北で2.5m、

東西は lm以上である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第93図 A― A/断面の71層 ・72層 ・76層 が本遺構に伴 う。極一部の残存であるが、

暗褐色シル ト中心に堆積する。また、極少量ではあるが、71層 中にTo Cu(本稿のC種)がみられる。

このTo― Cuは 、二次堆積の可能性は高いものの、降下期を反映すると捉えられる。埋土全般的にみ

て、西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は明確には捉えられなかった。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第93図 に示 した平面図で、PP25～ 38の 14個 が本遺構に伴 うと推定される。床面で

PP25～ 30を 、壁溝内でPP31・ 32・ 35を 検出した。また、PP34～ 38は屋外柱穴の可能性がある。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0 88kg)、 石器 9点 (内訳 :石鏃 2点、石匙 1点、不定形石器 5点、
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Ⅳ 検出された遺構

コアAl点 )な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第148図、Ⅳ一写真図版 i36)土器 4点掲載 (No2681～ 2684)。

石器 :(Ⅲ 一第346図、Ⅳ―写真図版305)石鏃 2点 (No6713・ 6714)、 石匙 1点 (No6715)、 不定形

石器 2点 (No6716・ 6717)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期中葉より古い。壁溝内より出上 した土器は前期前葉である。また、

To Cu降下期より古い。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。

149 C I c25住 居跡 3号 (Ⅱ ―第93図、 Ⅱ―写真図版■6)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近の C Ⅱ c25～ d25グ リッドに位置する。

検出状況は、Cコ c25住居跡 1号の床面 (貼床)下位より壁溝を検出し認知 した。

<新旧関係>CⅢ cl住居跡 1号、 C Ⅱ d25住居跡 1・ 2号、C Ⅱ d24住居跡 1・ 2・ 4号、CⅡ c

25住居跡 1号 より古 く、C Ⅱ c25住居跡 2号 より新 しい。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >竪穴本体は残存 していない。壁溝の連続性から住居跡 としたが、平面形・

規模 ともに不明である。

<埋土>本遺構に伴 う埋土は残存 していない。

<壁 ・床 >壁は検出されていない。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>確実に本遺構に伴う柱穴は不明にある。 C E c25住居跡 1号の柱穴 として登録 した中に含ま

れている可能性がある。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >壁溝より上器0.15kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第148図、Ⅳ一写真図版 ]36)土器 1点掲載 (No2685)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前葉より新 しく、前期後葉より古い。出土土器は前期中～後葉円筒

下層 b式である。前期中～後葉力持Ⅳ～V期 と推定される。

150 C Ⅱ d24住居跡 1号 (Ⅱ 一第94～96図、 こ―写真図版117・ ■8・ 122)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近の C Ⅱ c24～ 25'd24～ 25。 e24～ 25グ リッドに位置す

る。

検出状況は、C Ⅱ d24グ リッドを中心に遺物を多量 (大木 2式・円筒下層 a～ d式主体)に含む包

含層の広が りがみられたことによる。竪穴住居群を想定 して、東西方向と南北方向にそれぞれ☆一

大' ・B一 B' ・ C― C' ・D一 D'の上層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れ、

土層の断面観察を行つた。

その結果、 4棟の重複を確認 し、C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号 と命名して精査を進めた。この時点では

平面プランや新旧関係が明確ではなかったが、精査の進行 とともに新 しい方からC Ⅱ d24住居跡 2号

→ 1号→ 4号→ 3号の順になることが半J明 した。最も新 しいC Ⅱ d24住居跡 2号の貼床直下から、地

床炉・壁溝・柱穴などを検出し認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ c25住居跡 1～ 3号、 C Ⅱ d24住居跡 3・ 4号、C Ⅱ e25住居跡 6号 より新 しく、

C E c23住居跡 l号、 C Ⅱ d24住居跡 2号、 C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号 より古い。

<主軸方向>南 ―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は壁滞の連続性から長方形 と推定される。長軸長は7.Om、 短軸長
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は3m以上、床面積は21♂以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号は、共通する土層ベル トを設定 した関係で、層名は通 し名とした。

第Ⅱ分冊第94・ 95図21～ 27e層が本遺構に伴 うと考えられる。 C Ⅱ d24住居跡 2号 に大部分を破壊さ

れ、南側の一部が残存するのみである。黒褐色シル トを主体 とする。自然堆積か人為堆積なのかわか

らなかったが、遺物の包含する状況や黄褐色ロームの混入具合から、人為堆積層の可能性が高い。

<壁・床 >壁は、南壁 と北壁の一部が残存する。ほぼ直立気味である。

床面はC Ⅱ d24住居跡 2号 (本住居が古い)よ り若干下位になるが、 レベル差はほとんどない。黒

褐色シル トを床面 とする部分が多いが、所々に黄褐色砂質ロームを只占床 として施されている。

<炉 >C Ⅱ d24住居跡 2号床面下位で、地床炉 と推定される現地性の焼土を2基検出した。竪穴の中

央やや北側付近に位置する。

<柱穴 >12個検出した。何れもの柱穴 も、C Ⅱ d24住居跡 2号の貼床上である黄褐色砂質ロームが柱

穴埋土上位を覆い、埋土中～下位に黒色シル トが入るものが主体 となる。深 さはPP lが65,8cm、 PP

2が65cm、 PP 3が 49,lcm、 PP 4が 46,7cm、  PP 5が 53.5cm、 PP 6が 50.lcm、  PP 7が 77 8cm、 PP 8

が27.8cm、 PP 9が82.8cm、 PPllが 40 6cm、 PP12が39 3cmで ある。全般に柱穴深度が深い。なお、

PP 7に は根固め石が据えられている。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。西壁側は、本遺構の直上に所在するC Ⅱ d24住居跡 2号で削平さ

れ、局所的に残存するのみである。

<出土遺物 >土器大コンテナ約 6箱 (180.53kg)、 土製品 1点、石器46点 (内訳 :石鏃 3点、尖頭器

2点、石匙 8点、不定形石器11点 、力持型スクレイパー 3点、コアAl点、磨製石斧 3点、磨石 8点、

敲石 6点、凹石 1点、台石 1点、礫器 1点 )、 石製品 3点 (内訳 :石棒類 2点、軽石製石製品 1点 )、

琥I白 1.28gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第i48～ i50図、Ⅳ―写真図版136～ 138)土器37点掲載 (No2686～ 2722)。

土製品 :(Ⅲ ―第292図 、Ⅳ一写真図版274)円盤状土製品 1点 (No5569)。

石器 :(Ⅲ ―第346～ 348・ 441～442図 、Ⅳ―写真図版306～ 307・ 364～ 365)石鏃 3点 (No6720～

6722)、 尖頭器 2点 (No6732・ 6734)、 石匙 8点 (No6723～ 6730)、 不定形石器 8点 (No6731・ 6733。

6735～ 6740)、 力持型スクレイパー 3点 (No6741・ 7912,7913)、 磨製石斧 1点 (h7906)、 磨石 2点

(No7908,7914)、 敲石 3点 (No7907・ 7910・ 7911)。

石製品 :(Ⅲ 一第441・ 497図 、Ⅳ―写真図版365,405)石棒類 2点 (No7909・ 8614)

琥珀 (Ⅳ ―写真図版422)No9757。

<時期>重複遺構 との関係は、前期後葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期前葉～中期

初頭で、円筒下層 dl式を主体に円筒下層 c式や大木 6。 7a式が混 じる。前期末葉力持Ⅵ期と推定

される。

<その他>2706。 2707な ど大木 7a式と推定されるものが混 じる。遺物取 り上げ作業などに起因した

本遺構の帰属時期ではない異時期の産物の可能性 もあるものの、主体を占める円筒下層 d式に共伴す

る可能性 も残 り、興味深い資料 といえる。

なお、本遺構からは、大木 6式は微量出上 しているが、大木 7a式と並行関係 と考えられる円筒上

層 a式は認知 していない。円筒式 と大木式の併行関係や前期末葉 と中期初頭の区分に際 して、問題を

提起する資料である可能性 も考えられる。

<C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号 として取 り上げた遺物>
C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号は、平面プランが明瞭ではなく、共通の上層ベル トを設定 して精査 した関
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係で、一括 して取 り上げた帰属住居が不明な遺物がある。その代表的なものをここで掲載 し補足す

る。

土器小コンテナ1.5箱分 (11.05kg)、 石器 8点 (内訳 :石鏃 2点、磨製石斧 1点、磨石 1点、砥石 2

点、礫器 1点、コアBl点)が出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第千60図、Ⅳ一写真図版 i46)土器 6点掲載 (No2901～ 2906)。

石器 :(Ⅲ ―第346図 、Ⅳ一写真図版306)石鏃 2点 (No6718・ 6719)。

151 C Ⅱ d24住居跡 2号 (Ⅱ ―第94～96図、 Ⅱ―写真図版117・ 118・ 122)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ c24～ 25。 d24～ 25。 e24～ 25グ リッドに位置す

る。

検出状況は、C Ⅱ d24住居跡 1号に記載 したとお りで、C Ⅱ d24グ リッドを中心に遺物を多量 (大

木 2式 。円筒下層 a～ d式主体)に含む包含層の広が りがみられたことによる。竪穴住居群を想定 し

て、東西方向と南北方向にそれぞれA一 A' ・B― B' 。C一 C' ・D一 D'の上層観察ベル トを設

定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れ、土層の断面観察を行った。

その結果、 4棟の重複を確認 し、 C Ⅱ d24住居跡 1～ 4号 と命名 して精査 を進めた。この時点では

平面プランや新旧関係が明確ではなかったが、精査の進行 とともに新 しい方からC Ⅱ d24住居跡 2号

→ 1号→ 4号→ 3号の順になることが判明した。

<新旧関係 >C Ⅱ c25住居跡 1～ 3号、 C Ⅱ d24住居跡 1・ 3・ 4号 より新 しく、C Ⅱ c23住居跡 1

号、C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号より古い。

<主軸方向>東―西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、竪穴の東側がC Ⅱ d25住居跡 1号 とCⅢ cl住居跡 1号に破壊

されてお り明確には不明にあるが、残存する西側から隅丸長方形 と推定される。規模は、長軸長55

m以上、短軸長5,4m前後、床面積29ぽ以上である。長軸長のあ り方から、中形住居 1に推定・分類

してお くが、大形住居である可能性が残る。

<埋土>第 Ⅱ分冊第94・ 95図の断面図では、 1～ 14層が本遺構の埋土と推定される。遺物や花筒岩を

多量に含む黒褐色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自然堆積層を基調 とし、人為層が介在

すると捉えられる。遺物は廃棄されていると捉えられる。なお、To―Cuは確認できない。

<壁・床 >壁は外傾 して立ち上がる。西壁は、壁高75～ 90cmを測る。

床面は、黄褐色砂質ロームと締まりの良い黒褐色シル トの部分があり、何れも貼床である。ほぼ平

坦である。

<炉 >住居中央付近で地床炉を、またその北側で土壌化 した炭化材の集積を検出した。特定には至ら

なかったが、土壌化 した炭化材の集積分布からは、本来石囲炉であつた可能性 も窺える。

<柱穴 >11個検出した。平面的にある程度の規模のものと、深さ15cm以 上の柱穴にPP名 を付 し、壁

際の小柱穴にはPP名 を添付 していない。深 さは、PP lが68,7cm、 PP 2が 73.Ocm、 PP 3が45,8cm、

PP 4が 61.Ocm、  PP 5が52.4cm、  PP 6が 16.Ocm、  PP 7が52 1cm、  PP 8が57.8cm、 PP 9が 19.6cHlで あ

る。PP10と PPllは 深さの計測値を遺漏 したが、何れも約20cm程 である。

<付属施設 >壁溝 l条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ12箱 (256.07kg)、 石器42点 (内訳 :石鏃 8点、石錐 2点、石匙 2点、

不定形石器 13′点、ピエス・エスキーユ 2′点、力持型スクレイパー 1′点、コアA2′点、磨製石斧 3点、

磨石 3点、砥石 3点、石皿 1点、礫器 1点、コアBl点 )、 石製品 3点 (内訳 :石刀類 2類、石棒類
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1点 )、 動物遺存体 2シ ャーレ、琥珀5,05gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第]50～ 157図、Ⅳ一写真図版]38～ 143)土器112点掲載 (No2723～ 2834)。

石器 :(Ⅲ ―第348～ 349・ 442図 、Ⅳ一写真図版307～ 308・ 365)石鏃 5点 (No6742～ 6746)、 石錐

2点 (No6748・ 6758)、 石匙 2点 (No6749,6750)、 不定形石器 7点 (No6747・ 6751～ 6754・ 6757・

6759)、 ピエス・エスキーユ 2点 (No6756・ 6760)、 力持型スクレイパー 1点 (No6755)、 磨製石斧 2

点 (No7915'7916)、 石皿 1点 (No7917)。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版420)No9079。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423)No9760。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は、早期～中期中

葉まで多岐に亘るが、主r4kを 占めるのは円筒下層 dl式で一括気味の個体 も多い。前期末葉力持Ⅵ期

と推定される。

152 C Ⅱ d24住居跡 3号 (Ⅱ ―第94・ 95'97図、Ⅱ―写真図版■7・ 119。 120・ 122)

<位置 。検出状況>調査区中央部中央付近のC Ⅱ d24・ e24～ 25グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ d24住居跡 1号で記載 したとお りである。本遺構より新 しい C Ⅱ d24住居跡 1・

2・ 4号の精査が終了 した時点で、面的に掘 り下げ黒掲色シル トの不整形のプランを確認 し、認知 し

た。この黒褐色シル トを若干下げると、にぶい黄褐色 (ほ ぼ白色)砂状の性状を示すテフラ層の広が

りを確認 した (分析の結果、この白色の砂状テフラはTo―Cuであることがわかった)。 この白色の砂

状テフラの下位付近から炭化材が多量に検出され、合せて黄褐色ロームが散発的に大ブロックでみら

れた。炭化材は柱材や部材、黄褐色ロームは屋根などに葺いていた可能性がある (土屋根 ?)。 焼失

住居と想定 し精査を進めた。

<新旧関係>C Ⅱ b23住居跡 5号、 C Ⅱ e24住居跡 1号 より新 しく、 C E d24住居跡 1・ 2・ 4号、

C Ⅱ d23土坑 1号 より古い。

なお、C Ⅱ e25住居跡 6号 との新旧関係は明確ではないが、本遺構が新 しい可能性が高い。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、不整気味の方形である。規模は、長軸長4.7m前後、短軸長 4

m前後を測る。床面積は18～ 20ご と推定され、中形住居 2に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第94・ 95図 41～ 46層 が本遺構に伴う埋上である。黒褐色シル トと暗褐色シル トを主

体 とする。南西若 しくは西方向から流入 した自然堆積層を基調 とする。43層 がTo―Cu層で、本稿でC

種 と呼ぶ性状のものである。To― Cuは43a層 と43b層 にも混在する。また、床面直上～床面にへばり

つ くように堆積がみられる45層 は、炭化材を多量に含むことから、焼失に関連 して形成されたと捉え

られる。そして、45層 直上付近 (44層 中が主体)に は責掲色ロームの大ブロックが局所的にみられる。

この責褐色ロームの混入の様相からは、竪穴住居の屋根などに何 らかの形で使用 されていた可能性が

示唆される。

<壁 ・床 >壁は底面から外傾 した後、やや段状を呈するように立ち上がる。

床面は、竪穴中央付近が二段構造を呈するいわゆるベッド状に一段低い (凹部状に床面が広がる)

つ くりがみられる。竪穴自体の平面形状 とは相違する。

<柱穴>11個 を検出した。深さは、PP lが 31.lcm、 PP 3が 33.8cm、 PP 4が 42.2cm、 PP 5が48.lcm、

PP 6が 13.Ocm、  PP 7が44.6cm、 PP 8が40 9cm、  PP 9が17 1cm、  PP10が36.lcm、 PPllが27 2cHlで あ

る。その他に壁際 と一段低い凹部の壁際に小穴が、局所的にみられる。なお、PP2の計測値は遺漏
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した。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。また、先にも上述 したとおり、床面が凹状に一段下がる構造が確

認された。

<出土遺物 >土器大コンテナ 1箱分 (24 64kg)、 石器25点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 2点、不定形石器

2点、力持型スクレイパー 1点、半円状扁平打製石器 1点、磨石 9点、敲石 3点、凹石 1点、石皿 1

点、台石 2点、礫器 2点 )、 石製品1点 (石棒類不掲載 )、 琥珀141gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第千57～ 159図、Ⅳ一写真図版144～ 145)土器42点掲載 (No2835～ 2876)。

石器 :(皿 ―第350・ 442図、Ⅳ―写真図版308・ 365)石鏃 1点 (No6761)、 石匙 2点 (No6762・ 6763)、

不定形石器 2点 (No6764・ 6765)、 力持型スクレイパー 1点 (No6766)、 半円状扁平打製石器 1点 (No

7918)、 磨石 1点 (No7919)、 石皿 1点 (No7920)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版423)No9764。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、前期後葉より古い。出土土器は前期前～中葉

を主体 とする。また、To―Cu降下期 より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。

<年代測定>13a層 出土炭化材が4,810± 50 ИC BP、 床面出土土器No2886の付着煤から5,320± 60 HC

BPの年代測定値が得 られている。

<その他 >床面～床面直上付近に散在する炭化材のあり方から、焼失住居 と判断される。

また、TO― Cu層 より上位に堆積する41層 や42層 は、To― Cu降下期以降の堆積層であるが、To一

Cu層 の下位から出土 している土器 と比較 して相違は看取できない。このことは以下の 2点の内容が

考えられる。①大木 2b式 を中心 とする土器が、To一 Cuを跨いで存在する可能性。②41,42層 は、

本遺構に堆積 した時期はTo― Cu降下期以後であるものの、その上層形成時期はTo― Cu降下期以前で、

再堆積層である可能性。

追記 として、TO_Cuと 円筒下層 a式の関係は、相対的に円筒下層 a式がTo―Cuよ り新 しいと捉えら

れる。 しかしながら、本遺構においてTo Cu下位相当の11層 より大木 2式期の上器に混 じり円筒下層

a式の可能性が高い土器が 1点2868確認された。本遺構は、円筒下層期であるC Ⅱ d24住居跡 1・

2・ 4号 と重複関係にあることから、後世の混入若 しくは調査時の取 り上げに関わり含まれてしまっ

た可能性 も否定できないが、大木 2式 と円筒下層 a式の併行関係を推定する上で重要な注意事項であ

る可能性がある。

153 C Ⅱ d24住居跡 4号 (Ⅱ ―第94・ 95。 97図、Ⅱ―写真図版117・ 121・ 122)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近の C Ⅱ c24～ 25・ d24～ 25。 e24～ 25グ リッドに位置す

る。

検出状況は、C Ⅱ d24住居跡 1号に記載 したとお りである。本遺構は、第Ⅱ分冊第94・ 95図 のC一

C' ・D― D'土層断面で西壁を検出し認知 した。また、その後の精査で、 C Ⅱ d24住居跡 1・ 2号

の貼床直下から地床炉・壁溝・柱穴などを検出した。

<新旧関係 >C Ⅱ c25住居跡 1～ 3号、C Ⅱ d24住居跡 3号 より新 しく、 C Ⅱ c23住居跡 1号、CⅡ

d24住居跡 1・ 2号、 C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 l号より古い。

<主軸方向>南―北方向と捉えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形である。規模は、長軸長4.2m、 短軸長4.2m、 床面積101♂

で、中形住居 2に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第95図 C一 C' ・D一 D'の 31～ 33層 が本遺構に伴 う埋土である。黒掲色シル トを
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主体 とする。ただし、竪穴住居跡の大部分は、 C Ⅱ d24住居跡 1号の貼床上である明黄褐色ロームに

覆われていた。全体的な堆積様相は、西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と推定されたが、

遺物は投棄されたものであ り、堆積土層の中には炭化物や明黄褐色ロームの混入具合から人為が介在

した土層が含まれる。

<壁・床 >壁は、西壁は直立～外傾気味で、南壁及び北壁は直立気味に立ち上がる。東壁はC Ⅱ d24

住居跡 1・ 2号などに破壊 されている。壁高は、西壁で約90cm、 北壁で105cm、 南壁で約95cmであ

る。

床面は、責褐色ローム中でほぼ平坦である。

<炉 >住居中央より炉石が一部のみ設置された焼土の広が りを検出した。焼土は、長軸長約142cm、

短軸長約100cmの楕円形気味に広がる。焼上の焼成状況は良好である。炉石は、北側にのみ設置 され

お り、焼土周辺から炉石の抜 き取 り痕などは確認できない。よって、石囲炉 とは区分 し、「石添え炉」

と呼称 してお く。

<柱穴 >本遺構の上位にC Ⅱ d24住居跡 1号が存在 した関係で、 C Ⅱ d24住居跡 1号の貼床上に覆わ

れていた柱穴以外、認知できなかった。11個検出 した。ある程度の深さを測るものとして、PP 3

(40.5cm)、 PP 4(36.9cm)、 PP 6(39.4cm)が 挙げられる。

<付属施設>壁溝 1条を検出した。ほぼ全周巡る。

<出土遺物 >土器小 コンテナ 1箱分 (8.96kg)、 石器13点 (内訳 :石鏃 3点、石匙 2点、不定形石器

3点、磨製石斧 2点、半円状扁平打製石器 1点、磨石 2点 )、 石製品1点 、動物遺存体 2シ ャーレなど

が出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第159～ ]60図、Ⅳ―写真図版145～ i46)土器24点掲載 (No2877～ 2900)。 埋土や壁溝か

らは、大木 2a～ 2b式、円筒下層 a～ c式、白座式相当の破片が出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第350～351・ 443図 、Ⅳ一写真図版 308・ 365)石鏃 3点 (No6767～ 6769)、 石匙 2点

(No6770。 6771)、 不定形石器 2点 (No6772・ 6773)、 磨製石斧 2点 (No7922,7923)、 半円状扁平打製

石器 1点 (No7921)、 磨石 1点 (No7924)。

石製品 :(Ⅲ 一第497図、Ⅳ―写真図版405)石冠 1′点 (No8615)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より古 く、前期前～中葉より新 しい。併せてTo Cu降下期 よ

り新 しい。出土土器は前期中～後葉円筒下層 a～ c式 を主体 とする。前期中～後葉力持Ⅳ～V期 と推

定される。

<その他 >本遺構 より古いC Ⅱ d24住居跡 3号の埋土にみられたTo―Cuが、本遺構埋土にはみられな

い。よって、To―Cuよ り確実に新 しい遺構 と断定できる。併せて、本遺構から出土 した土器の中には、

To―Cu降下期 より新 しいものが含まれている可能性が高 く、To― Cuと 土器編年の新旧関係を探る上で、

重要資料 と考えられる。

154 C Ⅱ d25住居跡 1号 (Ⅱ ―第98図 、Ⅱ―写真図版123)

<位置・検出状況>調査区中央部やや南のC Ⅱ d25。 e25'CⅢ elグ リッドに位置する。

検出状況は、多量の礫・土器を含む黒色シル トの広が りを検出した。当初は大形の竪穴住居跡が想

定されたことから、南北方向や東西方向に複数の上層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレン

チを入れ断面観察から把握に努めた。精査の結果、 CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ el住居跡 1号などと重

複する状況であることがわかり、西壁の立ち上が りと床面を検出し認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ d24住居跡 4号、C Ⅱ d25住居跡 2号、 CⅢ el住居跡 2号より新 しく、CⅢ cl
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住居跡 1号、 CⅢ el住居跡 1号より古い。

この周辺の竪穴住居跡の変遷順を示すと、古い順に、CⅢ el住居跡 2号→ C Ⅱ d25住居跡 2号→

C Ⅱ d25住居跡 1号→ CⅢ el住居跡 1号→ CⅢ cl住居跡 1号 となる。

<建替え>壁溝を3条検出していることから、最低 2回の建て替えを行っている。新 しい方から1～

3期 として明示する。

最も西側に張 り出す壁溝が 2期、次が 3期、最も内側の壁溝が 1期である。よって、 3期から2期

にかけて一度西側 (斜面上方側)に拡張 した後に、 2期から 1期 にかけて東側 (斜面下方側)に向か

って竪穴住居の占地が変遷 したことがわかつた。なお、 1期 目の床面直下からC Ⅱ d25住居跡 2号を

検出しているが、本遺構 と一連の変遷過程にある住居 と判断される。よって、 C Ⅱ d25住居跡 2号か

ら本遺構 3期 にかけては西側に大幅に拡張されていることが窺える。

<主軸方向>東一西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九方形 と推定される。規模は明確には不明である。推定で記述

すると、 1期 とした最 も新 しい段階は、長軸長 6m以上、短軸長3.5m前後、床面積18♂以上 と考え

られる。中形住居 2に分類 してお くが、本来的には大形住居の可能性がある。

<埋土>埋土上位に黒褐色シル ト、中～下位に暗褐色シル トが堆積する。重複するCⅢ Cl住居跡 1

号 と類似する土質であるが、本住居に伴 う埋土は炭化物の混入割合が高い特徴により区分できた。埋

土全般的には、南西若 しくは西方向から流入 した自然堆積層であるが、遺物自体は23層 。24層 を中心

に投棄されている。また、24層 中には、人為的に投げ込まれたと捉えられる責褐色ロームブロックが

一定量含まれる。

<壁・床>1期は、南壁が黄褐色ロームで直立気味に立ち上がる。壁高は約70cmである。西壁は2

期の埋土中であつたと解釈 されるが、第Ⅱ分冊第98図 のB一 B'断面では区分できなかった。 2期は

西壁のみ検出できた。直立気味に立ち上がる。壁高は約85cmである。 3期は壁が残存 していない。

床面は黄褐色ローム中である。直下にあるC Ⅱ d25住居跡 2号の範囲は、暗褐色シル トで覆われて

お り、非常に硬い。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第98図平面図のPP l～ 23が本遺構に伴 う。柱配置などに規則性は看取できないが、

比較的深い柱穴は壁溝内にみられる傾向がある。

<付属施設>壁溝 3条を検出した。

<出土遺物 >土器大 コンテナ10.5箱分 (225.65kg)、 土製品 4点、石器■9点 (内訳 :石鏃24点、尖頭

器 4点、石箆 2点、石匙 7点、不定形石器42点、コアA3点、磨製石斧 9点、半円状扁平打製石器 1

点、磨石17点、敲石 3点、凹石 1点、砥石 1点、石皿 1点、礫器 1点、コアB3点 )、 石製品16点

(内訳 :垂飾品 1点、石刀類 4点、石棒類 6点、不明石製品 3点、軽石製石製品 2点 )、 琥珀22.98gな

どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第16i～ 164図、Ⅳ―写真図版i47～ i50)土器44点掲載 (No2907～ 2950)。 土器の主体は

円筒上層 c式である。特記事項 として、床面直上付近において、横倒で潰れたような状態で大木 7b

式が出上 している。

土製品 :(Ⅲ ―第292図、Ⅳ一写真図版274)ミ ニチュア土器 1点 (No5570)、 円盤状土製品 2点 (No

5571・ 5572)、 板状土製品 1′ミ (No5573)。

石器 :(Ⅲ ―第35i～ 353・ 448～ 444図 、Ⅳ―写真図版309～ 3iO・ 366～ 367)石鏃15点 (h6774～

6788)、 尖頭器 2点 (No6789・ 6803)、 石箆 2点 (No6790・ 6791)、 石匙 4点 (No6792～ 6795)、 不定形

石器 9点 (比6796～ 6802・ 6804・ 6805)、 コアAl点 (N‐o6806)、 磨製石斧 2点 (No7925。 7926)、 半
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円状扁平打製石器 1点 (No7935)、 磨石 4点 (No7927～ 7929。 7931)、 敲石 3点 (No7930。 7932・ 7933)、

石皿 1点 (No7934)。

石製品 :(Ⅲ 一第498～499図、Ⅳ―写真図版405～ 406)垂飾品 1点 (No8616)、 石刀類 2点 (h
8619・ 8622)、 石棒類 4点 (No8617・ 8618・ 8620・ 8621)、 軽石製石製品 2点 (No8623'8624)。 西壁

際で翡翠製のペンダントが出上 した。層位は埋土中位である。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423)No9767'9775。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期初頭より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は、前期前葉～中

期中葉までみられる。主体は中期前葉円筒上層 b・ c式 と大木 7b式で、円筒上層 a式や大木 7a式
も少量みられる。円筒下層式上器は、西側のC Ⅱ d24住居跡 4号からの流れ込みなどに伴 う混在 と考

えられる。また、大木 8a式など中期中葉は、本来西側の CⅢ cl住居跡 1号 に伴 う可能性がある。

中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

<年代測定 >埋土下位～床面直上出土土器2942の 付着煤 より5,005± 40 HC BP、 埋土中位・下位出土

土器2924の付着煤 より4,590± 40“C BPの測定値が得 られている。

155 C Ⅱ d25住居跡 2号 (Ⅱ ―第98図 、 Ⅱ―写真図版123)

<位置・検出状況>調査区中央部やや南のC Ⅱ d25・ e25。 CⅢ elグリッドに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ d25住居跡 1号の床面で暗褐色シル トの広が りを検出した。精査の結果、埋土 自

体は薄いが、壁溝 と柱穴を検出したことから竪穴住居跡 と認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号、Cmel住 居跡 1号 より古い。また、 CⅢ

el住居跡 2号 との新旧関係は明確には掴めないが、出土土器からは本遺構が新 しいと判断される。

<建替え>壁溝のあ り方から、最低 4回の建替えが行われていると推定される。また、最 も外側の壁

溝が新 しい段階と捉えられることから、拡張が行われていることがわかった。

<主軸方向>東一西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形 と推定される。規模は不明である。

<埋土>暗褐色シル トが堆積する。硬 く締まる土質で、踏み固められていると捉えられる。本遺構上

位のC Ⅱ d25住居跡 1号の床面構築時の貼床土 (整地層)の可能性 もあるが、黄褐色ロームなどの混

在はみられないため、断定には至らなかった。

<壁・床 >壁は、西壁をわずかに確認したに留まる。床面は平坦である。直上に所在するC Ⅱ d25住

居跡 1号床面との比高は約10cmで ある。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第98図 のPP24～PP27の 4個 を登録 した。深さは、175～ 29.7cmま でみられ、比較

的均―を示す。

<付属施設>壁溝 5条 を検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋1袋分 (1.Okg)、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、石匙 1点、不定形石器 1点、

磨石 1点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第164図、Ⅳ一写真図版千50)土器 1点掲載 (No2951)。 大木 7a式 と推定されるものが

出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第353・ 444図、Ⅳ―写真図版 3千 0。 366)石鏃 1点 (No6807)、 石匙 1点 (No6808)、 不

定形石器 1点 (No6809)、 磨石 1点 (No7936)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より古い。出土土器は中期初頭である。中期初頭力持Ⅵ期 と推

定される。
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156 C Ⅱ e24住居跡 1号 (Ⅱ ―第99図、 Ⅱ一写真図版124)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ e24グ リッドに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ d24住居跡 3号の精査中に、Ⅷ層黄褐色ローム中で、南北方向に延びる壁溝を確

認した。その後の精査で、壁溝の西側で壁 と捉えられる立ち上が りを確認 した。なお、東側は明確で

はない状況であつたが、重複するC Ⅱ e25住居跡 6号に破壊 されていると考えられる。本遺構の北側

は、重複するC Ⅱ d24住居跡 3号に破壊され、南側は調査区外に続 く。

<新旧関係 >C Ⅱ d24住居跡 3号 より古い。

また、明確ではないが C Ⅱ e25住居跡 6号 より古いと判断された。

<建替え>壁溝のあ り方から、最低でも2回 の建替えが行われていると推定される。一番外側の壁溝

が新 しいことから、拡張されていると考えられる

<主軸方向>南―北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、詳細は不明であるが長方形若 しくは隅九長方形 と考えられる。

規模は不明であるが、壁溝の規模などから大形住居の可能性が高い。

<埋土>残存状況 としては、後世の削平が著 しく、本来の床面 も既に破壊 されていると捉えられる。

よって、床面直上付近に堆積する黒褐色シル ト層は後世の堆積層の可能性が高い。なお、壁溝内や柱

穴内には暗褐色シル トが堆積する。

<壁・床 >西壁の一部を検出したに留まる。床面は平坦である。

<柱穴>5個検出した。PP l・ PP 2・ PP 5は 、最 も外側の壁溝 と同様 に暗褐色シル トが堆積する。

PP 3・ PP 4に ついては、内側の壁溝の埋土と類似するやや明るめの暗褐色シル トを主体 とする。深

さイよ/‐・ 般に深 く、 PP l力 S61.5cm、  PP 2が74 6cm、 PP 3が 70.4cm、 PP 4が 53.6cm、  PP 5が79.3crnで

ある。

<付属施設 >壁溝 3条 を検出した。

<出土遺物 >土器小 コンテナ 1箱分 (3.43kg)、 石器 8点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 3点、コア

Al点、磨石 1点、敲石 1点、礫器 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第164図、Ⅳ―写真図版 i50)土器 4点掲載 (No2952～ 2955)。

石器 :(Ⅲ ―第353・ 444図 、Ⅳ―写真図版310・ 367)石 鏃 1点 (No6810)、 不定形石器 2点 (XTo

6811・ 6812)、 敲石 1点 (No7937)。

<時期 >重複遺構 との関係からは前期前～中葉より古い。出土土器は前期後葉を主体 とするが、埋土

の項で上記 したとお り、後世の堆積層に混入 していたと捉えられることから、時期の推定資料 とはで

きない。重複遺構 との新旧関係 を憂慮すると、前期前葉力持 Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的に

To Cu降下期より古い。

157 C Ⅱ e25住居跡 1号 (Ⅱ ―第99。 100図、 エー写真図版124)

<位置 。検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25'CⅢ el～ flグ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ el住居跡 1号の西側でC Ⅱ d25住居跡 1号の南側において、黒～黒褐色シル ト

の広が りを確認 した。 CⅢ flグ リッドを中心に東西と南北に土層観察ベル トを残 し掘 り下げたとこ

ろ、複数の竪穴住居跡の床面・西壁の一部・壁溝などを検出した。面的に掘 り広げた結果、最低 5棟

の重複を確認 し、新 しい方から2番 目の竪穴住居跡にC Ⅱ e25住居跡 1号 と命名 した。なお、 CⅡ e

25住居跡 5号 として精査を進めていたものは、精査途中で竪穴住居跡 と認知できない状況であつたこ

とから、欠名とした。
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<新旧関係 >C Ⅱ e25住居跡 2・ 3・ 4・ 6・ 7号 より新 しく、 C Ⅱ d25住居跡 1号、 CⅢ el住居

跡 1。 2号 より古い。

同時期の竪穴住居跡の変遷 としては、古い方からC Ⅱ e25住居跡 2号→ C Ⅱ e25住居跡 3号→ CⅡ

e25住居跡 4号→本遺構→ CⅢ el住居跡 2号の順 となる。

<主軸方向>明確には不明であるが、北西―南東方向と推定される。

<平面形・規模 。床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第99図 B― B'断面11～ 15層 が本遺構に伴 う堆積上である。埋土上～下位まで黒～

黒褐色シル トを主体 とし、To_Cu(本稿のC種)が埋土中位付近に含まれる。南西方向か ら流入 した

自然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は南壁の一部 と、西壁の一部を検出した。西壁の大部分は、C Ⅱ e25住居跡 2号の埋土

中を壁とする。外傾気味に立ち上がる。床面は、本遺構直下にあるC Ⅱ e25住居跡 4号 と重複する部

分は貼床が施されるが、その他の部分は黄褐色ローム中である。南西から北東方向に向かってやや勾

配気味である。

<柱穴>壁溝内や壁際を中心に大小合せて多数の柱穴が検出された。第Ⅱ分冊第99図及び100図のPP

l～28が本遺構に伴うと判断された。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ 1箱分 (6.75kg)、 石器 3点 (内訳 :石錐 1点、磨石 1点、敲石 1点 )

などが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第164図、Ⅳ―写真図版i50)土器 1点掲載 (h2956)。

石器 :(Ⅲ 一第353・ 445図 、Ⅳ一写真図版310。 367)石錐 1点 (No6813)、 敲石 1点 (No7938)。

<時期>重複遺構との関係は、前期前葉より新しく、中期前葉より古いと捉えられる。床面出土土器

は、前期前～後葉の範疇で捉えられるものの、詳細な時期を特定できない。埋土中にTo―Cuの混入が

みられ、To―Cu降下期より古いと判断される。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。

158 C Ⅱ e25住居跡 2号 (Ⅱ ―第99,100図、Ⅱ―写真図版124)

<位置 。検出状況>調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25。 CⅢ el～ flグリッドに位置する。

検出状況は、黒～黒褐色シルトの広がりを確認し、CⅢ flグ リッドを中心に東西と南北に土層観

察ベルトを残し掘 り下げたところ、複数の竪穴住居跡の床面 。西壁の一部・壁溝などを検出した。面

的に掘り広げた結果、最低 5棟の重複を確認した。新しい方から4番目の竪穴住居跡にC Ⅱ e25住居

跡 2号 と命名した。

<新旧関係>C Ⅱ e25住居跡 4号より新しく、C Ⅱ d25住居跡 1号、C Ⅱ e25住居跡 1・ 3号、CⅢ

el住居跡 1・ 2号より古い。

<建替え>明確ではないが、 2条若しくは3条の壁溝がみられることから、最低でも2回の建替えが

行われていると推定される。

<主軸方向>明確には不明であるが、南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積>平面形は楕円形若しくは隅九長方形と推定されるが明確ではない。規模は

推定できない。

<埋土>第 Ⅱ分冊第99図 B― B'断面の21～ 23層 が本遺構に伴う堆積土である。黒褐色シル トを主体

とする。埋土中位にみられる22層 ぼ焼土ブロックで現地性ではなく、投げ込まれた様相である。この

焼土ブロックのあり方から、人為堆積層と推定される。
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<壁・床 >壁は西壁の一部のみ検出した。外傾気味に立ち上がる。床面は責褐色ローム中でほぼ平坦

である。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第99,100図のPP29～ 37の 9個検出 した。

<付属施設 >壁溝の一部分を検出したが、残存状態が非常に悪い。また、明確ではないが 2条若 しく

は 3条の可能性がある。

<出土遺物 >土器 4号袋1.5袋分 (1.22kg)、 石器 1点 などが出上 している。

上器 :(Ⅲ 一第 i64図、Ⅳ一写真図版 150)土器 1点掲載 (No2957)。 前期前～中葉で大木 2式 に並行

すると捉えられるものが主体であるが何れも小破片である。その中で、特定はできないが、円筒下層

a式の可能性がある2957を掲載 した (大木 2式の可能性 もある)。

石器 :(Ⅲ 一第353図 、Ⅳ―写真図版3iO)石匙 1点 (No6814)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より古いか若 しくは同時期である。出土土器は前期前～

中葉である。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古い可能

性が高い。

159 C Ⅱ e25住居跡 3号 (コ ー第99・ 100図、 Ⅱ―写真図版124)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25。 CⅢ el～ flグリッドに位置する。

検出状況は、黒～黒褐色シル トの広が りを確認 し、 CⅢ flグ リッドを中心に東西 と南北に土層観

察ベル トを残 し掘 り下げたところ、複数の竪穴住居跡の床面 。西壁の一部・壁溝などを検出 した。面

的に掘 り広げた結果、最低 5棟の重複を確認 した。新 しい方から3番 目の竪穴住居跡にC Ⅱ e25住居

跡 3号 と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ e25住居跡 2・ 4号より新 しく、 C Ⅱ d25住居跡 1号、C Ⅱ e25住居跡 1号、 CⅢ

el住居跡 1・ 2号より古い。

<主軸方向>明確には不明であるが、南―北方向と推定される

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形若 しくは隅丸長方形と推定されるが明確ではない。規模は

推定できない。

<埋土 >黒褐色シル トを主体とする。

<壁 ・床 >壁は西壁の一部のみ検出した。外傾気味に立ち上がる。床面は黄褐色ローム中でほぼ平坦

である。

<柱穴>第 二分冊第99。 100図 のPP38～ 41の 4個検出した。全般に柱穴の深度は深い。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。また、東西方向に延びる溝を検出した。調査では認知できなかっ

た本遺構 より古期の竪穴住居跡に伴うものかもしれない。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より古いか若 しくは同時期である。前期前～中葉力持Ⅲ～

Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

160 C Ⅱ e25住居跡 4号 (Ⅱ ―第99・ 100図、Ⅱ―写真図版124)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25。 CⅢ el～ flグ リッドに位置する。

検出状況は、黒～黒褐色シル トの広が りを確認 し、 CⅢ flグ リッドを中心に東西と南北に土層観

察ベル トを残 し掘 り下げたところ、複数の竪穴住居跡の床面・西壁の一部・壁溝などを検出 した。面

的に掘 り広げた結果、最低 5棟の重複を確認 した。その中で最 も古い竪穴住居跡にC Ⅱ e25住居跡 4
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号と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ d25住居跡 1号、C Ⅱ e25住居跡 1～ 3号、CⅢ el住居跡 1・ 2号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定されるが、詳細は不明である。規模 も推定できな

<埋土>第 Ⅱ分冊第99図 B一 B'断面の15層が本遺構に伴う堆積層で、黄掲色ロームによる人為堆積

層である。この15層 は、本遺構の直上にあるC Ⅱ e25住居跡 1号の貼床若 しくは整地層 と判断され

る。

<壁・床 >壁は、南壁の一部を検出したに留まる。外傾気味に立ち上がる。床面は、責褐色ローム中

で、ほぼ平坦である。

<炉 >床面より、地床炉と判断される焼土を検出した。この焼土はC Ⅱ d25住居跡 1号に大部分を破

壊されている。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第99。 100図 のPP42～ 46の 5個 を検出した。全般に柱穴の深度は深い。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前～中葉 より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくは前期前葉

力持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo― Cu降下期より古い可能性が高い。

161 C Ⅱ e25住居跡 6号 (Ⅱ ―第99図、 Ⅱ―写真図版124)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ e25住居跡 2号の南西側で、Ⅷ層責褐色ローム中で暗褐色シル トの広が りを確認

し竪穴住居跡の存在が想定された。その後の精査で、西壁 と床面を確認 し認知 した。なお、本遺構の

北側は重複するC Ⅱ d24住居跡 3号に破壊 されている。東側は明確ではない状況であつたが、CⅡ e

24住居跡 1号などに破壊されていると考えられる。

<新旧関係>C Ⅱ e25住居跡 7号 より新 しく、 C Ⅱ d24住居跡 1号、C Ⅱ d25住居跡 1号、C Ⅱ e24

住居跡 1号、C Ⅱ e25住居跡 2号 より古い。

<主軸方向>南 一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は明確には不明であるが、長方形基調 と推定される。規模は不明で

ある。

<埋土 >床面直上付近に暗掲色シル トがわずかに堆積する。人為堆積か自然堆積かは判断できかね

た。

<壁・床>壁は西壁のわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>7個 を検出した。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくはそれより古

いと推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期より古い。

162 C Ⅱ e25住居跡 7号 (Ⅱ ―第99図、 エー写真図版124)

<位置・検出状況>調査区中央部南西のC Ⅱ e25～ f25グ リッドに位置する。
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検出状況は、C Ⅱ e25住居跡 6号の床面直下で黒褐色シル トの広が りを確認 し認知 した。なお、本

遺構の北側は重複するC Ⅱ d25住居跡 1号に破壊 されている。

<新旧関係 >C Ⅱ e25住居跡 8号 より新 しく、 C Ⅱ d24住居跡 1号、C Ⅱ d25住居跡 1号、C Ⅱ e25

住居跡 2・ 6号より古い。なお、C Ⅱ d24住居跡 3号 との新旧関係は明確ではないが、本遣構が古い

可能性が高い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模は不明である。

<埋土 >黒褐色シル トが薄 く堆積する。

<壁・床 >壁は西壁の立ち上が りをわずかに確認 したに留まる。床面はほぼ平坦である。重複関係に

あるC Ⅱ e25住居跡 6号床面との比高は、 5～ 10cmで ある。

<柱穴 >11イ固を検出した。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より古い。状況から、前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくは

それより古い。併せて、相対的にTo Cu降下期 より古い。

163 C Ⅱ e25住居跡 8号 (Ⅱ ―第99図 )

<位置 。検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ f25～ Ctt f lグ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ e25住居跡 7号の床面直下で黒褐色シル トの広が りを確認 し認知 した。なお、本

遺構の東側はC Ⅱ e25住居跡 1号に破壊されている。

<新旧関係 >C Ⅱ e25住居跡 2・ 6・ 7号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >暗褐～黒褐色シル トが堆積する。

<壁・床 >壁 は西壁のわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面は責掲色ローム中で、ほぼ平坦

である。重複関係にあるC Ⅱ e25住居跡 7号床面より7～ 10cm低 い。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第99図 上の平面図PP19～21の 3個 を検出した。

<付属施設>西壁で径約60cm、 深さ8cm程の上坑状の窪みを検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より古い。この付近で重複関係にある該期竪穴住居跡の

中では、最も古い。前期前葉力持Ⅲ期の可能性が高い。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より古い。

164 C Ⅱ f25住居跡 1号 (Ⅱ ―第101図、 Ⅱ―写真図版125)

<位置 。検出状況>調査区中央部の C Ⅱ f25～ g25グ リッドに位置する。西側は調査区境に近接す

る。

検出状況は、Ⅲ層を除去 した段階で、南～西側はローム層、その他は褐色シル ト中で黒褐色シル ト

の広が りを確認 し認知 した。なお、周辺には近現代 と思われる撹乱が顕著に見 られた。

<新旧関係>C Ⅱ g25柱穴群より古い。

<建替え>壁溝のあり方から最低でも1回の建替えが行われている。内側を巡る壁溝が、外側の壁溝

に我 られていることから、拡張されていると捉えられる。古い段階を 1期、新 しいを 2期 として記述

-161-



1 竪穴住居跡

する。

<主軸方向>南 ―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形である。規模は、新 しい段階である 2期が長軸長4.6m、

短軸長3.2m、 床面積約14♂ で、中形住居 2に分類 される。古い段階である 1期 は、長軸長約 4m、

短軸長約27m、 床面積約 9♂で、小形住居に分類される可能性がある。

<埋土>黒褐色シル トによるほぼ単層で、礫を多 く混入する。西方向から流入 した自然堆積層の可能

性が高いものの、明確にはわからなかった。

<壁・床 >東側は、撹乱が激 しく床・壁 とも明確ではない。南～西側は、壁は直立気味で、床面はや

や脆い砂質ロームである。なお、貼床は施されていない。

<炉 >地床炉 と推定される焼土が、住居長軸に平行 して大きくは 2箇所に広がる。何れも2期 とした

新 しい段階に伴 うと考えられる。北側を炉 1、 南側を炉 2と 命名 した。

炉 1は、100× 75cmの 楕円形に広が り、深さ3～ 18cmで形成されている。PP12と した小柱穴が焼

土を我る関係にあり、炉に伴う何 らかの施設であつたと考えられる。

炉 2は、現代の攪乱に著 しく破壊を受けているものの、190× 120cmと 非常に大 きい広が りであつ

たと推定され、深さ3～ 10cmで形成されている。

炉 1・ 2と もに掘 り込みは持たず、床面で直接火を燃やしたものと捉えられる。また、中央付近ほ

ど下位への焼上の発達が良い。

<柱穴 >床面 。壁溝内合わせて24イ回検出した。 1期 に伴うのはPP 4・ 9・ 16・ 17・ 19。 22・ 23が想

定される。なお、位置的にPP22と PP23は対になる関係 と推定される。また、PP 4,9。 16・ 17は本

来壁溝内に所在 した小穴であつた可能性が高い。その他は 2期 に伴 うが、主柱穴はPP13と PP 7な ど

が想定される。ただし、南西側 と南東側の床面から主柱穴と思われる柱穴が未検出であつたことから、

柱穴配列は想定できない。。

<付属施設 >壁溝が 2条検出される。

<出土遺物 >土器小コンテナ1/2箱分 (4.17kg)、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 2点、半円

状扁平打製石器 1点 )、 石製品1点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第164図、Ⅳ―写真図版 i50)土器10点掲載 (No2958～ 2967)。 埋土中より前期前業の上

器片が出土 した。

石器 :(Ⅲ ―第354・ 445図 、Ⅳ―写真図版3iO,367)石鏃 2点 (No6815。 6816)、 不定形石器 2点

(No6817・ 6818)、 半円状扁平打製石器 1点 (No7939)。

石製品 :(Ⅲ ―第499図 、Ⅳ―写真図版407)石刀類 1点 (No8625)。

<時期>重複遺構との関係は、 C Ⅱ g25柱穴群より古いことはわかるが、時期を判断できない。出土

土器は前期前葉を主体 とする。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下期 より

古い。

165 C Ⅱ h25住居跡 1号 (Ⅱ ―第102～104図、 Ⅱ―写真図版126・ 127)

<位置・検出状況>調査区中央部の C Ⅱ h25。 CⅢ hl～ ilグ リッドに位置する。

検出状況は、調査区境に設定 したサブ トレンチで、円筒下層 d式を中心 とする多量の円筒式土器の

出土を確認 し、竪穴住居跡 と想定された。ただし、平面プランは把握が困難な状況であったことから、

調査区境に設定 したサブ トレンチの他に東西方向に土層観察ベル トを設定 し、埋土上～下位にかけて

1層 、 2層、 3層 の順に命名 し掘 り下げた。掘 り下げる途中において、円筒下層式上器が多量に出土
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Ⅳ 検出された遺構

したことから、一括廃棄と捉えられた完形土器や半完形土器については出土地点の実測を行い第104

図にpl～ p llと して示した。

その後、竪穴住居跡の床面を検出したことからC Ⅱ h25住居跡 1号 と命名し精査を進めた。しかし

ながら、精査途中で調査区境の上層断面を再観察した結果、本遺構の床面上にもう1棟新しい竪穴住

居跡に伴う床面を認知した。この新しい竪穴住居跡はC Ⅱ h25住居跡 2号と命名した。

C Ⅱ h25住居跡 2号は、 3層上面を床面とすることから、第Ⅱ分冊第102図 A一 △' ・B一 B' ・

C― C'土層断面の 1層系と2層系はC Ⅱ h25住居跡 2号に伴う堆積層であることが併せて判明した。

1・ 2層系出土の上器は、円筒下層 d式を主体に、円筒下層 a式、円筒下層 c式、大木 7a式などが

みられる。 3層系出土土器は、土器型式の特定が難しい土器が多いものの、円筒下層 a式や円筒下層

a式前後と推定される土器を主体とする。よって、本遺構 (C Ⅱ h25住居跡1号)が前期中～後葉、

C Ⅱ h25住居跡 2号 としたものが前期末葉と捉えられる。

<新旧関係>C Ⅱ h25住居跡 3号より新しく、C Ⅱ h25住居跡 2号より古い。

<建替え>壁溝のあり方から最低でも3回以上の建替えが行われていると推定される。内側の壁溝が

古く外側が新しいことから、拡張と捉えられる。

<主軸方向>明確ではないが、東一西方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積>平面形は隅九長方形と推定される。規模は、長軸長4.4m以上、短軸長は

約4,4m、 床面積22,7ぽ 以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第102図 A一 △' ・B一 B' 。C一 C'土層断面の3～ 5層が本遺構に伴う堆積層

である。 3層黒褐色シルトを主体とする。遺物の出土状況からは、遺物は廃棄されていると捉えられ

るが、堆積土層自体は南西方向から流入した自然堆積層と推定された。

<壁・床>壁は、北壁は直立気味に、東壁は外傾気味に立ち上がる。東壁の一部はC Ⅱ h25住居跡 3

号の埋土中であるが、その他は黄褐色ローム (地 山)である。

床面は、黄褐色ローム中で、ほぼ平坦である。C Ⅱ h25住居跡 2号の床面との比高は、20～ 32cm

本遺構が低い。

<炉 >地床炉 1基を検出した。PP36に裁られている。焼土の焼成状況は良好である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第102図のPP l～ 48ま での48個が本遺構に伴うと考えられる。ただし、検出状況で

上記したとおり、本遺構より新しいC Ⅱ h25住居跡 2号 との新旧順を誤つて精査していることから、

明確な状況にない。

<付属施設>壁溝 4条 と床面下より土坑 3基を検出した。

壁溝について新 しい順に壁溝 1～ 4と する。壁溝 1は、南壁側と北壁側は比較的良好に把握できた

が、東壁は一部途切れるかたちで検出された。壁溝内の埋土は、暗褐シルトに責褐～褐色ロームが多

量に混入する。壁溝 2も 壁溝 1と 同様に、南壁側と北壁側は比較的良好に把握できたが、東壁は一部

途切れるかたちで検出された。埋土は、黒褐色シルトに黄褐～褐色ロームが少量混入する。壁溝 3は、

南壁 。東壁・北壁にかけて、ほぼ全周する。埋土は、にぶい責褐シルトに責褐色ロームブロックを少

量含む。壁溝 4は南壁側で一部検出されたに留まる。壁溝 1～ 4何れも人為堆積層と捉えられ、埋め

戻されている。

土坑は、住居に伴う付属施設と提えたが、本遺構より古い時期のフラスコピツトの可能性もある。

3基ともに人為堆積である。土坑 3号から前期中葉と推定される土器片 1片が出上している。また、

2号土坑の底面付近から多量の花南岩が出土した。

<出土遺物>土器小コンテナ1.5箱分 (10.82kg)、 石器12点 (内訳 :石鏃 2点、石匙 1点、不定形石器
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5点、コアAl点、磨石 2点、敲石 1点 )、 石製品1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第千65～千66図、Ⅳ―写真図版]5i～ 千52)土器28点掲載 (No2968～ 2995)。

石器 :(Ⅲ 一第354図、Ⅳ―写真図版310)石鏃 2点 (No6819・ 6822)、 石匙 1点 (No6820)、 不定形

石器 1点 (No6821)。

石製品 :(Ⅲ ―第499図、Ⅳ―写真図版407)軽石製石製品 1点 (No8626)。

琥珀 :(Ⅳ ―写真図版423)No9776。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期中～後葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は、

前期中～後葉 (円筒下層 a～ b式)を主体 とする。前期中～後葉力持V期 と推定される。

<年代測定 >床面直上出土土器2985の付着煤より5,330± 50 MC BPの 測定値が得 られている。ただし、

この土器は大木 2式 と推定され、本遺構 とは異時期の可能性が高い。

<その他 >本遺構は、今回の調査では希少な円筒下層 a～ b式期の竪穴住居跡 と捉えられるが、埋土

中にTo一 Cuの堆積を確認できない。このことは、TO― cu降下期より円筒下層 a式が新 しいことを示

唆させる。

166 C Ⅱ h25住居跡 2号 (Ⅱ ―第102～ 104図 、Ⅱ―写真図版126・ 127)

<位置・検出状況 >調査区中央部のC Ⅱ h25'CⅢ hl～ ilグ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ h25住居跡 1号で記載 したとお りで、調査区境の土層断面の観察から認知 した。

南西側は調査区外に続 く。本遺構は、C Ⅱ h25住居跡 1号 と埋土を床面 とするため、本遺構より古い

C Ⅱ h25住居跡 1号精査時に大部分の床面を破壊 している。

<新旧関係>C Ⅱ h25住居跡 1・ 3号 より新 しい。

<建替え>壁溝のあり方から最低 2回の建替えが行われている。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形と推定される。規模は、長軸長8.8m以上、短軸長4.8

m以上、床面積35ぽ以上である。中形住居 1に分類 したが、大形住居である可能性が残る。

<埋土 >第 Ⅱ分冊102図 A一 A' ・B一 B' ・ C― C'土層断面の 1～ 2i層 と6層 が本遺構に伴 う

堆積層である。埋土上位の 1層が黒褐色シル ト、下位の 2層が褐色シル トを主体とする。遺物の出土

状況からは、遺物は投棄若 しくは埋置されていると捉えられるが、堆積土層自体は南西方向から流入

した自然堆積層 と推定された。

<壁 ・床 >壁は、一部の東壁 と北壁を検出している。外傾 して立ち上がる。床面は、 C Ⅱ h25住居跡

1号の埋上部分は黒掲色シル ト、その他は黄褐色ローム中である。復唱になるが、C Ⅱ h25住居跡 1

号精査時に大部分を破壊 してお り、南側と北側の一部を検出したに留まる。ほぼ平坦である。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第102図のPP49～ 83が本遺構に伴 うと判断した。大部分が壁際を巡るか壁溝内に所

在 したと捉えられるものである。

<付属施設>東壁側で 1条、北壁側で 3条の壁溝を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ14.5箱分 (314.72kg)、 土製品 3点、石器89点 (内訳 :石鏃13点 、尖頭器

4点、石錐 1点、石箆 1点、石匙10点、不定形石器32点 、ピエス・ェスキーュ 1点、コアAl点、磨

製石斧 8点、半円状扁平打製石器 1点、磨石13点 、砥石 1点、礫器 1点、コアB2点 )、 石製品 3点

(内訳 :石棒類 2点、軽石製石製品 1点 )、 琥珀0314gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第i66～ 173図、Ⅳ一写真図版i52～ i59)土器131点掲載 (No2996～ 3126)。

土製品 :(Ⅲ ―第292図 、Ⅳ一写真図版274)円盤状土製品 3点 (No5574～ 5576)。

-164-
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石器 :(Ⅲ ―第354～ 357・ 445図、Ⅳ―写真図版 3千 i～ 3i2・ 367)石鏃10点 (No6823～ 6829・ 6831・

6832・ 6835)、 尖頭器 2点 (No6834・ 6836)、 石錐 1点 (No6837)、 石匙10点 (No6838～ 6847)、 不定形

石器11点 (No6830・ 6833,6849～ 6857)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No6848)、 磨製石斧 1点 (No7940)、

半円状扁平打製石器 1点 (No7942)、 磨石 2点 (陥7943・ 7944)、 礫器 1点 (No7941)。

石製品 :(Ⅲ ―第499図 、Ⅳ一写真図版407)石棒類 2点 (No8627・ 8628)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期中～後葉より新 しい。出土土器は前期前葉～中期後葉までみられ

るが、主体は前期末葉円筒下層 d式で一括気味の個体 も多数ある。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

<年代測定>2層上位出土土器3046の 付着煤より4,865± 25“C BP、 埋± 1層下位土器3020の付着煤

より4,900± 40“C BPの浪1定値が得 られている。

167 C Ⅱ h25住居跡 3号 (Ⅱ ―第102・ 103図、 Ⅱ―写真図版126)

<位置 。検出状況>調査区中央部のCⅢ hl～ 2・ ilグ リッドに位置する。

検出状況は、 C Ⅱ h25住居跡 1・ 2号の精査時に第Ⅱ分冊第102図 に掲載 したB一 B'土層断面で、

北東側に別住居の存在を確認 した。付近の検出作業を行った結果、わずかな壁 と複数の柱穴を検出し、

認知 した。残存状態は非常に悪い。

<新旧関係>C Ⅱ h25住居跡 1・ 2号 より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定されるが、詳細は不明である。規模は不明であ

る。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第102図 B― B'土層断面の 7層が本遺構に伴 う堆積層である。マサ土が 50/O程含

む黒色シル トによる単層である。南西方向から流入 した自然堆積層 と推定されたが、明確ではない。

<壁 ・床 >壁 は検出されていない。第 Ⅱ分冊第102図の平面図には、土層断面などから、推定される

住居範囲を図示 した。床面は平坦 と捉えられたが、明確な状況にない。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第102図のPP84～ 102が本遺構に伴うと判断した。何れも黒色シル トが堆積する。

<出土遺物 >土器 9号袋 2袋分 (4.25kg)、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 2点、コアBl点 )な どが出

上 している。

土器 :(Ⅲ ―第 i73図 、Ⅳ一写真図版 159)土器 5点掲載 (No3127～ 3131)。

<時期>重複遺構との関係からは前期中～後葉より古い。床面出土土器は大木 2b～ 3式 と推定され

るものが含まれる。前期中葉力持Ⅳ～V期 と推定 して置きたい。

168 CⅢ al住居跡 1号 (Ⅱ ―第105図、 Ⅱ―写真図版128)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のCⅢ alグ リッドに位置する。

検出状況は、東西方向に設定 した試掘 トレンチで西壁の立ち上が りを確認 し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ al土坑 1号より新 しく、CⅢ a2住居跡 2号・C Ⅱ a25住居跡 2号 より古い。

<主軸方向>不明である。南一北方向の可能性が高い。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調であるが、詳細は不明である。規模は不明である。

<埋土 >黒褐～暗掲色シル トによる単層である。南西方向から流入した自然堆積層 と推定されたが明

確ではない。

<壁・床 >壁はタト傾 して立ち上がる。床面はⅧ層黄褐色ローム中で、ほぼ平坦である。

<柱穴>5個検出した。深さや位置関係から、PP2は主柱穴と考えられる。
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<出土遺物 >土器 9号袋 1.5袋分 (3.92kg)、 石器 7点 (内訳 :不定形石器 2点、磨製石斧 1点、磨石

3点、礫器 1点 )、 琥珀 12.■ gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第i74図、Ⅳ―写真図版 i59)土器 9点掲載 (No3132～ 3140)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423)No9780・ 9781・ 9788。

<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は中期前～中葉であ

る。中期中葉の上器が含まれるものの、重複遺構 との新旧関係から異時期 と判断される。中期前葉力

持Ⅶ期と推定される。

169 CⅢ a2住居跡 1号 (Ⅱ ―第105～107図、Ⅱ―写真図版129～ 131)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央やや束のCⅢ a2～ 3・ b2～ 4グ リッドに位置する。現況は、

I～ Ⅲ層が厚 く堆積する斜面傾斜変換点に相当する地点で、Ⅲ層 を除去する段階で土石流によると考

えられる多量の自然礫 (花間岩を主体 とする、各所に土器片や石器が混在する)の散在が確認された。

これらの礫群は、当初は集石遺構の可能性 も考え実測などを行なった経緯がある。調査の進行 ととも

に自然現象により堆積 された (運ばれた)こ とがわかった。それらの礫群を除去 した段階で、明瞭で

はなかったが黒褐～暗褐色 シル トによる径約 8mの不整形な広が りを確認 し、竪穴住居群 と想定 し

た。

上記のとお り、平面的には明瞭ではない状況であつたことから、 CⅢ b3グ リッドを中心に十字に

ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れ遺構プランの把握に努めた。その結果、東狽↓に 1

棟 (CⅢ a4住居跡 1号 )、 西側に複数棟の竪穴住居跡の存在が明らかとなった。その後、面的に掘

り下げた結果、Q3と した南西側の部分で竪穴住居跡の南壁を検出したことから認知 した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 2～ 5号、BШ y3住居跡 1号、 CⅢ a2土坑 1号、CⅢ c3住居跡 5

号、CⅢ b3住居跡 1号 より新 しく、CⅢ a4住居跡 1号 より古い。

<建替え>壁溝のあ り方や柱穴数から、最低でも1回以上の建て替えが行なわれている。炉 2が内側

の壁溝を我ることから、拡張されていることがわかる。

<主軸方向>炉のあ り方から東―西方向と考えられる。

<平面形・規模・床面積 >平面形は台形気味を呈する。規模は、長軸長7.Om、 短軸長65m、 床面積

36.1『 で、中形住居 1に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第106図 A一 A' ・ B一 B'土層断面の 1～ 14層 が、本遺構に伴 う堆積層である。

最上位の 1層系は、畑土・盛土・黒色土 (Ⅲ 層)な どで、本遺構のみならず西側で重複するCⅢ a2

住居跡 2号や東側で重複するCⅢ a4住居跡 1号なども覆う。この 1層系からは、多量の礫 (主 に花

商岩)・ 土器・石器が出土 している。 1層系の下位に堆積する黒掲色シル トや灰責褐色シル トなどが

本遺構の主体 となる堆積層で、所々に黄褐色シル トや褐色シルティーロームなどの地山土がブロック

状にみられる。坦土全般的には南西方向から流入 した自然堆積層であるが、各所に人為による投げ込

まれた土層が入る。また、遺物は自然堆積層中に混入 していたものも含まれる様相であるものの、大

部分は投棄されたものと捉えられる。最下位に堆積する12層 にぶい責褐色砂質シル トは、貼床土 (整

地層)と捉えられる。

<壁・床>壁は、南壁・西壁・北壁では外傾～直立気味に立ち上がる。特に、西壁 と南壁は残存状況

が良い。東壁は、全般にわずかな立ち上が りを確認 したに留まり、また一部分についてはCⅢ a4住

居跡 1号に破壊 されている。

床面は、12層 と命名 した貼床がほぼ全体に施され、ほぼ平坦である。貼床の厚 さは、約 2～ 10cm
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Ⅳ 検出された遺構

である。重複関係にあるCⅢ a2住居跡 2号床面との比高は、本遺構の床面力認Ocm程低い。

<炉 >炉は、炉 1と した石囲埋設土器炉 と、炉 2と した地床炉を検出した。

炉 1は、東西方向に長軸を有する長方形の石組を持ち、石組の中央よりもやや東に偏在 して土器が

埋設されている。焼土は石組を検出後、約 5cm厚の炉埋土を除去 して確認された。焼成は良好であ

る。埋設されている土器は、底部が欠損 (切断 ?)す るものを倒立で設置されている。埋設されてい

る土器は、円筒上層 c式である。個々の炉石は、掘 り方を確認できないことから、床面に直接刺 し設

置されていると捉えられる。

炉 2は、35× 27cmの方形気味に焼土が広がるもので厚さ約 3cmで ある。焼土周辺からは、炉石の

抜 き取 り痕は検出されなかったが、焼土範囲の形状から推定 して、本来は石囲炉であった可能性 もあ

る。

<柱穴 >27個検出 した。主柱穴 としては、柱穴の規模や深度か ら、PP l～ 3・ 9・ 10。 12,15・

18・ 20。 22・ 24・ 26'27が考えられる。

<付属施設>壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ54箱分 (1173.08kg)、 土製品 4点、石器334点 (内訳 :石鏃32点、尖頭

器14点 、石錐 1点、石箆 1点、石匙 5点、不定形石器78点、力持型スクレイパー 1点、コアA27点 、

磨製石斧34点、磨石79点、敲石12点 、砥石 5点、石皿 2点、台石 1点、礫器16点 、コアB26点 )、 石

製品30点 (内訳 :石刀類 7点、石棒類16点 、円盤状石製品 2点、不明石製品 5点 )、 動物遺存体 1シ

ャーレ、琥珀79.71gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第 iフ4～ 188図 、Ⅳ―写真図版160～ 173)土器180点掲載 (No3141～ 3320)。 今回の調査

で、最も土器量が多い竪穴住居跡である。炉に埋設されていた3141は 円筒上層 c式であることから構

築時期は中期前葉 と推定される。埋土中からは、早期～中期後葉まで出上 しているが、主体は圧倒的

に中期中葉大木 8a式である。円筒上層 b～ e式が一定量出土 しているが、大木式 との出土割合は、

7対 3以上で大木式が多い。そして、大木 7b式は少量で、また大木 7b式の中では新段階と推定さ

れるものが多い。そして、確実な大木 8b式は認知していない。

土製品 :(Ⅲ ―第292～ 293図、Ⅳ一写真図版274)ミ ニチュア土器 1点 (No5577)、 粘土魂 2点 (No

5578・ 5579)、 不明土製品 1点 (No5580)。

石器 :(Ⅲ 一第357～ 360,445～ 448図 、Ⅳ―写真図版3i2～ 314・ 367～ 369)石鏃15点 (h6858～

6872)、 尖頭器 4点 (No6873～ 6876)、 石錐 1点 (No6877)、 石箆 1点 (No6878)、 石匙 4点 (No6879～

6882)、 不定形石器20点 (No6883～ 6902)、 力持型スクレイパー 1点 (No7957)、 磨製石斧10点 (No

7945～ 7953・ 8632)、 磨石12点 (No7954～ 7956・ 7958～ 7960'7963～ 7968)、 敲石 5点 (796ユ
。7969～

7972)、 砥石 1点 (No7973)、 石皿 1点 (比7974)、 礫器 3点 (No7962・ 7975'7976)。

石製品 :(Ⅲ ―第499～ 502図 、Ⅳ一写真図版407～409)石刀類 3点 (No8629,8633・ 8634)、 石棒類

8点 (No8630・ 8631・ 8635～ 8640)、 不明石製品 2点 (No8641・ 8642)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版423)No9797・ 9814・ 9815'9819～ 9823。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しく、中期中～後葉より古い。炉 1に埋設されていた

土器は中期前葉円筒上層 c式若 しくは円筒上層 c～ d式の過渡期 と推定されるものである。出土土器

の主体は中期中葉大木 8a式である。よって、遺構の構築年代は中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期、捨て場

的な空間として活発に廃屋に遺物が廃棄されたのは中期中葉力持Ⅷ期 と捉えられる。

<年代測定>埋土中位出土炭化材より4,460± 80 HC BPの測定値が得 られている。
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1 竪穴住居跡

170 CⅢ a2住居跡 2号 (Ⅱ ―第105'106・ 108図、 Ⅱ―写真図版129。 131)

<位置・検出状況>調査区中央部中央やや東のCmal～ 2・ b2グ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ a2住居跡 1号の精査中において、第 Ⅱ分冊第106図のA― A'ベル トより北側

で石囲埋設土器炉を検出し認知 した。重複関係にあるCⅢ a2住居跡 1号の床面より、本遺構床面が

約20cm高 い。

<新旧関係 >CⅡ a2住居跡 3～ 5号 ・CⅢ a2土坑 1号 より新 しく、 CⅡ a2住居跡 1号 より古

<主軸方向>北西―南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形を呈する。規模 は、長軸長5,2m以上、短軸長約4.Omで あ

る。床面積は、残存部で8.8♂であるが状況から20♂以上 と推定され、中形住居 2に分類 した。

<埋土>第 Ⅱ分冊第106図 の△一大'断面の21～ 30層 が本遺構に伴 う堆積層である。大別すると、埋

土上～中位に23層 とした黒褐色シル トが、下位に24。 25層 とした暗褐色シル トが堆積する。埋土全般

的に、南西方向から流入 した自然堆積層 と判断される。遺物は23層 を中心に24層 から出上 している。

28・ 29。 30層 は、地山ロームの堆積層である。28層 は貼床、29層 は壁の崩落土と捉えられる。

<壁・床 >壁は、西壁 と北壁が残存する。外傾 して立ち上がる。壁高は最大で110cmである。

床面は平坦で、所々に第Ⅱ分冊106図 A― A'断面28層 とした貼床が施される。東側で重複するC

Ⅲa2住居跡 1号床面 とのレベル差は、本遺構床面が20cm程高い。

<炉 >石囲土器埋設炉を検出した。炉石は花闘岩で、南西側の炉石は埋土掘削時に誤つて破壊 して し

まったが、全体の形状は方形に囲われる。埋設されている土器は、胴部中位 (胴部下半は切断されて

いる可能性が高い)ま でのものを正立で設置されている。なお、炉内南東側で小形の半欠けの土器 を

合せて検出し、当初は 2個の埋設土器を持つ炉 と考えられたが、明確に設置 した様相は窺えなかった。

第Ⅱ分冊第108図 には図示 したが、焼土内に廃棄されたもの と捉えられる。なお、この石囲埋設土器

炉はダメ押 しを行った結果、CⅢ a2住居跡 4号の埋土を裁 り構築されていることがわか り、新旧関

係 も合せては把握できた。

<柱穴>8個検出した。深 さは、PPと が16.9cm、 PP2が 59 7cm、 PP 3が 12.5cm、 PP 4が49.7cm、

PP 5が21.8cm、 PP 6が12.3cm、 PP 7が 53.6cm、 PP 8が 28.3cmで ある。PP 2を 我るPP lは位置や深

さなどから、PP 2の柱の抜 き取 り痕の可能性が高い。

<付属施設>壁溝を西壁際で検出した。壁溝内には小柱穴が伴 う。

<出土遺物 >土器中コンテナ 1箱分 (13 69kg)、 石器 9点 (内訳 :石鏃 1点、コアAl点、磨石 4点、

石錘 1点、礫器 1点、コアBl点 )、 石製品1点 (原石不掲載 )、 動物遺存体 9シ ヤーレ、琥珀21.95g

などが出上 している。3321が炉に埋設されていた土器で、大木 7b式 と推定される。

土器 :(Ⅲ 一第188図、Ⅳ―写真図版173)土器12点掲載 (No3321～ 3332)。

石器 :(Ⅲ ―第360図 、Ⅳ―写真図版314)石鏃 1点 (No6903)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420)配 9086～ 9088。

琥珀 :(Ⅳ 一写真図版423)No9789。

<時期>重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しく、中期前～中葉より古い。炉に埋設されていた土

器は中期前葉大木 7b式と推定されるものである。中期前葉力持Ⅶ期に構築、廃絶されたと推定され

る。
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171 CⅢ a2住居跡 3号 (Ⅱ ―第105・ 106・ 108図、Ⅱ―写真図版129)

<位置 。検出状況>調査区中央都中央やや束のCⅢ a2グ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ a2住居跡 2号の床面下位で壁溝の一部を検出し認知 した。

<新旧関係 >Cma2土 坑 1号 より新 しく、CⅢ a2住居跡 1・ 2・ 4・ 5号 より古い。

<主軸方向>南―北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は、残存部から隅丸長方形 と推定されるが、明確ではない。規模は

不明である。

<埋土>褐色シル トが堆積する。この褐色シル トは、地山との区分が不明瞭な状況で、自然堆積なの

か人為堆積なのか判別できなかった。また、壁溝内には暗褐色シル トが堆積する。

<壁・床 >壁は、北壁でわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第108図下の平面図には、CⅢ a2住居跡 3～ 5号の柱穴を通 し名で命名 した。本

遺構に伴 うのは、PP lの 1である。深さは15.4cmで ある。

<付属施設 >壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器0.26kgが 出土 している。埋土上位 より大木 8a式 と推定 される土器が出上 している

が、流れ込みにより混在 した可能性が高い。

土器 :(Ⅲ 一第189図、Ⅳ―写真図版 173)土器 1点掲載 (No3333)。

<時期>重複遺構 との関係から前期末葉若 しくはそれより古いと推定される。前期末葉力持Ⅵ期 と推

定 しておきたい。

172 CⅢ a2住居跡 4号 (Ⅱ 一第105。 108図、Ⅱ―写真図版129)

<位置・検出状況>調査区中央部中央やや東のCma2・ b2～ 3グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ a2住居跡 2号の炉下位で、暗褐色シル トの広が りを確認 した。サブ トレンチを

入れた結果、壁の立ち上が りも僅かに確認されたことから、竪穴住居跡と認知 した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 3・ 5号・CⅢ a2土坑 1号 より新 しく、CⅢ a2住居跡 1・ 2号 より

古い。

<主軸方向>北西―南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形と推定される。規模は、長軸長4.Om以上、短軸長3.8

m、 床面積15〆以上で、中形住居 2に分類 した。

<埋土 >にぶい黄褐色シルテイーロームを少量含む暗褐色シル トが、CⅢ a2住居跡 2号直下部分の

みで確認された。 CⅢ a2住居跡 2号へ建て直 しされた際の整地層の可能性が高い。

<壁・床 >壁は、西壁の一部について、わずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面は上記 したC

ma2住 居跡 2号の直下部分のみ残存する。ほぼ平坦である。 CⅢ a2住居跡 2号床面とのレベル差

は、30cm程低い。

<炉 >CⅢ a2住居跡 1号の貼床を除去 した段階で石囲炉を検出した。石組みの残存はわずかである

が、炉石の抜 き取 り痕のあり方から、本来は方形基調の形状であつたと推定される。炉石は花筒岩が

用いられてお り、炉石上部は壊れたような状態にある。焼土は発達が悪い。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第108図 下の平面図PP2～ 3の 2個検出 した。深さは、PP 2が 39.7cm、 PP 3が

27.Ocmで ある。

<付属施設>北壁際で壁溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ2/3箱分 (5.64kg)、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 2点、磨製
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石斧 1点 )動物遺存体 1シ ヤーレなどが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第189図、Ⅳ一写真図版 ]73)土器 5点掲載 (No3334～ 3338)。

石器 :(Ⅲ ―第360・ 448図、Ⅳ―写真図版314・ 369)石鏃 2点 (No6904・ 6905)、 磨製石斧 1点 (No

7977)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期前葉より古い。炉内の埋土からは中期前葉

円筒上層 c式が出土 している。中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

173 CⅢ a2住居跡 5号 (■ ―第105。 106・ 108図、 Ⅱ―写真図版129)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央やや東の CⅢ a2～ 3グ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ a2住居跡 1号の精査中において、第Ⅱ分冊第106図のB― B'断面で CⅢ a2

住居跡 1号に裁 られる遺構を確認 した。 CⅢ a2住居跡 1号の精査終了後に面的に広げた結果、北壁

を検出し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 3号・CⅢ a2土坑 1号 より新 しく、CⅢ a2住居跡 1・ 2・ 4号より

古い。

<主軸方向>詳細は不明であり、また残存部からは推定できない。

<平面形・規模・床面積 >平面形は方形基調 と推定される。規模は不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第106図のB― B'断面の41～43層 が本遺構に伴 う堆積層である。埋土上位 に41層

暗褐色シル ト、中位に42層 黒褐色シル ト、下位に螂層にぶい黄褐色砂質シル ト (地 山土)が堆積する。

遺物は42層 から出土 している。41・ 42層 は南西若 しくは西方向から流入した自然堆積層の可能性が高

く、43層 は人為堆積による整地層 と判断される。

<壁・床 >壁は中段でわずかな段を持つ部分 もあるが、全般的にはほぼ外傾 して立ち上力Sる 。床面は

平坦である。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第108図 下の平面図PP 4～ 6の 3個検出 した。深 さは、PP 4が29 3cm、 PP 5が

55.6cm、 PP 6が9,2cmで ある。

<出土遺物 >土器0.33kg、 琥珀0.37gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第189図、Ⅳ一写真図版千74)土器 1′ミ掲載 (h3339)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期後葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は、自然堆積層中

より前期末葉大木 6式 と推定されるものが出土 している。明確には時期を特定できない力S、 前期末葉

力持Ⅵ期 と推定 しておきたい。

174 CⅢ a4住居跡 1号 (Ⅱ ―第109～ 111図 、Ⅱ―写真図版132・ 133)

<位置・検出状況>CⅢ a4～ 5、 b4～ 5、 c4～ 5グ リッドに広がる。検出面はⅣ層 より下位 と

思われるが、実際の調査ではCⅢ a2住居跡 1号から延長 した東西ベル ト (第 Ⅱ分冊第106図 A一 A'

断面)沿いに入れたサブ トレンチで西壁の立ち上が りと床面を検出し認知 した。

<新旧関係 >BⅢ y3住居跡 l号、BⅢ y4住居跡 1号、 CⅢ a2住居跡 1号より新 しく、 CⅢ a5

集石 1号 より古い。

<建替え>最低でも2回の建替えが行われている。壁溝のあり方や柱穴の裁 り合い関係から、古い段

階を 1期、新 しい方を2期 とした。詳細は後述するが、1期から2期へ縮小されていると捉えられる。

第Ⅱ分冊第■1図 には、変遷想定図を示 した。

<主軸方向>1・ 2期 ともに南一北方向である。
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<平面形・規模・床面積>平面形は、古い段階である 1期 は隅九長方形である。 2期は、北壁を検出

できなかったが、 1期 と同様隅丸方形と推定される。規模は、 1期が長軸長約 7m、 短軸長は3.3～

4.6mである。対 して、 2期 は長軸長約8.5m、 短軸長約 5mと 推定される。床面積は、検出部では約

23だであるが、東側が調査区外に続くため不明にある。検出部の連続性から推定すると、 1期 は28ぜ

前後、 2期 は36ポ前後と推定される。規模分類は中形住居 1に分類しておく。

<埋土>埋土は、大男Uすると1層系が黒色シル ト、 2層が黒褐色シルト質砂質土、 3層系が黒～黒褐

色シル ト質砂質土、 4層系褐色～暗褐色シルト質砂質土が堆積する。

遺物を最も含むのは、 3層 とした土層で、一括気味の上器も見られる。特に、Q2付近の 2・ 3層

系からは沢山の礫に混じり多量の遺物が出土した。なお、竪穴北側の埋土中位付近に堆積する3b～

3e層 は人為堆積層である。その他は、土層の堆積様相から南西方向から流入した自然堆積層と判断

された。ただ、 2層 と3層 は一括個体と判断される土器が多く出土している状況から、投棄若しくは

埋置されていると考えられる。

<壁・床>壁は、西壁は底面～中位まで外傾した後、途中に段を持ち、再び外傾して立ち上がる。こ

の段は、幅約60cmである。南壁や北壁は底面から外傾若しくは直立気味に立ち上がる。西壁にみら

れる段は、南壁と北壁では確認できなかったが、第Ⅱ分冊第109図 B一 B'断面の4d層 とした土層

部分は段の部分の堆積層である可能性がある。壁高は、南壁が75～ 100cm、 西壁が90～ 110cm、 北壁

が40～ 100cmで ある。

床面は、石囲炉の検出面を参考に判断したが、にぶい責褐色シルテイーロームによる貼床土と埋土

下位に堆積する4層 との区分が困難な状況であつた。また、貼床を除去すると、砂質土若しくは砂礫

層の地山層となるが、大部分の柱穴はこの地山層で検出した。

<炉 >炉は石囲炉を貼床上で検出した。新しい段階である2期に伴う炉と判断される。位置は、竪穴

住居跡の長軸線上で、中央より北壁に寄りつくられている。炉石は65cm四方の方形に配される。炉

の掘 り方は、個々の炉石の形状に即した掘 り方を設けて設置されている (第 Ⅱ分冊第110図 E一 E'

参照)。 焼土は発達が悪く、明瞭な状態ではない。また、石囲炉から南に約1.5mの地点で、焼土を検

出した。焼土の周辺からは、炉石の抜き取 り痕を検出していることから、本来は石囲炉あつたと判断

される (第 Ⅱ分冊第110図 F― F'参照)。 また、本遺構の規模や形状などから複数基の炉を持つ竪穴

住居跡の可能性は考えられるものの、上記の焼土は検出面が只占床の下位であることから古い段階であ

る 1期 に伴う炉跡と判断される。

<柱穴 >32イ固検出した。貼床より上で検出したものを2期、貼床より下で検出したものを 1期の柱穴

と捉えた。それらに、壁溝や柱穴同士の新旧関係を考慮して、 1期 と2期 に区分を試みた。 1期の柱

穴は、PP 7・ 8。 22・ 23・ 24・ 25。 27・ 29。 30。 31・ 32が想定される。 2期の柱穴は、PP l・ 2・

3,4・ 5。 6・ 9。 12・ 13・ 14。 15。 16・ 17・ 18・ 19。 20・ 21・ 26が想定される。

<付属施設>壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ23箱分 (506.02kg)、 土製品 6点、石器146点 (内訳 :石鏃23点、尖頭器

3点、石箆 1点、石匙 1点、不定形石器25点、力持型スクレイパー 1点、コアA3点、磨製石斧14点、

磨石52点、敲石 9点、砥石 1点、台石 1点、礫器 6点、コアB6点 )、 石製品15点 (内訳 :石刀類 4

点、石棒類 6点、有孔石製品 1点、不明石製品 2点、軽石製石製品 1点、原石 1点 )、 動物遺存体 2

シャーレ、琥珀15。15gな どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第189～ 198図、Ⅳ一写真図版i74～ ]81)土器103点掲載 (No3340～ 3442)。

土製品 :(Ⅲ 一第293図 、Ⅳ―写真図版275)円盤状土製品.5点 (NQ5581～ 8858)、 粘土魂 1点 (No
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5586)。

石器 :(Ⅲ 一第360～ 36i・ 448～ 450図 、Ⅳ一写真図版8i4・ 369～370)石鏃14点 (No6906～ 6919)、

尖頭器 1点 (No6920)、 石匙 1点 (No6922)、 不定形石器 4点 (No6921・ 6923～ 6925)、 磨製石斧 7点

(No7978～ 7984)、 磨石 5点 (No7958～ 7989)、 敲石 4点 (No7990～ 7993)。

石製品 :(Ⅲ ―第502図 、Ⅳ一写真図版4iO)石刀類 1点 (陥8643)、 石棒類 3点 (No8644～ 8646)、

有孔石製品 1点 (No8647)、 軽石製石製品 1点 (No8648)。

動物遺存体 :(Ⅲ ―第512図 、Ⅳ―写真図版4i9)No9003。

琥珀 :(Ⅳ―写真図版423)No9830。 9835。 9836。

<時期>重複遺構 との関係は中期中～後葉より新 しい。出土土器の主体は、中期中葉大木 8a式 と大

木 8b式の過渡期 と推定されるものを主体 とする。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

<年代測定>埋上の 3層 出土炭化材より4,230± 90望C BPの測定値が得 られている。

175 CⅢ b3住居跡 1号 (Ⅱ ―第■2図、Ⅱ―写真図版134・ 139)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央やや東のCⅢ b3～ c3グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ a2住居跡 1号の南壁において、黒褐～暗褐色シル トによる南側に広がるプラン

を検出した。付近を黄褐色ロームまで下げ平面検出に努めたが明確には把握できず、サブ トレンチを

複数本設定 し、土層の断面観察を行った結果、複数棟の竪穴住居跡の床面と想定される平坦な面を検

出した。その後、面的に掘 り広げたところ、円筒下層 dl式の一括土器が出上 し、また南～西壁の一

部を検出し竪穴住居跡と認知 した。

<新旧関係 >CⅢ b3住居跡 2号、CⅢ c3住居跡 5号、CⅢ b4土坑 1号 より新 しく、 CⅢ a2住

居跡 1号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>暗褐色シル トによる単層である。自然堆積なのか人為堆積なのかは、判別できなかった。

<壁 。床 >壁は、南壁～西壁のわずかな立ち上が りを検出したに留まる。床面は面的に掘 り下げた際

に、本遺構直下にあるCⅢ b3住居跡 2号床面まで掘削 し、結果として東側の一部を破壊 してしまっ

ている。一括土器を検出した付近はほぼ平坦であった。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第112図の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP12～ 17の 5個検出した。平面、深度 ともに小規模なものである。

<出土遺物 >土器小コンテナ1.5箱分 (10.42kg)、 石器 1点、琥珀ユ.8gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第i98図、Ⅳ―写真図版 182)土器 1点掲載 (No3443)。 床面で円筒下層 dl式の一括土

器が出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第450図、Ⅳ―写真図版3フ0)磨製石斧 1点 (No7994)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期中～後葉より新 しく、中期前～中葉より古い。床面一括土器は前期

末葉円筒下層 dl式である。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

<年代測定 >床面出土土器3443の付着煤 より4,950± 40“C BPの測定値が得 られている。

176 CⅢ b3住居跡 2号 (エ ー第112図、Ⅱ―写真図版134)

<位置・検出状況 >調査区中央都中央やや東の CⅢ b3～ c3グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ a2住居跡 1号の南壁において、黒褐～暗褐色シル トによる南側に広がるプラン
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を検出した。付近を責褐色ロームまで下げ平面検出に努めたが明確には把握できず、サブ トレンチを

複数本設定 し、土層の断面観察を行つた結果、複数棟の竪穴住居跡の床面と想定される平坦な面を検

出した。その後、面的に掘 り広げたところ、円筒下層 dl式の一括土器が出土 したCⅢ b3住居跡 1

号の東側下位より、本遺構を検出した。西壁の立ち上が りと柱穴を検出したことから竪穴住居跡 と認

知 した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 1号、C ttb 3住居跡 1号、CⅢ c3住居跡 1号、CⅢ b4土坑 1号よ

り古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>黒褐色シル トを主体に掲色シル ト暗褐色シル トの小ブロックが入る。人為堆積層 と推定され

る。

<壁・床 >壁は、西壁のわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面は、ほぼ平坦である。

<柱穴 >第 Ⅱ分冊第112図 の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP l～ 11の 11個検出した。

<出土遺物 >土器0.21kg(不 掲載 )、 石器 1点 などが出上 している。

石器 :(□ 一第361図 、Ⅳ―写真図版3]4)石匙 1点 (No6926)。

<時期>重複遣構 との関係は前期中～後葉より古い。出土土器は小片のみで詳細な時期を特定できな

いが、前期円筒下層式に比定されると推定される。前期中～後葉力持 V期若 しくはそれより古い。

177 CⅢ cl住居跡 1号 (Ⅱ ―第113～116図、 Ⅱ―写真図版135～ 138)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南のCⅢ cl～ 2・ dl～ 2・ el～ 2グ リッドに位置する。

検出状況は、C Ⅱ c25グ リッド～CⅢ f2グ リッドにかけて、花筒岩と土器を多量に包含する黒色

シル トの大 きな広が りを検出したことから、複数棟の竪穴住居跡か若 しくは円形の大形住居の存在が

想定された。平面的に遺構プランの把握ができなかったことから、複数本の土層観察ベル トを設定 し、

ベル ト沿いにサブ トレンチを入れて土層の断面観察から把握に努めた。先にも上記 したとお り、当初

は遺構プランが把握できなかったことから、A一 A',B一 B',C― C',D― D',E一 E',F一

F'と 多数の上層ベル トを設定 した。その結果、複数棟の竪穴住居跡が群的に所在することがわかっ

た。本遺構は、ベル ト沿いのサブ トレンチで西壁 と南壁の立ち上が りを検出し認知 した。

<新旧関係 >C I c25住居跡 1～ 3号、C Ⅱ d24住居跡 1・ 2・ 4号、C Ⅱ d25住居跡 1。 2号、C

Ⅱ e25住居跡 1～ 4号、CⅢ el住居跡 1・ 2号、 Ctt d l土坑 1・ 2号、 CⅢ d2土坑 1号 より新

しい。

なお、Cmel列 石 1号は、本遺構 と南側で重複するCⅢ el住居跡 1号の埋土中に設置されてい

たものであるが、本遺構中で列石が途切れることから、本遺構が新 しいと判断される。

また、本遺構の東側で近接するCⅢ e2住居跡 1,4・ 5号 との関係については、明確 な重複関係

を把握できなかった。ただし、出土土器などから、本遺構がCⅢ e2住居跡 1号 より古 く、 CⅢ e2

住居跡 4・ 5号 より新 しいと推定される。

周辺の中期以降の竪穴住居跡の中での変遷州頁を示すと、古い方から以下のようになる。 C Ⅱ d25住

居跡 l号→ CⅢ el住居跡 1号→ C ttc l住居跡 1号→Cme2住 居跡 1号

<建替え>西壁際の壁溝のあり方から、最低でも3回以上の建替えが行われている。壁溝や柱穴の新

旧関係から、拡張を繰 り返 したと推定される。本稿の記述上、便宜的に古い方から 1～ 4期 と呼称す

-173-



1 竪穴住居跡

る。なお、南壁側は検出された壁溝が 1条であることから、建替えの対象とはならず、 1期～4期 ま

で共通する壁と壁溝であったと考えられる。よって、建替えを行う際は、西壁側や北壁側を拡張した

ものと捉えられる。

本遺構は、床面からは多くの柱穴を検出したが、床面自体複数面有り、平面図の作成にあたっては、

かなり錯綜した経緯がある。机上で柱穴配列などを想定し、遺構の変遷について検討を重ねたが、壁

溝と主な柱穴以外は推測の域を出ない内容であることと、時間の都合などから、変遷図の作成・掲載

を途中で断念した。よって、推定される内容を、以下に文章記載するに留める。

1期は、西壁際の壁溝の中で最も最内を通る。北壁や北壁溝は検出されていないものの、第Ⅱ分冊

第114図 のPP53・ PP56。 PP50付近を通るプランが想定される。

2期 は、西壁溝の中で、真ん中の壁溝が伴い、北壁溝はPP 8や PP18に 裁 られている壁溝に続 く。

西壁際で検出された入り口施設の可能性があるPP67と PP68は、貼床で覆われた状態であったことか

ら、この2期 に伴うと考えられる。

3期 は、西壁溝の中で最外を通る。北壁側は、第Ⅱ分冊第■4図のPP87。 PP190付近を通 り、北壁

溝に繋がるプランが想定される。なお、PP20やPP29に 散られる焼土はこの段階に伴うと推定され

る。

4期は、西壁溝は3期 との違いを把握できなかったが、あるいは3期の壁と壁溝を再使用している

可能性が高い。北壁側は、第Ⅱ分冊第■4図のPP90。 PP88付近を通り、PP10のタト側を通過し、PP92

付近に繋がるプランが想定される。なお、石囲埋設土器炉はこの段階に伴うと推定される。

第Ⅱ分冊第113図 の平面図には本遺構周辺の竪穴住居跡を集合図で示し、第Ⅱ分冊第114図の平面図

には検出面的にみて本遺構に伴うと判断した炉、壁溝、柱穴を示した。そして、第Ⅱ分冊第116図の

平面図には、貼床を除去し竪穴の掘 り方まで掘 り下げた段階で検出した壁溝、柱穴を合せて示したが、

重複するC Ⅱ d25住居跡 1号やCⅢ el住居跡 l号に伴うと想定される壁溝や柱穴も確認された。

<主軸方向>1～ 4期金て北西―南東方向である。

<平面形・規模・床面積>平面形は隅丸長方形を呈する。規模は、最も大きく新しい 4期 は、長軸長

■m以上、短軸長約 7m、 床面積80♂以上である。 3期は、長軸長1lm以上、短軸長約5,7m、 床面

積65〆以上である。 2期 は、長軸長約10m、 短軸長約5.7m、 床面積55ぽ以上である。 1期は、長軸

長約 9メ ートル、短軸長約5.2m、 床面積約44♂である。 l～ 4期 まで全て大形住居に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第115図に示した。 1～ 11層 に細分される。埋土上位が10層 黒色シルト、 1層黒褐

色シルト (基本層Ⅲ層 ?)、 埋土中～下位全般が 3層黒褐～暗褐色シル ト、床面直上～貼床 3c層褐

色ローム (一部貼床土)に大別される。 la層 とした貝 。獣骨が多量に出土した暗褐色シル ト層は、

約1.5m四 方の範囲でみられる。この la層 は、 3層 の直上に堆積することから本遺構廃絶後に廃棄

されたと捉えられるが、出土土器は前期前～中葉、大木 7b式、大木 8a式など多岐に亘る。また、

la層 出土と3層 出上が接合関係を持つものもあることから、 3層の堆積時期との時間差はほとんど

ないものと捉えられる。

本遺構の埋土は、全般的に西や南西方向から流入した自然堆積層であるが、所々に人為層が入り、

また遺物は自然堆積層中に混入していたものも含まれる様相であるものの、大部分は投棄されたもの

と捉えられる。

なお、検出状況の項で上記したとおり、本遺構周辺は遺構同士の重複が激しく、野外調査時の上層

の注記に際しては、通しの層名を付けた。ここでその内容を記述すると、C Ⅱ d25住居跡 1号の埋土

を20層 系、C Ⅱ c25住居跡1～ 3号の埋土を30層 系、本遺構南側のCⅢ el住居跡 1号の埋土を40層 系
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Ⅳ 検出された遺構

と命名して土層注記を行った。ただし、C Ⅱ c25住居跡1～ 3号は、それらと西側で重複するCⅡ d

24住居跡 1～ 4号との関連もあり、層名の訂正を行っている。

<壁 ・床 >壁 は、南～西にかけての範囲のみ残存する。壁高は、南壁で70～ 130cm、 西壁で70～

85cmである。ほぼ直立気味に立ち上がる。南壁・西壁ともに、壁上位は重複する他住居跡の埋土

(主に黒褐色シルト)、 下位は黄褐色ローム (地山)である。

北壁は、畑造成や村道建設時に破壊されている。また、東壁及び東壁溝は確認できなかったが、第

Ⅱ分冊第114図 C一 C'断面の東側続きの土層観察を繰 り返した所見として、CⅢ e2住居跡 1号に

破壊されていると推定される。

床面は、精査当初明確ではなかったが、石囲埋設土器炉の検出により、責褐色ロームブロックを多

量に含む 9層暗褐色シルトが 4期の貼床であることがわかった。この 9層 は炉の周辺を中心に局所的

に施されている。締まり具合からは、それほど硬 くない。なお、この 9層からは大木 7b式や大木 8

a式が少量出土している。 9層下位には、 3c層褐色ロームが堆積する。この3c層 についても、精

査当初は地山層と捉えていたが、途中より貼床であることが判明した。 3c層 は、竪穴ほぼ全面にみ

られる。厚さは、10～ 35cmで 、平均的には約15cmで みられる。 3c層 は只占床と言うより、整地層的

な性格で捉えられ、その施工に際してはかなり大規模な土木作業が行われていると考えられる。なお、

3c層 は上記したとおり、最大で35cmの厚さでみられるが、本来は一度に施工 したのではなく、 1
～3期 において段階を踏んで嵩上げされているものと考えられる。野外調査時は、各柱穴の検出面に

最新の注意を払ったつもりであるが、時期による細分はできなかった。この3c層 の下位が本遺構の

掘 り方と判断されるが、地山は黄褐色ロームの部分と礫層の部分があり、礫層部分が大半を占める。

<炉 >石囲坦設土器炉を検出した。検出レベルから4期 に伴うと判断される。位置は、竪穴中央より

やや西壁に寄る。規模は、120× 80cmの長方形を呈する。炉内にみられる焼土は、発達が弱い。炉内

の埋設土器は、炉の中央より西に寄った位置に埋設されている。土器は中期中葉大木 8a式に比定さ

れる粗製土器で、底部が切断された状態で正立に埋められている。炉石は、個々に掘 り方を持って設

置されている。掘り方は炉石の大きさに即し掘られている。軸石と捉えられる西側の炉石は、炉石の

先端部に加工が施され、鋭利に尖る。その加工技術は、非常に丹念な作 りであることが指摘される。

その他の炉石は、研かれた痕跡を確認できるものもあるが、上記した軸石と比較して粗雑な様相が窺

える。炉底は、床面から3～ 12cmで 、埋設土器の設置箇所付近がやや深い。

なお、石囲埋設土器炉の北東約50cmの位置で、■Ocm程 の円形に広がる焼土を検出した。周辺に

は炉石の抜き取 り痕と推定される小穴が部分的に確認されたことから、本来は石囲炉であった可能性

がある。また、PP20と PP29は この焼土を裁る関係にあるが、PP29は埋設土器の設置痕の可能性が考

えられる。この焼土は、検出レベルが石囲埋設土器炉よりやや下位であることから、 3期 に伴う炉跡

と推定される。

<柱穴>92個検出した。主柱としては、PP l～ 4・ 8～ 10。 16・ 26。 37・ 46な どが推定される。時

期毎の柱配置については、対の関係を基本に野外調査時には検討したが、検出レベルなどが相違する

など矛盾もあり明確には抑え切れなかった。また、併せて柱穴検出時の埋土の違いで、時期毎の帰属

も試みた。作業手順としては柱穴掘削前に、 9層若しくは3c層の上面で検出した約30個の柱穴を平

面図化した後、柱穴埋土の様相でグループ分けを試みた。大別すると柱穴埋土はA～ Cの様相であつ

た。柱穴埋土Aは黒～暗褐色シルトが堆積する。柱穴埋土Bは褐～暗褐色シルティーロームが堆積す

る。柱穴埋土Cは暗～褐色シルトに黄掲色ロームブロックの混入が顕著なものである。結果として確

実な資料とは言い難いものの、柱穴埋土Aは 4期 に伴うものが多く、柱穴埋土Bは 3期若しくは2期、
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柱穴埋土 Cは 2期若 しくは 3期 と判断された。ただし、上記の柱穴埋土A～ Cに該当 しない様相の埋

上の柱穴 もあり、また貼床上面で検出できなかった柱穴の中にも上記の内容に当てはまるものが含ま

れる。なお、第Ⅱ分冊第114図 の平面図において、柱アタリが確認できるものは黒潰 しをして示 した

が、傾向としてはアタリが確認できるものは柱穴埋土Aに多い。

<付属施設>壁溝 3条 を検出した。西壁溝の中で、一番外側の壁溝 (3・ 4期 に伴 う)は、床面から

12～ 22cm程の深さで、 8層 とした黒褐色シル トが堆積する。また、この一番外狽1の 壁溝からは、フ

レーク・チップが多量に出土 した。なお、先にも上記 したとお り、PP67・ 68は 出入口に関係すると

考えられる。

<出土遺物 >土器大コンテナ40箱分 (869 03kg)、 土製品10点 、石器279点 (内訳 :石鏃36点、尖頭器

6点、石錐 1点、石箆 2点、石匙 3点、不定形石器92点、ピエス・ェスキーュ 2点、力持型スクレイ

パー 3点、コアA15点、磨製石斧28点、磨石65点、敲石 9点、凹石 1点、砥石 1点、石皿 2点、台石

1点、礫器 5点、コアB7点 )、 石製品20点 (内訳 :瑛状耳飾 2点、石刀類 4点、石棒類11点 、不明

石製品 2点、軽石製石製品 1点 )、 動物遺存体51シ ヤーレ、琥珀69,9gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第]98～ 208図、Ⅳ一写真図版i82～ i9])土器146点掲載 (No3444～ 3589)。 人頭大の礫

が多量に混入 していた10層 より大木10式を中心 とする土器が少量、 1層 ～ 3層 で大木 8a式を中心 と

する土器が出上 している。

土製品 :(Ⅲ ―第293～294図 、Ⅳ―写真図版275)ミ ニチュア土器 2点 (No5587・ 5588)、 円盤状土

製品 8′点 (No5589～ 5596)。

石器 :(Ⅲ ―第36i～ 363・ 450～454図 、Ⅳ―写真図版314～ 3千 6・ 370～ 372)石鏃20点 (No6927～

6945・ 6960)、 尖頭器 1点 (No6946)、 石箆 1点 (No6947)、 石匙 2点 (No6948・ 6949)、 不定形石器18

点 (No6950～ 6959'6961・ 6963～ 6965。 6967～ 6970)、 ピエス・エスキーユ 2点 (No6962・ 6966)、 力

持型スクレイパー 2点 (No6971・ 6972)、 磨製石斧12点 (No7995～ 8004。 8008・ 8025)、 磨石12点 (No

8005・ 8006・ 8009～ 9014・ 9016'8018～ 8020)、 敲石 2点 (No8021・ 8022)、 凹石 1点 (No8023)、 石

皿 1点 (No8024)、 礫器 1点 (No8007)。

石製品 :(Ⅲ ―第503図、Ⅳ―写真図版410～41])攻状耳飾 2点 (No8650・ 8651)、 石刀類 2点 (No

8649,8653)、 石棒類 6点 (8015。 8017・ 8652・ 8654～ 8656)、 不明石製品 2点 (No8657・ 8658)、 軽

石製石製品 1点 (No8659)。

動物遺存体 :(Ⅲ ―第512図 、Ⅳ―写真図版419～ 421)No9004・ 9094・ 9095'9097・ 9098'9101・

9102・ 9104-9107・ 9109'9110・ 9113・ 9119・ 9120,9127・ 9129,9131⌒ -9136・ 9139-9143。 B― B'

断面付近にみられた la層 と命名 した貝層より、多量に出土 した。貝の種類は、大型の二枚貝・小型

の二枚貝・小型巻き貝などである。また、獣骨 も相当量出土 している。この貝層の上には、比較的大

きな花筒岩が、乗るような状態で出上 した。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423・ 429)No9848・ 9854・ 9857・ 9861'9874・ 9879。 琥珀片は本遺構からは

54.61g出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係からは、中期前葉より新 しく、中期中葉より古い。石囲炉内に埋設されて

いた土器は、中期中葉 と判断される。埋上下位で主体を占める土器は、大木 8a式で、円筒上層 e式、

大木 7b式、大木 8b式、円筒上層 c式の順となる。ただし、大木 7b式や円筒上層 c式などの中期

前葉の上器は、本遺構南西側や南側の該期竪穴住居跡に伴い、流入されているものと捉えられる。

一番新 しい段階である4期 は、中期中葉力持Ⅷ期と推定される。 3期 については、 9層貼床からは

大木 8a式を中心に大木 7b式が出上 している。状況から中期中葉力持Ⅷ期の可能性が高い。 1・ 2
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Ⅳ 検出された遺構

期については、詳細な時期を特定できないものの、中期前葉 CⅢ el住居跡 1号及び中期前～中葉 C

Ⅲel列石 1号 より新 しいことは確実である。状況から、 3期 と時期差がほとんどない可能性で考え

られる。

<年代測定>埋± 5層 出土土器3522の 付着煤より4,580± 40 HC BPの 測定値が得 られている。

178 CⅢ c3住居跡 1号 (Ⅱ ―第117・ 118図、Ⅱ―写真図版139。 140)

<位置・検出状況>調査区中央都中央やや南束のCⅢ c3～ 4グ リッドに位置する。現況は、国道45

号から現在の力持の集落に下る村道が所在 した地点である。

検出状況は、調査区境付近に南北方向に入れた試掘 トレンチによって、本遺構の東壁の一端を確認

し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ c3住居跡 4号、 CⅢ c4住居跡 1号、CⅢ d3住居跡 1号 より新 しい。

<主軸方向>北西一南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は楕円形基調でやや卵形を呈する。規模は、長軸長5.2m、 短軸長

4m、 床面積192♂で、中形住居 2に分類される。

<埋土>黄褐色ロームブロックや炭化物を含む暗褐～褐色シル トを主体 とする。埋土全般的には、南

西方向を中心に流入 した自然堆積層 と判断され、所々に人為層が入る様相で捉えられる。

<壁・床 >壁は直立気味に立ち上がる。壁高は、南壁で約75cm、 西壁で70～ 100cm、 北壁で約60cm、

東壁で約100cmである。

床面は暗褐色シル トによる貼床が施され、特に炉周辺を中心に硬化面を形成する。ほぼ平坦であ

る。

<炉 >竪穴中央部よりやや北側で石囲炉を検出した。52× 40cmほ どの長方形状を呈する。炉石は、

全般に細長 く扁平な礫が用いられている。焼土は、全般に発達が良い。炉石の構築状況は、先に深さ

10～ 15cmの 長方形状の土坑を掘 り、その後に10個 の炉石個々の入る部分のみ石の大 きさに即 してや

や深 く掘 り、暗褐色シル トで据えている。斜面上方側になる西側は、花聞岩を整形 した比較的大きな

石を設置する。対 して斜面下方側になる東側は、形の整っていない小形の石を使用 している。

<柱穴>7個 を検出した。炉を取 り囲んで六角形状に配置される。北壁際のPP lは 60～ 70cmの 大 き

さで浅い掘 り方を持ち、中心部 (ア タリ?)が約27cm、 深さ約59cmである。

<付属施設>壁溝 1条 を検出した。所々に途切れる地点がある。深さは、 2～ 3cm程である。

<出土遺物 >土器大コンテナ約 2箱分 (36.68kg)、 石器29点 (内訳 :石鏃 7点、石匙 1点、不定形石

器 7点、力持型スクレイパー 1点、コアA4点、磨製石斧 4点、磨石 3点、台石 1点、礫器 1点 )、

石製品 2点 (内訳 :石棒類 2点 )、 琥珀12.31gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第209～ 2]0図 、Ⅳ―写真図版 i9千 ～i92)土器27点掲載 (No3590～ 3616)。

石器 :(Ⅲ 一第364・ 454図、Ⅳ一写真図版3i6・ 372)石鏃 6点 (No6973～ 6978)、 石匙 1点 (No6980)、

不定形石器 3点 (No6979・ 6981・ 6982)、 力持型スクレイパー 1点 (No8028)、 磨製石斧 2点 (No

8026・ 8027)。

石製品 :(Ⅲ ―第503図 、Ⅳ―写真図版4ii)石棒類 1点 (No8660)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版423)No9883。

<時期 >重複遺構との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は中期前葉～中葉後半で、大木 8a式の

新段階や大木 8b式が主体で、次いで円筒上層 e式などである。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

併せて、大木 8a式 と大木 8b式の過渡期の可能性がある。
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<その他 >焼失住居 と推定 される。また、本遺構出土の上器3590と CⅢ a4住居跡 1号出土土器

3371・ CⅢ c4住居跡 l号出土土器3634の 3点は同一個体であることから、上記の 3棟は同時期に廃

絶された可能性がある。

179 CⅢ c3住居跡 2号 (Ⅱ ―第112図、Ⅱ―写真図版139・ 141)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央やや南束のCⅢ c3グリッドに位置する。現況は、国道45号か

ら現在の力持の集落に降 りる村道 (砂利敷 きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、 CⅢ c3グ リッド～ e4グ リッドにかけて、黒褐～暗褐色シル トの楕円形に広がるプ

ランを検出した。各所にサブ トレンチを入れた結果、複数棟の竪穴住居跡の存在が想定された。本遺

構は、竪穴住居跡の床面 と判断された平坦面 と西壁のわずかな立ち上が りを検出し認知 した。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 5号、CⅢ b4土坑 1号より新 しく、 CⅢ c3住居跡 4号、CⅢ d3住

居跡 1号 より古い。

また、CⅢ b3土坑 1号 との新旧関係は明確ではないが、本遺構が古い可能性が高い。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形 と推定 される。規模は、長軸長3.7m以上である。短

軸長、床面積は推定できない。

<埋土>暗掲色シル トによるほぼ単層である。

<壁 。床>壁は、西壁のわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第■2図の平面図には、この付近の竪穴住居跡 を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP22～ 25の 4個検出した。

<出土遺物 >本遺構に確実に伴 う遺物は確認されていない。 しか し、CⅢ c3住居跡 2～ 5号 として

取 り上げたものが少量ある。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉より新 しく、中期初頭より古い。前期末葉力持Ⅵ期 と推定され

る。

<CⅢ c3住居跡 2～ 5号 として取 り上げた遺物>CⅢ c3住居跡 2～ 5号は、重複関係が激 しく、

並行 して検出・精査の作業を行つた。出土遺物の中に帰属住居の不明なものが生 じたが、それらはこ

こで一括する。

<出土遺物 >土器 (0,09kg)、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第2i]図 、Ⅳ―写真図版 193)土器 5点掲載 (No3628～ 3632)。

石器 :(Ⅲ ―第364図 、Ⅳ―写真図版3i6)石鏃 1点 (No6983)、 不定形石器 1点 (No6984)。

180 CⅢ c3住居跡 3号 (Ⅱ ―第112図 、コー写真図版139。 141)

<位置・検出状況>調査区中央部中央やや南東のCⅢ c3・ d3グ リッドに位置する。現況は、国道

45号から現在の力持の集落に降りる村道 (砂利敷きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、 CⅢ c3～ e4グ リッドにかけて、黒褐～暗褐色シル トの精円形に広がるプランを検

出した。各所にサブ トレンチを入れた結果、本遺構はCⅢ d3住居跡 1号の西側に張 り出すプランと

して検出された。当初はCⅢ d3住居跡 1号に付属する施設 と判断 したが、CⅢ d3住居跡 1号の埋

土からは中期中～後葉の上器が出上 しているのに対 して、本遺構埋土からは前期前～中葉と推定され

る土器が出上 している。よって、異時期と判断し竪穴住居跡 として登録 した。

<新旧関係 >CⅢ c3住居跡 5号、CⅢ d3住居跡 1号より古い。

-178-



Ⅳ 検出された遺構

<主軸方向>明確には不明であるが、南一北方向の可能性がある。

<平面形・規模・床面積>平面形は方形基調で、規模は南北 (長軸長 ?)で 3.5mを測る。

<埋土>暗褐色シルトの単層である。

<壁・床>壁は外傾気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<出土遺物>土器 4号袋3/4袋分 (0.59kg)、 石器 1点 (磨石不掲載)な どが出上している。

土器 :(Ⅲ ―第210図、Ⅳ―写真図版193)土器 1点掲載 (No3617)。

<時期>重複遺構との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期前～中葉の可能性がある。To―Cu降

下期との新旧関係は不明であるが、本遺構付近からはTo―Cuが検出されていない状況を鑑みると、新

しい可能性が高い。前期中葉力持Ⅳ～V期 と推定される。

181 CⅢ c3住居跡 4号 (Ⅱ ―第112図、Ⅱ―写真図版139・ 141)

<位置・検出状況>調査区中央部中央やや南東のCⅢ c3～ 4・ d3～ 4・ e4グ リッドに位置す

る。現況は、国道45号から現在の力持の集落に下る村道 (砂利敷きの歩道)が所在した地点である。

検出状況は、CⅢ c3～ e4グ リッドにかけて、黒褐～暗褐色シル トの楕円形に広がるプランを検

出した。各所にサブトレンチを入れた結果、複数棟の竪穴住居跡の存在が想定された。本遺構は、石

囲炉と地床炉の 2基の炉を持つCⅢ d3住居跡 1号の床面直下において、炭化物を多量に含む土層の

堆積を確認し、焼失住居と推定されたことで認知した。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 2号より新しく、CⅢ c3住居跡 1号、CⅢ c4住居跡 1号、CⅢ d3

住居跡 1号 より古い。また、CⅢ b3土坑 1号 との新旧関係は掴めなかったが、出土土器は何れも前

期末葉円筒下層 d式であることから、ほぼ同時期の遺構と判断される。

<主軸方向>北西―南東方向である。

<平面形・規模・床面積>平面形は隅丸長方形と推定される。規模は長軸長4m以上、短軸長2m以

上、床面積 8♂以上である。長軸・短軸の連続性から推定して、中形住居 2に分類しておく。

<埋土>第 Ⅱ分冊第112図 D― D'断面の13～ 16層 が本遺構に伴う堆積層である。暗褐色シルトや黒

褐色シルトを主体とする。炭化物のブロックが各所に含まれる。南西方向から流入した自然堆積層と

推定される。

<壁・床>壁は、本遺構直上に所在するCⅢ d3住居跡 1号やCⅢ c3住居跡 1号に破壊を受け、西

壁と南壁のわずかな立ち上がりを確認したに留まる。床面は黄褐色ロームで、ほぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第112図の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括して図示した。柱穴名は通し

番号で命名している。PP26～ 35の 9個検出した。

<出土遺物>土器小コンテナ1/2箱分 (3.79kg)、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 1点、磨製

石斧 1点、磨石 2点 )、 石製品1点 (不明石製品不掲載)、 琥珀1.47gな どが出上している。

土器 :(Ⅲ ―第210図 、Ⅳ―写真図版193)土器 8点掲載 (No3618～ 3625)。

石器 :(Ⅲ 一第454図、Ⅳ―写真図版3フ2)磨製石斧 1点 (No8029)、 磨石 2点 (No8030・ 8031)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423)No9885。

<時期>重複遺構との関係は、前期末葉より新しく、中期中葉より古い。出土土器は中期初頭大木 7

a式 を主体に円筒下層 d式などが出上している。大木 7a式を憂慮し中期初頭力持Ⅵ期と推定してお

きたい。ただ、円筒下層 d式と大木 7a式の共伴資料の可能性を示唆させる資料でもある。

<その他>埋土中や床面で検出された炭化物のあり方から、焼失住居と推定される。
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1 竪穴住居跡

182 Cttc 3住 居跡 5号 (Ⅱ ―第112図、Ⅱ―写真図版139。 141)

<位置・検出状況 >調査区中央都中央やや南東のCⅢ c2～ 3グ リッドに位置する。現況は、国道45

号から現在の力持の集落に下る村道 (砂利敷 きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、 CⅢ c3～ e4グリッドにかけて、黒褐～暗褐色シル トの精円形に広がるプランを検

出した。各所にサブ トレンチを入れた結果、複数棟の竪穴住居跡の存在が想定された。本遺構は、 C

Ⅲb3住居跡 1号の西側にみられた暗褐色シル トの広が りとして検出した。最終的には床面積 と想定

されるやや硬い平坦面 と西壁のわずかな立ち上が りを確認 し認知 した。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 3号より新 しく、 CⅢ b3住居跡 1号、C ttc 3住居跡 2号、 CⅢ b3
土坑 1号より古い。

<主軸方向>北西一南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は明確ではないが不整楕円形と推定される。規模は、長軸長 3m以
上である。短軸長、床面積は不明である。

<埋土>黒掲色シル トと暗褐色シル トが混在する。人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は西壁のみの検出である。外傾 して立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第112図 の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP17の 1個検出した。

<出土遺物 >土器 4号袋1.5袋分 (1.22kg)、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第210図、Ⅳ―写真図版千93)土器 2点掲載 (No3626。 3627)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期末葉 と

推定された。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

183 CⅢ c4住居跡 1号 (Ⅱ 一第112図 、Ⅱ―写真図版139・ 141)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央やや南東のCⅢ c4～ d4グリッドに位置する。現況は、国道

45号から現在の力持の集落に下る村道 (砂利敷 きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、CⅢ c3～ e4グ リッドにかけて、黒褐～暗褐色シル トの楕円形に広がるプランを検

出した。各所にサブ トレンチを入れた結果、複数棟の竪穴住居跡の存在が想定された。本遺構は、 C

Ⅲc3住居跡 1号の西壁上位の堆積層からその存在が想定されていたが、最終的にはCⅢ d3住居跡

1号床面直下より黒褐色シル トのプランを確認 し認知 した。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 2・ 4号より新 しく、 CⅢ c8住居跡 1号、CⅢ d3住居跡 1号 より古

<主軸方向>不明である。

<平面形 。規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土>埋土上位に 1層 とした黒褐色シル ト、下位～床面にかけて 4層 とした黄褐色砂質土 (地山土 )

が主に堆積する。全て人為堆積層 と判断された。下位～床面にみられた黄褐色砂質土は、非常に硬 く、

踏み締めが行われている様相であることから、貼床 と推定される。

<壁 。床 >壁はタト傾気味に立ち上がる。床面は、上記のとお り貼床と推定される責褐色砂質上で、ほ

ぼ平坦である。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第112図の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP36～ 41の 6個検出した。全て壁際に位置する。

<出土遺物 >土器 4号袋 2袋分 (1.43kg)、 土製品 1点などが出土 している。
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Ⅳ 検出された遺構

土器 :(Ⅲ 一第2ii図、Ⅳ―写真図版千93)土器 2点掲載 (No3633'3634)。

上製品 :(Ⅲ 一第294図、Ⅳ―写真図版275)キ ノコ形土製品 1点 (No5597)。

<時期>重複遺構 との関係は前期末葉より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は榎林式 (大木 8b

式 ?)や 円筒上層 e式である。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

<その他 >本遺構出土の土器3634と CⅢ c3住居跡 1号3590と CⅢ a4住居跡 1号出土土器3371の 3

点は同一個体であることから、上記の 3棟は同時期に廃絶された可能性がある。

184 CⅢ d3住居跡 1号 (Ⅱ ―第112図、 Ⅱ―写真図版142)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央やや南東のCⅢ d3～ 4・ e4グ リッドに位置する。現況は、

国道45号から現在の力持の集落に下る村道 (砂利敷 きの歩道)が所在 した地点である。

検出状況は、 CⅢ d3～ e4グ リッドにかけて、黒褐～暗掲色シル トの楕円形に広がるプランを検

出した。各所にサブ トレンチを入れた結果、複数棟の竪穴住居跡の存在が想定された。本遺構は、そ

の中で最も新 しい竪穴住居跡である。最終的には床面 と想定される面まで掘 り広げた段階で石囲炉を

検出し認知 した。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 2・ 3・ 4号、CⅢ c4住居跡 1号、CⅢ e4土坑 1号 より新 しく、C

Ⅲd3土坑 1号より古い。

<主軸方向>北西一南東方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅九長方形である。規模は、長軸長 5m以上、短軸長2.5m以上、

床面積は10ぽ以上で、中形住居 2に分類される。

<埋土>黒褐色シル トを主体に床面直上付近に暗褐色シル トがみられる。全般に締まりが密で硬い。

人為堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁は、西壁のみ検出した。外傾気味に立ち上がる。壁高は約25cmであるが、竪穴上部は、

本遺構直上の村道構築の際に破壊されていると捉えられる。

<炉 >石囲炉 と地床炉を検出した。

石囲炉は竪穴中央付近、地床炉は南壁に近い部分に位置する。石囲炉は、炉石が残存するのは南側

のみで、周辺から炉石の抜 き取 り痕は確認されていないが、隅九方形状の形態であつたと推定される。

第Ⅱ分冊第112図 G一 G' ・H― H'断面の 1層 が、石囲炉内の焼土層である。焼土層自体は焼成が

良いものの、焼上の広が りとしては発達が悪 く、ブロック的にみられる。また、焼土を裁る柱穴状の

小土坑を検出しているが、本遺構より新 しい可能性があり (現代 ?)埋設土器の設置痕とは判断でき

ない。

地床炉 と判断 した焼土は、40× 20cmに広がる。 i一 i'の 1層 を見るとお り、焼上の焼成状況は

良好である。 2基の炉は、南北方向に並行 して位置するが、竪穴 自体の主軸方向 (長軸方向)と はや

や相違する。調査では明確に掴めなかったが、地床炉 とした焼土は、位置的にみて炉以外の用途の可

含B性 もある。

<柱穴>第 Ⅱ分冊第112図 の平面図には、この付近の竪穴住居跡を一括 して図示 した。柱穴名は通 し

番号で命名 している。PP l・ 19。 20の 3個検出した。PP lと PP19は 、平面規模や柱穴深度からみて、

主柱 と推定される。PP20は PP19の 柱 を据える際のスロープ的な施設 (痕跡)の可能性が考えられ

る。

<出土遺物 >土器小 コンテナ3/5箱分 (4.52kg)、 石器 8点 (内訳 :石鏃 3点、コアAl点、磨製石斧

1点、磨石 1点、敲石 1点、石皿 1点)な どが出土 している。
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1 竪穴住居跡

土器 :(Ⅲ ―第2ii図 、Ⅳ―写真図版 193)土器 3点掲載 (No3635～ 3637)。

石器 :(Ⅲ 一第 364・ 455・ 503図 、Ⅳ一写真図版316・ 373・ 4千 i)石鏃 1点 (No6985)、 敲石 1点

(比8032)、 石皿 1点 (陥8661)。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期中～後葉より新 しい。出土土器は、中期中葉大木 8a～ 8b式で

ある。中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期 と推定される。

185 CⅢ el住居跡 1号 (Ⅱ ―第119図、 エー写真図版143)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや南のCⅢ dl～ 2・ el～ 2・ fl～ 2グ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ cl住居跡 1号の項で上記 した通 りで、 C Ⅱ c25グ リッド～CⅢ f2グリッドに

かけて、花尚岩 と土器を多量に包含する黒色シル トの大 きな広が りを検出したことから、複数棟の竪

穴住居跡か若 しくは円形の大形住居の存在が想定された。 CⅢ cl住居跡 1号や C Ⅱ d25住居跡 1号

などと共通で設定 した土層断面の観察から、南壁や西壁の立ち上が りを確認 し認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ d25住居跡 1・ 2号、 C Ⅱ e25住居跡 1～ 4号、 CⅢ el住居跡 2号 より新 しく、

CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ el列石 1号より古い。

また、東側で重複するCⅢ e2住居跡 4・ 5号 との新旧関係は、明確には不明であるが野外調査時

は本遺構が古いと判断された。第Ⅱ分冊第 3図 などの遺構配置図では、本遺構を古 く図示 している。

ただ、出土土器の主体は、何れも中期前葉である。状況から、CⅢ e2住居跡 4・ 5号の埋土中が本

遺構の床面であつた可能性が高い。

<建替え>壁溝のあり方から最低 3回の建替えが行われている。壁溝同士の新旧関係から、拡張され

ていると捉えられる。

<主軸方向>南―北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形 と推定される。規模は、長軸長約■m、 短軸長 4m以上、

床面積40ぜ以上で、大形住居に分類される。

<埋土>本遺構の層名は、CⅢ cl住居跡 l号、 C Ⅱ d25住居跡 1号 と通 し名で命名 した。40～ 44層

に大別 した。黒褐色シル トを主体 とする。埋土上位は人為堆積層であるが、中～下位は南西若 しくは

西方向から流入 した自然堆積層の可能性が高い。なお、CⅢ el列石 1号に伴う50～ 70cmの礫は、

42層 直上に乗る。

<壁・床>壁は、直立気味に立ち上がる。壁高は、南壁で50～ 60cm、 西壁で60～ 75cmである。

床面は、所々に43層 褐色ロームの貼床が施されるが、全般にⅧ層黄褐色ローム中である。ほぼ平坦

である。床面レベルは、CⅢ cl住居跡 1号 より10～ 15cm高 く、C Ⅱ d25住居跡 l号より約35cm低

<柱穴>8個検出した。深さは、9,9～ 68.7cmま でがあり、ばらつきがある。また、明確には不明で

あるが、CⅢ cl住居跡 1号の古い段階の貼床土 (3c層 )下位から検出した柱穴の中には、本遺構

に伴うものが含まれている可能性がある。

<付属施設>壁溝 4条 を検出した。

<出土遺物>土器大コンテナ10箱分 (210。 98kg)、 土製品 4点、石器57点 (内訳 :石鏃 3点、尖頭器

1点、石匙 1点、不定形石器25点、ピエス・ェスキーュ 1点、力持型スクレイパー 1点、コアAl点、

磨製石斧 5点、半円状扁平打製石器 1点、磨石15点、砥石 1点、礫器 2点 )、 石製品 5点 (内訳 :石

棒類 2点、軽石製石製品2点、原石 1点 )、 琥珀54.25gな どが出上している。

土器 :(Ⅲ ―第211～2i4図 、Ⅳ―写真図版 194～ i96)土器45点掲載 (N‐o3638～ 3682)。 3638は、床面
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Ⅳ 検出された遺構

直上に倒立気味で出上 した円筒上層 b式の完形土器である。

土製品 :(Ⅲ ―第294図 、Ⅳ一写真図版275)ミ ニチュア土器 3点 (No5598～ 5600)、 円盤状土製品 l

点 (No5601)。

石器 :(Ⅲ ―第364～ 365。 455図 、Ⅳ―写真図版 3千 6～ 3i7・ 373)石鏃 3点 (No6986～ 6988)、 尖頭

器 1点 (No6989)、 石匙 1点 (No6990)、 不定形石器 7点 (No6991～ 6997)、 ピエス 。エスキーユ 1点

(No6998)、 力持型スクレイパー 1点 (No6999)、 磨製石斧 3点 (No8033～ 8035)、 磨石 6点 (No8036～

8041)。

石製品 :(Ⅲ ―第504図 、Ⅳ―写真図版4千 1)石棒類 1点 (No8662)、 軽石製石製品 2点 (陥8663・

8664)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版423)No9887'9889。

<時期 >重複遣構との関係は、中期前葉より新 しく、中期前～中葉より古い。中期前葉力持Ⅶ期と推

定される。

186 CⅢ el住居跡 2号 (Ⅱ ―第99。 100。 119図、Ⅱ―写真図版143)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南のCⅢ el～ flグリッドに位置する。

検出状況は、CⅢ el住居跡 l号の西壁上位に、黒褐色シル トの水平堆積 を確認 した。面的に掘 り

下げたところ、壁溝が検出されたことから認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ e25住居跡 1～ 4・ 6。 7号 より新 しく、C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ el住居跡 1

号 より古い。

<建替え>壁溝のあり方から、最低 1回の建替えが行われている。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第99図 A一 A'断面41～ 43層 が本遺構に伴 う堆積層である。埋土上位に41層 黒褐色

シル ト、埋土中～下位42層 黒掲色シル ト、床面直上付近に43層 暗褐色シル トが堆積する。西方向より

流入 した自然堆積層 と判断されるが明確ではない。なお、41層 には、To―Cu(本稿のC種)が微量含

まれ、性状はにぶい黄橙色の粉状を呈する。産状 としては、後の再堆積の可能性があるものの、明確

には不明である。

<壁・床 >壁は外反気味に立ち上がる。床面はほぼ平坦である。

<柱穴>8個検出した。深さは、13.3～ 43.7cmま でがみられ、35cm前後のものが主体である。

<付属施設 >壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器小コンテナ1/2箱分 (4.01 kg)、 石器 1点 (敲石不掲載 )、 石製品 1点 (石刀類不掲

載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第2i5図 、Ⅳ―写真図版千96)土器 3点掲載 (No3683～ 3685)。

<時期 >重複遺構との関係は前期前～中葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は特定が難 しい

が、前期前～中葉大木 2式や前期中葉円筒下層 a式が出土 している。前期中葉力持Ⅳ～V期 と推定さ

れるが、力持Ⅳ期の可能性 も残る。また、To一Cu降下期より新 しいと推定される。

187 CⅢ e2住居跡 1号 (Ⅱ ―第120～ 122・ 125図 、Ⅱ―写真図版144～ 147)

<位置・検出状況>調査区中央部南東のCⅢ e2～ 3・ f2～ 3グ リッドに位置する。

検出状況は、調査当初に掘削 した試掘 トレンチで、多量の上器が出土 し、また トレンチの底面で複
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数基の焼土を検出し複数棟による竪穴住居跡群の存在が想定された。周辺を掘 り下げ平面プランの把

握に努めたが、西側の一部を除き把握できなかった。よって、斜面に沿う方向 (東―西)と それに直

交する方向 (南 一北)に土層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れた。この段階で、

後にCme2住 居跡 2・ 4・ 5号 と命名する竪穴住居跡の西壁 と、複数の床面を検出したが、個々の

竪穴住居跡の輪郭などは明瞭ではなかった。

東―西方向に設定 した土層ベル トの内、第 Ⅱ分冊第120図 に掲載 したA一 A' ・B― B'ベ ル トを

残 し、ベル トの除去作業を行っている途中で、 CⅢ f3グ リッドから東に約lmの位置で石囲炉を検

出し認知 した。

<新旧関係 >Cme2住 居跡 2～ 5号 より新 しい。

また、明確ではないが、CⅢ cl住居跡 1号 より新 しいと判断される。

<主軸方向>明確には不明である。炉石の設置方向からは北東―南西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は卵形を呈する。規模は、長軸長約6.5m、 短軸長約54m、 床面積

約28ぽで、中形住居 2に分類される。

<埋土>第 Ⅱ分冊第120・ 121図 のA一 A' ・B― B' ,C― C' ・D― D'断面は、通 し名で層名を

命名 している。 1～ 13層が本遺構に伴 う堆積層である。黒褐色シル トを主体 とする。南西方向から流

入 した自然堆積層 と判断されたが明確ではない。また、11層黒褐色シル トは床面に平行するような堆

積を示す状況から、貼床 と捉えた。

<壁・床 >壁は、西壁のみ検出できた。外傾気味に立ち上がる。

床面は、ほぼ平坦であるものの、中央部がわずかに凹気味で低い。また、上記 したとお り、11層黒

褐色シル トによる貼床が施されていると捉えられた。この11層 は、粘性は強いものの締まりは普通の

硬さであった。

<炉 >竪穴中央より南に寄つた位置で石囲炉を検出した。石囲炉の西側と南側の炉石は、検出されて

いないが、周辺から炉石の抜き取 り痕を確認できる。状況から、サブ トレンチ掘削中に破壊 してしま

った可能性が高い。本来的には方形基調に囲われていたと捉えられる。細長い礫を用いて構築されて

いる。焼土は確認されていない。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 とした。本遺構に伴 うのは、PP l～ 9の 9個で

ある。埋土は黒褐色シル トを主体 とする。規模は20～ 30cm、 深さは74～ 49,Ocmま でのものがみられ

た。なお、第Ⅱ分冊第125図上の平面には、 CⅢ e2住居跡 1～ 6号の何れに帰属するのか不明なも

のを一括 した。PP95～ 137と 命名 したものが該当する。

<付属施設 >西壁際で、壁溝 1条 を検出した。竪穴中央より北側に寄った位置で埋設土器を検出した。

埋設されていた土器は、円形で50cm程の掘 り方を持ち、正立で設置されていた。土器 自体は、中期

中葉と推定されるもので、胴中位 より上を切断されている。

<出土遺物 >土器大コンテナ18箱分 (390 81kg)、 土製品 5点、石器168点 (内訳 :石鏃13点、尖頭器

2点、石錐 2点、石箆 1点、石匙 5点、不定形石器41点、ピエス・ェスキーユ 1点、力持型スクレイ

パー 1点、コアA ll点、磨製石斧16点 、半円状扁平打製石器 2点、磨石45点、敲石 8点、凹石 1点、

砥石 3点、石皿 1点、台石 3点、礫器 7点、コアB4点 )、 石製品12点 (内訳 :石刀類 2点、石棒類

6点、円盤状石製品 1点、不明石製品 3点 )、 動物遺存体 3シ ヤーレ、琥珀62.65gな どが出土 してい

る。

土器 :(Ⅲ ―第215～2i8図 、Ⅳ―写真図版197～ ]99)土器61点掲載 (No3686～ 3746)。

土製品 :(Ⅲ ―第294図 、Ⅳ一写真図版275)ミ ニチュア土器 2点 (No5602・ 5603)、 円盤状土製品 3
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点 (No5604～ 5606)。

石器 :(Ⅲ ―第365～ 367・ 370・ 456～ 459図 、Ⅳ一写真図版317～ 3i9,373～ 375)石鏃12点 (No

7000～ 7007。 7009。 7011'7063'7064)、 尖頭器 3点 (No7008・ 7010)、 石錐 2点 (No7019・ 7065)、

石箆 1点 (No7012)、 石匙 5点 (No7013～ 7015'7023'7066)、 不定形石器13点 (No7016～ 7018・ 7020

～7022・ 7024～ 7030)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No7067)、 力持型スクレイパー 1点 (No8067)、 コ

アA2点 (No7031'7032)磨 製石斧 6点 (No8042～ 8044・ 8046・ 8047・ 8053)、 半円状扁平打製石器

1点 (No8048)、 磨石 9点 (No8049・ 8050・ 8054～ 8059・ 8061)、 敲石 6点 (No8045'8060・ 8062～

8065)、 石皿 1点 (No8066)。

石製品 :(Ⅲ ―第504図 、Ⅳ―写真図版411)石刀類 1点 (No8665)、 石棒類 3点 (No8051・ 8052・

8666)、 不明石製品 1点 (No8667)。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版420)No9144。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423～424)No9906～ 9908・ 9910。

<時期 >重複遺構 との関係からは、中期前葉より新 しい。埋設土器は口縁部が無 く、また残存部であ

る胴～底部には地文 しかなく、詳細な時期を特定できないが、胎土の様相から中期中葉 と推定 される。

その他埋土からの出土土器は前期前葉～中期末葉まで多岐に亘る。中期中葉力持 lull期 とⅨ期の過渡期

と推定される。

<年代測定>埋土中～下位出土土器3702の付着煤より4,700± 40 MC BPの 測定値が得 られている。

188 CⅢ e2住居跡 2号 (Ⅱ ―第120・ 121・ 123・ 125図、Ⅱ―写真図版144～ 148)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のCⅢ e2～ 4・ f2～ 4・ g2～ 4・ h2～ 4グ リッドに位

置する。

検出状況は、CEe2住 居跡 1号で上記 したとお り、平面プランは把握できなかったことから、複

数の土層観察ベル トを残 し床面と推定された面まで掘 り下げた際に、南壁と西壁の一部を確認 した。

その後の精査で、竪穴住居跡南壁近 くの床面より大木 7b式新段階の一括土器を検出し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 3～ 7号 より新 しく、 CⅢ e2住居跡 1号、 C□ g4集石 1号 より古

<建替え>西壁溝のあり方から1回の建替えが行なわれていると推定される。

<主軸方向>南一北方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形を呈する。規模は、長軸長約12.4m、 短軸長約5.6m、 床面

積約66ポで、大形住居に分類される。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第120図 A一 A' ・B― B'断面の21～ 30層 が本遺構に伴 う埋土 と判断される。黒

褐色シル トを主体 とする。上位～下位まで遺物や礫 (花南岩主体)を多量に包含する。一部人為層 と

捉えられる土層 もみられるが、基本的には南西方向から流入 した自然堆積層 と推定される様相であつ

た。なお、 1層 ・ la層 とした最上位の黒褐色シル トは、異時期 (後世)の 自然堆積層 と捉 えられ

る。

<壁 ・床 >壁は直立気味に立ち上がる。壁高は、南壁が約50cmである。西壁はCⅢ e2住居跡 4・

5号の埋土中にあ り、全般的には検出できなかったものの、第Ⅱ分冊第120図 A― A' ・B― B'断

面上では約100cmを 測る。

床面は、27層 。29層 とした貼床が施されている。やや硬い。北側はCⅢ e2住居跡 1号により破壊

されている。床面レベルは、CⅢ e2住居跡 1号床面よりわずかに高 く、CⅢ e2住居跡 4号床面よ
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り約20～ 30cm低い。

<炉 >明確には検出されていない。竪穴中央 よりやや南に寄った位置で検出されたCⅢ e2住居跡 2

号内土坑としたものは、そのあ り方から石囲炉跡である可能性が高い。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 とした。本遺構に伴 うのは、PP10～ 41の 32イ固で

ある。規模は 9～唱cm、 深さは7.8～ 55cmま でのものがみられた。

<付属施設 >壁溝 2条を検出した。ただし、東壁溝は一部分以外検出されていない。また、全般に

所々途切れる。なお、CⅢ e2住居跡 4・ 5号の床面を載 り巡ることから、新旧関係が判明した経緯

がある。

<出土遺物 >土器大コンテナ7.5箱分 (159.87kg)、 土製品 1点、石器142点 (内訳 :石鏃 7点、異形石

器 1点、石匙 3点、不定形石器21点、ピエス・ェスキーュ 2点、力持型スクレイパー 2点、コアA6

点、磨製石斧18点 、半円状扁平打製石器 1点、磨石48点、敲石 9点、凹石 3点、砥石 4点、台石 1点、

石錘 1点、礫器 6点、コアB8点 )、 石製品 9点 (内訳 :瑛状耳飾 1点、石刀類 2点、石棒類 3点、

岩偶 l点、石冠 1点、円盤状石製品 1点 )、 琥珀15,99gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第218～222図 、Ⅳ一写真図版200～203)土器70点掲載 (比3753～ 3822)。

土製品 :(Ⅲ ―第295図 、Ⅳ―写真図版275)円盤状土製品 1点 (No5608)。

石器 :(Ⅲ 一第368・ 459～462図、Ⅳ―写真図版3]8・ 375～377)石鏃 6点 (醜7033～ 7038)、 異形

石器 1`点 (No7039)、 石匙 2点 (h7041)、 不定形石器 7′点 (No7043～ 7046・ 7048～ 7050)、 ピエス・

エスキーユ 1点 (No7047・ 7061)、 力持型スクレイパー 1点 (No7040)磨 製石斧 4点 (No8068～ 8071)、

磨石18点 (No8072～ 8079・ 8081～ 8089・ 8098)、 敵石 4点 (No8090～ 8092・ 8095)、 凹石 3点 (No

8080・ 8093・ 8094)、 砥石 1点 (No8096)、 石錘 1点 (No8097)、 礫器 1点 (陥8099)。

石製品 :(Ⅲ ―第504図、Ⅳ―写真図版4i2)瑛状耳飾 1点 (No8668)、 石刀類 1点 (No8669)、 岩偶

1点 (No8670)、 石冠 1点 (No8671)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版423)No9921・ 9923。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しく、中期中～後葉より古い。床面から出土 した土器

は大木 7b式の新段階と推定されるものである。埋土中からは中期前葉円筒上層 b・ c式 を主体に円

筒上層 a式や大木 7b式が出土 している。中期前葉力持Ⅶ期、若 しくは力持Ⅶ期 とⅧ期の過渡期 と推

定される。

<年代測定 >埋土出土土器3819の付着煤 より4,940± 60 ИC BPの測定値が得 られている。

189 CⅢ e2住居跡 3号 (Ⅱ ―第120～ 122・ 125図、Ⅱ―写真図版144～ 146。 148)

<位置 。検出状況>調査区中央都南東の CⅢ e3・ f2～ 4・ g3～ 4グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 2号の床面をやや掘 り下げた際に、石囲炉と壁溝を検出し認知 した。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 4～ 7号 より新 しく、 CⅢ e2住居跡 1・ 2号より古い。

<建替え>壁溝・柱穴のあり方から最低 1回の建替えが行なわれてお り、拡張 と推定される。

<主軸方向>ほ ぼ南―北方向である。

<平面形 。規模・床面積 >壁は検出されていないが壁溝の連続性から、平面形は隅丸長方形と推定さ

れる。規模は、長軸長約95m、 短軸長約 5m、 床面積約41♂で、大形住居に分類される。

<埋土>暗掲～褐色シル トを主体に責褐色ロームブロックが混 じる黒掲色シル トが堆積する。全てC

Ⅲe2住居跡 2号構築時の整地層 (一部貼床)と捉えられ、人為堆積層である。

<壁・床>壁は検出されていない。
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床面は褐色砂質シル ト (地 山)中 で、ほぼ平坦である。床面 レベルは、本遺構 より古い CⅢ e2住

居跡 4号 より約25～ 40cm低 く、本遺構 より新 しいCⅢ e2住居跡 2号 より約10cm低い。よつて、C

Ⅲ e2住居跡 4号から本遺構に建て直す際には非常に深 く掘 り床面とし、本遺構からCⅢ e2住居跡

2号に立て直す際には整地 し床面の嵩上げを行なったと考えられる。

<炉 >石囲炉を検出した。住居ほぼ中央に位置する。東側の炉石は既に消失 しているものの、楕円形

気味に配置されたと捉えられる。炉内の焼土は発達が良い。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通し名とした。本遺構に伴うのは、PP42～ 55の 14イ固で

ある。規模は14～ 33cm、 深さは19.5～ 40.8cmま でのものがみられた。

<付属施設>壁溝 2条 を検出した。外側の壁溝は西側の一部を除きほぼ全周する。内側の壁溝は西側

の一部を確認したに留まる。

<出土遺物>土器小コンテナ箱9/10箱分 (6.71kg)、 石器 9点 (内訳 :石鏃 1点、尖頭器 1点、不定

形石器 5点、磨石 2点 )、 石製品1点 (石刀類不掲載)な どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第222～223図 、Ⅳ一写真図版203～204)土器12点掲載 (No3823～ 3834)。

石器 :(Ⅲ 一第369。 463図 、Ⅳ―写真図版3i9・ 377)石鏃 1点 (No7051)、 不定形石器 2点 (h

7052・ 7053)、 磨石 1点 (No8100)。

<時期>重複遺構との関係からは、中期前葉に特定される。出土土器は中期初頭大木 7a式の新段階

や大木 7b式を主体に前期前～末葉までのものが出土している。重複遺構との関係から考えて、中期

初頭以前の上器は本遺構直上のCⅢ e2住居跡 2号整地上に混入されていたと捉えられる。中期前葉

力持Ⅶ期と推定される。

<年代測定>床面出土土器3823の付着煤より4,560± 40 14C BPの 測定値が得られている。

19o Cme2住 居跡 4号 (Ⅱ ―第120・ 121・ 124・ 125図 、Ⅱ―写真図版144～ 146・ 148)

<位置・検出状況>調査区中央部南東のCⅢ f2～ 4・ g2～ 4グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 1号で上記したとおりの内容である。本遺構を裁るCⅢ e2住居跡 1

～3号とは、主軸方向が相違することに起因して、西壁が良好に残存すること、そして上記の重複住

居より床面レベルが高いことで認知できた。

<新旧関係>CⅢ e2住居跡 5～ 7号より新しく、CⅢ e2住居跡 1～ 3号より古い。また、明確に

は新旧関係を確認できなかったが、CⅢ cl住居跡 1号 より古い。

<建替え>壁溝のあり方から最低 1回の建替えが行なわれている。内側の壁溝を裁る柱穴が複数存在

することから、拡張されていると捉えられる。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積>平面形は隅九長方形と推定できる。規模は、長軸長 9m以上、短軸長約 5

m、 床面積35ぜ以上である。長軸長の連続性から推定して、大形住居に分類しておく。

<埋土>埋土は西壁側のみ残存する。第Ⅱ分冊第120図のA― A' ・B一 B'断面の41～ 49層 が本遺

構に伴う堆積層である。黒褐～黒色シルトを主体とする。西若しくは南西方向から流入した自然堆積

層と捉えられる。なお、47層 は貼床と捉えられる。

<壁・床>壁は、西壁のみ残存する。外傾気味に立ち上がる。壁高は70～ 100cmで ある。

床面は暗褐色シルトに責褐色ロームや黒褐色シルトが混合するものを貼床しており、やや硬い。東

狽1に 向かってやや傾斜気味と捉えられる。

<炉 >地床炉を検出している。位置は、竪穴住居跡の主軸中央付近に、西側と東側の大きく2箇所で
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みられる。焼上の焼成状態は非常に良い。なお、東側の焼土は、本遺構床面 より約30cm低い関係に

あるが、柱穴との新旧関係から本遺構に帰属すると判断したことを付記する。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 とした。本遺構に伴 うのは、PP56～ 82の27個で

ある。規模は17～ 56cm、 深さは11～ 49cmま でのものがみられた。

<付属施設>壁溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ2.5箱分 (61.86kg)、 土製品 1点、石器28点 (内訳 :尖頭器 1点、石匙 2

点、不定形石器 7点、ピエス・ェスキーュ 1点、磨製石斧 3点、磨石13点、凹石 1点 )、 琥珀349gな

どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第223～224図、Ⅳ一写真図版204～ 205)土器26点掲載 (No3840～ 3865)。 円筒上層 d2

式若 しくは大木 8a式との折衷形 と考えられる3847は 、遺構の重複関係を加味すると本遺構 とは異時

期である。 CⅢ cl住居跡 1号に帰属する土器と推定される。

土製品 :(Ⅲ 一第295図 、Ⅳ―写真図版275)円盤状土製品 1点 (No5609)。

石器 :(Ⅲ 一第369～370・ 463・ 504図、Ⅳ―写真図版319,377～ 378・ 412)尖頭器 1点 (No7068)、

石匙 2点 (No7054・ 7054)、 不定形石器 1点 (No7056)、 ピエス 。エスキーユ 1点 (No7057)、 磨製石

斧 1点 (No8672)、 磨石 4点 (No8101～ 8104)、 凹石 1点 (No8105)。

<時期>重複遺構 との関係は中期初頭～前葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は、円筒上層

boc式 を主体に大木 7b式が大半を占め、前期前葉～中期初頭が混 じる。中期前葉力持Ⅶ期と推定

される。

191 CⅢ e2住居跡 5号 (エ ー第120。 124・ 125図、 Ⅱ―写真図版144・ 145)

<位置 。検出状況>調査区中央部南東のCШ e2～ 3・ f2～ 3・ g2～ 3グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 1号で上記 したとお りの内容である。本遺構を載るCⅢ e2住居跡 4

号の精査中に、当初同住居の北側床面 と想定されていた部分がやや低いことと、壁溝が連続 しないこ

とから別住居の存在が想定された。その後、西壁の検出を持って認知 した。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 6・ 7号より新 しく、Cme2住 居跡 1～ 4号 より古い。また、明確に

は新旧関係を確認できなかったが、CⅢ cl住居跡 1号より古い。

<建替え>壁溝のあり方から最低 1回の建替えが行なわれている。拡張と推定される。また、本遺構

が南側に占地を変遷 したものが CⅢ e2住居跡 4号 と捉えられる。

<主軸方向>東一西方向である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸方形 と推定される。規模は、長軸長、床面積は不明であるが、

短軸長は5。7m前後と推定される。

<埋土>黒褐色シル トに黄褐色砂質ロームが少量混 じる。埋土全般的には西方向から流入 した自然堆

積層 と判断されるが、人為堆積層が部分的にみられる。

<壁・床 >壁は、西壁の一部分のみ残存する。直立～外傾気味に立ち上がる。壁高は90cm前後であ

る。

床面は部分的に貼床が施される。ほぼ平坦である。

<柱穴>Cme2住 居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 とした。本遺構に伴 うのは、PP83～ 88の 6個で

ある。規模は15～ 63cm、 深さは9.8～ 56 6cmま でのものがみられた。

<付属施設>壁溝 2条を検出した。

<出土遺物 >土器大コンテナ1.5箱 (32.18kg)、 石器10点 (内訳 :不定形石器 3点、半円状扁平打製石
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器 1点、磨石 2点、敲石 3点、石皿 1点 )、 石製品 3点 (内訳 :石棒類 3点 )、 琥珀 15,32gな どが出土

している。

土器 :(Ⅲ 一第224図 、Ⅳ―写真図版205)土器12点掲載 (No3866～ 3877)。 時期幅が広 く、遺構の推

定資料 としては看取できない。

石器 :(Ⅲ 一第369・ 463～ 464・ 505図、Ⅳ―写真図版3i9,378,412)不 定形石器 1点 (h7058)、

磨石 1を点 (No8106)、 敲石 3点 (No8107・ 8108・ 8676)。

石製品 :(Ⅲ ―第504～505図 、Ⅳ―写真図版412)石棒類 2点 (NQ8674・ 8675)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は円筒下層 d式が

主体であるが、大木 7a～ 7b式や円筒上層 b式など多岐に亘る。遺構の重複関係を優先 して捉え尚

且つ大木 7a～ 7b式の過渡期 と推定される土器を指示 して、中期初頭～前葉力持Ⅵ～Ⅶ期の幅で捉

えておきたい。

192 CⅢ e2住居跡 6号 (Ⅱ ―第120。 124・ 125図 、Ⅱ―写真図版144)

<位置・検出状況 >調査区中央郡南東のCⅢ g3～ 4グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 1号で上記 したとおりの内容である。東側の村道境の土層断面の観察

から認知 した。CⅢ e2住居跡 2・ 3号に大部分を破壊されている。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 7号より新 しく、 CⅢ e2住居跡 2～ 5号 より古い。

<主軸方向>東―西方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は長方形基調 と推定されるが明確ではない。規模についても明確に

は不明であるが、わずかに残る南壁 と北壁から短軸長は 5m前後と推定される。

<埋土>埋土は東側村道境付近にのみ残存する。黒色シル トを主体 とする。南西方向から流入 した自

然堆積層 と推定される。

<壁・床 >壁 は、南壁、北壁 ともにわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面は責掲～にぶい黄

褐色の砂礫層 (地山層)である。村道境の上層観察からは平坦と捉えられる。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 とした。本遺構に伴 うのは、PP89～ 94の 6個で

ある。規模は20～ 43cm、 深さは20cm前後のものがみられた。

<出土遺物 >土器 4号袋7/10袋分 (0.56kg)、 石器 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第225図 、Ⅳ一写真図版205)土器 1点掲載 (No3878)。

石器 :(Ⅲ ―第369図 、Ⅳ―写真図版3i9)石鏃 1点 (陥7059)

<時期 >重複遺構 との関係は、前期後～末葉より新 しく、前期末葉～中期前葉 より古い。出土土器は

前期末葉円筒下層 d式である。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

193 CⅢ e2住居跡 7号 (Ⅱ ―第120。 124図、 Ⅱ―写真図版144)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のCⅢ f4～ 5グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 2号の東側で、暗褐色シル トによる不整な広が りを確認 した。付近を

掘削 した結果、基盤礫が露出する面のやや上で、ごく淡い焼土粒がぼんや りと塊状に散見されたこと

から、竪穴住居跡と認知 した。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 1～ 6号より古い。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形、規模 ともに不明である。
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<埋土 >暗褐色 シル トによる単層である。

<壁・床 >壁は、西壁のわずかな立ち上が りを確認 したに留まる。床面は礫層が露出しおり、凹凸が

激 しい。

<柱穴>CⅢ e2住居跡 1～ 7号の柱穴は、通 し名 としたが、本遺構に伴 うものは明確には認知 して

いない。

<出土遺物 >土器 4号袋4/5袋分 (0.65kg)が出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第225図、Ⅳ一写真図版206)土器 4点掲載 (No3880～ 3883)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より古い。出土土器は、前期中～後葉円筒下層 b式や前期末

葉円筒下層 d式が出土 している。前期中～末葉力持 V～Ⅵ期 と推定される。

<CⅢ e2住居跡 1～ 7号として取 り上げた遺物 >CⅢ e2住居跡 1～ 7号は、重複が激 しく、帰属

が不明なものが相当量に上る。それら帰属の不明なものについて、ここで一括 して示すこととする。

CⅢ e2住居跡 1・ 2号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器中コンテナ1箱分 (13.06kg)、 土製品 1点、石器 4点 (内訳 :不定形石器 2点、磨

石 2点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第218図 、Ⅳ―写真図販200)土器 1点掲載 (No3751)。

土製品 :(Ⅲ ―第295図、Ⅳ―写真図版275)円盤状土製品 1点 (胞5607)。

CⅢ e2住居跡 1～ 3号として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器 4号袋 1袋分 (0.68kg)、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第218図 、Ⅳ―写真図版200)土器 4点掲載 (No3747～ 3750)。

CⅢ e2住居跡 1・ 2,3・ 5号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器 4号袋2/3袋分 (0.53kg)が出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第2i8図 、Ⅳ一写真図版200)土器 1点掲載 (No3752)。

CⅢ e2住居跡 2・ 4号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器小コンテナ2/5箱分 (3.02kg)、 石器 1点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第223図 、Ⅳ―写真図版204)土器 2点掲載 (KTo3835'3836)。

石器 :(Ⅲ ―第370図、Ⅳ―写真図版319)不定形石器 1点 (No7062)

CⅢ e2住居跡 2～ 4号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器0,03kg(不掲載 )、 石器 2点 (内訳 :石鏃 1点、ピエス・ェスキーュ 1点)な どが

出上 している。

石器 :(Ⅲ ―第370図、Ⅳ一写真図版3i9)ピエス・エスキーユ 1点 (h7061)。

CⅢ e2住居跡 2・ 5号として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器 9号袋 l袋分 (2.85kg)が出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第223図 、Ⅳ一写真図版204)土器 3点掲載 (No3837～ 3839)。

CⅢ e2住居跡 2～ 5号として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器 4号袋3/4袋分 (0.59kg不 掲載 )、 石器 1点などが出土 している。

石器 :(Ⅲ 一第370図 、Ⅳ一写真図版3i9)異形石器 l点 (h7060)。

CⅢ e2住居跡 2・ 4・ 5号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >石器17点 (内訳 :コ アAl点、磨製石斧 4点、磨石 9点、敲石 1点、石皿 1点、礫器 1

点)が出土している。

石器 :(Ⅲ ―第464図、Ⅳ―写真図版378)磨製石斧 1点 (配8109)、 敲石 1点 (No8110)、 石皿 1点

-190-



Ⅳ 検出された遺構

(No8111)。

CⅢ e2住居跡 2・ 6号として取 り上げたもの

<出土遺物 >石器 1点が出土 している。

石器 :(Ⅲ 一第464図、Ⅳ一写真図版378)磨石 1点 (No8112)。

CⅢ e2住居跡 4・ 5号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器 4号袋1.5袋分 (1.45kg不掲載 )、 石器17点 (内訳 :コ アA2点、磨製石斧 3点、磨

石 7点、敲石 1点、礫器 1点、コアB3点 )、 石製品1点 などが出土 している。

石製品 :(Ⅲ 一第504図 、Ⅳ―写真図版412)石棒類 1点 (比8673)。

CⅢ e2住居跡 6,7号 として取 り上げたもの

<出土遺物 >土器小コンテナ3/4箱分 (5。 91kg)、 石器 1点 (磨製石斧不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第225図 、Ⅳ一写真図版206)土器 1点掲載 (h3879)。

194 CⅢ gl住居跡 1号 (Ⅱ ―第125図、コー写真図版149)

<位置・検出状況>調査区中央部南のCⅢ gl～ 2・ hl・ 2グ リッドに位置する。

検出状況は、CⅢ e2住居跡 4号の精査終了後、同住居の西側で黒色シル トの広が りを確認 した。

東西方向に土層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れた。その結果、床面を2面検

出し、 2棟の竪穴住居跡を認知 した。新 しい方の竪穴住居跡をCⅢ g2住居跡 1号、古い方の竪穴住

居跡をCⅢ gl住居跡 1号 と命名 した。

<新旧関係 >CⅢ fl柱穴群の一部より新 しく、CⅢ el住居跡 1号、 CⅢ e2住居跡 4・ 5号、C

Ⅲg2住居跡 1号より古い。

<建替え>壁溝のあり方から最低 2回の建替えが行なわれている。内側の壁溝 2条は、貼床下位から

検出していることから、拡張が繰 り返されたと推定される。タト側の一番新 しい段階を 3期 とし、次を

2期、一番古い段階を 1期 として記述する。

<主軸方向>不明である。

<平面形・規模・床面積 >平面形は西側のあ り方から不整円形、若 しくは隅九方形 と推定されるが明

確ではない。規模は不明であるが、残存部では4m× 2.2m程 である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第125図のA― A'断面の 1～ 5層が本遺構に伴う堆積層である。埋土最上位の 1

層は、東側で重複するCⅢ g2住居跡 1号 (前期末葉)も 合わせて覆うことから、前期末葉以降の何

らかの整地層 (認知できなかった竪穴住居跡が存在する可能性が高い)と 捉えられる。埋上の主体と

なるのが 2層黒褐色シル トで、南西方向から流入した自然堆積層である。3層 にぶい黄褐色シルトは、

一番新しい3期 に伴う貼床である。硬化面は認められない。 1・ 2期の壁溝は貼床を除去した段階で

ある黄褐色ロームで検出した。

<壁・床>壁は西～北壁にかけて確認された。タト傾気味に立ち上がる。床面は、ほぼ平坦で責褐色ロ

ーム中でほぼ平坦である。

<付属施設>壁溝 3条 を検出した。 3期 に伴う壁溝は深さ7～ 12cmである。 2期 に伴う壁溝は深さ

3～ 10cmで ある。 1期 は所々途切れ、深さも3～ 5cmと 非常に浅い。

<出土遺物>土器 9号袋 l袋分 (2.441kg)、 石器 6点 (不掲載内訳 :磨製石斧 1点、半円状扁平打製

石器 1点、磨石 4点 )な どが出土している。

土器 :(Ⅲ ―第225図 、Ⅳ―写真図版206)土器 8点掲載 (No3884～ 3891)。

<時期>重複遺構との関係は、前期末葉より古い。床面出上の3884と 3891は 詳細な時期を特定できな
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いが、前期前～後葉の幅で捉えられる。また、 2層出上の中に大木 2b～ 3式 と推定されるものが含

まれる。前期中～後葉力持Ⅳ～V期 と推定される。また、明確 には不明であるが、相対的にみて

To― Cu降下期より新 しいと考えられる。

195 CⅢ g2住居跡 1号 (Ⅱ ―第125図、 Ⅱ―写真図版149)

<位置・検出状況 >調査区中央部南のCtt f 2・ g2・ h2グ リッドに位置する。

検出状況は、 CⅢ e2住居跡 4号の精査終了後、同住居の西側で黒色シル トの広が りを確認 した。

東西方向に土層観察ベル トを設定 し、ベル ト沿いにサブ トレンチを入れた。その結果、床面を2面検

出し、 2棟の竪穴住居跡を認知 した。新 しい方の竪穴住居跡をCⅢ g2住居跡 1号、古い方の竪穴住

居跡をCⅢ gl住居跡 1号 と命名 した。

<新旧関係>CⅢ gl住居跡 1号、 CⅢ fl柱穴群の一部より新 しく、CⅢ el住居跡 1号、CⅢ e

2住居跡 4・ 5号 より古い。

<建替え>壁溝のあ り方から最低 2回の建替えが行なわれている。

<主軸方向>南一北方向と推定される。

<平面形・規模・床面積 >平面形は隅丸長方形 と推定される。規模は、長軸長は 5m以上である。短

軸長、床面積は不明である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第125図 のA― A'断面の 1・ 6～ 10層 が本遺構に伴う堆積層である。埋土最上位

の 1層 は、CⅢ gl住居跡 1号で上記したとおり、前期末葉以降の何らか遺構に伴う整地層である。

主体となるのが 2層黒褐色シルトで、南西若しくは西方向から流入した自然堆積層である。

<壁・床>壁は、西壁のみ残存する。外傾気味に立ち上がる。床面は責掲色ローム (地山)中で、や

や礫が露出する。

<柱穴>1個検出した。深さは13.6cmで ある。

<付属施設>壁溝 3条を検出した。 3条 ともに軸方向は南北方向をみる。

<出土遺物>土器 9号袋11/3袋 分 (3.24kg)、 石器 2点 (不掲載内訳 :磨石 1点、敲石 1点 )な どが

出土している。

土器 :(Ⅲ 一第225図、Ⅳ一写真図版206)土器 4点掲載 (No3892～ 3895)。

<時期>重複遺構との関係は前期中～後葉より新しく、中期初頭～前葉より古い。出土土器は、中期

初頭大木 7a式と前期中～後葉円筒下層 b式、前期後葉円筒下層 c式である。中期初頭力持Ⅵ期と推

定される。

2土  坑

今回の調査では253基 を検出した。特に調査区中央部西側の急傾な斜面地に密集する。また、各所

で竪穴住居跡や土坑同士での重複が激しい。大形のフラスコピットが多く、全般に深いものが多い。

l B Ⅱ f13土坑 1号 (Ⅱ ―第126図 、Ⅱ―写真図版150)

<位置・検出状況>調査区北部のB Ⅱ g13グ リッドに位置する。

検出状況は、BⅡ f13住居跡 1号の床面のダメ押し作業中に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ f13住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模>平面形は円形を呈し、開口部径228× 203cm、 底部径238× 237cm、 深さ70cmで あ
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Ⅳ 検出された遺構

る。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。埋土上位の 1層 より貝殻片 と琥珀片が出土 している。埋土中～

下位は地山系ロームが顕著に見られる。全て人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>土坑上部はB Ⅱ f13住居跡 1号に破壊されているが、壁は断面形フラスコ状を呈 し、底

面はほぼ平坦である。断面形分類は本稿でDl類としたものである (第 Ⅶ章 3(2)を 参照いただき

たい)。

<出土遺物 >土器2.12kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点 )、 石製品 1点、動物遺存体

1シ ャーレ、琥珀0.68gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第226図 、Ⅳ一写真図版207)土器 8点掲載 (No3896～ 3903)。

石器 :(Ⅲ ―第465図、Ⅳ一写真図版379)磨石 1点 (No8113)。

石製品 :(Ⅲ ―第505図 、Ⅳ一写真図版4i3)石刀類 1点 (No8677)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版424)No9931。

<時期>重複遺構 との関係から、中期中～後葉より古いことは確実である。出土土器は、前期初頭～

中期中葉まで時期幅がある。中期中葉力持Ⅷ期に廃絶されたと推定される。

2 B Ⅱ g13土坑 1号 (Ⅱ ―第126図、Ⅱ―写真図版150)

<位置・検出状況 >調査区北部のB Ⅱ g14グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ g13住居跡 1号の

床面より30cmほ ど下位で黒色シル トの広が りとして検出 。認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ g13住居跡 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は開口部が円形で、底部は楕円形を呈する。規模は開口部径97× 89cm、 底

部径 195× 154cm、 深さ約89cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。埋土中位に黄褐色ロームを多量に含む層が入る。埋土上～中位

の 1～ 3層が人為堆積層で、下位の 4層 は西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>断面形はフラスコ状を呈 し、底面はやや凹凸がある。断面形分類はDl類である。

<出土遺物 >土器0.4kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第226図 、Ⅳ―写真図版207)土器 3点掲載 (No3904～ 3906)。

<時期 >重複遺構 との関係から中期末葉より古い。出土土器は円筒下層 b式 ?が出上 している。前期

中～後葉力持V期に廃絶されたと推定される。

3 B Ⅱ h12土坑 1号 (Ⅱ ―第126図、Ⅱ―写真図版150)

<位置・検出状況 >調査区北部のB Ⅱ h13・ h14グ リッドに位置する。検出状況は、重複する住居跡

の精査が終了した段階で、基本層序 V層相当の黒褐色土 と基本層序Ⅷ層黄褐色ロームとの漸移層中で、

黒褐色シル トの円形気味の広が りとして認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ h12住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ g13住居跡1号、B Ⅱ h13住居跡 2号より古い。

なお、BⅡ jll住居跡 1号 との新旧関係については、同住居跡の精査終了後に床面のダメ押しを行な

つた際に、床面からおよそ30cm下で本遺構を検出したことから、本遺構が古いと判断した。ところ

が、出土土器で比較すると、BⅡ jll住居跡 1号は床面より大木 7b式が出上しているのに対して、

本遺構は大木8a式 も出上している状況にあり、時期の新旧関係が矛盾する。B Ⅱ jll住居跡 1号出

土土器が異時期なのか、若しくは本遺構がB Ⅱ jll住居跡 1号の付属施設であつた可能性なども考え

られるが、調査成果からはわからなかった。遺構配置図には、便宜的に本遺構を古く図示している。
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<平面形・規模 >ほ ぼ円形で、開口部径251× 232cm、 底部径264× 223cm、 深さ162cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体に、責褐色To―Cu(本稿のBl種 )がブロック状に壁際に混入する。 B

Ⅱ h12住居跡 1号の埋土中を壁 とすることから、本来 B Ⅱ h12住居跡 1号の埋土中に堆積 している

To―Cuが、本遺構の壁の崩壊に伴い堆積 したものと捉えられる。よって、壁の崩壊土が主体を占める

自然埋没 した土坑 と判断される。ただ、埋土上位から人頭大の花商岩が出土 しているが、この花筒岩

は意図的に投げ込まれた可能性がある。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >出土状況は、埋土上～下位全般的に遺物が混入する。土器は、埋土上位ほど多 く、埋土

下位は微量である。

土器2.58kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載 )、 石製品 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第226図、Ⅳ―写真図版207)土器 5′点掲載 (No3907～ 3911)。

石製品 :(Ⅲ ―第505図 、Ⅳ―写真図版4i3)石刀類 1点 (No8678)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前葉より新 しい。出土土器は大木 8a式が出土 している。力持Ⅷ

期若しくはそれ以前に廃絶されたと推定される。

4 BⅡ ill土坑 1号 (Ⅱ ―第127図、Ⅱ―写真図版150)

<位置・検出状況>調査区北部のB Ⅱ i12グ リッドに位置する。基本層序 V層相当の黒色土中で検出

した。

<新旧関係>B Ⅱ jll住居跡 1号より古いと思われたが、新旧関係は明確ではない。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径108× 92cm、 底部径86× 72cm、 深さ42cmで あ

る。

<埋土>南西方向から流入 した自然堆積層である。 5層 は壁の崩壊土と捉えられる。

<壁・底面>断面形は浅皿状を呈する。底面は九底気味である。断面形分類はG類 とした。

<付属施設 >底面から人頭大の礫が出上 している。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との新旧関係が明確ではなく、また出土遺物 も無いことから時期の断定はできない。

埋土の様相からは、力持Ⅵ～Ⅶ期に廃絶されたと推定される。

5 BⅡ i12土坑 1号 (Ⅱ ―第127図、Ⅱ―写真図版151)

<位置 。検出状況>調査区北部のB Ⅱ i13グ リッドに位置する。地山ロームで検出した。

<新旧関係>B Ⅱ jll住居跡 l号より古い。

<平面形・規模 >平面形は、開口部がほぼ円形で、底部が楕円形を呈する。開口部径180× 160cm、

底部径183× 133cm、 深さ■5cmである。

<埋土>黒褐色土が中心付近にレンズ状堆積し、その外側を囲むように3.4層の地山系の上層がみ

られる。この地山系の上層は、壁の崩壊土と判断される。西方向から流入した自然堆積層である。

<壁・底面>断面形は底面から開田部にかけて直線的に内傾する (広義のフラスコ状)。 底面はほぼ

平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物>土器1.1lkg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土している。

土器 i(Ⅲ 一第226図 、Ⅳ―写真図版207)土器 5`点掲載 (No3912～ 3916)。

<時期>重複遺構からは時期の特定ができない。出土土器は円筒下層 d式～大木 8a式が出土してい
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る。力持Ⅶ期若 しくは力持Ⅷ期に廃絶されたと推定される。

6 B Ⅱ q25土坑 1号 (Ⅱ 一第127図、エー写真図版151)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側で調査区境のB Ⅱ q25グ リッドに位置する。検出状況は、V層

を除去後にB Ⅱ q25列石1号 を検出し、それの下位で焼土 とともに確認 した。

<新旧関係 >B Ⅱ q25集石1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は隅丸方形気味を呈する。開口部径 (208)cm、 底部径 (180)cm、 深 さ

70cmで ある。

<埋土>人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >断面形は浅皿状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物 >土器0.2kg、 石器 2点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第226図、Ⅳ一写真図版207)土器 2点掲載 (No3917・ 3918)。

石器 :(Ⅲ 一第371・ 465図、Ⅳ一写真図版320・ 379)力持型スクレイパー 1点 (No7069)、 敲石 1点

(No8114)。

<時期 >出土土器から力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定されるが、明確ではない。

<その他 >本遺構は、B Ⅱ q25列石 1号に付属する下部土坑の可能性が高い。

7 B Ⅱ r20土坑 1号 (Ⅱ ―第128図、Ⅱ―写真図版151)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ r20グ リッドに位置する。現況は急傾を呈する斜面地

である。検出状況は、Ⅷ層相当の責褐色ローム中で、黒褐色シル トを主体 とする円形の広が りを確認

し、認知 した。斜面下方側 (北～東側)は、国道45号建設時にその法面の造成に伴い消失 している。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (193)cm、 底部径 (188)cm、 深さ129cmで あ

る。

<埋土>黒褐色シルトを主体に、壁際に壁崩壊に伴う地山ロームが堆積する。西方向から流入した自

然堆積層と判断された。

<壁・底面>壁は断面形略フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類 とした。

<出土遺物>土器0.58kg、 琥珀0.66gな どが出上している。

土器 :(Ⅲ ―第227図 、Ⅳ―写真図版207)土器 8点掲載 (No3919～ 3926)。

<時期>出土土器は大木10式 の他に前期前～中期前葉と推定される。大木10式は検出作業中に出上 し

た状況にあり、埋土全般にマサ土が顕著に含まれる様相から判断して前期前～中葉の可能性が高い。

前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定される。To―Cu降下時期との新旧は厳密には不明であ

るが、古い可能性が高い。

8 B Ⅱ r20土坑 2号 (Ⅱ 一第128。 129図、Ⅱ―写真図版151)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ r20グ リッドに位置する。現況は斜面地で、Ⅷ層相当

のローム層で検出した。斜面下方側 (東側)は国道45号建設に、その法面造成に伴い消失している。

<平面形 。規模 >平面形は楕円形と推定される。開口部径 (150)cm、 底部径 (137)cm、 深さ

56cmで ある。

<埋土>埋土上位にⅦ層相当の黄褐色シルテイーロームが堆積 し、その下位に黒色シルトが堆積する。

壁際には、Ⅵ～Ⅶ層に由来する暗褐色シルトや暗褐色シルテイーロームが堆積する。西方向から流入
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した自然堆積層 と推定 される。

<壁・底面 >壁は断面形 ビーカー状を呈するが、土坑上部が破壊を受けているので、本来はフラスコ

状の可能性が高い。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類とした。

<出土遺物 >土器0.02kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第227図 、Ⅳ―写真図版208)土器 1点掲載 (No3927)。

<時期 >自 然埋没でTo―Cuの混入が無いことから構築時期は前期中葉より新 しいと判断される。出土

土器は円筒下層 c式が出土 している。前期後葉若 しくはそれ以前力持V期に廃絶された と考えられ

る。

9 B Ⅱ r21土坑 1号 (Ⅱ ―第129図 、Ⅱ―写真図版152)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ r21～ s21グ リッドに位置する。現況は斜面地で、Ⅷ

層ローム中で検出した。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 137cm、 底部径 163cm、 深さ63cmである。

<埋土>褐～黄褐色ロームを主体 とする。人為堆積である。

<壁・底面 >壁は、底面から内傾 して立ち上が り、全周オーバーハングする。ただ、斜面下方である

南東側が直立に近い (オ ーバーハングの程度が弱い)。 底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器0.68kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)、 石製品 1点 (石刀類不掲載)な どが出土

している。

土器 :(Ⅲ ―第227図 、Ⅳ―写真図版208)土器 2点掲載 (No3928・ 3929)。

<時期 >出土土器から中期中葉力持Ⅷ期以前に廃絶されたと推定される。

10 B Ⅱ r21土坑 2号 (Ⅱ ―第129図 、Ⅱ―写真図版152)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ r21グ リッドに位置する。国道45号法面の造成に伴い

破壊を受け、一端の底面付近のみ残存 していた。

<平面形・規模 >サブ トレンチで南側を破壊 してしまったが、平面形は円形と推定される。開口部径

(161)cm、 底部径 (156)cm、 深さ25cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体に西壁際に壁の崩壊土 と判断される明黄褐色シル トが堆積する。黒褐色

シル ト中には黄褐色ロームや炭化物が混入することから、人為層で、併せて人為堆積 と推定 される。

<壁・底面 >壁は浅皿状にわずかに残存するのみである。本来はフラスコ状を呈 していた可能性が高

い。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器0.03kg(不 掲載)が出土 している。出上 している土器片は、何れも小片で詳細な時

期は特定でず、また流れ込みの可能性が高い。

<時期>重複遺構は無 く、また出土土器からは時期を特定できない。近接するB Ⅱ r21土坑 1号 と規

模などが類似することから、同土坑と同じ中期中葉力持Ⅷ期以前に廃絶されたと推定 してお く。

1l B Ⅱ r22土坑 1号 (Ⅱ ―第130図、Ⅱ―写真図版152)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ q22グ リッドに位置する。地山ロームで検出 した。

<平面形・規模 >ほぼ円形で、開口部径158× 144cm、 底部径 185× 176cm、 深さ76cmである。

<埋土>西方向から流入 した自然堆積層 と推定され、壁際には壁の崩壊土が堆積する。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。
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<出土遺物 >土器0 63kg、 石器 1点 (磨石不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第227図、Ⅳ一写真図版208)土器 3点掲載 (No3930～ 3932)。

<時期 >出土土器は中期中葉大木 8a式と中期末葉大木10式 である。中期末葉力持�期以前に廃絶 さ

れたと推定される。

12 B Ⅱ r23土坑 1号 (Ⅱ ―第130図、Ⅱ―写真図版152)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r23グ リッド北側に位置する。現況は西～東に傾斜する

斜面地で、責褐色ローム層上面で半月状に広がる黒色シル トを検出し、認知 した。旧地形は、急傾 を

呈する部分であ り、斜面下方側は消失 している。

<平面形・規模 >上記のとお り東側は流出している。本来の平面形・規模は不明であるが、残存する

部分からの連続性で推定すると、平面形は円形で、開口部径133cm、 底部径127cm前後 と思われる。

深さは14cmで ある。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とし、黄褐色ロームブロックが混入する。残存部は浅 く定かではないが、

西方向から流入 した自然堆積層 と考えられる。

<壁 ・底面>壁は西壁付近のみわずかに残存 し、外側へ と膨らむ形を呈する。底面は平坦である。断

面形分類はE類である。

<出土遺物 >底面付近で、土器小片が出上 している。小片であるが円筒上層 b～ c式 と推定 された

(不掲載)。

<時期 >出土土器から中期前葉力持Ⅶ期に廃絶されたと推定される。

13 B I r23土坑 2号 (エ ー第130図、Ⅱ―写真図版153)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r23～ s23グ リッドに位置する。現況は西～東に傾斜す

る斜面地に立地 し、Ⅷ層黄褐色ロームで検出した。

<平面形・規模 >楕円形で、開口部径 (163× 95)cm、 底部径 (143× 91)cm、 深さ28cmである。

<埋土>黒褐～暗褐色シル トを主保 とする。人為堆積 と判断される。土器は、埋土上位の la層から

主体的に出土 している。

<壁・底面 >壁はビーカーに直線的に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はF類 とするが、

本来はフラスコ形であつた可能製が高い。

<出土遺物 >土器 1.32kg、 石器 2点 (内訳 :石鏃 1点、コアBl点 )な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第227図 、Ⅳ一写真図版208)土器 2点掲載 (No3933・ 3934)。

石器 :(Ⅲ ―第371図 、Ⅳ一写真図版320)石鏃 1点 (No7070)。

<時期 >出土土器から前期後葉力持 V期円筒下層 c式以前に廃絶されたと推定される。

14 B Ⅱ r24土坑 1号 (Ⅱ ―第131図、Ⅱ一写真図版153)(030520)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r24グ リッド北側に位置する。西～東に傾斜する斜面地

に立地 し、黄褐色ローム層上面で検出した。

<平面形・規模 >斜面地に立地するためか、本遺構の東側は削平を受けてお り平面形は不明である。

残存する西側か ら、円形を呈すると推定 される。開口部径 (172)cm、 底部径 (177)cm、 深 さ

27cmである。

<埋土>黒～暗褐色シル トを主体とする。西方向から流入 した自然堆積層 と判断された。
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<壁・底面>壁は西壁底面付近のみ残存するが、オーバーハングする断面形フラスコ状を呈する。底

面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器2.68kg、 石器 4点 (内訳 :石匙 l点、不定形石器 1点、磨石 2点 )な どが出上 して

いる。

上器 :(Ⅲ ―第227図 、Ⅳ―写真図版208)土器 4′点掲載 (No3985～ 3938)。

石器 :(Ⅲ ―第37i・ 465図、Ⅳ―写真図版 320・ 379)不定形石器 1点 (No7071)、 磨石 2点 (No

8115・ 8116)。

<時期 >出土土器から前期末葉力持Ⅵ期円筒下層 d2式以前に廃絶されたと推定される。

15 B Ⅱ r24土坑 2号 (エ ー第131図、エー写真図版153)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r24・ s24グ リッドに位置する。Ⅷ層黄褐色ローム層で

検出した。

<平面形・規模 >円形で、開田部径 (180× 166)cm、 底部径 (214× 175)cm、 深さ80cmで ある。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする西方向から流入 した自然堆積層である。遺物は最上位に堆積する

1層 から主体的に出上 している。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈 し、底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器 1.65kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 2点、尖頭器 2点 )、 琥珀0。29gな どが出土 してい

る。

土器 :(Ⅲ 一第228図 、Ⅳ―写真図版208)土器 8点掲載 (No3939～ 3946)。

石器 :(Ⅲ ―第37i図 、Ⅳ―写真図版320)石鏃 2点 (No7072・ 7073)、 尖頭器 2点 (No7074・ 7075)。

<時期 >出土土器は前期前葉～前期末葉及び中期初頭である。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期に廃絶さ

れたと推定される。

16 B Ⅱ r24土坑 3号 (Ⅱ ―第131図、エー写真図版154)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r25's24・ s25グ リッドに位置する。黒褐色シル ト中

で検出した。東側は重機で入れたサブ トレンチで破壊 している。

<新旧関係>B Ⅱ r24土坑 4号、B I s24土 坑 1号より新 しく、B Ⅱ s25土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >円形と推定される。開口部径 (125)cm、 底部径 (107)cm、 深さ56cmで ある。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。 3層 は壁の崩壊土と判断される。西方向から流入 した自然堆積

層である。

<壁・底面>断面形は略フラスコ状を呈 し、底面はほぼ平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物>1層 より土器1.41kgが出土 している。

土器 i(Ⅲ ―第228図 、Ⅳ―写真図版208)土器 6点掲載 (No3947～ 3952)。

<時期 >出土土器から前期前葉力持Ⅲ期に廃絶されたと推定される。また、出土土器から相対的に

To―Cuよ り古いと捉えられる。

17 B Ⅱ r24土坑 4号 (Ⅱ ―第131図、Ⅱ―写真図版154)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r24・ r25グ リッドに位置する。東側は重機で入れたサ

ブ トレンチで破壊 している。
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<新旧関係 >B Ⅱ r24土坑 3号 より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定され、開口部径 (130)cm、 底部径 (76)cm、 深さ60cmである。

<埋土 >21～ 23層 が本遺構の埋土である。マサ上の含有率が15%と 非常に高い黒褐色シル トを主体 と

する。人為堆積である。

<壁・底面 >断面形は間口が広いロー ト状を呈する。ただし、中端より下端が広がることから、広義

のフラスコピットと捉えられる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >21層 より土器0.44kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第228図 、Ⅳ―写真図版208)土器 4点掲載 (h3953～ 3956)。

<時期 >重複遺構 との関係からは前期前葉 より古い。出土土器は前期前～中棄である。前期前葉力持

Ⅲ期に廃絶されたと推定される。併せて、相対的にTo―Cuよ り古いと捉えられる。

18 B Ⅱ r25土坑 1号 (Ⅱ 一第132図、Ⅱ―写真図版154)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東側のB Ⅱ r25グ リッドに位置する。検出状況は、 B Ⅱ r25住居

跡 1号の精査時に本遺構 とB Ⅱ r25土坑 2号が確認された。この周辺は遺構の重複が激 しいと予想さ

れたため、B Ⅱ r25住居跡 1号の上層ベル トを延長 して、 トレンチ沿いにサブ トレンチを入れ、土層

の断面観察から認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 2号、B Ⅱ r25土坑 7号 より新 しい。また、重複関係は確認で きなかった

が、南東狽1に あるB Ⅱ r25土坑 6号 より古いと思われる。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部径 131× 122cm、 底部径132× 128cm、 深 さ36cmで あ

る。

<埋土 >マサ土が 3～ 50/O混入する黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形略フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はB類である。

<付属施設>埋土上位において、立石 ?の可能性がある礫を検出した。

<出土遺物 >底面から一括土器が出土 している。

土器11.68kg、 石器 5点 (内訳 :磨石 4点、台石 1点 )、 石製品 1点 (石棒類不掲載)な どが出上 し

ている。

土器 i(Ⅲ ―第228図 、Ⅳ一写真図版209)土器 5点掲載 (No3957～ 3961)。

石器 :(Ⅲ ―第465図、Ⅳ―写真図版379)磨石 3点 (No8117～ 8119)。

<時期 >底面で確認された土器から、前期末葉力持Ⅵ期 (円筒下層 dl式)に廃絶された と推定され

る。

19 B Ⅱ r25土坑 2号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版155)

<位置・検出状況>調査区中央部北東側のB Ⅱ r25グ リッドに位置する。B Ⅱ r25土坑 1号の精査中

に認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ r25土坑 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 156× 126cm、 底部径161× 139cm、 深 さ45cmで あ

る。

<埋土>埋土上～中位は黒褐色シル トを主体 とし、下位に炭化物を含む黄褐色シルティーロームの堆

積がみられる。堆積様相からは、比較的短い時間で人為的に埋め戻されたと推定される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。
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<出土遺物 >1層 と6層 から土器1,71 kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、野一写真図版209)土器 1点掲載 (No3962)。

<時期>出土土器は中期前葉が出上 しているが、重複遺構との関係から前期末葉より古い。前期末葉

力持Ⅵ期以前に廃絶されたと推定される。

20 B Ⅱ r25土坑 3号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版155)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側で調査区境のB Ⅱ r25グ リッドに位置する (B Ⅱ r25住居跡

1号の西側 )。 検出状況は、B Ⅱ r25住居跡 1号の南―北ベル トを除去後、黄褐色ロームの崩落土 と

思われる埋土を平面的で掘 り下げた際、円形に広がる暗褐色シル トの広が りを検出し、認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 8号・B Ⅱ s25土坑1号 より新 しく、B Ⅱ r25住居跡 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 132× 107cm、 底部径101× 90cm、 深 さ42cmで あ

る。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。壁際には、責褐色シルテイーロームの壁崩壊上がみられる。西

方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形浅鉢状を呈する。底面はやや丸底気味である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器3 33kg、 石器 1点、石製品 1点 (不明石製品不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、Ⅳ―写真図版209)土器 6点掲載 (No3963～ 3968)。

石器 :(Ⅲ ―第466図 、Ⅳ―写真図版379)磨石 1点 (No8120)。

<時期 >出土土器から中期中葉力持 lull期 (大木 8a式)以前に廃絶されたと推定される。

21 B Ⅱ r25土坑 4号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版155)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側調査区境のB Ⅱ r25。 s25'BⅢ rloslグ リッドに位置

する。検出状況は、B Ⅱ r25住居跡 1号の東西ベル トの観察から本遺構及びB Ⅱ r25土坑 5号を認知

した。

<新旧関係 >B Ⅱ r25土坑 5号・B Ⅱ r25住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径120× 110cm、 底部径■7× 113cm、 深 さ58cmであ

る。

<埋土>人為堆積層と推定される。また、底面はローム上で整地された可能性がある。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はやや凹凸がある。断面形分類はA2類である。

<出土遺物 >土器1 23kg、 石器 3点 (内訳 :石匙 1点、不定形石器 1点、磨石 1点)な どが出上 して

いる。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、Ⅳ一写真図版209)土器 3点掲載 (No3969～ 3971)。

石器 :(Ⅲ 一第37i・ 466図 、Ⅳ一写真図版320・ 379)石匙 1点 (No7076)、 磨石 1点 (No8121)。

<時期 >出土土器から前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

22 B Ⅱ r25土坑 5号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版155)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東側のB Ⅱ r25グ リッドに位置する。 B Ⅱ q25列石 1号の付近か

ら南に向かって巨礫 (花商岩)が混入する基本層序Ш層相当の黒色シル トが厚 く堆積するが、それを

除去 した段階で検出した。なお、顕著にみられる巨礫は、土石流的な現象に起因すると考えられる。

<新旧関係 >B Ⅱ r25住居跡 1号、B Ⅱ r25土坑 4号、B Ⅱ r25土坑 8号より古い。
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<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 130× 95cm、 底部径 146× 122cm、 深 さ65cmで あ

る。

<埋土>第 Ⅱ分冊第132図 11～ 19層 が本遺構に伴 う堆積土である。埋土上～下位 まで黒褐色シル トを

主体に、黄褐色ロームが混在する。人為堆積層 と推定される。なお、北東底面付近に暗褐色シル トが

混入する責褐色ロームがみられるが、意図的な整地上 と判断された。状況から本遺構 より新 しいBΠ

r25土坑 4号を構築する際に、同土坑の壁の補強をした際の整地行為に伴 うと考えられる。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は西から東に向かってやや傾斜する可能性が高い。

断面形分類はB類である。

<出土遺物 >土器0.63唯が出上 している。

土器 i(Ⅲ 一第229図 、Ⅳ―写真図版209)土器 2点掲載 (No3972。 3973)。

<時期 >重複遺構 との関係から力持Ⅳ期若 しくはそれより新 しく、力持Ⅵ期より古いことがわかる。

また、出土土器は前期前～中葉であることから力持Ⅳ期に廃絶されたと推定される。

To―Cu降下時期 との新旧関係は、厳密には不明であるが新 しい可能性が高い。

23 B Ⅱ r25土坑 6号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版156)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のB Ⅱ r25グ リッドに位置する。B Ⅱ r25住居跡1号の精査

時に検出した。なお、精査はB Ⅱ r25住居跡1号 に先に着手 したが、後に本遺構の方が新 しいことを

確認 した。プラン東側は土層確認 トレンチで破壊 してしまった。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 7号、B Ⅱ r25住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (125)cm、 底部径 (80)cm、 深さ38cmである。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とする。西方向から流入 した自然堆積 と推定されたが明確ではない。

<壁・底面>壁は断面形ビーカーに近い形状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類で

ある。

<出土遺物>土器0.36kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、Ⅳ―写真図版209)土器 2点掲載 (No3974・ 3975)。

<時期 >出土土器から前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

<特記>形状が周囲のフラスコ型土坑 と異なり、ビーカー状を呈 している。

24 B Ⅱ r25土坑 7号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版156)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東側のB Ⅱ r25グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 1・ 6号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形と推定される。開口部径 (120)cln、 底部径 (104)cm、 深さ33mである。

<埋土 >ほぼ水平堆積であるが、責褐色のシルティーロームがまばらに各層に混入することから、人

為により短い時間で埋め戻された可能性が考えられる。

<壁・底面>壁は断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.38kg、 石器 3点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第229図 、Ⅳ一写真図版209)土器 2点掲載 (No3976・ 3977)。

石器 :(Ⅲ 一第37i・ 466図 、Ⅳ―写真図版 320・ 379)不定形石器 1点 (No7077)、 磨石 2点 (No

8122・ 8123)。

<時期>重複遺構との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期前～末葉 と推定されるが、詳細な時

-201-



2 土坑

期を特定できない。前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定されるが明確ではない。

25 B Ⅱ r25土坑 8号 (Ⅱ ―第132'133図 、Π―写真図版156)

<位置・検出状況>調査区中央部北東側のB Ⅱ r25・ BⅢ rlグ リッドに位置する。

<新旧関係 >北側で接するB Ⅱ r25土坑 5,9号 より新 しく、B Ⅱ r25土坑 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径162× 132cm、 底部径 140× ■lcm、 深さ34cmであ

る。

<埋土>黒褐色シル トと暗褐色シル トを主体に、壁際に責褐色ロームなどの地山土 (壁 の崩壊土)の

堆積がみられる。西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は北 。東 。南壁は直立気味で断面形ビーカー状を呈するが、西壁はオーバーハングす

る断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。土坑上部が破壊さ

れている状況を加味すると、本来は壁全周がフラスコ状であつた可能性が高い。

<出土遺物 >土器0.49kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、Ⅳ一写真図版2iO)土器 4点掲載 (No3978～ 3981)。 埋土下位で一括気味に出

土 している。

<時期 >出土土器から前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定される。To Cu降下時期との新

旧関係は不明であるが、古い可能性が高い。

26 B Ⅱ r25土坑 9号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版156)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のB Ⅱ r25。 BⅢ rlグ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 4・ 5。 8号 より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (125)cm、 底部径 (121)cm、 深さ179cmである。

<埋土>暗褐色シルティーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁 は東側がやや外傾 し、西壁はオーバーハングする。底面はほぼ平坦である。断面形分

類はE類である。重複遺構により破壊が著 しい状況から明確ではないが、本来はフラスコ状を呈 して

いた可能性が高い。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土土器はないが、重複遺構 との関係から力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくはそれより古い。併せて、

To―Cu降下時期より古い可能性が高い。

27 B Ⅱ r25土坑10号 (Ⅱ ―第132図、Ⅱ―写真図版156)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のB Ⅱ r25・ BⅢ rlグ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ r25住居跡1号・B Ⅱ s25土坑1号 より新 しい。

<平面形・規模 >円形と推定される。開口部径 (94)cm、 底部径 (78)cm、 深さ30cmである。

<埋土 >黒褐色シル トと黄褐色ロームで構成される。人為堆積層である。

<壁・底面 >壁は断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器1.08kg、 琥珀1.47gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第229図 、Ⅳ一写真図版2]0)土器 2点掲載 (No3982,3983)。

<時期 >出土土器から中期中葉力持Ⅷ期に廃絶されたと推定される。
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28 B Ⅱ s19土坑 1号 (Ⅱ ―第133図、Ⅱ―写真図版156)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ s19グ リッドに位置する。検出状況は重機による表土

除去後に検出した。

<平面形・規模 >楕円形で、開田部径182× 142cm、 底部径146× 101cm、 深さ47cmで ある。

<坦土>暗褐色シル トと黒褐色シル トが混在する。各層 ともマサ上の合有率が高い特徴が看取 される。

埋土上～中位は人為堆積で、埋上下位の13・ 望層 は西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >時期不明である。

29 B I s19土坑 2号 (Ⅱ ―第133図、Ⅱ―写真図版157)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ s19グ リッドに位置する。検出状況は重機による表土

除去後に検出した。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径 125cm、 底部径135× ■5cm、 深 さ47cmであ

る。

<埋土 >にぶい黄褐色シル トを主体 とする。最下位の 7層 は西方向から流入 した自然堆積層で、それ

より上位は人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は直線的に立ち上がるが、一部オーバーハングする。底面はほぼ平坦である。断面形

分類はE類である。

<付属施設>底面で副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >時期不明である。

30 B Ⅱ s19土坑 3号 (Ⅱ ―第133図、Ⅱ―写真図版157)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ s19グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径123× 115cm、 底部径163× 135cm、 深さ131cmである。

<埋土 >マサ上が約10%混入する黒褐～暗褐色土を主体 とする。また、壁の崩壊に伴 う地山系の上 も

見 られる。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。特に西側はオーバーハングが著 しい。底面はほぼ平坦

である。断面形分類はDl類である。

<出土遺物 >土器0.05kgが出土 している。

上器 :(Ⅲ 一第230図 、Ⅳ一写真図版210)土器 2点掲載 (No3984。 3985)。

<時期 >出土土器は前期末葉であるが、土層 とともに自然に流れ込んだと捉えられる。力持Ⅵ期 より

古い時期に廃絶されたと推定されるが明確ではない。

31 B Ⅱ s20土坑 1号 (Ⅱ ―第128図、Ⅱ―写真図版157)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ s20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ s20住居跡 2号 より古い。

<平面形 。規模 >楕円形で、開口部径159× 116cm、 底部径162× 118cm、 深さ107cmである。

<埋土 >斜面上方側からの堆積の流れが窺われ、各所に壁の崩壊に伴 う地山ロームが見 られる。自然
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堆積である。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0.20kgが 出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第230図、Ⅳ一写真図版2iO)土器 2点掲載 (No3986・ 3987)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は前期前～中葉と推定されるが、詳細な時

期を特定できない。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定されるが明確ではない。

32 B I s20土坑 2号 (Ⅱ ―第128図、Ⅱ―写真図版157)

<位置・検出状況>調査区中央部北西側のB Ⅱ s20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ s20住居跡 2号、B Ⅱ t20住居跡 2号 より古い。

<平面形・規模 >楕円形を呈する。開口部径 180× 145cm、 底部径145× 190cm、 深さ123cmである。

<埋土>黒褐色シル ト、暗褐色シル ト、責褐色ロームにより構成 される。責褐色ロームは壁の崩壊に

伴 うと判断される。西方向から流入 した自然堆積層を主体に一部人為層が介在すると推定されるが、

明確ではない。

<壁・底面 >壁は、断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はDl類であ

る。

<出土遺物 >土器0.04kg、 琥珀1.21gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第230図、Ⅳ一写真図版2iO)土器 2点掲載 (No3988・ 3989)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は前期中葉の可能性があるが特定できない。

近接する遺構などから前期中葉力持Ⅳ期に廃絶されたと推定される。To Cuと の新旧関係 も明確には

不明であるが、古い可能性が高い。

33 B I s20土坑 3号 (Ⅱ ―第128'129図 、Ⅱ―写真図版158)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側斜面部のB Ⅱ s20グ リッドに位置する。検出状況は、法面の

上層観察から暗褐色シル トを主体 とする円形の埋土を確認 し、認知 した。

<新旧関係 >厳密には重複 しないが、B Ⅱ s20土坑 2号 より古いと考えられる。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径 (105)cm、 底部径 (85)cm、 深さ56cmであ

る。

<埋土>黒掲色シルトと褐～黄褐色シルティーロームにより構成される。シルティーローム系は壁の崩

壊に伴うと判断される。また、土坑の底部の3b層 に災化物の広がりが確認された。埋土全般的には西

方向から流入した自然堆積層と捉えられるが、最下位の3b層 は投げ捨てられた人為層と判断される。

<壁・底面>壁は断面形ビーカー状を呈するが、本来はフラスコ状の可能性が高い。底面はほぼ平坦

である。断面形分類はG類である。

<付属施設>底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物>前期と推定される摩滅した土器小片が数点出土している。

<時期>出土遺物からは時期を特定できない。重複遺構も無 く、時期は不明である。埋上の様相や近

接する遺構の時期からは、前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。
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34 B I s21土坑 1号 (Ⅱ ―第128・ 129図、Ⅱ―写真図版158)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ s21グ リッドに位置する。現代の人工改変により、土

坑上部及び東側は削平を受ける。よって、地山面で検出されたが、本来の構築面はさらに上位 と推定

される。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (117)cm、 底部径 (149)cm、 深さ99cmで ある。

<埋土>責褐色の砂質シル ト・ロームなどが混在 している。埋上の堆積様相からは、壁際にみられる

褐色ロームや暗褐色ローム質砂質土は壁の崩壊に伴うと判断される。西方向ら流入 した自然堆積層 と

推定される。

<壁・底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物>土器12.41g、 石器 4点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第230図 、Ⅳ―写真図版210)土器 9点掲載 (No3990～ 3998)。

石器 :(Ⅲ ―第37i図 、Ⅳ―写真図版320)石鏃 3点 (No7078～ 7080)、 石箆 1点 (No7081)。

<時期 >出土土器の主体は中期前葉円筒上層 b～ c式であることから、中期前葉力持Ⅶ期に廃絶され

たと推定される。

35 B Ⅱ s21土坑 3号 (Ⅱ ―第134図 、Ⅱ―写真図版159)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ t21グ リッドで、黄褐色ローム面でプランを検出した。

<新旧関係>B Ⅱ r21住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ t20住居跡 4～ 6号、B Ⅱ s21土坑 7・ 8号 より

古い。

<平面形・規模 >平面形は不整円形を呈する。開口部径 (186× 171)cm、 底部径 (143)cm、 深さ

109cmである。

<埋土 >黒～暗褐色シル ト主体で、西方向から流入した自然堆積層 と判断される。

<壁・底面 >壁は北側で残存する。緩やかに外へ と開きながら立ち上がる。底面はローム面で、平坦

ではなく少 し窪む。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >埋土中位の 5層 から土器、炭化物、琥珀砕片が多 く出土 している。

土器 1.39kg、 石器11点 (内訳 :石鏃 4点、不定形石器 2点、磨石 1点、敲石 2点、砥石 1点、礫器

1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第23千 図、Ⅳ一写真図版2i])土器 8点掲載 (No3999～ 4006)。

石器 :(Ⅲ ―第 372・ 466図、Ⅳ―写真図版 320・ 380)石鏃 4点 (No7082～ 7085)、 敲石 1点 (No

8124)。

<時期>重複遺構 との関係は前期末葉若 しくはそれより古い可能性がある。出土土器は円筒下層 d式

を主体 とする。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

36 B Ⅱ s21土坑 4号 (Ⅱ ―第134図 、Ⅱ―写真図版158)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ s21グ リッド南側に位置 し、一部B Ⅱ t21グ リッドにかか

る。急斜面で検出した。フラスコピツトと推定されるが、削平のため上部は大幅に破壊を受けている。

<新旧関係>B Ⅱ t20住居跡 4～ 6号、B Ⅱ s21土坑 7号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形を基調 とする。開口部径 (173× 147)cm、 底部径 (180× 131)cm、

深さ55cmで ある。

<埋土>黒～暗褐色シル トを主体 とする。西方向から流入した自然堆積層 と推定 される。

-205-



2 土坑

<壁・底面>壁は、底部からぶ くらみながら立ち上が り、検出面付近でやや窄まる。底面は平坦であ

る。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器0.28kg、 石器 1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第231図、Ⅳ―写真図版21i)土器 6点掲載 (No4007～ 4012)。

石器 :(Ⅲ ―第466図、Ⅳ―写真図版380)砥石 1点 (No8125)。

<時期 >重複遺構 との関係や出土土器か
・
ら、前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

37 B I s21土坑 5号 (Ⅱ ―第134図 、Ⅱ―写真図版158)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ s21グ リッドの北側に位置する。

<新旧関係>B Ⅱ s21土坑 6号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は開口都・底面 ともに円形である。開口部径195× 161cm、 底部径 182×

151cm、 深さ82cmである。

<埋土>黒褐色シル ト、暗褐色シル トを主体 とする。埋土中に壁の崩壊に伴 う黄褐色地山ロームを多

量に含む層が見 られる。西方向から流入した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は東壁の一部を除き、ほぼ検出できた。壁は、底面から約15cm上 までは黄褐色地山

ロームで、それより上はV～Ⅵ層相当の黒褐色シル トにより構成される。ほぼ垂直に立ち上がってい

る。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面で副穴 1基 と溝 4条を検出した。副穴は底面ほぼ中央に位置 し、径33cmの円形 を

呈する。埋土は黒褐色シル ト主体で土坑の埋土と比べ しまりが疎である。溝は副穴から東西南北方向

から壁に向かって延びるが、南側の溝だけ途中で切れる。溝の深さは約 3cm、 断面は半円状を呈す

る。溝内に小穴が見られたが、遺構に伴うものではないと判断した (木根 ?)。 また西壁際でピット

1基を検出したが、これは本遺構の壁を壊しており、本遺構に伴うものではないと推定される。

<出土遺物>8層 を中心に上器0,7kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、コアBl点 )、 石製品 1点

などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第23i図、Ⅳ―写真図版2il)土器 4点掲載 (No4013～ 4016)。

石器 :(Ⅲ 一第372図、Ⅳ一写真図販320)不定形石器 1点 (NQ7086)。

石製品 :(Ⅲ 一第505図、Ⅳ一写真図版413)石棒類 1点 (No8679)。

<時期 >出土土器から前期前～中葉期力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定される。

38 B I s21土坑 6号 (Ⅱ ―第134図 、Ⅱ―写真図版158)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ s21グ リッドの北側に位置する。B Ⅱ s21土坑 5号の北

壁際で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ s21土坑 5号 より古い。

<平面形 。規模 >西壁際の一部のみしか残存せず、また底面 も不明で、平面形・規模 ともに明確では

ない。残存する吉卜分では、開口部径230× 200cm、 底部径210× 200cm、 深さ66cmで ある。

<埋土>残存する西壁部分に堆積する埋土は、黒褐色シル トが主体で、締 り密・マサ土を多量に含む。

西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁 。底面>西壁の一部のみ残存 している。やや外へ開きながら立ち上がる。底面は明らかではない。

重複するB Ⅱ s21土坑 5号の底面の方が本遺構よりも深いので、本遺構の底面は概ねB Ⅱ s21土坑 5

号に壊されている。ただし、B Ⅱ s21土坑 5号の東側で本遺構の埋土が確認されることが、本遺構の
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Ⅳ 検出された遺構

底面は西から東に向かい緩やかに傾斜 していると推定される。断面形分類はG類 としたが、本来はフ

ラスコ形の可能性 も考えられる。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前～中葉若 しくはそれ以前に廃絶されている。状況から力持Ⅲ～

Ⅳ期と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期 より古いと判断される。

39 B I s21土坑 7号 (Ⅱ ―第134図、Ⅱ―写真図版159)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t21グ リッドに位置する。B Ⅱ s21土坑 4号の底面付近

で、径20cm大の花筒岩が集中して検出され、それとともに本遺構のプランを確認 した。先に精査 に

着手 したのはB Ⅱ s21土坑 3・ 4号であるが、本遺構が新 しいことが精査途中で判明した。

<新旧関係>B Ⅱ r21住居跡 1号、B Ⅱ s21土坑 3・ 4・ 8号より新 しく、B Ⅱ t20住居跡 4～ 6号

より古い。

<平面形・規模 >B I s21土坑 3号・ 4号を精査する際、本遺構を壊 してしまい、平面形は不明であ

る。残存する底面からは不整楕円形を呈するものと考えられる。残存部からは、開口部径126× 77cm、

底部径125× 95cm、 深さ55cmで ある。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とし、上記 した径20cm大の花商岩 (加工の痕跡はなく自然礫である)

が集中してみられ、人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は西側で一部残存するのみで、フラスコ状を呈する。底面はローム面で、ほぼ平坦で

ある。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >土器0.46kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第231図 、Ⅳ一写真図版211)土器 4点掲載 (No4017～ 4020)。

<時期>重複遺構 との関係や出土土器から、前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

40 B I s21土坑 8号 (Ⅱ ―第135図、Ⅱ―写真図版159)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t21グ リッドに位置する。B Ⅱ s21土坑 7号の底面でプ

ランを確認 した。

<新旧関係>B Ⅱ r21住居跡 1号・B Ⅱ s21土坑 3号より新 しく、B Ⅱ t20住居跡 4～ 6号、BⅡ s

21土坑 7号 より古い。

<平面形・規模 >B Ⅱ s21土坑 7号に本遺構の上部が壊されてお り、平面形は不明確である。開口部

径150× 148cm、 底部径 128× 123cm、 深さ140cmである。

<埋土>埋土上～下位にかけて主に黄褐色ローム (黒褐色シル トを少量含む)が堆積 し、底面付近は

黒褐色シル ト主体で黄褐色ロームが混 じる。埋土上～下位は人為堆積で、下位～底面にかけては自然

堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は上部に上がるほど狭まり、底面が膨 らむフラスコ形を呈する。底面は平坦である。

断面形分類はE類である。

<出土遺物 >遺物は 7層 と16層から土器0.21kg、 石器 1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第231図 、Ⅳ一写真図版2ii)土器 4点掲載 (No4021～ 4024)。

石器 :(Ⅲ 一第372図 、Ⅳ―写真図版320)石鏃 1点 (No7087)。

<時期 >重複遺構 との関係や出土土器から、前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。
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41 B I s24土坑 1号 (Ⅱ ―第131図 、Ⅱ―写真図版154)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ s24～ s25グ リッドに位置する。斜面下方側 となる東側

は消失 している。

<新旧関係>B Ⅱ r24土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (110)cm、 底部径 (105)cm、 深さ58cmである。

<埋土>第 Ⅱ分冊第131図 C― C'土層断面の11～ 16層 が本遺構に伴 う堆積層で、黒褐色 シル トを主

体 とする。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面>残存する東壁は、オーバーハングするフラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断

面形分類はB類である。

<出土遺物 >土器3.59kg、 石器 2点 (内訳 :石鏃 1点、力持型スクレイパー 1点 )、 石製品 1点、琥

珀1.31gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第231図 、Ⅳ一写真図版21i)上器 7点掲載 (No4025～ 4031)。

石器 i(Ⅲ 一第372図 、Ⅳ―写真図版320)力持型スクレイパー 1点 (No7088)。

石製品 :(Ⅲ 一第506図 、Ⅳ―写真図版413)石棒類 1点 (No8680)。

<時期 >重複遺構 との関係からは前期前葉より古い可能性が高い。出土土器は前期前～末葉である。

前期末葉土器は異時期の混在 と捉え、前期前葉力持Ⅲ期に廃絶されたと推定 しておく。

42 B I s24土坑 2号 (Ⅱ ―第131図、Ⅱ―写真図版159)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ s24～ s25グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 (179× 140)cm、 底部径 (180× 157)cm、 深さ

65cmで ある。

<埋土>黒掲～黒色シル トを主体に、壁際に黄褐色ローム (地山土)力S堆積する。西方向から流入 し

た自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器1.53kg、 琥珀0.1l gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第232図 、Ⅳ―写真図版21i～212)土器 7点掲載 (No4032～ 4038)。

<時期 >出土土器は前期後葉を主体とする。前期後葉力持V期 に廃絶されたと推定される。

43 B I s25土坑 1号 (I― 第132・ 133図、コー写真図版160)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ r25～ s25グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ r25土坑 3・ 10号 より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (115)cm、 底部径 (92)cm、 深さ80cmである。

<埋土 >黄褐色ロームが少量混入する黒掲～暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定 された。

埋土上位の 1層 からは円筒下層 d式 ?と 大木 7b式、埋上下位の 7層 から大木 5式 ?や円筒下層 d

式 ?が出土 している。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物 >遺物は 1層 と7層から主体的に出土 している。

土器4,72kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第232図 、Ⅳ一写真図版212)土器 5点掲載 (No4039～ 4043)。

石器 :(Ⅲ ―第372図 、Ⅳ一写真図版320)不定形石器 1点 (No7089)。
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<時期 >重複遣構 との関係からは中期中葉より古い。出土土器は前期後葉～中期前葉が出土 している。

前期末葉～中期前葉力持Ⅵ～Ⅶ期に廃絶されたと推定される。

44 B I s25土坑 2号 (Ⅱ ―第135図、Ⅱ―写真図版160)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB Ⅱ s25グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ s25土坑 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >円形である。開口部径136× 128cm、 底部径187× 178cm、 深さ189cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体に責掲色ロームが混 じる。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は内傾 して立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分

類はAl類である。

<付属施設>底面で副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器2 48kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 2点 )、 琥珀009gな どが出上 して

ヤゝる。

土器 :(Ⅲ 一第232図、Ⅳ―写真図版2i2)土器 9点掲載 (No40型～4052)。 7層 を中心に出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より新 しい。出土土器は前期末葉 と中期中葉が出土 している。

中期中葉力持Ⅷ期以前に廃絶されたと推定される。

45 B I s25土坑 3号 (Ⅱ ―第135。 136図 、コー写真図版160)

<位置・検出状況 >調査区中央部北側のB I s25グ リッド (B Ⅱ s25土坑 2号の北側)に位置する。

平面プランは当初土坑 1基 と想定されたが、半載 した結果、土坑 2基の重複と判明した。古い土坑を

本遺構 とし、新 しい土坑をB Ⅱ s25土坑 2号 とした。

<新旧関係 >B Ⅱ r24土坑 3号 ・B Ⅱ s24土坑 1号 より新 しく、B Ⅱ s25土坑 2号 より古い。なお、

B Ⅱ s25土坑 4号 との新旧関係は不明である (※精査時は本遣構が新 しいと判断したことから、遺構

配置図などにはその旨図示 している)。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形を呈する。開田部径 (185)cm、 底部径 (170× 140)cm、 深 さ

33cmを 測る。ただし、検出状況から本遺構はフラスコピットのような土坑であったものが、大幅に

削平を受け、底部付近のみが残存 したものと推測される。

<埋土 >黒褐色シル ト主体で、西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面>西壁がやや緩やかに広が りながら立ち上がるが、その他の部分ではほぼ直立する。底面

は責褐色ローム面でほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >2層 を中心に土器5,14kg、 石器 9点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、不定形石器 1点、磨

石 5点、コアBl点 )、 琥珀0.32gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第233図 、Ⅳ―写真図版2i2)土器11点掲載 (陥4053～ 4063)。

石器 :(Ⅲ ―第372・ 466図 、Ⅳ―写真図版320・ 380)石匙 1点 (No7090)、 磨石 1点 (No8126)。

<時期 >出土遺物から前期末葉力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

46 B I s25土坑 4号 (Ⅱ 一第135・ 136図、Ⅱ―写真図版160)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のB Ⅱ s25グ リッドに位置する。B I s25土坑 3号の精査時

に検出した。

<新旧関係 >B I s25土坑 3号 と重複するが、新旧関係は明確ではない。精査時は本遣構が古い と判
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断したが、出土遺物から本遺構が新 しい可能性が高い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形を呈する。ただし、B Ⅱ s25土坑 3号同様に、本遺構 も大幅に削

平を受け、底部付近のみが残存 したものと推定 される。開口部径 (88)cm、 底部径 (35)cm、 深 さ

28cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 し、11～ 15層 に細分される。西方向から流入 した自然堆積層である。■

層から二次堆積 と推定されるTo―Cu(にぶい黄橙色で本稿のB2種)が小ブロック状に散在 してみら

れた。ただし、TO―Cuの堆積様相からは後世の流れ込みの可能性が高い。

<壁・底面>壁は、B Ⅱ s25土坑 3号精査時に破壊 した西壁の一部を除き、ほぼ全周する。壁は緩や

かに広が りなが ら立ち上がる。北側で段上気味を呈する。底面は黄褐色ローム面でほぼ平坦である。

断面形分類はG類である。

<付属施設>底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >遺物は11層 を中心に土器0.12kgが 出土 している。土器は前期前葉 と中期前葉の小片が出

上 している。

土器 :(Ⅲ ―第233図 、Ⅳ―写真図版213)土器 2点掲載 (No4064・ 4065)。

<時期>重複遺構 との新旧関係は明確ではない。出土土器は中期前葉と推定されることから力持Ⅶ期

に廃絶された可能性が高い。

47 B I s25土坑 5号 (Ⅱ ―第135'136図 、Ⅱ―写真図版161)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のB Ⅱ s25グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >精円形を呈する。開口部径185× 105cm、 底部径92× 72cm、 深さ17cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とし、壁際下位に暗褐色シル トが入る。西方向から流入 した自然堆積層

と推定されるが明確ではない。

<壁・底面 >壁はタト傾気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.16kg(不掲載)が出土 している。

<時期 >出土土器は小片で詳細時期を特定できないが、前期末葉 と推定された。前期末葉力持Ⅵ期に

廃絶されたと推定 しておきたい。

48 B I t19土坑 1号 (Ⅱ ―第136図、Ⅱ―写真図版161)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ s19グ リッドに位置する。検出状況は重機による表土除

去後に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t19土坑 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径117× 102cm、 底部径113× 97cm、 深さ18cmである。

<埋土 >黒褐色シル トによる単層である。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面>土坑上部は破壊されているが、壁は断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断

面形分類はF類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構から前期前～中葉より新 しい。ただし、埋土にマサ上が一定量含まれるなどの様相

からは前期前半に廃絶された可能性が高い。力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくはそれより新 しいが詳細な時期は特

定できない。To Cu降下期との新旧関係は明確ではないが古い可能性が高い。
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49 B I t19土坑 2号 (Ⅱ ―第186図、Ⅱ―写真図版161)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t19グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ t19土坑 1・ 5号 より古い。

<平面形・規模 >開 口郡径 (195)cm、 底部径 (183)cm、 深さ80cmで ある。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁はビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構から前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期若しくはそれより古いが、詳細な時期は特定できない。

50 B Ⅱ t19土坑 3号 (Ⅱ ―第136図 、Ⅱ―写真図版161)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t19～ t20グ リッドに位置する。現況は急斜面地である。

検出状況は、B Ⅱ s19住居跡 1号の床面精査時に黒掲色シル ト主体の円形気味のプランを確認 したこ

とにより認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ t19土坑 7号 より新 しく、B Ⅱ s19住居跡 l号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径92× 86cm、 底部径 113× 107cm、 深 さ92cmで ある。

<埋土>西方向から流入 した自然堆積層 と推定されるが明確ではない。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<付属施設 >壁穴 1基を検出した。底面の西端に位置する。東端からも同規模の小土坑が検出された

が、当遺構のプランから外されると見られる。

<出土遺物 >土器0.47kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第233図 、Ⅳ―写真図版213)土器 3ィ点掲載 (No4066～ 4068)。 埋土中位において、円筒

下層 b～ c式に相当する土器が一括気味に出土 している。

<時期 >出土土器から前期後葉力持V期 (円筒下層 b～ c式)に廃絶されたと推定される。

51 B Ⅱ t19土坑 5号 (Ⅱ ―第136。 137図、Ⅱ―写真図版162)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西側のB Ⅱ t19グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅡ t19土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ u19土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >楕円形を呈する。開口部径 (270)cm、 底部径 (260)cm、 深さ110cmで ある。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第137図 11～32層 が本遺構に伴 う堆積層である。全般的には地山系の埋土が主体で

人為堆積層 と捉えられるが、底面付近の30～ 32層 は自然堆積層の可能性がある。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ形を呈する。底面は若干凹凸があるものの、平坦を基調 とする。断

面形分類はAl類である。

<付属施設>底面で副穴 1基十小穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0,12kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第233図 、Ⅳ一写真図版213)土器 1点掲載 (No4069)。

<時期 >重複遺構は、何れも出土土器が無 く、時期の推定を導けない。出土土器は、土器型式を特定

できかねるが、前期前～中葉と推定される。よって、前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定

される。To―Cu降下時期 との新旧関係は不明ではあるものの、古い可能性が考えられる。
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52 B Ⅱ t19土坑 7号 (エ ー第136・ 137図、Ⅱ―写真図版162)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t19～ t20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ t20土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ s19住居跡1号、BⅡ t19土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >楕円形気味である。開口部径 (170X150)cm、 底部径 (147× 135)cm、 深 さ

109cmである。

<埋土>黄褐色ロームを主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面 >残存する西壁は垂直気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はF類である。

<出土遺物 >土器0.04kg(不掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から前期後葉の時間幅で捉えられる。前期後葉力持 V期 と推定される。

53 B Ⅱ t20土坑 1号 (Ⅱ ―第138図、Ⅱ―写真図版162)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ s20～ t20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ t20土坑 2号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は長楕円形を呈する。開口部径 (125× 75)cm、 底部径 (113× 69)cm、 深

さ21cmで ある。

<埋土>上位に黒褐色シル ト、下位に黄褐色ロームが堆積する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。  ´

<時期>詳細な時期は不明であるが、重複遺構 との関係から前期後葉力持V期 より新 しい時期に廃絶

された可能性がある。

54 BⅡ t20土元 2号 (Ⅱ ―第138図、Ⅱ―写真図版162)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ s20住居跡 1,3号 、BⅡ t19土坑 7号・B Ⅱ t20土坑 1号 より古い。また、BⅡ

t20土坑 4号 とは厳密には重複関係を持たないが、状況から本遺構が新 しい。

<平面形・規模 >楕円形を呈する。開口部径210× 175cm、 底部径177× 170cm、 深さ175cmである。

<埋土 >底面付近の中央部に堆積する30層 黒褐色シル トは自然堆積層であるが、他は全て地山系の埋

上で人為堆積層である。

<壁・底面 >壁はややオーバーハ ングするがビーカー状に近い断面形をみる。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はE類である。

<付属施設 >壁穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0.1l kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第233図 、Ⅳ―写真図版 2千 3)土器 1点 (No4070)。

<時期>重複遣構 との関係からは前期後葉より古い。出土土器は詳細な時期を特定できない。前期後

葉力持 V期若 しくはそれ以前 と推定される。

55 B Ⅱ t20土坑 3号 (Ⅱ ―第138。 139図、Ⅱ―写真図版163)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t20～ t21グ リッドに位置する。調査区中央部北西の斜

面で、B Ⅱ t20住居跡 1号の床面精査中に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t20住居跡 1号、B Ⅱ t21土坑 1号 より新 しく、B Ⅱ t20土坑 4号より古い。遺構

-212-



Ⅳ 検出された遺構

の変遷は、B Ⅱ t20住居跡 1号→ B Ⅱ t21土坑 1号→本遺構→ B I t20土坑 4号 となる。

<平面形・規模 >平面形は円形 と推定される。開口部径 (102)cm、 底部径 (90)cm、 深さ54cmで

ある。土坑上位はB Ⅱ t20住居跡 1号構築時に破壊を受け消失 している。

<埋土 >21～ 26層 が本遺構の埋上で、25層 と25a層 は副穴に伴う埋土と捉えられる。全て人為堆積層

である。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状 を呈する。底面は平坦 と推定される。断面形分類はAl類であ

る。

<付属施設 >副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構との関係は前期末葉 (円筒下層 d2式)の時間幅で提えられる。前期末葉力持Ⅵ期

に廃絶されたと推定される。

56 BⅡ t20土坑 4号 (Ⅱ ―第138図、Ⅱ―写真図版163)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B I s20住居跡 1・ 3号、B Ⅱ t20土坑 3号より古い。また、B Ⅱ t20土坑 2号 との新

旧関係は明確ではないが本遺構が新 しいと推定される。

<平面形・規模 >平面形は長楕円形 を呈する。開田部径222× 148cm、 底部径184× 148cm、 深 さ

169cmで ある。

<埋土 >上位黒褐色シル ト、下位が責褐色砂質ロームを主体 とする。人為堆積である。

<壁・底面 >壁 は、西壁側はオーバーハングする。東側は破壊が著 しく明確にはわからなかった。本

来は断面形がフラスコ状を呈すると推定される。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器1.lkg、 石器 1点、琥珀0.83な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第233図 、Ⅳ―写真図版2千 3)土器 2点掲載 (No4071'4072)。

石器 :(Ⅲ 一第372図 、Ⅳ一写真図版320)石鏃 1点 (No7091)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期末葉である。前期末葉力持Ⅵ期 (円

筒下層 d2式)に廃絶されたと推定される。

57 BⅡ t21土坑 1号 (Ⅱ ―第138。 139図、Ⅱ一写真図版163)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t20～ t21グ リッドに位置する。B Ⅱ t20土坑 3号・B

Ⅱ t21土坑 1号は、その上面にB Ⅱ t20グ リッド周辺の住居跡が裁る形で位置 してお り、住居の床面

精査中に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t20土坑 3号 より新 しく、B Ⅱ t20住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >楕円形を呈する。開口部径203× 140cm、 底部径189× 185cm、 深さ77cmである。

<埋土>最上位の 1層 ・ la層 はB Ⅱ t20住居跡 1号の貼床である。地山シルテイーローム系を中心

とする。人為堆積層と判断される。

<壁・底面>壁は断面形浅鉢状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器1.22kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点、台石 1点 )、 琥珀3.84gな ど

が出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第233図 、Ⅳ―写真図版213)土器 3点掲載 (No4073～ 4075)。

琥珀 (Ⅳ 一写真図版424)No9943。

-213-



2 土坑

<時期 >重複遺構 との関係からは前期末棄円筒下層 d2式期より新 しい。出土土器は詳細には特定で

きないが、前期後～中期初頭 と推定される。状況から中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

58 B Ⅱ t21土坑 2号 (Ⅱ ―第138図、エー写真図版163)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ t21～ u21グ リッドに位置する。検出状況としては、B

Ⅱ t21土坑 8号 を完掘する際に、北東部に水平堆積の別土坑の埋上を確認 し、B Ⅱ t21土坑 2号 と命

名 した。

<新旧関係>B Ⅱ u21土坑 8号 より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定 される。開口部径 (136)cm、 底部径 (133)cm、 深さ37cmである。

<埋土>上位に掲色の砂質土、中～下位は地山上が混 じる。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >底面から土抗上部に向かってそまり気味であることから、上～中位が破壊されたフラス

コピットと推定される。底面は東～西側に向かって若干傾斜があり、平坦ではない。断面形分類はE

類である。

<出土遺物 >琥珀0,74gが出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から、前期末葉力持Ⅵ期 (円筒下層 d2式)若 しくはそれより古い時期に

廃絶されたと推定される。

59 B I t22土坑 1号 (Ⅱ ―第140図 )

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t22グ リッドに位置する。 B Ⅱ t22住居跡 1号の床面精

査時に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号 より古い。また、B Ⅱ t22住居跡 1号 との新旧関係は掴めなか

った。

<平面形 。規模 >楕円形 と推定される。開口部径約110× 100cm、 底部径80× 90cm、 深 さ25cmであ

る。

<坦土>黒褐色シル トと黄褐色ロームが互層気味に堆積する。人為堆積層である。なお、基本層序V

層に相当すると考えられる黒褐色シル ト中には、マサ上が 5～ 100/0混入する。

<壁・底面 >壁は外傾気味に立ち上が り断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類

はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉の大形住居であるB Ⅱ t22住居跡 2～ 4号より古い。また、

それらの住居群下位で検出されたB Ⅱ t22住居跡 l号 との新旧関係が明確ではない状況を加味する

と、B Ⅱ t22住居跡 1号 と同時期存在の可能性があり、付属する土坑 (施設)と も考えられる。前期

前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期 より古い。

60 B Ⅱ t25土坑 1号 (Ⅱ ―第139図、Ⅱ―写真図版164)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t25グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ t25住居跡 2号 より新 しい可能性が高い。

<平面形・規模 >平面形は開口部が円形で、低部が楕円形を呈する。開口部径 100× 98cm、 底部径

180× 131cm、 深さ161cmである。

<埋土 >黒褐～暗褐色シル トを主体 とする。 1～ 14層 に細分 した。人為堆積層を基調に壁の崩壊土系
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が若干混 じる。

<壁 。底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。 しかしながら、西側の上端付近 (第 Ⅱ分冊第139図断

面図 2層 とした付近)は上部に向かって外反すると捉えられる。よって、本来の間回は底部 と遜色な

い規模である可能性がある。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<出土遺物 >土器13.18kg、 石器 6点 (内訳 :石匙 2点、不定形石器 1点、磨石 3点 )、 動物遺存体 3

シャーレなどが出土 している。

土器 i(Ⅲ ―第233～ 234図 、Ⅳ一写真図版2i3～2i4)土器17点掲載 (No4076～ 4092)。

石器 :(Ⅲ ―第372・ 466図、Ⅳ―写真図版32]。 380)石匙 1点 (No7092)、 磨石 1点 (No8127)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9148。

<時期 >重複遺構との関係は前期末葉より新 しい可能性が高い。出土土器は円筒下層 d式、円筒上層

a式、大木 7a式などで前期末葉～中期初頭である。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推

定される。

61 B Ⅱ u19土坑 1号 (Ⅱ ―第136。 137図、エー写真図版164)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u19グ リッドに位置する。 B Ⅱ t19土 坑 5号の埋土を

壁・底面 とすることから、埋め戻 した後に本土坑が構築されたと捉えられる。

<新旧関係>B Ⅱ t19土坑 5号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形 と推定されるが明確ではない。開口部径 (156)cm、 底部径 (131)

cm、 深さ85cmで ある。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第137図 1～ 8層が本土坑の埋上で、マサ土が 2～ 3%含有する黒褐色土を主体 と

する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁 は、残存する西壁から外傾気味に立ち上がる鉢形を呈する。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はG類である。

<付属施設>底面で副穴 2基を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土土器はないが、重複遺構から力持Ⅲ～Ⅳ期若 しくはそれより新 しい時期に廃絶されたと

推定される。併せて、To_Cu降下期 より古い可能性が高い。

62 B Ⅱ u19土坑 2号 (Ⅱ ―第136。 137図、Ⅱ―写真図版164)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u19グ リッドに位置 している。現況は急斜面地で、併せ

て今回の調査では最も高い標高で検出した遺構 となる。検出状況は、法面で暗褐色土主体の埋上を確

認 したため、東西に土層断面を設定 し、掘 り下げた際に認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u19土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (136)cm、 底部径 (90× 72)cm、 深さ125cmであ

る。

<埋土>埋土上～中位は西方向から流入 した自然堆積層と判断される。対 して、埋土中位～底面に堆

積する3層 ・ 5。 5a・ 5b・ 6・ 6a。 6b・ 6c層などの地山土は人為堆積層 と判断される。よ

つて、最初途中まで埋め戻された後、土坑上位は自然に埋没 した可能性が窺える。

<壁・底面 >壁は断面形逆台形状を呈する。底面はほぼ水平である。断面形分類はG類である。

<付属施設 >底面から副穴1基 を検出した。

-215-



2 土坑

<出土遺物 >土器0.12kg(不掲載 )、 石器 2点 などが出上 している。

石器 :(Ⅲ ―第372図 、Ⅳ―写真図版32])石鏃 1点 (No7093)、 不定形石器 1点 (No7094)。

<時期 >重複遺構であるB Ⅱ u19土坑 3号より古い時期に廃絶されたことはわかるが、詳細な時期は

不明である。近接するB Ⅱ u19土坑 l号に近時 した時期である前期中葉力持Ⅲ～Ⅳ期前後と推定され

る。To一Cu降下時期より古い可能性が高い。

63 B Ⅱ u19土坑 3号 (Ⅱ ―第136。 137図、Ⅱ―写真図版164)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u19グ リッドに位置 している。現況は急斜面地である。

検出状況は、法面の土層観察から認知 した。調査区境際であることと国道45号 に近接する部分である

ことから、調査の安全を優先 し半我のみに留めた。

<新旧関係 >西側上面からは江戸時代～昭和 と推定される墓壊 (土坑登録 していない)が確認されて

いる。また、本遺構が B Ⅱ u19土坑 2号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は不明である。開口部径 (177)cm、 底部径 (122)cm、 深さ196cmであ

る。

<埋土>マサ土を 50/Oほ ど含む黒褐色土を主体 とする。様相的には人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は、残存する西壁から断面形フラスコ状 と推定される。底面はやや凹凸がある。断面

形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>出土遺物がなく、詳細な時期を特定できないが、重複遺構であるB Ⅱ u19土坑 2号 との関係

から力持Ⅳ期若 しくはそれより新 しい時期に廃絶されたと推定される。To Cu降下期 との新旧関係は

明確ではないが、新 しい可能性が高い。

64 B I u20土坑 1号 (Ⅱ ―第140図 、Ⅱ一写真図版165)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t19・ t20。 u19・ u20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >精査時はB Ⅱ u20土坑 2号を我ると判断し、第Ⅱ分冊第140図の断面図においても本遺

構を新 しく図示 したが、明確には不明である。

<平面形・規模 >平面形は楕円形と推定される。開口部径 (225× 186)cm、 底部径 (236× 170)cm、

深さ232cmで ある。

<埋土>黄褐色ロームを主体 とする人為堆積層である。

<壁・底面>壁は底面から胴部下位付近まで窄まり、胴部上半付近まで膨 らんだ後に、開口部に向か

つて開く。ただし、埋土の 2t層 と2v層以外はB Π u20土坑 2号の埋土である可能性があり、その

場合はフラスコ状であると捉えられる。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物>土器0.19kg、 石器 1点 などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第234図 、Ⅳ―写真図版2i4)土器 1点掲載 (No4093)。

石器 :(皿 ―第372図 、V一写真図版321)不定形石器 1点 (No7095)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉若 しくはそれより新 しい。出土土器は前期前～末葉である。前

期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

65 B Ⅱ u20土坑 2号 (Ⅱ ―第140図 、Ⅱ―写真図版165)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t20～ u20グ リッドに位置する。

-216-



Ⅳ 検出された遺構

<新旧関係>B Ⅱ u20土坑 1号より古いと判断されたが明確ではない。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (102)cm、 底部径 (124)cm、 深さ124cmである。

<埋土 >地山土系による人為堆積層である。

<壁・底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面は若干凹凸がある。断面形分類はE類である。

<付属施設>底面で副穴1基 を検出した。

<出土遺物 >土器0.18kgな どが出上 している。

土器 :(皿 ―第234図、Ⅳ―写真図版214)土器 2点掲載 (No4094・ 4095)。

<時期>重複遺構 との関係は前期末葉より古い可能性が高いが明確ではない。出土土器は前期後葉円

筒下層 c式 と前期末葉円筒下層 d式である。前期末葉力持Ⅵ期 (円筒下層 d式)に廃絶されたと推定

される。

66 B Ⅱ u20土坑 3号 (Ⅱ ―第141図、Ⅱ―写真図版165)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v20土坑 4・ 5号 より新 しく、B Ⅱ u20土坑 4・ 8号より古い。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (185)cm、 底部径 (160)cm、 深さ54cmで ある。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第141図 1～ 16層 が本遺構に伴 う埋土である。暗褐色シル トを主体に地山土が混在

する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面は東側がやや高まりを持つが中央付近は平坦であ

る。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0.6kg、 石器 1点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第234図 、Ⅳ―写真図版2]4)土器 2点掲載 (No4096・ 4097)。

石器 :(Ⅲ ―第467図、Ⅳ―写真図版380)敲石 1点 (No8128)。

<時期 >重複遺構 との関係からは前期末葉円筒下層 d式期より古い。出土土器は前期中～後葉である。

前期後葉力持V期 に廃絶されたと推定される。

67 B Ⅱ u20土坑 4号 (Ⅱ ―第141図、コー写真図版165)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ u20土坑 3・ 8号より新 しく、B Ⅱ u20土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形 と推定される。開口部径 (107)cm、 底部径 (172× 140)cm、 深さ

224cmで ある。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第141図 A― ☆'土層断面の21～ 35層 が本遺構に伴 う堆積層である。埋土上位が暗

褐色シル ト、埋土中～下位が地山土を主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面>壁は底面から胴部中位まで窄まり、胴都中位～開田部にかけて穏やかに外反するフラス

コピットである。底面は平坦である。断面形分類はC類である。

<出土遺物 >土器0.90kgな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第234図 、Ⅳ―写真図版2i4)土器 6点掲載 (No4098～ 4103)。

<時期 >重複遺構との関係や出土土器から、前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

<その他 >本遺構出上の4102の 土器は、B Ⅱ v25土坑 4号から同一個体の破片4358が出上 している。

この状況から、両土坑は同時期に廃絶 (埋め戻 し)さ れた可能性が高い。
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68 B Ⅱ u20土坑 5号 (Ⅱ ―第141図、Ⅱ―写真図版 166)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20～ B Ⅱ u21グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ u20土坑 4・ 6号・B Ⅱ u21土坑 8号より新 しく、B Ⅱ u21土坑12号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 (174× 150)cm、 底部径 (189× 157)cm、 深さ

94cmで ある。

<埋土>第 141図 A― A'土層断面の 1～ 16層 が本遺構に伴 う堆積層である。埋土上～中位がにぶい

責褐色シル ト、埋土中～下位が地山上を主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面 >土坑上部が破壊されているが、東壁狽1は オーバーハングし、東壁側～北壁側は垂直気味

に立ち上がる。底面は平坦を基調 とするが、やや凹凸がある。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面で小穴 3基、壁穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器 1.16kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 l点、コアAl点、石皿 1点)な どが出上 し

ている。

土器 :(Ⅲ ―第235図、Ⅳ一写真図版214)土器 5点掲載 (h4104～ 4108)。

石器 :(Ⅲ 一第 373・ 467図、Ⅳ―写真図版32i・ 380)不定形石器 1点 (No7096)、 石皿 1点 (NQ

8129)。

<時期>重複遺構 との関係や出土土器から、前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

69 B I u20土坑 6号 (Ⅱ ―第142図、Ⅱ―写真図版166)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u20グ リッド付近に位置する。検出状況は、東西に設定

したサブ トレンチの観察から認知 した。この付近で検出されたフラスコピツトにおいては本遺構が最

も深い。

<新旧関係>B Ⅱ u20土坑 7号・B Ⅱ v20土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ u21住居跡 1～ 4号・B Ⅱ u20

住居跡11号 ?・ B Ⅱ u20土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径108× 96cm、 底部径 179× 142cm、 深さ275cmで ある。

<埋土>第 142図 B一 B'土層断面の 1～ 31層 が本遺構の堆積層である。明責褐色砂質ロームを主体

とする人為堆積層である。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はC類である。

<出土遺物 >前期土器片 (詳細な時期は不明)が出土 している。

土器0.19kgが 出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第235図、Ⅳ―写真図版215)土器 1点掲載 (No4109)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期中葉より新 しく、中期初頭より古い。出土土器は前期末葉 (円

筒下層 d2式)と 推定される。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

70 B Ⅱ u20土坑 7号 (Ⅱ ―第142図、Ⅱ―写真図版166)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u21～ v21グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ v20土坑 7号 より新 しく、B Ⅱ u21土坑 6号 より古い。また、B Ⅱ u20住居跡 2号、

B Ⅱ u20土坑 6号 との新旧関係は不明であるが、本遺構が古い可能性が高い。

<平面形・規模 >精円形を呈する。開口部径 (124)cm、 底部径 (184)cm、 深さ168cmである。

<埋土>第 Ⅱ分冊第142図 B一 B'土層断面の41～ 51層 が本遺構の堆積層 と判断される。褐色シル ト

を主体 とする。人為堆積層 と推定されたが明確ではない。
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Ⅳ 検出された遺構

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<付属施設>底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期末葉 より古い。To― Cu降下期より新 し

い可能性が高い。前期中葉力持Ⅳ～V期若 しくはそれ以降と推定される。

71 B Ⅱ u20土坑 8号 (Ⅱ ―第141図、Ⅱ―写真図版165)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ u20土坑 3号 より新 しく、B Ⅱ u20土坑 4号 より古い。

<平面形・規模 >平面形、規模 ともに不明である。深さは残存部で24cmで ある。

<埋土>第 Ⅱ分冊第141図 B― B'土層断面の21～ 26層 までが本遺構の堆積層 と捉えられる。埋土上

～中位が人為堆積層、下位の26層 が自然堆積層 と捉えられる。

<壁・底面>壁は残存部では、外傾気味に立ち上がる部分 とオーバーハングする部分がある。底面は

平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係からは、前期後葉より新 しく、前期末葉より古い。前期後～未葉、力持V

～Ⅵ期 と推定される。

72 B Ⅱ u21土坑 1号 (Ⅱ ―第142・ 143図、Ⅱ一写真図版166)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u21グ リッドに位置する。土層の断面観察により認知した。

<新旧関係>B Ⅱ u21土坑 3。 10号 より新 しく、B Ⅱ u21住居跡 4号、B Ⅱ u20住居跡 2号 より古い。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径102× 96cm、 底部径 118× 98cm、 深さ72cmで ある。

<埋土>暗褐色シル トに掲色ロームが層状に入る。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は、西側は大 きくオーバーハングすることを確認できたが、東側は不明である。断面

形はフラスコ状 と推定される。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から中期前葉円筒上層 c式期より新 しい。力持Ⅶ期若 しくはそれ以降に廃

絶されたと推定される。

73 B I u21土坑 3号 (Ⅱ ―第142・ 143図、Ⅱ一写真図版167)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u21～ v21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ u21土坑 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は不整な楕円形を呈する。開口部径117× 99cm、 底部径125× 110cm、 深 さ

87cmで ある。

<埋土>埋土上～中位は暗褐色シル トを主体 とし、埋土下位は褐色シル トが堆積する。西方向から流

入した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >土器1.05kg、 石器 1点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第235図 、Ⅳ―写真図版2i5)土器 1点掲載 (No4110)。

石器 :(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ一写真図版321)石匙 1′ミ (No7097)。
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<時期>重複遺構 との関係は中期前葉より古い可能性が高い。出土土器から中期前葉力持Ⅶ期 と推定

される。

74 B Ⅱ u21土坑 4号 (Ⅱ ―第144図、Ⅱ―写真図版167)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v21グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ u21住居跡

1～ 3号 (焼失住居)の西壁際で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ u21土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ u21住居跡 1～ 3号より古い。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径140× 115cm、 底部径182× 153cm、 深さ41cmである。

<埋土 >1～ 4層 は西方向から流入 した自然堆積層 と判断される。その下位の 5層 にぶい黄tfaJ色 シル

トにはTo―Cu(本稿のB2種)の混入がみられる。この 5層 は人為堆積層の可能性が高い。最下位の

6層 は人為堆積層で硬 く整地されている。

<壁 ・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は凹凸がある。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >埋土上位面において、径15cm程 の石棒が出土 した。

土器1.63kg、 石器 5点 (内訳 :尖頭器 1点、不定形石器 2点、ピエス・ェスキーュ 1点、磨石 1点 )、

石製品 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第235図 、Ⅳ一写真図版215)土器 8点掲載 (No4111～ 4118)。

石器 :(Ⅲ 一第373・ 467図 、Ⅳ―写真図版 321。 380)尖頭器 1点 (No7098)、 不定形石器 1点 (No

7099)、 ピエス・エスキーュ 1点 (陥7100)、 磨石 1点 (No8130)。

石製品 :(Ⅲ ―第506図 、Ⅳ―写真図版4i4)石棒類 1点 (No8681)。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期末葉より古 く、前期末葉より新 しい。出土土器は、自然堆積 と捉

えた 1～ 4層で前期末葉を主体とするものが出上 している。To―Cuの混入がみられた 5層 は人為層 と捉

えられることから、本遺構は同テフラ降下期より確実に新 しい。力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

75 B Ⅱ u21土坑 5号 (Ⅱ ―第144図、Ⅱ―写真図版167)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v21グ リッドに位置する。検出状況はB Ⅱ u21土坑 4号

の下位で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ u21土坑 4号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径135× 122cm、 底部径152× 145cm、 深さ37cmである。

<埋土>埋土上位に黄褐色砂質地山上、埋上下位ににぶい黄褐色シル トが堆積する。埋土上位はBⅡ

u21土坑 4号構築に関わる整地層と判断される。埋上下位は地山系の崩壊上で自然堆積と考えられる。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物 >土器0.04kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第235図 、Ⅳ―写真図版2i5)土器 1点掲載 (No4119)。

<時期 >出土土器は前期末葉である。重複遺構 との関係からは前期末葉若 しくはそれより古い。よっ

て、力持Ⅵ期 と推定される。

76 B Ⅱ u21土坑 6号 (Ⅱ ―第142図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u21～ v21グ リッドに位置する。現況は斜面地である。

検出当初は、2基以上の土坑が重複する様相であったことから抹消、北東側をB Ⅱ u21土坑 2号とし、

中央から南側をB Ⅱ u21土坑 6号と命名 したが、精査途中から同一の土坑であることが判明 した。よ
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Ⅳ 検出された遺構

って、B Ⅱ u21土坑 2号は遺構登録から抹消している。

<新旧関係>B Ⅱ u20土坑 7号・B Ⅱ v20土坑 7号 より新しく、B Ⅱ u20住居跡 2号、B Ⅱ u21住居

跡 4・ 5号より古い。

<平面形・規模>平面形はほぼ円形である。開口部径 (130)cm、 底部径 (134)cm、 深さ55cmで

ある。

<埋土>暗褐色シルトと黄褐色ロームから構成される。人為堆積層と推定される。

<壁・底面>遺構上部が破壊されているため、壁はわずかしか残存していない。オーバーハングする

様相からフラスコ状であつた可能性が高い。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物>土器1.1lkgが出上している (小片のため全て不掲載)。 円筒下層 d式を主体とする。

<時期>重複遺構との関係は、前期前～中葉より新しいと推定される。出土土器は前期末葉である。

前期末葉力持Ⅵ期と推定される。

77 B Ⅱ u21土坑 7号 (Ⅱ ―第138・ 143図 、エー写真図版167)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t21～ u21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ u20土坑 2号、B Ⅱ u21土坑 8号 より古い。

<平面形・規模>重複遺構によリプランの半分程を破壊されているが、平面形は円形若しくは楕円形

と推定される。開口部径 (97)cm、 底部径 (107)cm、 深さ63cmで ある。

<埋土>上位に11層黒色シルト、中位に12層黄褐色ローム、下位に13層 暗褐色シルトが堆積する。人

為堆積層と推定される。

<壁・底面>西壁の様相から断面形フラスコ状を呈すると推定される。底面は西から東に向かって若

干傾斜する。断面形分類はE類である。

<出土遺物>土器0.34kgが 出土している。

土器 :(Ⅲ ―第235図、Ⅳ一写真図版215)土器 3点掲載 (恥4120～ 4122)。

<時期>重複遺構との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期末葉円筒下層 dl式である。前期末

葉力持Ⅵ期若しくはそれ以前に廃絶されたと推定される。

78 B Ⅱ u21土坑 8号 (Ⅱ 一第138・ 143図、エー写真図版168)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t20・ t21・ u20。 u21グ リッドに位置する。現況は斜

面の中段に相当する部分で、周辺はフラスコピットが密集する。検出状況は、B Ⅱ t20住居跡 7号の

床面精査中に、ローム中に黒褐色シルトによる円形のプランが確認され認知した。

<新旧関係>B Ⅱ t21土坑 2号、・B Ⅱ u21土坑 7号 より新しく、B Ⅱ u20土坑 5号 より古い。また、

調査では明確でなかったが、B Ⅱ u21土坑12号 より古い。

<平面形 。規模>平面形は楕円形である。開口部径190× 120cm、 底部径196× 178cm、 深さ～109cm

である。

<埋土>第 Ⅱ分冊第143図 C― C'土層断面の 1～ 5層 が本遺構の堆積層と判断される。にぶい黄褐

色シル トと明黄掲色ロームを主体とする。人為堆積層である。フラスコ底面の北側を中心において、

5層下位付近 (上坑の底面付近～30cm上)で黒色シル トのブロック層を確認した。この黒色シル ト

ブロックから多量の炭化物と貝殻が出土した。貝殻は、平面的には約50cm四方に分布しており、一

括廃棄されたと捉えられる。貝殻の主体は、ムラサキインコ、チシマフジツボ、イガイなどである。

<壁・底面>西壁 (斜面上方)は、全般に内傾気味に立ち上がり、東壁は内傾した後に外反する。よ

-221-



2 土坑

つて、西壁側がよリオーバーハングが大きい。底面はほぼ平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >重複するB Ⅱ u21土坑10号 との境付近からほぼ完形の円筒下層 d式と思われる土器が直

立にて確認されている。

土器1.97kg、 石器 2点 (内訳 :磨製石斧 1点、磨石 1点 )、 動物遺存体43シ ャーレ、琥T白 1.17gな どが

出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第235図 、Ⅳ一写真図版2i5)土器 5点掲載 (No4123～ 4127)。

石器 :(Ⅲ ―第467図、Ⅳ―写真図版380)磨製石斧 1点 (陥8131)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420～42i)No9155。 9157・ 9163～ 9165'9179～ 9182・ 9184・ 9187～

9189,9193。 多量の貝殻が出土 している。ムラサキインコ、チシマフジツボ、イガイなどを主体に、

ニホンジカ、アイナメ、オオバフンウエなどがみられる。

<時期 >重複遺構 との関係からは、前期末葉～中期初頭の時間幅で捉えられる。出土土器は、前期末

葉円筒下層 dl～ d2式を主体 とする。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

79 B I u21土坑10号 (Ⅱ ―第143図、Ⅱ―写真図版168)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u21グ リッドに位置する。現況は国道45号の法面と接す

る関係で急斜面地である。検出状況は、調査区境の上層観察から、土器や焼土 とともに暗褐色シル ト

のプランを検出し、若千掘 り下げたところ、円形のプランを認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u21土坑12号 より新 しく、B Ⅱ u20住居跡 2号、B Ⅱ u20土坑 5号、B Ⅱ u21土坑

1号 より古い。

<平面形・規模 >円形である。開口部径143× 130cm、 底部径187× 183cm、 深さ126cmで ある。

<埋土>暗褐色シル トと壁の崩壊に伴う黄褐色ロームを主体とする。全般的に自然堆積層と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面から副穴1基 を検出した。

<出土遺物 >土器0,05kg(不掲載 )、 琥珀0.91gな どが出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より古い。出土土器は前期末葉である。前期末葉力持Ⅵ期 (円

筒下層 d式期)若 しくはそれより古期 と推定される。

80 B Ⅱ u21土坑12号 (Ⅱ ―第143図 、Ⅱ―写真図版168)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20～ u21グ リッドに位置 している。

<新旧関係 >B Ⅱ u20土坑 5号、B Ⅱ u21土坑10号 より新 しい。また、野外調査時は明確ではなかっ

たがB Ⅱ u21土坑 8号 より新 しい。

<平面形・規模 >残存状態が悪 く、平面形、開口部径、底部径、深さは不明である。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。自然堆積層 と推定されるが明確ではない。

<壁・底面>北壁からは、断面形ビーカー状 と推定される。底面は平坦と推定される。断面形分類は

G類である。

<出土遺物 >石器 2点 (磨石不掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係からは前期末葉～中期初頭の時間幅で捉えられる。前期末葉力持Ⅵ期 と推

定される。
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Ⅳ 検出された遺構

81 B Ⅱ u22土坑 1号 (Ⅱ ―第144図、Ⅱ―写真図版168)

<位置・検出状況>調査区中央部中心付近のB Ⅱ u22グ リッド北狽1に位置する。 B Ⅱ t22住居跡 2号

の床面上で検出した。検出の経過を記述すると、B Ⅱ t22住居跡 2号の東―西・南―北ベル トに本遺

構プランが一部かかるが、当初同住居の柱穴 と想定された。ところが、平面的な広が りが大 きいこと

から、別の位置に トレンチを設定 し掘 り下げた結果フラスコピツトと判明し、本遺構 と認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u22土坑 3号・B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号、B Ⅱ u23住居跡 1号 より新 しい。また、

調査時は新旧関係を掴めなかったが、出土土器などからB Ⅱ t22住居跡 3,4号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径181× 153cm、 底部径222× 190cm、 深さ82cmで あ

る。

<埋土 >黒掲色シル トを主体 とする。 1～ 10層 は、埋上の流入方向は、東側 (斜面下方側)か ら主に

堆積 した様相であることと、責褐色ロームや焼土ブロックの混入具合から、人為堆積層 と推定される。

西壁付近の11層 と最下位の12層 に、テフラ (本稿でB2種 と呼ぶTo Cuと 推定 される)が集中してみ

られた。このテフラは、壁のかなりの箇所で付着されたように確認 され、壁の崩壊土と考えられた。

つまり、地山中に混入 していたテフラと捉えられる。調査時はTo―Cuの 再堆積 と捉えたが、To一 〇f

の可能性 もある (※ このテフラは分析を実施 していない)。

<壁 ・底面>壁は全周オーバーハ ングする断面形フラスコ状を呈する。特に西～南側が開口径 と底部

径の差が大きい。底面はほぼ平坦である。断面形分類はD2類である。

<付属施設 >底面中央付近から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器9,06kg、 石器 8点 (内訳 :石鏃 5点、不定形石器 3点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第236図 、Ⅳ―写真図版2i5～216)土器20点掲載 (No4128～ 4147)。

石器 :(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ一写真図版32i)石鏃 2点 (No7101・ 7102)、 不定形石器 1点 (No7103)。

<時期>重複遺構 との関係は前期中葉より新 しい。出土土器は前期末葉～中期初頭を主体 とする。前

期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定 される。

82 B Ⅱ u22土坑 2号 (Ⅱ ―第144図、Ⅱ―写真図版169)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u22グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ t22住

居跡 3号の床面上で、ロームブロックのまとまりを含むプランを検出したことによる。当初このプラ

ンは風倒木痕の可能性を想定 したが、 トレンチを入れた結果、フラスコピットと判明した。

<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号より新 しい。

<平面形・規模 >円形を呈する。開口部径175× 152cm、 底部径163X171cm、 深さ81cmで ある。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とする。責褐色ロームが各層にみられることから、人為堆積層 と考えら

れる。なお、 5層の下部は戊化物が偏在的にみられた。壁際の広い範囲でTo―Ofと 推定されるテフラ

が付着 しているように見受けられた。本遺構構築の際にTo Oヨ雪を掘 り込んだため、壁の崩壊に伴い

テフラが流れたと考えられる。

<壁 ・底面 >壁はほぼ全周する。断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。なお、底面直上

(8層 )か ら略完形の4148の 大木 8a式が出土 した。この土器は、口縁部から胴部下半は横倒 しにな

り、やや潰れた状態であるが、底部は底面に正位の状態にあった。本来は、直立状態で埋められてい

た可能性が考えられる。断面形分類はF類である。

<付属施設>副穴 l基が底面はほぼ中央に見られた。他に小ピット3基検出したが、これらは本遺構

の上部に位置する住居跡の柱穴である。
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<出土遺物 >土器9.69kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 4点 )、 石製品 1点などが出土 し

ている。

上器 :(Ⅲ 一第236図 、Ⅳ―写真図版216)土器 3点掲載 (No4148～ 4150)。

石器 :(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ―写真図版321)不定形石器 1点 (No7104)。

石製品 :(Ⅲ 一第506図 、Ⅳ―写真図版4i4)不明石製品 1点 (No8682)。

<時期>底面直上出土の略完形土器から、中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

83 B Ⅱ u22土坑 3号 (Ⅱ ―第144・ 145図、Ⅱ―写真図版169)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u23グ リッドに位置する。B Ⅱ u22土坑 1号の東側

に位置 し、同一の検出面で確認された。

<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、B Ⅱ u23住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ u22土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >本遺構西狽」をB Ⅱ u22土坑 1号によって壊されており、平面形は不明であるが残存

する壁から楕円形を呈すると考えられる。開口部径187× 137cm、 底部径202× 154cm、 深さ72cmであ

る。

<埋土>黒～暗褐色シル トを主体 とする。西壁付近の 7層 より炭化材が出上した。自然堆積層 と推定

されるが明確ではない。

<壁・底面 >壁は底面にむかい膨 らむ袋状を呈する。底面は平坦で、B Ⅱ u22土坑 1号 と同 じ高さで

ある。断面形分類はE類である。

<付属施設>小穴 1基 と壁穴 2基を検出した。

<出土遺物>土器0.67kg、 石器 6点 (内訳 :石鏃 3点、不定形石器 3点 )、 琥珀0.56gな どが出上して

▼ヽる。

土器 :(Ⅲ 一第237図 、Ⅳ―写真図版2]6)土器 6点掲載 (No4151～ 4156)。 出土土器は全て前期中～

後葉大木 2b～ 3式に比定され、異時期 と思われるものは含まれない。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前～中葉より新 しい。出土土器は前期中～後葉 (大木 2b～ 3式

と推定される)である。前期中葉力持Ⅳ期若 しくはそれより若千新 しいと推定される。To―Cu降下時

期より新 しい可能性が高い。

<その他 >B Ⅱ u22土坑 l号 とは異時期の遺構であるが、土坑底面のレベルが同じという特色を持つ。

84 B Ⅱ u24土坑 1号 (Ⅱ ―第145図、Ⅱ―写真図版170)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24～ v24グ リッドに位置する。検出状況は、BⅡ

v22～ v24グ リッドにかけて設定 した第15ト レンチの土層断面の観察から認知 した。現代盛土層 より

古いことは確実であるものの、検出レベルから近現代の可能性がある。

<新旧関係>B Ⅱ u24土坑 3,4号 、B Ⅱ u24住居跡 1号より新 しい。

<平面形 。規模 >本遺構は、南側を第15ト レンチにより壊 してしまい平面形や開口部径は不明である。

底部は楕円形を呈すると推定される。開口部径 (89)cm、 底部径 (104)cm、 深さ89cmである。

<埋土>黒掲色シル トを主体とする。締まりは疎である (軟 らかい)。 人為堆積層 と考えられる。

<壁・底面>壁はビーカー状に近い形状である。底面は黒褐色シル ト中で、ほぼ平坦である。断面形

分類はF類である。

<出土遺物 >土土器1.23kgが出土している。

土器 :(Ⅲ 一第237図 、Ⅳ―写真図版216)土器 5点掲載 (No4157～ 4161)。
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<時期 >重複遺構 との関係は、中期中葉より新 しい。出土土器は中期前葉円筒上層 b式である。検出

の項で上記 したとお り、近現代の可能性がある。

85 B Ⅱ u24土坑 2号 (Ⅱ ―第145図、Ⅱ―写真図版169)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24～ B Ⅱ v24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ u24住居跡 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (180)cm、 底部径 (185)cm、 深さ25cmである。

<埋土の様相 >にぶい黄褐色シル ト主体に黄掲色ロームブロックが混 じる。人為堆積層 と推定される。

<壁 。床 >壁は、残存部は若干オーバーハ ングするフラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形

分類はE類である。

<付属施設>底面より副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器12,74kg、 石器 1点、石製品 1点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第237図 、Ⅳ―写真図版217)土器 8点掲載 (陥4162～ 4169)。

石器 :(Ⅲ 一第467図、Ⅳ―写真図版380)磨石 1点 (No8132)。

石製品 :(Ⅲ ―第506図 、Ⅳ―写真図版4i4)石棒類 1点 (No8683)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より古い。埋上下位一括土器は前期中～後葉 と推定 されるが、

その他の出土土器は前期前～末葉の時期幅で捉えられるものの特定はできない。前期中～後葉力持Ⅳ

～V期 と推定される。

86 B Ⅱ u24土坑 3号 (Ⅱ ―第145図 、コー写真図版170)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24～ v24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ u23住居跡 l号、B Ⅱ u24土坑 4号 より新 しく、B Ⅱ u24土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形である。開口部径180× 155cm、 底部径192× 157cm、 深さ79cmである。

<埋土 >黒褐～暗褐色シル トを主体に10層 に細分される。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁 。底面は責褐色の地山ローム中となるが、壁の上部はB Ⅱ u23住居跡 1号・B Ⅱ u24土

坑 4号の埋土中である。西壁はオーバーハングする。底面はほぼ平坦である。断面形分類はF類であ

る。

<出土遺物 >土器9.48kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、尖頭器 1点、不定形石器 2点、ピエス・ェス

キーユ 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第237～238図 、Ⅳ―写真図版21フ～2i8)土器13点掲載 (No4170～ 4182)。

石器 :(Ⅲ 一第 3ア3図 、Ⅳ一写真図版321)石鏃 1点 (No7105)、 ピエス・エスキーユ 1点 (No7106)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期前葉 (円筒上層 b式)よ り古い。出土土器

の主体は前期末葉～中期初頭である。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

87 B Ⅱ u24土坑 4号 (Ⅱ ―第145図、Ⅱ―写真図版170)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24グ リッドに位置する。B Ⅱ v22～ v24グ リッド

にかけて設定 した第15ト レンチの北壁断面で、B Ⅱ u24土坑 3号 とともに検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ u24住居跡 2号、B Ⅱ u24土坑 1。 3号 より古い。

<平面形・規模 >重複遺構などにより、そのほとんどが壊 され全体の1/5程 しか残存 していない。平

面形、開口部径、底部径は不明である。深さは52cm以 上である。
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<埋土 >黒～暗褐色 シル トを主体 とし、 5層 に分かれる。南西若 しくは西方向か ら流入 した自然堆積

層 と考えられる。

<壁・底面>壁は北側でわずかに立ち上が りを確認 したのみで、壁形は不明である。底面は褐色シル

ト層で構成される。中央がやや窪んでいる。断面形分類はG類である。

<付属施設 >底面で副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >埋土上位の 1・ 2層 中心に遺物の出上があった。

土器0.6kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 3点、コアBl点 )な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第238図 、Ⅳ一写真図版218)土器 4点掲載 (No4183～ 4186)。

石器 :(Ⅲ 一第373図 、Ⅳ―写真図版32i)石鏃 1点 (No7107)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉より古い。出土土器は埋土上位の 1・ 2層 より前期前～末葉及

び大木 7b式が出土 しているが、大木 7b式は異時期 (流れ込み若 しくは取 り上げ時の混乱)と 判断

される。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

88 B Ⅱ u25土坑 1号 (Ⅱ ―第139図、Ⅱ―写真図版171)

<位置 。検出状況>調査区中央部中央のB Ⅱ t25～ u25グ リッドに位置する。 B Ⅱ u24住居跡 2号の

床面下位で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ u24住居跡 2号 より古い。また、B Ⅱ t25住居跡 2号 (本遺構東側に所在)と の新

旧関係は不明である。出土土器は、両者 ともに円筒下層 d～上層 a式である。土層断面の観察所見 と

しては、本遺構の壁が同住居上位の埋土を我っているように判断された。

<平面形・規模 >平面形は円形気味であるものの、本遺構開口部は調査の安全対策を優先 し、掘削前

の検出プランを実測 したに留まるため、明確ではない。低部は精円形を呈する。開口部径 121cm、 底

部径222× 214cm、 深さ166cmである。

<埋土の様相>la層 と2層 から貝殻細片が多量に出上 している。 3層 は投げ込みと思われる焼土層

である。土器は 4層 に多 く、また 1層 下位 5層 から一定量出土 している。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁はオーバーハングする断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分

類はAl類である。

<出土遺物 >土器14 64kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 2点、コアBl点 )、 琥珀0.09gな どが出土

している。

土器 i(Ⅲ ―第238～239図 、Ⅳ―写真図版218～219)土器20点掲載 (No4187～ 4206)。 4層 を主体に

1層 ・ 5・ 6層 から多量の土器が出土 した。

石器 :(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ―写真図版32i)不定形石器 1点 (No7108)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しい可能性が高 く、中期前葉より古 vヽ 。出土土器は前

期末葉～中期初頭である。中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

89 B Ⅱ v19土坑 1号 (Ⅱ ―第146図、Ⅱ―写真図版171)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v19土坑 2号・B Ⅱ v19住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >調査区境で検出したことから、土坑本来の半分程の掘削に留まる。開口部径 (147)

cm、 底部径 (173)cm、 深さ173cmで ある。

<埋土>1～ 7層 は人為堆積、 8～21層 は西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。土器は、投
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Ⅳ 検出された遺構

げ込み土層 と判断される 6層 から主体的に出土 している。

<壁・底面 >壁はオーバーハングする断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は

Al類である。

<出土遺物 >埋土中位の 6層 中心に、土器2 59kg、 石器 1点 (石鏃不掲載 )、 石製品 1点などが出土

している。

土器 :(Ⅲ 一第239～240図 、Ⅳ―写真図版219)土器 7点掲載 (No4207～ 4213)。

石製品 :(Ⅲ 一第506図 、Ⅳ一写真図版414)石刀類 1点 (No8684)。

<時期 >出土 している土器は、前期後葉～中期初頭である。中期初頭力持Ⅵ期に廃絶された可能性が

高い。

90 B Ⅱ v19土坑 2号 (Ⅱ ―第146図 、Ⅱ―写真図版171)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ u19～ v19グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ v19住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ v19土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開田部径 (173)cm、 底部径 (132)cm、 深さ110cmで あ

る。

<埋土>埋土はにぶい黄褐色シル トを主体に、暗褐色シル トや明黄褐色砂質土が混 じる。南西方向か

ら流入 した自然堆積層 と判断したが、明確ではない。11・ 12・ 14層 は、壁の崩壊土 (こ の近辺の地山

は明責褐色砂質土が主体)で、埋上下位付近に顕著である。

<壁 。底面 >壁は、東側・北側・西側ではビーカー状、南狽1で オーバーハングするフラスコ状を呈す

る。底面はやや凹凸がある。断面形分類はDl類である。

<付属施設 >底面からは副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0.12kgが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第240図 、Ⅳ一写真図版2i9)土器 1点掲載 (No4214)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭より古い。出土土器は小片であるが、中期初頭 と推定される。

中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

91 B Ⅱ v19土坑 4号 (Ⅱ 一第146図、エー写真図版172)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19～ B Ⅱ w19グ リッドに位置する。調査区境であるこ

とと、国道45号の法面に近いこともあ り、安全対策上プランの半分ほどを精査 したに留 まる。なお、

当初 B Ⅱ v19土坑 3号 と命名 した土坑は、精査途中に竪穴住居 と判明したことから、B Ⅱ v19住居跡

1号に名称を変更 した。ただし、本遺構の精査が終盤を迎ていたことから、土坑名の変更は行わず、

B Ⅱ v19土坑 4号を欠名 とした。

<新旧関係 >B Ⅱ v19土坑 6号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形 と推定される。開口部径 (152)cm、 底部径 (136)cm、 深 さ109cm

である。

<埋土>埋土上位が黒掲色シル ト、埋土中位がにぶい黄褐色シル ト、埋土下位が明責褐色砂質土 (地

山土)を主体 とする。 l層 は判別できないが、他は人為堆積層である。

<壁・底面>壁は、東側では強 くオーバーハングするが、南側や北側はほぼ垂直に立ち上がる。底面

は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >な し。
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<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭より新 しい。中期初頭力持Ⅵ期若 しくはそれより若干新 しいと

推定される。

92 B Ⅱ v19土坑 5号 (Ⅱ ―第146・ 147図、Ⅱ―写真図版172)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ v19～ v20グ リッドに位置する。調査区中央部西端の調

査区境で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ v19土坑 6号、B Ⅱ v20土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は、開口部が楕円形気味の可能性がある。開口部径 (212)cm、 底部径

(214)cm、 深さ106cmである。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第147図 D― D'土層断面の 1～ 11層 が本遺構の堆積層である。全て人為堆積層で

ある。分層 した結果、かなり細かい単位で投げ込まれている様相が窺われ、その流入方向は斜面下方

である東狽1の可能性が高い。

<壁・底面>壁は北側が外傾気味に立ち上が り、西側では大きくオーバーハ ングする。東側はBⅡ v

20土坑 1号に破壊されている。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<付属施設>底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器2.66kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点、凹石 1点 )な どが出土 して

いる。

土器 :(Ⅲ ―第240図 、Ⅳ―写真図版2i9～220)土器10点掲載 (h鬱15～ 4224)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期初頭 より古い。出土土器は前期前葉や前期末葉円筒下層 dl式など

である。前期末葉力持Ⅵ期 (円筒下層 dl式期)に廃絶されたと推定される。

93 B Ⅱ v19土坑 6号 (Ⅱ ―第146・ 147図、Ⅱ―写真図版172)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v19・ v20。 w19・ w20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ v19土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ v19土坑 4号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形 と推定される。開口部径150X124cm、 底部径 152× 124cm、 深さ

101cmで ある。

<埋土>にぶい黄褐色シル トを主体 とする。埋土上～中位は南西方向から流入 した自然堆積層で、埋

土中～下位は人為堆積層の可能性が高い。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器1.47kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第240図 、Ⅳ一写真図版220)土器 5点掲載 (No4225～ 4229)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期末葉円筒下層 dl式期より新 しく、中期初頭円筒上層 a式期より

古い。出土土器は前期前葉～中期初頭である。中期初頭力持Ⅵ期 (円筒上層 a式)と推定される。

94 B Ⅱ v20土坑 1号 (Ⅱ ―第146・ 147図、エー写真図版172)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v20グ リッドに位置する。B Ⅱ v20住居跡 2。 3号床面

直下より検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ v19土坑 5号・B Ⅱ v20土坑 4号より新 しく、B I v20住居跡 2・ 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径175cm、 底部径172cm、 深 さ92cmである。

<埋土>第 Ⅱ分冊第147図 D一 D'土層断面の21～ 39a層 が本遺構の堆積層である。全て人為堆積で、
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併せてかなり細かい単位で投げ込まれている様相が窺われる。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物 >土器0.89kgが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第241図、Ⅳ一写真図版220)土器 6点掲載 (No4230～ 4235)。 出土層位は、埋土中～下

位が主体である。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期初頭より古い。出土土器は前期後葉～中期

前葉 ?である。中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

95 B Ⅱ v20土坑 4号 (エ ー第142図、Ⅱ―写真図版173)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ u20～ v20グ リッドに位置する。東西に設定 したサブ ト

レンチの土層断面の観察から複数基のフラスコピツトを認知 した。西側 よりB Ⅱ v20土坑 4号・ 5

号・ 6号・ 7号の 4基重複 した状況で検出 した。

<新旧関係 >B Ⅱ u20土坑 3号、B Ⅱ v20土坑 1・ 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は、重複するB Ⅱ v20土坑 5号に大部分を破壊され不明である。開口郡径計

測不可能、底部径計測不可能、深さ65cmである。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第142図 A― A'土層断面の 1～ 4層 が本遺構の堆積層である。全て地山土を主体

とする人為堆積層である。また、断面図を作成 したセクシヨンラインでは確認できないが、埋上下位

の 4層 中に二次堆積 と推定されるTo―Cu(本稿のC種)が水平気味に混入する。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >石製品 1点 (石棒類不掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から前期中葉より古い。また、To―Cuの堆積状況から、To―Cu降下期 より

古い可能性が高い。前期中葉力持Ⅲ～Ⅳ期に廃絶されたと推定される。

96 B I v20土坑 5号 (Ⅱ 一第142図、Ⅱ―写真図版173)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB I u20～ v20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v20土坑 4・ 7号より新 しく、B Ⅱ u20土坑 3・ 6号・B Ⅱ v20土坑 6号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径130× 98cm、 底部径218× 198cm、 深さ227cmで あ

る。

<埋土 >第Ⅱ分冊第142図 A一 A'上層断面の11～31層 が本遺構の堆積層である。最上位の 1層 は人為

堆積の可能性があるが、他は壁の地山崩壊土が混 じる自然堆積層で、西方向から流入 したと捉えられ

る。

<壁・底面 >壁はオーバーハングした後に若干開口部で開く。底面はほぼ平坦である。断面形分類は

Al類である。

<付属施設>底面より副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0 06kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第241図 、Ⅳ―写真図版220)土器 1点掲載 (No4236)。 白座式 と推定される。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、前期後葉より古い。併せてTo―Cu降下期 より

新 しい。出土土器は前期前～中葉白座式 と推定される。前期中葉力持Ⅳ期に廃絶されたと推定される。

<その他 >To― Cuと 白座式の新旧関係を推定する上で、興味深い資料 といえる。
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97 B Ⅱ v20土坑 6号 (Ⅱ ―第142図、エー写真図版173)

<位置 。検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ v20～ v21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v20土坑 5'7号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 133× 108cm、 底部径107× 98cm、 深 さ77cmで あ

る。

<埋土>第 Ⅱ分冊第142図 A一 A'土層断面の41,42層 が本遺構の堆積層である。黒褐色シル トを主

体 とする。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面 >壁は残存部が少なく明確ではないが、底面から上部にかけて外反する。底面は平坦であ

る。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器小片0.02kg(不 掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係は前期中葉より新 しい。出土土器は詳細な時期を特定できないが、前期末

葉の可能性がある。前期末葉力持Ⅵ期 と推定されるが明確ではない。

98 B I v20土坑 7号 (Ⅱ ―第142図、Ⅱ―写真図版173)

<位置・検出状況 >調査区中央部北西のB Ⅱ v20～ v21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v20土坑 5・ 6号、B Ⅱ u20土坑 7号より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 (106)cm、 底部径 (173)cm、 深さ140cmで あ

る。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第142図 A一 A'土層断面の51～ 57a層 が本遺構の堆積層である。最上位の51層 明

黄褐色砂質ロームは人為堆積である。埋土中位の53層 ～床面付近に堆積する57a層 までは、西方向か

ら流入 した自然堆積層である。その中で、埋上下位の55a。 55b・ 57a層 中にTo―Cuが含まれ、また

55・ 56・ 57層 はTo― Cu層 である。To Cuの性状 としては、にぶい責燈色の砂質を呈 し、本稿でC種と

呼ぶものである。

<壁・底面>大分部を重複遺構に破壊されているが、断面形フラスコ状 を呈する。オーバーハングの

あり方は、東側程大きい。底面は平坦である。断面形分類はC類である。

<出土遺物 >土器0.46kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第24千 図、Ⅳ―写真図版220)土器 2点掲載 (No4237・ 4238)。

<時期>重複遺構 との関係は前期中葉より古い。出土土器は何れもTo―Cuよ り上から出土 しているが、

詳細を特定できない。埋土下位～底面にみられたTo―Cuの産状から、同テフラ降下期 より古い。前期

前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。

99 B Ⅱ v22土坑 1号 (Ⅱ ―第148図、Ⅱ―写真図版174)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v22グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ u21住

居跡4・ 5号の床面精査時に黒褐色シル トの広が りを検出し、土坑 と認知 した。また、B Ⅱ t22グ リッ

ドから南に伸びるB Ⅱ t22住居跡 4号よりも新 しい遺構であると判断された。

<平面形・規模>平面形は楕円形である。開口部径175× 146cm、 底部径213× 164cm、 深さ82cmで あ

る。

<新旧関係>B Ⅱ v22土坑 2号、B Ⅱ w23土坑 1号、B Ⅱ t22住居跡 4号より新 しく、B Ⅱ u21住居

跡 4・ 5号 より古い。

<埋土>黒褐～暗褐色シル トを主体 とする。埋土全般に炭化物の混入が多い。埋土は主に北若 しくは
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Ⅳ 検出された遺構

北東方向から流入していると捉えられる。自然堆積層であれば、普通斜面上方の西若 しくは南西方向

から流入する。よって、人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は東側 と西側では直立に近 く、南側 と北側は大 きくオーバーハ ングするフラスコ状を

呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遣物>土器4 1lkg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 1点、コアAl点、磨製石斧 1点 )、

石製品 1点、琥珀026gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第241図、Ⅳ―写真図版221)土器 9点掲載 (No4239～ 4247)。 6層 を中心に出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第373・ 467図、Ⅳ一写真図版32千 ・380)石鏃 1点 (No7109)、 磨製石斧 1点 (No8133)。

石製品 :(Ⅲ 一第506図 、Ⅳ―写真図版414)石棒類 1点 (No8685)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期末葉より新 しい。出土土器は前期末葉

～中期前葉である。中期前葉力持Ⅶ期に廃絶されたと推定される。

100 B Ⅱ v22土坑 2号 (Ⅱ ―第148図、Ⅱ一写真図版174)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v22グ リッドに位置 している。検出状況は、BⅡ v

22土坑1号完掘時に底面で黒褐色シル トの広が りを検出したことから、新たに断面を設定 し掘 り下げ

認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ w22土坑 4号 より新 しく、B Ⅱ v22土坑 1号 より古い。なお、B Ⅱ t22住居跡 2～

4号 との新旧関係は明確ではないが本遺構が新 しいと推定された。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (62)cm、 底部径 (182)cm、 深さ95cmである。

<埋上の様相 >黒褐～暗褐色シル トを主体 とし、 2層 を中心に炭化物の混入がみられる。埋土上～中

位の 1～ 2層 は人為堆積層である。底面直上に薄 く堆積する6層暗褐色シル トと壁崩壊上の 5層 は、自

然堆積層である。埋土中～下位の 3～ 4b層は判別できなかったが、人為堆積層の可能性が高い。

<壁・底面>壁は大きくオーバーハ ングする断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦気味である。断

面形分類はF類である。

<出土遺物>土器0.52kg、 琥珀0.44gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第24i図 、Ⅳ―写真図版221)土器 1点掲載 (No4248)。

<時期>重複遣構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は詳細を特定

できないが、前期前葉と推定される。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定 しておきたい。To―Cu降下時

期 との新旧関係は厳密にはわからないが、相対的に古い可能性が高い。

101 B Ⅱ v22土坑 3号 (Ⅱ ―第148図、Ⅱ―写真図版174)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v22グ リッドに位置する。 B Ⅱ t22住居跡 1号の精

査時に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号 より古い。B Ⅱ t22住居跡 1号 との新旧関係は明確ではないが、

本遺構が新 しいか若 しくは同時期 (付属土坑)の可能性で考えられる。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径158× 119cm、 底部径131× 115cm、 深 さ54cmで あ

る。

<埋上の様オロ>黒褐色シル トと黄褐色ロームで構成される。人為堆積層である。

<壁・底面>壁は、北側が若千オーバーハングするものの、全般的には直立 して立ち上がる断面形ビ

ーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はF類である。
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<付属施設>底面に副穴 1基 と壁穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.29kgが 出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第24]図 、Ⅳ―写真図版221)土器 4点掲載 (No4249～ 4252)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は前期前～中葉である。

力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて相対的にTo―Cu降下期より古い。

102 B I v23土 坑 1号 (Ⅱ ―第147図、エー写真図版174)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ u23～ v23グ リッドに位置する。検出状況は、BⅡ

t22住居跡 1号の床面を載る黒褐色シル トによる円形プランを検出し認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1号、B Ⅱ u23住居跡 1号 より新 しい。また、B Ⅱ t22住居跡 2号の床面

段階では本遺構プランを検出できなかったことから、同住居より古いと捉えていたが、出土土器の時期

が矛盾する。よって、明確には不明の状況にあるものの、本遺構が新 しい可能性が浮上する (高い)。

<平面形・規模 >平面は不整な円形 を呈する。開口部径174× 170cm、 底部径205× 197cm、 深 さ

101cmである。

<埋土 >13層 に分層 した。ロームブロックが混入する黒～暗褐色シル トを主体 とする。堆積様相から

は、自然堆積的であるが、B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号 との関係を考慮すると人為堆積層の可能性が極め

て高い。

<壁・底面>壁は底面近 くでやや膨 らむが、ほぼ垂直に立ち上がる。底面は黄褐色ローム面でほぼ平

坦である。断面形分類はF類である。

<付属施設>底面に壁穴 2基検出している。

<出土遺物 >土器・石器はコンテナ1/2箱分出土。土器は小片のみである。

土器2.99kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、不定形石器 1点、磨製石斧 1点 )、 石製品 1

点 (軽石製石製品不掲載 )、 動物遺存体 1シ ヤーレ、琥珀2.08gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第242図、Ⅳ一写真図版22i～222)土器38点掲載 (No4253～ 4290)。 土器は前期前～中

葉を主体に前期末葉～中期中葉が出上 した。

石器 i(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ―写真図版32])石匙 1点 (No7110)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版424)N‐o9951。 琥珀は 1層 から中期初頭円筒上層 a式 と推定される土器片 ととも

に出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は、前期前～中葉を主

体に前期末葉～中期中葉が少量混 じる。新旧関係の項で上記 したとお り、出土土器を憂慮すると中期

中葉力持 llll期 の可能性が高い。

103 B Ⅱ v23土坑 2号 (Ⅱ ―第148図、Ⅱ―写真図版175)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ v23～ w23グ リッドに位置する。検出状況は、BⅡ

t22住居跡 1号の床面で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1号より新 しいと推定され、B Ⅱ t22住居跡 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径122× 112cm、 底部径109× 106cm、 深さ101cm

である。

<埋土>黄褐色ロームを主体 とし、 5層 に分層される。床面で検出している地山の責褐色ロームと比

べ、締 りが疎であり、また、黒褐色シル トが混入する。人為的な堆積層 と考えられる。
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Ⅳ 検出された遺構

<壁・底面 >壁 はほぼ垂直に立ち上が り、断面形はビーカー状を呈する。底面は黄褐色ローム面で検

出した。中央がやや窪んでいる。断面形分類はF類である。

<付属施設 >底部ほぼ中央で副穴 1基、また溝 3条 を検出している。副穴は径約40cmの 円形を呈 し、

深さ約20cmを 測る。溝は幅10cm、 深さ7～ 8cmを 測る。底面に副穴 1基 と溝 3条検出している。

<出土遺物 >土器・石器数点。埋土中位 より深鉢の口縁部片出土。

土器0,79kg、 石器 1点 などが出上 している。

土器 i(Ⅲ ―第242図 、Ⅳ―写真図版222)土器 7点掲載 (No4291～ 4297)。

石器 :(Ⅲ ―第373図 、Ⅳ―写真図版32])石鏃 1点 (No7111)。

<時期 >重複遣構 との関係からは、前期前～中葉の時間幅で捉えられる。出土土器は前期前～中葉で

ある。力持皿～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo Cu降下時期 より古い。追記 として、BⅡ t

22住居跡 1号 とは同時存在の可能性がある (付属土坑 ?)。

<年代測定 >埋土中出土土器No4295の 付着煤より4,750± 40 HC BPの測定値が得 られている。補正年

代ではBP4781± 46年の値を示すが、前期前～中葉の年代 としては明らかに新 しい。 δ13が -22.96%。

と高い濃度を示すことから、海洋リザーバー効果の影響による誤差 と考えられる。

104 B Ⅱ v24土坑 1号 (Ⅱ 一第149図、Ⅱ―写真図版175)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v24～ v25グ リッドに位置する。B Ⅱ v24住居跡 1

号北壁際及びB Ⅱ u24住居跡 2号やB Ⅱ v24住 2号下位で検出した。

<新旧関係>B Ⅱ v25土坑 1号 より新 しく、B Ⅱ v24住居跡 1・ 2号、B Ⅱ u24住居跡 1号 より古

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径150X149cm、 底部径 182× 177cm、 深さ130cmで あ

る。

<埋土>暗褐～黒褐色シル ト主体に、黄褐～明黄褐色地山ロームが入る。責褐色ロームは、西側壁際

に顕著にみられるが、壁の崩壊上ではなく、投げ込まれた土層 と判断される。全体的に人為堆積層 と

判断されるが明確ではない。埋土中位の 3a。 4a層中にTo―Cu(本稿のB2種)が微量混入する。

<壁・底面 >壁は底面近 くでやや膨 らむが、ほぼ垂直に立ちあがる。底面は黄褐色ローム面で、ほぼ

平坦である。断面形分類はA3類である。

<出土遺物 >小 コンテナ1/2箱分 (0.9kg)出 土 している。

土器 :(Ⅲ ―第243図 、Ⅳ一写真図版222)土器 6点掲載 (No4298～ 4303)。 土器は 3b層 中心に、小

片のみ出土 した。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器は小片のみである

が、前期前葉～中期に比定できる。また、To―Cuは投げ込まれた土に混入 していたと捉えられるので、

To―Cu降下時期より新 しいと推定される。ただし、状況からTo―Cu降下期直後 ぐらいの時期である可

能性 も考えられる。前期中葉力持Ⅳ期若 しくはそれより新 しい可能性が高いものの明確ではない。

105 B Ⅱ v24土坑 2号 (エ ー第149図、Ⅱ―写真図版175)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v24グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ v24住

居跡 1号の西壁上位の精査中に認知 した。本遺構西側に位置するB Ⅱ t22住居跡 1号の焼土 (地床

炉 ?)を本遺構が我っている。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 1号 より新 しく、B Ⅱ v24住居跡 1号より古い。
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<平面形 ・規模 >平面形 は楕円形である。開口部径201× 162cm、 底部径262× 205cm、 深 さ170cmで

ある。

<埋土>暗掲色シル ト主体で、所々に地山ロームが見 られる。最上位の 1層暗褐色シル トは、人為堆

積層の可能性が高い。その他 2～ 4d層 は南西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は底面から内傾 して立ち上がる断面形袋状を呈する。底面は平坦である。断面形分類

はAl類である。

<出土遺物 >lc層 を中心に土器2.31kg、 石器 6点 (不掲載内訳 :石匙 1点、不定形石器 1点、コア

A3点、礫器 1点 )、 琥珀1.39gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第243図、Ⅳ一写真図版223)土器18点掲載 (No4304～ 4321)。

<時期>重複遣構 との関係は前期前葉より新 しく、中期前葉 より古い。出土土器は前期前葉～中期初

頭である。中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

106 B Ⅱ v24土坑 3号 (Ⅱ ―第149。 150図 、Ⅱ―写真図版175)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ u24～ v24グ リッドに位置する。B Ⅱ u23住居跡 1

号の壁際で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ u23住居跡 1号より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1号・B Ⅱ v24土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >本遺構はB Ⅱ u23住居跡 1号によって東側 を壊されているが、残存部からの連続性

で不整円形を呈すると推定される。開口都径 (166)cm、 底部径 (178)cm、 深さ127cmである。

<埋土>第 Ⅱ分冊第150図 A一 A'土層断面の■～22層が本遺構の堆積層である。黒褐色シル トを主

体とする。北西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁はフラスコ状を呈する。底面は責褐色ローム面で平坦である。断面形分類はE類であ

る。

<付属施設 >底部ほぼ中央で副穴 1基を検出した。副穴は楕円形を呈 し、長軸長約30cm、 短軸長約

20cmを測 り、埋土は黒褐色シル トである。

<出土遺物 >土器 1.76kg、 石器 5点 (内訳 :石匙 1点、不定形石器 1点、磨製石斧 1点、磨石 1点、

コアBl点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第243図、Ⅳ―写真図版223)土器12点掲載 (No4322～ 4333)。

石器 :(Ⅲ 一第373・ 467図、Ⅳ―写真図版32i・ 380)石匙 1点 (No7112)、 磨製石斧 1点 (No8134)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前葉より古い。出土土器は前期前葉 と推定される。前期前葉力持

Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期より確実に古い。

<その他 >白座式が 3点出土 している。

107 B Ⅱ v24土坑 4号 (Ⅱ ―第149。 150図、Ⅱ―写真図版176)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ u24住居跡 1号・B Ⅱ v24土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >残存部からの連続性で円形 と推定される。開口部径 (95)cm、 底部径 (102)cm、

深さ70cmで ある。

<埋土>黄褐色ロームを主体 とする。人為堆積層 と判断される。

<壁・底面 >残存部がほとんどなく不明である。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物 >土器0 08kg、 石器 1点などが出土 している。
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土器 :(Ⅲ 一第243図、Ⅳ一写真図版223)上器 2′点掲載 (No4334。 4335)。

石器 :(Ⅲ ―第374図 、Ⅳ一写真図版32i)不定形石器 1点 (No7113)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期中葉より古い。出土土器は時期の特定が困難であるものの、前

期前葉の可能性がある。力持Ⅲ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期 より古い。

108 B Ⅱ v24土坑 5号 (Ⅱ ―第149・ 150図、Ⅱ―写真図版176)

<位置 。検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v24グ リッド北俣1に位置する。B Ⅱ u24住居跡 1号

の壁で本遺構の断面を検出した。

<新旧関係>B Ⅱ u23住居跡 1号、B Ⅱ v24土坑 3。 4号より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >東側 を住居により壊 されているが、円形 を呈 していたと考えられる。開口都径

132× ■8cm、 底部径149× 128cm、 深さ63cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とし、 7層 に分層される。底面直上の 6層 は壁の崩壊土と捉えられる。

西若 しくは北西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。責褐色ローム面を底面とする

が、北側の一部はB Ⅱ v24土坑 3号の埋上に黄褐色ロームを貼って整地 し、底面 としているのことを

確認 した。断面形分類はE類とした。

<出土遺物>1層 より琥珀片出土。土器・石器はコンテナ1/3箱分出土。

土器1 12kg、 石器 5点 (不掲載内訳 :石鏃 2点、不定形石器 2点、コアAl点 )、 琥珀0.83gな どが

出土 している。

土器 i(Ш ―第244図 、Ⅳ―写真図版224)土器13点掲載 (No4336～ 4348)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版424)No9952。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は前期前～中葉を主

体 とする。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。併せて、To―Cu降下時期 より古い可能性が高い。

109 B Ⅱ v25土坑 1号 (Ⅱ ―第149図、Ⅱ―写真図版176)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ v24～ v25グ リッドに位置する。検出状況は、 BⅡ

v24住居跡 l号北壁の精査中に認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ u24住居跡 1号、B Ⅱ v24住居跡 1号、B Ⅱ v24土坑 1号 より古い。

<平面形・規模 >土坑上部は破壊 されているが、胴部中位 より下はほぼ残存する。開口部径132×

113cm、 底部径164× 132cm、 深さ45cmで ある。

<埋土>埋土下位～底面付近の埋土は、黒褐色シル トによる自然堆積層 と判断される。よって、重複

関係にあるB Ⅱ v24土坑 1号 とは構築時期にかなりの時間差があると推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<付属施設>底面に副穴 1基 と溝 1条検出している。

<出土遺物 >土器0.25kg、 石器 1点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第244図、Ⅳ―写真図版224)土器 1点掲載 (No螂 49)。

石器 :(Ⅲ ―第467図、Ⅳ―写真図版380)磨石 1点 (No8135)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期中葉より古 く、中期前葉より新 しい。出土土器は前期前葉と推定

される。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。併せて、To―Cu降下時期より古い可能性が高い。
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■O B I v25土 坑 2号 (Ⅱ ―第149。 150図、Ⅱ―写真図版176)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ v25グ リッドに位置する。B Ⅱ v24住居跡 3号の貼床

と推定される硬 く締る黒掲色シル トを除去した段階で検出した。よって、土抗上部は破壊されている。

<新旧関係 >B Ⅱ u25住居跡 4号より新 しく、B Ⅱ u24住居跡 1号、B Ⅱ v24住居跡 3号より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径 102× 80cm、 底部径117× 102cm、 深さ51cmで

ある。

<埋土>黄褐色シルテイーロームと黒褐～暗褐色シル トで構成される。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコを呈 し、底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >土器2.04kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、石箆 1点、石匙 1点 )、 琥珀2.17gな どが出土

している。

土器 :(Ⅲ ―第244図 、Ⅳ一写真図版224)土器 7点掲載 (No4350～ 4356)。

石器 :(Ⅲ 一第374図 、Ⅳ―写真図版322)石鏃 1′ミ (No7114)、 石箆 1点 (No7115)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期前葉より古い。出土土器から前期末葉

～中期初頭 と推定される。中期初頭力持Ⅵ期に廃絶されたと推定される。

11l B Ⅱ v25土坑 4号 (Ⅱ ―第149・ 150図、Ⅱ―写真図版177)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ v25～ w25グ リッドに位置する。B Ⅱ v24住居跡 1

号の北壁際の床面で検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ v24住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開口部径 154× 128cm、 底部径217× 179cm、 深 さ93cm

である。

<埋土>埋土上位が暗褐色シル ト・暗褐色砂質シル トを主体 とする。埋土中～下位は黒褐色シル トを

主体 とし、炭化物の含有率が高 く、湿つぽい。埋土最下位～底面は地山土が堆積する。人為堆積層 と

推定される。

<壁 。底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器55,00kg、 石器 9点 (内訳 :石箆 1点、不定形石器 2点、コアA2点、磨石 3点、

コアBl点 )、 動物遺存体 8シ ャーレなどが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第244～245図、Ⅳ―写真図版224～225)土器■点掲載 (No4357～ 4367)。 埋土中～下位

より円筒下層 dl式を中心 とする土器が出上 している。

石器 :(Ⅲ 一第374。 468図、Ⅳ―写真図版322・ 380)石箆 1点 (No7116)、 不定形石器 1点 (No7117)、

磨石 2点 (No8136・ 8137)。

動物遺存体 :(Ⅳ ―写真図版420)No9197・ 9199。 9200。 動物遺存体は埋土中位 (3層・ 6a層 )を

主体に出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より古い。出土土器は、前期末葉円筒下層 dl式を主体 とする。

前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

<その他 >本遺構出上の喝58と 同一個体の破片がB Ⅱ u20土坑 4号より出±4102し ている。両土坑は

同時期に廃絶 (埋め戻 し)さ れた可能性が高い。

112 B I w20土坑 1号 (Ⅱ ―第150図、コー写真図版177)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ w19～ w20グ リッドに位置する。
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<新旧関係>B Ⅱ w20住居跡 1号、B Ⅱ w20土坑 2号より古い。

<平面形・規模 >平面形は残存部からは推定できない。開口部径 (127)cm、 底部径 (104)cm、 深

さ88cmで ある。

<埋土>埋土は黒褐～褐色シル トで構成され、底面付近に地山ロームが堆積する。人為堆積層 と推定

される。

<壁 。底面>B Ⅱ w20住居跡 1号に大部分を破壊され、残存部は西側1/3ほ どと推定される。壁は断

面形フラスコ状、底面は平坦気味と推定される。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >摩滅 した土器細片が数点出土 したが、時期の特定はできない。

<時期 >重複遺構との関係は前期末葉より古い。前期末葉力持Ⅵ期若しくはそれより古いと推定される。

113 B I w20土坑 2号 (Ⅱ ―第150。 151図、Ⅱ―写真図版177)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ w20～ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ w20土坑 1・ 3号 より新 しく、B Ⅱ w20住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は精円形である。開口部径177× 155cm、 底部径 181× 177cm、 深さ106cmで

ある。

<埋土>褐色シル ト、暗褐色シル ト、明黄褐色砂質土 (地山土)な どによる人為堆積である。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >土器0.61kg、 石器 2点 (内訳 :石匙 1点、磨石 1点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第245図、Ⅳ―写真図版226)土器 2点掲載 (No4368・ 螂69)。

石器 :(Ш ―第374図、Ⅳ―写真図版322)石匙 1点 (No7118)。

<時期>重複遺構 との関係は、中期末葉より古い。出土土器は前期末葉である。前期末葉力持Ⅵ期 と

推定される。

114 B I w20土 坑 3号 (Ⅱ ―第150図、Ⅱ―写真図版177)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ w20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ w20土坑 4号より新 しく、B Ⅱ w20土坑 2号・B Ⅱ x20土坑 4号 より古い。

<平面形・規模 >残存部から開口部・底部 ともに計測不可能である。深 さは54cmで ある。

<埋土>第 Ⅱ分冊第151図 C― C'土層断面の 1～ 3層が本遺構の堆積層である。褐色シル トを主体

とする。人為堆積層である。

<壁・底面>残存部がわずかで明確ではない。断面形分類はE類 とした。

<出土遺物 >土器0.51kg、 石器 1点 (敲石不掲載 )、 琥珀2,71gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第245図、Ⅳ―写真図版226)土器 3点掲載 (No4370～ 7372)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期前～中葉

である。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期より古い可能性

が高い。

115 B I w20土坑 4号 (Ⅱ ―第150。 151図、Ⅱ―写真図版177)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ w20グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ w20住居跡 1号、B Ⅱ w20土坑 3号、B Ⅱ x20土坑 4号 より古い。

<平面形・規模 >残存部が少なく、開口部・底部計測不可能である。深さ23cmで ある。
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<埋土 >第 Ⅱ分冊第151図 C― C'土層断面の 4～ 5a層が本遺構の堆積層である。褐色 シル トを主

体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >南西壁の一端以外、残存部がほとんどないため不明である。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前～中葉より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 より古い。併せて、

To―Cu降下時期より古い可能性が高い。

116 B I w20土坑 5号 (Ⅱ ―第150・ 151図、Ⅱ―写真図版178)

<位置・検出状況 >調査区中央部西狽1の B Ⅱ w20グ リッドに位置する。B Ⅱ w20住居跡 1号の直下で、

国道45号の法面から続 く急斜面の上層観察から認知 した。検出当初は 2基の土坑の存在が想定された

ため、B Ⅱ w20土坑 5,6号 と命名 して精査 に着手 したが、単独の上坑であることが判明 したため、

B Ⅱ w20土坑 6号は遺構登録から抹消 した。

<新旧関係 >B E w20住居跡 l号より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 169× 150cm、 底部径 173× 156cm、 深 さ71cmで

ある。

<埋土>褐色シル トと黄褐色シル ト (地 山土)に より構成される。人為堆積層である。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はDl類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基 と溝 4条検出している。

<出土遺物 >土器0,75kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 2点、磨石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第246図 、Ⅳ―写真図版226)土器 3点掲載 (No4373～ 4375)。

<時期>重複遺構 との関係は中期末葉より古い。出土土器は前期前葉である。前期前葉力持Ⅲ期 と推

定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期 より古い。

117 B I w21土 坑 1号 (Ⅱ ―第152図、Ⅱ―写真図版178)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ w21グ リッドに位置する。西側は調査区外 に延びるが、

その境界付近は国道45号建設時に大幅にカッテイングされている。

<新旧関係 >B Ⅱ w21土坑 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は全体の約1/3が残存する。円形 と推定される。開口部径 (170)cm、 底部

径 (149)cm、 深さ65cmで ある。

<埋土>4層 に細分される。上位から1層明黄掲色ローム、2層暗褐色シル ト、3層 明黄褐色ローム、

4層褐色シル トの順で堆積する (明責褐色ロームと褐色シル トが互層を呈する)。 1・ 3層 のローム

上が、壁の崩壊土なのか若 しくは人為的廃棄土層なのかは厳密には不明であるものの、人為堆積層の

可能性が高い。

<壁 。底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦と捉えられる。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土約 .09kg、 石器 3点 (不掲載内訳 :不定形石器 2点、コアAl点 )な どが出上 している。

土器 (Ⅲ 一第246図 、Ⅳ―写真図版226)土器 2点掲載 (No4376・ 4377)。

<時期 >出土土器は前期後葉円筒下層 c式である。前期後葉力持 V期 (円筒下層 c式期)と 推定され

る。
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118 B I w21土坑 2号 (Ⅱ ―第152図、Ⅱ―写真図版178)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ w21グ リッドで、調査区境界付近に位置する。検出状況

はⅧ層黄褐色ローム層で検出したが、土坑上部は国道45号の法面造成時に破壊を受けている。

<新旧関係 >B Ⅱ w21土坑 3号・B Ⅱ x20土坑 7号 より新 しい。

<平面形・規模 >旧地形が著 しくカットされ、またその傾斜角度が遺構底面と垂直でないため、平面

形は正確 には把握できない。規模 も同様である。残存部では、開口部径202× 171cm、 底部径 192×

176cm、 深 さ43cmである。

<埋土>若干の細分を行つたが、基本的には褐～にぶい褐色シル トにより構成される。人為堆積層 と

推定される。

<壁・底面 >土坑上部は破壊されているが、壁は断面形フラスコ状、底面は平坦と推定される。断面

形分類はE類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基と溝 2条検出している。副穴はほぼ中央に位置する。

<出土遺物 >土器0.6kg、 琥珀1.04gな どが出上 している。

土器 (Ⅲ 一第246図 、Ⅳ―写真図版226)土器 2点掲載 (No4378'4379)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期末葉～中期初頭より新 しい。出土土器は前期前葉 ?と 前期後葉

であるが異時期 と判断される。中期初頭力持Ⅵ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

119 B Ⅱ w21土坑 3号 (Ⅱ ―第152図 、Ⅱ―写真図版178)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ w20グ リッドに位置する。調査区境のカッテイングされ

た斜面において遺構の広が りを確認 した。ただし、遺構上には、地山崩壊土が堆積するなど平面プラ

ンは不明瞭であった。

<新旧関係 >B Ⅱ w21土坑 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形と推定される。開口部径 (107)cm、 底部径 (115)cm、 深 さ48cm

である。

<埋土>褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は若干オーバーハングするフラスコ状を呈 し、底面はほぼ平坦である。断面形分類は

E類である。

<付属施設>底面で副穴 1基を検出している。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から、前期後葉力持 V期若 しくはそれより古い。

120 B I w22土坑 1号 (Ⅱ ―第151図、Ⅱ―写真図版178)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西のB Ⅱ w22・ w23・ x22・ x23グ リッドに位置する。 BⅡ w

22住居跡 1号の精査終了後に、B Ⅱ t22～ y22グ リッドにかけて土層観察用ベル トを設定 し、周辺の

掘 り下げを行った際に、B Ⅱ w22～ x23グ リッドにかけて検出した。埋土断面から、本遺構上部のB

Ⅱ w22住居跡 1・ 2号 に伴 う柱穴に裁 られている。また、B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号 (大型住居跡)の

貼床 と思われる黄褐色シルティーローム上を我っている。

<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1・ 2号 より新 しく、B Ⅱ w22住居跡 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >円形基調でやや楕円形気味にある。開口部径144× 124cm、 底部径135× 118cm、 深

さ67cmである。
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<埋土 >上位 ににぶい黄褐色 シル ト、中～下位 に暗掲色 シル トが堆積する。 フラス コの南西側底部は

ロームが多量に混入することから、人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は、南壁が若干オーバーハングするものの、東・西・北壁はビーカー状を呈する。底

面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >3層 を中心に上器15.44kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、尖頭器 1点、不定形石器 1点 )

などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第246図、Ⅳ―写真図版226～ 227)土器21点掲載 (No4380～ 4400)。 大木 8a式を中心

に円筒上層 e式などが出土 している。前期前～末葉や中期初頭円筒上層 a式は異時期の混入と捉えら

れる。

石器 :(Ⅲ 一第374図、Ⅳ一写真図版322)石鏃 1点 (No7119)、 尖頭器 1点 (No7120)、 不定形石器

1点 (No7121)。

<時期 >重複遺構 との関係からは、前期前～中葉より新 しく、中期末葉より古い。出土土器は前期前

葉～中期中葉まで出土 し、略完形土器 としては円筒上層 a式や大木 8a式が得 られている。中期中葉

力持Ⅷ期に廃絶されたと推定される。

<年代測定>埋土上位出土土器4383の付着煤より4,490± 50 ИC BPの測定値が得 られている。

121 B I w22土坑 4号 (Ⅱ ―第148図、Ⅱ―写真図版179)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや西側のB Ⅱ v22～ w22グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ v22土坑 2号 より古い。また、B Ⅱ t22住居跡 1号より新 しく、 B Ⅱ t22住居跡 2

～ 4号より古いと推定された。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径131× 108cm、 底部径約80cmで ある。深さ80cm

である。

<埋土>責褐色ロームを主体 とする人為堆積層である。

<壁・底面>壁はほぼ直立気味で、底面は平坦である。断面形分類はF類である。

<付属施設>底面に溝 1条 と壁溝 1条検出している。

<出土遺物 >石器 2点 (不掲載内訳 :磨石 1点、台石 1点)が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉の時間幅で捉えられる。力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併

せて、相対的にTo Cu降下時期より古い。

122 B I w23土 坑 1号 (Ⅱ ―第148図、エー写真図版179)

<位置・検出状況>調査区中央部やや西のB Ⅱ w23グ リッド北側に位置する。B Ⅱ t22住居跡 4号の床

面を精査中に、本遣構プランを確認した。また、B Ⅱ v23土坑 1号の壁においても本遺構を確認できる。

<新旧関係>B Ⅱ v22土坑 1号より古い。また、明確ではないがB Ⅱ t22住居跡 4号 より新 しい可能

性が高い。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径128× 109cm、 底部径132× 122cm、 深さ92cmで

ある。

<埋土>黒掲色シル トを主体 とする。 9層 に細分 したが、各層に黄褐色ロームの混入が顕著である。

また、 5層 よリチップ 。フレークがまとまって出上 し、その周辺から焼土 も検出されている。人為堆

積層 と推定される。

<壁 ・底面>壁は南～西～北側でややオーバーハング気味を呈する。東側ではほぼ垂直に立ち上がる。
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Ⅳ 検出された遺構

底面は黄褐色ローム面で検出し、ほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設>底部ほぼ中央に副穴 1基、また東西方向に溝 2条、壁穴 1基を検出した。いずれも埋土

は黒褐色シル ト主体で黄褐色ロームを多 く含む。副穴は径約40cmの円形を呈 し、深さ約20cm、 溝は

幅10cm、 深 さ10cmで 、 しっか りと掘 り込まれている。

<出土遺物>土器0.27kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、台石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第247図 、Ⅳ一写真図版227)土器 3点掲載 (XTo4401～ 4403)。

石器 :(Ⅲ ―第374図 、Ⅳ一写真図版322)不定形石器 1点 (No7122)。

<時期 >重複遺構 との関係から中期前葉より古い。また、明確ではないが、前期前～中葉より新 しい。

出土土器は前期前～中葉を中心 とし、大木 5式 と推定される4403が含まれる。ただ、大木 5式 と推定

される土器は異時期 と考えられる。また、埋土中にはマサ上の含有率が高いことから前期の中でも古

い時期の可能性が窺える。前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時

期 より古い可能性がある。

123 B Ⅱ w24土坑 1号 (Ⅱ ―第153図、Ⅲ―写真図版179)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ w24グ リッドに位置する。B Ⅱ v24住居跡 1号の南壁際で検

出した。

<新旧関係>B Ⅱ w25土坑 1号、B Ⅱ w24土坑 2号 より新 しく、B Ⅱ v24住居跡 1号 より古い。新旧

関係は古い方からB Ⅱ w25土坑 1号→ B Ⅱ w24土坑 2号→本遺構 (B Ⅱ w24土坑 1号)→ B Ⅱ v24住

居跡 1号の順になる。

<平面形・規模 >平面形は楕円形 と推定される。開口部径 (157)cm、 底部径 (160)cm、 深 さ

124cmである。

<埋土>埋土上位は黒褐色シル トと暗掲色シル トを主体 とし、埋土中位～下位は壁の崩壊土系を主体

とする。埋土全体的に南西方向から流入 した自然堆積層 と判断された。

<壁・底面>壁は、残存する南壁はオーバーハングを呈する断面形フラスコ状である。底面は平坦で

ある。断面形分類は貪 1類である。

<出土遺物 >土器0.68kg、 土製品 1点、石器 2点 (不掲載内訳 :磨石 1点、礫器 1点)な どが出土 し

ている。

土器 :(Ⅲ 一第247図 、Ⅳ―写真図版227)土器 5点掲載 (No4404～ 4408)。

土製品 :(Ⅲ ―第295図 、Ⅳ―写真図版276)円盤状土製品 1点 (No5610)。

<時期>重複遺構 との関係から前期末葉～中期初頭より新 しく、中期前葉 より古い。出土土器は前期

前～末葉までの時間幅で捉えられるが、異時期の混入 と考えられる。中期初頭力持Ⅵ期前後と推定さ

れる。

124 B I w24土 坑 2号 (エ ー第153図、Ⅱ―写真図版179)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ w24グ リッドで、B Ⅱ v24住居跡 1号南壁際に位置する。当

初は平面プランを把握できずB Ⅱ v24土坑 1号精査時に、本遺構のプランを確認 した。

<新旧関係>B Ⅱ w25土坑 1号 より新 しく、B Ⅱ w24土坑 1号、B Ⅱ v24住居跡 1号 より古い。古い

方からB Ⅱ w25土坑 1号→本遺構 (B Ⅱ w24土坑 2号)→ B Ⅱ w24土坑 1号→ B Ⅱ v24住居跡 1号の

順 となる。

<平面形・規模>平面形は円形と推定される。開口部計測不可能、底部径 (175)cm、 深さ53cmであ
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る。

<埋土>明黄褐～にぶい黄褐色砂質土 (地 山土)主体で構成される。人為堆積層である。

<壁 ・底面 >残存部からは断面形フラスコ状、底面は平坦 と推定される。断面形分類はAl類 とし

た。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期末葉～中期初頭の時間幅で捉えられる。前期末葉～中期初頭力持

Ⅵ期 と推定される。

125 B Ⅱ w25土坑 1号 (Ⅱ ―第153図、Ⅱ―写真図版180)

<位置 。検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ w25グ リッドに位置する。 B Ⅱ v24住居跡 1号南壁際で検出

した。

<新旧関係>B Ⅱ x25土坑 3号より新 しく、B Ⅱ v24住居跡 1号、 B Ⅱ w24土坑 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径152× 140cm、 底部径212× 210cm、 深さ170cm

である。

<埋土>埋土上位～中位は暗褐色シル ト、下位は壁の崩壊に伴 う地山上が主体である。埋土上位の

1。 la層 は確実に人為堆積層である。埋土中～下位は判断できなかったが、人為堆積層の可能性が

高い。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<出土遺物 >土器65.54kg、 石器 5点 (内訳 :石箆 1点、石匙 2点、不定形石器 1点、敲石 1点 )、 石

製品 2点、動物遺存体 2シ ャーレなどが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第247～ 248図 、Ⅳ一写真図版227～229)土器22点掲載 (No4409～ 4430)。 la～ 2層 中

心に 6層から多量の土器が出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第374～ 375・ 468図 、Ⅳ―写真図版322・ 380)石 箆 1点 (No7125)、 石匙 2点 (No

7123,7124)、 敲石 1点 (No8138)。

石製品 :(Ⅲ 一第506図 、Ⅳ一写真図版414)岩偶 1点 (No8686)、 軽石製石製品 1点 (No8687)。

<時期>重複遺構 との関係は前期中葉 より新 しく、前期末葉～中期初頭より古い。底面から出土 した

4409の完形土器から、前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

<特記>西壁際底面から大木 6～ 7a式に比定される4409の完形土器が出土 している。球胴形の深鉢

で、斜めに横倒 しの状態で出土 した。使用状態を反映している可能性がある。この土坑からは、埋土

中位の la～ 2層 より円筒下層 dl式を中心 とする土器がまとまって出上 した。円筒下層 dl式 と大

木式の併行関係を推定する上で、良好資料 と考えられる。

126 B Ⅱ x20土坑 1号 (Ⅱ ―第154図、コー写真図版180)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 2・ 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部は楕円形で、低部はほぼ円形である。開口部径125×

107cm、 底部径 136× 131cm、 深さ66cmである。

<埋土>埋土上位が褐色シル ト、埋土中位が褐色シルティーローム、埋上下位が明責褐色砂質土 (地

山土)を主体 とする。埋上下位は地山崩壊土 と判断した。西方向から流入 した自然堆積層の可能性が

高い。
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<壁・底面>南壁側はオーバーハングし、北壁側は外傾する。底面はほぼ平坦である。断面形分類は

D2類である。

<出土遺物 >土器0.98kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第249図 、Ⅳ一写真図版229)土器 2点掲載 (No4431・ 4432)。

<時期>重複遺構 との関係からは中期初頭より新 しい。出土土器は中期末葉であるが、大木10式期の

B Ⅱ w20住居跡 1号 と近接する関係で本遺構の埋上に含まれた可能性が高い。周辺の土坑などの状況

から中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

127 B Ⅱ x20土坑 2号 (Ⅱ ―第154図、Ⅱ―写真図版180)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 5・ 8号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号、 B Ⅱ x20土坑 1号 より古い。

なお、B Ⅱ x20土坑 3号 との新旧関係は明確ではないが本遺構が新 しいと推定される。

<平面形・規模 >平面形は、開口部が円形で、低部が楕円形を呈する。開口部径■0× 107cm、 底部

径130× 110cm、 深さ31cmで ある。

<埋土>黒褐～暗褐色シル トを主体 とする。南壁際の 3層黄褐色砂質土は壁の崩壊土と判断されたが、

1～ 2b層黒褐～暗褐色シル トは人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は土坑上部が破壊されているが、断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はD2類である。

<出土遺物>土器1.25kg、 琥珀1.70gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第249図 、Ⅳ一写真図版229)土器 3点掲載 (No4433～ 4435)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より古 く、中期初頭より古い。出土土器は前期末葉～中期初

頭である。中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

128 B Ⅱ x20土坑 3号 (Ⅱ ―第154図、Ⅱ―写真図版180)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 5。 8号より新 しく、B Ⅱ x20土坑 1号 より古い。なお、B Ⅱ x20土坑 2

号 との新旧関係は明確ではないが本遺構が古い可能性が高い。

<平面形・規模 >ほ ぼ円形 と推定される。開口部径 (150)cm、 底部径 (123)cm、 深さ91cmで あ

る。

<埋土>埋土上位が黒褐色シル ト、埋土中～下位が暗褐色シル トやにぶい黄褐色シル トを主体 とする。

比較的堆積の単位が分かりやすい様相であつたことから、 1～ 9層 に細分を試みた。全て人為堆積層

である。

<壁・底面>壁は底面からタト傾気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構との関係から前期末葉より新 しく、中期初頭より古い。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ

期 と推定される。

129 B Ⅱ x20土坑 4号 (Ⅱ ―第154図、Ⅱ―写真図版181)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ w20～ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ w20土坑 3号 より新 しく、B Ⅱ x20土坑 7・ 8号 より古い。
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<平面形・規模 >残存部から円形 と推定される。開口部径 (82)cm、 底部径 (125)cm、 深さ53cm

である。

<埋土>褐色シル ト、にぶい黄褐色シル トを主体に構成される。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は残存する西壁は強 くオーバーハングする。底面はやや丸底気味である。断面形分類

はA2類である。

<出土遺物 >土器1.76kg、 石器 1点 (磨石不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第249図 、Ⅳ―写真図版229)土器 6点掲載 (No4436～ 4441)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期中葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は、前期末葉であ

る。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

130 B I x20土 坑 5号 (Ⅱ ―第154・ 155図、Ⅱ―写真図版181)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 8。 10号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号・B Ⅱ x21住居跡 1号・BⅡ x

20土坑 2・ 3・ 11号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形 と推定される。開口部径145× 129cm、 底部径152× 113cm、 深さ

53cmで ある。

<埋土>明責褐色シル ト (地山土)を主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面はやや九底気味を呈する。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器1.39kg、 石器 4点 (内訳 :不定形石器 1点、磨製石斧 1点、磨石 2点 )な どが出土

している。

土器 :(Ⅲ ―第249図 、Ⅳ―写真図版230)土器 5点掲載 (No4442～ 4446)。

石器 :(Ⅲ ―第375。 506図、Ⅳ―写真図版322・ 4i4)不定形石器 1点 (No7126)、 磨製石斧 1点 (No

8688)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期末葉になる。出土土器は前期末葉 と中期末葉が出土 している。

前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

131 B I x20土 坑 6号 (Ⅱ ―第154・ 155図、Ⅱ―写真図版181)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x20～ x21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑12号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号・B Ⅱ x21住居跡 1号より古い。

<平面形・規模 >残存部から平面形は楕円形と推定される。開口部径 (110)cm、 底部径 (110)cm、

深さ46cmで ある。

<埋土>褐色シル トを主体 とする。人為堆積 と判断されたが明確ではない。

<壁・底面>壁は断面形袋状を呈する。底面は西～東にやや傾斜する。断面形分類はG類である。

<付属施設>底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.02kgが 出上 している。

上器 :(Ⅲ ―第249図 、Ⅳ―写真図版230)土器 1点掲載 (No4447)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期後～末葉より古い。出土土器は詳細な

時期を特定できないが、中期初頭～中葉と推定される。周辺の状況などを加味すると、明確ではない

が中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。
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132 B I x20土 坑 7号 (Ⅱ ―第154・ 155図、エー写真図版181・ 182)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ w20。 x20,x21グ リッドに位置する。検出状況は、B

Ⅱ x21グ リッド付近の法面の土層観察から認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 4・ 8号 より新 しく、B Ⅱ w21土坑 2号より古い。

<平面形・規模 >平面形は、開口部・底部 ともに精円形を呈する。開口部径 (163)cm、 底都径

(■ 5)cm、 深さ133cmで ある。

<埋土>埋土中から多量の炭化物が出土 した。人為堆積層 と判断されたが明確ではない。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >土器0 422kg、 石器 1点、琥珀1.28gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第249図 、Ⅳ一写真図版230)土器 3点掲載 (No駆48～ 4450)。

石器 :(Ⅲ ―第468図 、Ⅳ―写真図版38i)磨石 1′点 (h8139)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期初頭より古い。出土土器は前期末葉～中期

初頭である。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

133 B I x20土 坑 8号 (Ⅱ ―第154・ 155図、Ⅱ―写真図版182)

<位置 。検出状況 >調査区中央都西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。B Ⅱ x20土坑 8号は、大木10

式期の住居 と推定されるB Ⅱ w20住居跡 2号 より約50cm下がつたレベルで検出された。

<新旧関係 >B Ⅱ x20土坑 4号 より新 しく、B Ⅱ x20土坑 2。 3・ 7。 10号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は、残存部から楕円形 と推定される。開口部径 (123)cm、 底部径 (99)

cm、 深さ75cmで ある。

<埋土>埋土中位は黄褐色～明黄褐色ローム (地山土)が主体を占める。埋上下位は黒褐色シル トと

黄褐色ロームが混在する様相である。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦気味である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基 と溝 1条検出している。

<出土遺物 >土器0.06kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第249図 、Ⅳ―写真図版230)土器 1点掲載 (No4451)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期前～中葉

である。前期前～中葉力持Ⅳ期 と推定される。

134 B Ⅱ x20土坑10号 (Ⅱ ―第154・ 155図、Ⅱ―写真図版182)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x20グ リッドに位置する。本遺構は精査途中まで土坑 2

基の重複するプランと想定され、東側をB Ⅱ x20土坑 9号、西側をB Ⅱ x20土坑10号 と命名 した。た

だし、精査の結果、同一の土坑であることが判明したため、B Ⅱ x20土坑 9号は遺構登録を抹消 した

(欠名)。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑 8。 ■号 より新 しく、B Ⅱ x20土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形 と推定される。開口部径 (179)cm、 底部径 (201)cm、 深さ41cm

である。

<埋土>明責褐色地山土を主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は直立～やや外傾 と推定された。底面は平坦である。断面形分類はE類 とした。

<出土遺物 >土器0.21kgが出土 している。
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土器 :(Ⅲ 一第249図、Ⅳ一写真図版230)土器 1点掲載 (No4452)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期末葉 と推

定されるが明確ではない。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

135 B Ⅱ x20土坑11号 (Ⅱ ―第154・ 155図、Ⅱ一写真図版182)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ x20～ y20グ リッドで、調査区境に位置する。現況は国

道45号法面続 きの急斜面である。検出状況は、北側で重複するB Ⅱ x20土坑10号完掘時に、南側の壁

面が確認されなかったため、南北に土層断面を設定 して土層観察 した結果から本遺構を認知 した。土

坑上部は既に破壊されている。

<新旧関係>B Ⅱ x21住居跡 1号、B Ⅱ x20土坑10。 12号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形基調 と推定される。開口部径 (151)cm、 底部径 (230)cm、 深 さ

135cmである。

<埋土>埋土上位は攪乱によって中央部を破壊されているものの、黒褐～暗褐色シル トを主体 とし、

埋土中位 (3層 系)に褐～にぶい責褐色シルテイーロームが、埋上下位に暗褐～黒褐色シル トが堆積

する。埋土上～中位の 1～ 5a層 は人為堆積層 と推定される。埋土中～下位の 6～ 8a層 は西方向か

ら流入した自然堆積層を基調 とし、所々に人為層が入る様相で捉えられる。また、南側の埋土中位付

近に二次堆積 と推定されるTo Cu(本稿のC種)がわずかに混入する。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉より古い。埋土中にはTo―Cu(本稿のC種)の二次堆積が

確認される。詳細な時期は特定できないが、前期中～中葉力持Ⅳ期の可能性がある。併せてTo Cu降

下時期より古 く廃絶されたと捉えられる。

136 B Ⅱ x20土坑12号 (Ⅱ ―第154図、Ⅱ―写真図版182)

<位置・検出状況>調査区中央郡西側のB Ⅱ x20,x21・ y20・ y21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑11号 より新 しく、B Ⅱ x21土坑 6号より古い。

<平面形 。規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径181× 173cm、 底部径160× 132cm、 深さ63cm

である。

<埋土>黒褐～暗掲色シル トを主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面>壁は、南壁がオーバーハングする以外直立気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はE類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期初頭より古い。前期前～中葉力持Ⅲ～

Ⅳ期 と推定される。To―Cu降下時期 との新旧関係は厳密には不明であるが、古い可能性が高い。

137 B Ⅱ x21土坑 1号 (Ⅱ 一第152図、コー写真図版182)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB E x21グ リッドに位置する。現代の地形改変により土坑上

部及び東側は削平を受ける。検出面は本遺跡の地山に相当するⅧ層ローム中であるが、本来の検出面

はさらに上層 (推定で lm以上上位 と推定される)と なる。

<新旧関係>B Ⅱ x21土坑 2・ 3号 より新 しい。
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<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径185× 172cm、 底部径 194× 182cm、 深さ72cmであ

る。

<埋土 >褐色土を主体 とする。断面図では、土層の堆積パターンを推定 して分層を試みた。西方向か

ら流入 した自然堆積層を基調 とし、人為層が混 じると推定される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >土坑底面中央で副穴 2基 と、副穴から壁に向かって走る溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器1 57kg、 石器 2点 などが出土 している。

土器 i(Ⅲ 一第250図 、Ⅳ一写真図版230)土器 4点掲載 (No4453～ 4456)。

石器 :(Ⅲ 一第375図 、Ⅳ一写真図版322)石鏃 2点 (No7127・ 7128)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より古い。出土土器は中期初頭や中期末葉 と推定されるが、

後者は流れ込みと判断される。中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

<その他>B Ⅱ x21土坑 2号の南西側底面より5cm程上で花商岩が、20× 20cmの もの 1個 と、15×

15cmの もの 1個が確認 された。本遺構 と重複する地点に相当することから、本遺構構築時に壁の補

強を行なった可能性がある。

138 B Ⅱ x21土坑 2号 (Ⅱ ―第152図、Ⅱ―写真図版183)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側でB Ⅱ w21～ x21グ リッドに位置する。現況は調査区境界で国

道45号法面続きの急斜面地～畑地造成に伴いカッテイングされた平坦面 との変換点に相当する。Ⅷ層

ローム中で検出したが土坑上部は大幅に破壊されている。

<新旧関係>B Ⅱ x21土坑 3号 より新 しく、B Ⅱ x21土坑 1号より古いと推定される。

<平面形・規模 >平面形は楕円形 と推定 される。開口部径 (119)cm、 底部径 (■ 2)cm、 深 さ

33cmで ある。

<埋土>掲～にぶい褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は西側が外傾気味で、東側は直立気味である。底面はほぼ平坦である。断面形分類は

F類である。

<付属施設>底面中央に、副穴 1基を持つ。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期初頭より古い。前期末葉力持Ⅵ期と推定さ

れる。

139 B Ⅱ x21土坑 3号 (Ⅱ ―第152図、Ⅱ―写真図版183)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ x20～ x21に位置する。

<新旧関係>本遺構が B Ⅱ x21土坑 1・ 2号 より古い (2号 との新旧関係は推定 )。

<平面形 。規模 >平面形は、開口部が円形で、低部は楕円形を呈する。開田部径138× 134cm、 底部

径210× 188cm、 深さ80cmである。

<埋土>にぶい黄褐色シル トと褐色シル トが主体である。人為堆積層 と捉えられる。 3・ 4層の地山

ブロックは、埋め戻 し時に壁が崩落 し堆積 したと推定される。

<壁・底面 >壁は内傾 して立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は

A3類である。

<付属施設 >底面で副穴1基を検出した。
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<出土遺物>土器0.98kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第250図、Ⅳ―写真図版230)土器 7点掲載 (No4457～ 4463)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より古い。出土土器は前期末葉円筒下層 d式である。前期末

葉力持Ⅵ期 と推定される。

140 B I x21土坑 4号 (Ⅱ ―第152図、Ⅱ―写真図版183)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x21グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ x21土坑 6号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号、B Ⅱ x21住居跡 l号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部径78× 64cm、 底部径98× 98cm、 深さ74cmである。

<埋土>暗褐～にぶい黄褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定されるが明確ではない。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は凹凸があるが、下位の 6層 は掘 りすぎた可能性

が高 く、本来は平坦 と考えられる。断面形分類はA3類である。

<出土遺物 >1～ 2層で土器1.77kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、コアA3点、磨石 1点)な どが出

土 している。

土器 :(Ⅲ ―第250図、Ⅳ―写真図版230)土器 4点掲載 (比4464～ 4467)。

石器 :(Ⅲ ―第375図、Ⅳ―写真図版322)石鏃 1点 (No7129)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、中期末葉より古い。出土土器は前期末葉及び中

期末葉である。後者は異時期 と判断される。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

141 B I x21土坑 5号 (Ⅱ ―第152・ 153図、Ⅱ―写真図版183)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x21～ y21グ リッドに位置する。精査開始当初は、BⅡ

x21土坑 6号 と同一遺構 と捉えていたが、土層断面の観察 と底部の様相から、B Ⅱ x21土坑 6号を裁

る小形のフラスコピットとして認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ x21土坑 6号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号、B Ⅱ x21住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は、開口部が円形気味、低部は楕円形を呈する。開口部径80× 77cm、 底部

径101× 136cm、 深 さ50cmで ある。

<埋土>第 Ⅱ分冊第153図 G一 G'土層断面の 1～ 5層 が本遺構の堆積層である。人為堆積層 と推定

される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はDl類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複する遺構 との新旧関係は、前期前～中葉より新 しく、中期末葉より古い。状況から前期

末葉力持Ⅵ期 と推定される。

142 B Ⅱ x21土坑 6号 (Ⅱ ―第152・ 153図、Ⅱ―写真図版184)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x21～ y21グ リッドに位置する。検出状況は、国道45号の法

面続 きの部分を南北方向に土層断面にして観察 した結果、認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ x20土坑12号 より新 しく、B Ⅱ x20住居跡 1号・B Ⅱ x21住居跡 1号・B Ⅱ x21土

坑 4・ 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径178× 175cm、 底部径 178× 176cm、 深さ72cmであ

る。
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<埋土 >第 Ⅱ分冊第153図 G一 G'土層断面の11～ 14層 が本遺構の堆積層である。全て地山起源のロ

ーム若 しくは砂質上で、人為堆積層である。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期末葉より古い。力持Ⅲ～Ⅵ期の時間幅

で捉えられるが、規模の類似性から力持Ⅲ～Ⅳ期の可能性が高い。To―Cu降下時期との新旧関係は厳

密には不明であるが、古い可能性が高い。

143 B Ⅱ x23土坑 1号 (I― 第156図、Ⅱ―写真図版184)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x23～ y23グ リッドに位置する。B Ⅱ t22住居跡 3

号の南東部床面精査時に、径約 2mの上坑プランを検出し認知 した。

<新旧関係 >B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号より新 しく、B Ⅱ w22住居跡 1号 より古い。また、B Ⅱ y22住

居跡 3号 より古いことが精査終了後に判明した。

<平面形 。規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径193× 171cm、 底部径 172× 165cm、 深さ67cm

である。

<埋土 >暗褐～黒褐色シル トを主体 とする。全て人為堆積層 と捉えたが明確ではない。最上位の 1

層 。la層 とした焼土層は、現地性 と判断された。本遣構上位にあったB Ⅱ w22住居跡1号炉の使用

に伴い形成された焼土層 と推定される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は中央部分がやや窪むなど凹凸が確認できる。断

面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器4.87kg、 石器12点 (内訳 :石鏃 5点、尖頭器 1点、石匙 1点、不定形石器 3点、磨

石 1点、礫器 1点 )、 石製品 2点 (内訳 :石棒類 2点)な どが出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第250図、Ⅳ一写真図版230～231)土器15点掲載 (No4468～ 4482)。

石器 :(Ⅲ 一第375図、Ⅳ―写真図版322)石鏃 3点 (No7130～ 7131)、 石匙 1′点 (No7133)。

石製品 :(Ⅲ 一第50ア図、Ⅳ―写真図版4i4)石棒類 1点 (No8689)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、中期前～中葉より古い。出土土器は前期前

～末葉であるが、埋土中～下位出土には前期末葉が含まれず、それより古手の上器が出上 している。

埋上下位出土土器から前期中～後葉力持Ⅳ～V期 と推定される。To―Cu降下期 との新旧関係は不明で

あるが、新 しい可能性が高い。

144 B I x23土 坑 2号 (Ⅱ ―第156図 、Ⅱ―写真図版184)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x23グ リッド北側で、 B Ⅱ t22住居跡1～ 4号の南東端に位

置する。Ⅷ層黄褐色ロームで検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ w22住居跡 l号より古 く、B I t22住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径198X183cm、 底部径231× 204cm、 深さ56cmで

ある。

<埋土 >黒褐色～暗褐色シル トを主体 とする。西方向から流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は底部にむかい膨 らむ袋状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >小穴 2基を検出したが、南側は浅い。覆土は黒褐色シル ト主体である。

<出土遺物 >土器1 29kg、 石器 2点などが出土 している。特にチップ 。フレークが多い。
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土器 :(Ⅲ 一第 25千 図、Ⅳ一写真図版23])上器 9点掲載 (No4483～ 4491)。

石器 :(Ⅲ ―第375図 、Ⅳ―写真図版323)尖頭器 1点 (No7135)、 石匙 1点 (No7134)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しく、中期末葉 より古い。出土土器は前期前葉～中

期前葉である。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

<特記>検出面で、フラスコピットの東側より扁平な礫 (花商岩)が出土 した。礫は斜位の状態で検

出面に刺さるように出上 したが、掘 り込みはない。当初は立石の可能性を念頭に精査を進めたが、フ

ラスコピットが埋まる際に流れ込んだものと推定 した。

145 B Ⅱ x24土坑 1号 (Ⅱ ―第156図 、■―写真図版184)

<位置・検出状況 >調査区中央部でB Ⅱ x24グ リッドに位置する。現況は西から東に向かって傾斜す

る緩斜面地である。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 138× 129cm、 底部径200× 193cm、 深さ226cmであ

る。

<埋土>埋土上～下位の 1～ 12層 は人為堆積層で、底面直上の13～ 15層 は西方向から流入 した自然堆

積層と推定される。■層 より、一括気味の上器 と大量の戊化物が出上 した。

<壁・底面 >壁は底面から内傾 した後、胴部上位付近でやや外傾する。底面は平坦である。断面形分

類はB類である。

<付属施設 >底面で副穴1基 を検出した。

<出土遺物 >7層、11層 を中心に土器22.70kg、 土製品 1点、石器10点 (内訳 :石鏃 3点、不定形石

器 2点、磨製石斧 1点、台石 1点、礫器 2点、コアBl点 )、 動物遺存体 2シ ャーレなどが出上 して

ヤヽる。         こ

土器 :(Ⅲ 一第25i～252図 、Ⅳ一写真図版23i～233)土器43点掲載 (No4492～ 4534)。

土製品 :(Ⅲ ―第295図 、Ⅳ―写真図版276)円盤状土製品 1点 (No5611)。

石器 :(Ⅲ ―第375,468図、Ⅳ―写真図版323・ 38千 )石鏃 3点 (No7136～ 7138)、 不定形石器 2点

(No7139'7140)、 磨製石斧 1点 (No8140)。

動物遺存体 :(Ⅳ―写真図版420)No9206。

<時期 >出土土器の主体は、前期末葉～中期初頭である。中期初頭力持Ⅵ期と推定してお く。

146 B Ⅱ x24土坑 2号 (Ⅱ ―第156・ 157図、エー写真図版185)

<位置 。検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x24～ x25グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅷ層黄褐色ロ

ームで検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ x24住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開田部径128× 107cm、 底部径202× 148cm、 深 さ226cm

である。

<埋土>埋土上位が灰黄褐色シル トやにぶい黄褐色シル トで、炭化物の混入が顕著に確認 された。そ

の下位である埋土中位の責褐色粘土質シル トは、精査当初底面と想定されたが、その下位か ら黒褐色

シル トが見 られたことから、更に深いことが半J明 した。埋土全般には、投げ込み土あるいは整地層的

な性格の人為堆積層 と判断された。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物 >土器4.70kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、磨石 2点)な どが出上 している。
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土器 :(Ⅲ ―第252図、Ⅳ一写真図版233)土器25点掲載 (No4535～ 4559)。

石器 :(Ⅲ ―第376・ 468図 、Ⅳ―写真図版323・ 381)石匙 1点 (No7141)、 磨石 1点 (No8141)。

<時期>重複遺構 との関係は前期前葉より新 しい。出土土器は前期中葉～末葉で、前期前～中葉 を主

外 とする。前期中葉力持Ⅳ期 と推定される。To―Cu降下時期 との新旧関係は厳密には不明であるが、

古い可能性が高い。

147 B I x24土坑 3号 (Ⅱ ―第157図 、Ⅱ―写真図版185)

<位置 。検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x24～ y24グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ v24住居

跡 l号の南壁近 くにおいて、特大のフラスコピツトであるB Ⅱ x24土坑 2号の精査中に検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ x25土坑 6号 より新 しく、B Ⅱ x24土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径 110× 97cm、 底部径156× 147cm、 深さ87cmで

ある。

<埋土 >にぶい黄褐色シル トや暗褐色シル トを主体 とする。また、底部より投げ込まれた巨礫が出土

している。人為堆積層 と推定されたが、明確ではない。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状であるが、斜面下方側がやや直立気味を呈する。底面はほぼ平坦

である。断面形分類はB類である。

<付属施設 >底面で副穴 1基 と溝 2条 を検出した。

<出土遺物 >土器3.4kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 1点、磨石 1点、台石 1点 )、 石製

品 1点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第252～253図 、Ⅳ一写真図版234)土器13点掲載 (No4560～ 4572)。

石器 :(Ⅲ 一第376・ 468図、Ⅳ―写真図版323・ 38])石鏃 1点 (No7142)。

石製品 :(Ⅲ 一第507図 、Ⅳ一写真図版414)軽石製石製品 1点 (No8690)。

<時期>重複遺構 との関係から前期後葉若 しくはそれより新 しい。出土土器は前期中～末葉であるが、

底面の副穴より前期後葉円筒下層 c式が出土 している。前期後葉力持 V期 と推定される。

148 B Ⅱ x24土坑 4号 (Ⅱ ―第156・ 157図 、コー写真図版185)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x24～ y24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >重複関係を持つかどうか明確にはわからなかったが、B Ⅱ x24土坑 5号 より古い可能性

が高い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 144× 128cm、 底部径 168× 157cm、 深さ19cmで あ

る。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定されるが、土坑の下部付近が残存するに留ま

り明確ではない。

<壁 ・底面 >壁は外傾気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器1.27kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 1点、不定形石器 1点 )な どが出土 して

いる。

土器 :(皿 一第253図 、Ⅳ―写真図版234)土器 2点掲載 (No4573・ 4574)。

石器 :(Ⅲ 一第376図 、Ⅳ一写真図版323)不定形石器 1点 (No7143)。

<時期 >出土土器は前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と推定される。To―Cu降下時期 との新旧関係は厳密に

は不明であるものの、古い可能性が高い。
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149 B E x24土坑 5号 (Ⅱ ―第156。 157図、エー写真図版185)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x24～ y24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ x24土坑 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径175× 169cm、 底部径201× 182cm、 深さ98cmであ

る。

<埋土>黒褐色シル トを主体に、壁際や底面付近に明責褐色砂質土 (地 山土)が堆積する。西方向か

ら流入 した自然堆積層 と推定される。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期後葉より古い。また、前期前～中葉より新 しい可能性がある。前

期中～後葉力持 V期 と推定される。

150 B Ⅱ x25土坑 1号 (Ⅱ ―第158図、正一写真図版186)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x25～ BⅢ xlグ リッドに位置する。B Ⅱ x25住居跡 2号の

床面下位 より検出した。

<新旧関係 >B Ⅱ x25住居跡 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径131× ■9cm、 底部径169× 146cm、 深さ76cmであ

る。

<埋土>黒褐色シル ト主体に所々に黄褐色ロームがブロック状に入る。人為堆積層 と推定される。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦気味である。断面形分類はB類である。

<付属施設 >底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器3.86kg、 石製品 1点 (石刀類不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第253図 、Ⅳ―写真図版234)土器 8点掲載 (No4575～ 4582)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期後葉より新 しい。出土土器は前期中～後葉を主体 とする。前期中～

後葉力持Ⅳ～V期 と推定される。To Cu降下期 との新旧関係は厳密には不明であるものの、新 しい可

能性が高い。

151 B Ⅱ x25土坑 2号 (Ⅱ ―第158図、Ⅱ―写真図版186)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x25～ y25グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 3号より新 しい。また、明瞭な重複関係は確認できなかったが、BⅢ x

l住居跡 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径117× 97cm、 底部径133× 108cm、 深さ115cm

である。

<埋土>1～ 17層 に細分 した。埋土上位の 1～■層は、細かい単位で堆積 していることから、人為堆

積 と捉えられる。埋土中位～下位の12～ 16層 は、地積様相からは自然堆積層的であるが、 2～ 17cm

の地山ロームブロックが混入することを考慮すると、整地を意図した人為堆積層の可能性が高い。底

面直上に薄 く堆積する17層 は、自然堆積層 と判断される。なお、 4層 。6～ 16層 に、橙色 (一部赤色

を呈する)のパ ミス (径 1ミ リ主体、15層 にのみ径 5mm程が含まれる)の混入が見 られた。この橙

色パ ミスの種類は、分析を行っていないので不明である。肉眼観察からの所見 としては南部浮石 (N

b一 P)に類似するが、本遺跡で顕著に確認されているTo Cu(本稿のAl種 ?)の一種の可能性 も
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考えられる。

<壁・底面 >壁は直立に立ち上がる断面形 ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類

はF類である。

<出土遺物 >土器 1.55kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第253図 、Ⅳ―写真図版234)土器 7点掲載 (No4583～ 4589)。

<時期>出土土器は前期前～中葉であるが、整地土 (埋め戻 しに使用された土)に混入 していたと捉

えられる。重複遺構 との関係から前期前～中葉 より新 しく、前期後葉より古い。前期中葉力持Ⅳ～V

期 と推定される。

<その他 >上記 した橙色パ ミスは、土器 と共に整地上に混入されていたと捉えられることから、出土

土器の時期を考慮するとTo一Cuの一種の可能性 も考えられる。

152 B Ⅱ x25土坑 3号 (Ⅱ ―第158図 、Ⅱ―写真図版186)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x25グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ x24住居跡 1号より新 しく、B I w25土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径97× 81cm、 底部径124× 105cm、 深 さ151cmであ

る。

<埋土>暗掲色シル トを主体に局所的に黄褐色ロームや責褐色砂質ロームなどの地山上が混 じる。人

為堆積層 と推定されるが明確ではない。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は西側がやや低 く、階段状に落ち込む。断面形分

類はB類である。

<出土遺物 >土器0.24kg、 石器 1点、琥珀0,76gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第253図 、Ⅳ―写真図版235)土器 4点掲載 (No4590～ 4593)。

石器 :(Ⅲ ―第468図 、Ⅳ―写真図版38千 )磨石 1点 (No8142)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、前期末葉より古い。出土土器は前期初頭～中葉

である。前期中葉力持Ⅲ～Ⅳ期と推定される。併せて、To―Cu降下時期より古い可能性が高い。

153 B Ⅱ x25土坑 4号 (■ ―第158図、コー写真図版186)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x25グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B Ⅱ x25土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はやや角ばり気味の円形である。開口部径 (109)cm、 底部 (94)径cm、

深さ36cmである。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁 ・底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器1,31 kg、 石器 1点 (石匙不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第253図 、Ⅳ―写真図版235)土器 2点掲載 (No4594・ 4595)。

<時期 >重複遺構との関係は前期後葉円筒下層 c式期より古い。出土土器は前期中葉・末葉円筒下層

bl式 と円筒下層 dl式である。重複遣構 との新旧関係を考慮すると、前期中～後葉力持 V期 (円筒

下層 bl式期)と 推定される。
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154 B Ⅱ x25土坑 5号 (Ⅱ ―第158・ 159図、Ⅱ―写真図版187)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x25グ リッドで、B Ⅱ v24住居跡 1号から、 2mほ ど南の斜

面に位置 している。検出状況は、電柱のアンカーを撤去後にこの周辺で検出されたB Ⅱ x24焼± 1

号・B E x25土坑 6号の埋土断面を東西に設定 し観察 した際に、B Ⅱ x25土坑 6号 を裁る土坑 として

認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ x25土坑 4・ 6号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径153× 133cm、 底部径 165× 140cm、 深さ136cm

である。

<埋土>暗褐色シル ト、褐色シル トを主体に、明責褐色シルティーロームやにぶい黄褐色シル トが混

ざる。斜面下方側から投げ込まれた様相で、人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁 は西側がオーバーハングし、東側は外傾～直立気味を呈する。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はD2類である。

<付属施設 >底面で副穴1基 と溝 1条 を検出した。

<出土遺物 >土器0.62kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 1点 )な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第254図 、Ⅳ―写真図版235)土器 4点掲載 (No4596～ 4599)。

<時期>重複遺構 との関係は前期後葉より新 しい。出土土器は前期後葉円筒下層 c式である。前期後

葉力持 V期 と推定される。

155 B I x25土 坑 6号 (Ⅱ ―第158・ 159図、Ⅱ―写真図版187)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x24。 x25'y24・ y25グ リッドに位置する。

<新旧関係 >B E x24土坑 3号・B I x25土 坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径132× 11lcm、 底部径 162× 143cm、 深さ97cmで

ある。

<埋土 >褐色シル トや暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定されるが、明確には判断できな

かった。

<壁・底面 >壁 は西側に大 きくオーバーハングし、東側は外傾する。底面は平坦を基調とするが、南

から北に向かってやや下がる。断面形分類はDl類である。

<出土遺物 >土器0.55kg、 石器 2点 (不掲載内訳 :石鏃 1点、磨石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第254図 、Ⅳ一写真図版235)土器 4点掲載 (No4600～ 4603)。

<時期>重複遣構 との関係は前期後葉より古い。出土土器は、前期中～後葉円筒下層 b式 と推定され

るが特定の困難なものが多い。前期中～後葉力持 V期 と推定される。

156 B Ⅱ y21土坑 1号 (Ⅱ ―第159図、写真図版187)

<位置・検出状況 >調査区中央部のB Ⅱ x22グ リッドに位置 している。検出状況は、本遺構 と南東側

で重複 していたB Ⅱ y22土坑 5号の完掘時に、異なる暗褐色シル トの広が りを確認 し、認知 した。

<新旧関係 >B I y22土坑 5号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径91× 90cm、 底部径150× 146cm、 深さ120cmで あ

る。

<埋土>全体的にレンズ状堆積を呈することから、西方向から流入 した自然堆積層 と捉えられる。た

だ、坦土上位に入る 3・ 5層 とした黄褐色シル トは、自然堆積なのか若 しくは人為による投げ捨て土
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Ⅳ 検出された遺構

なのか判断できなかった。

<壁 ・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<出土遺物 >1、 2、 7層 を中心に土器074聴、石器 3点 (内訳 :磨石 3点)な どが出上 している。

上器 :(Ⅲ 一第254図 、Ⅳ一写真図版235)土器 3点掲載 (No4604～ 4606)。

石器 :(Ⅲ 一第468～469図 、Ⅳ―写真図版381)磨石 2点 (No8143・ 8144)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期末葉より新 しい。出土土器は前期末葉～中期初頭である。前期末

葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

157 B Ⅱ y22土坑 1号 (Ⅱ ―第159図、エー写真図版187)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のB Ⅱ x22・ x23・ y22・ y23グ リッドに位置する。B Ⅱ w22

住居跡 1号炉 (複式炉)の精査中に、土層の断面観察により認知 した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡1～ 4号より新 しく、B Ⅱ w22住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径156× 151cm、 底部径202× 195cm、 深さ109cmで あ

る。

<埋土 >暗褐色シル トを主体に、壁際や底面に黄褐色ローム (地 山土)が堆積する。埋土中～下位は

西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層で、埋土上位の 1層 は人為堆積層 と判断される。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器2.25kg、 石器 6点 (内訳 :不定形石器 4点、磨石 1点、敲石 1点 )、 琥珀0.13gな ど

が出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第254図 、Ⅳ―写真図版235)土器 6点掲載 (No4607～ 4612)。

石器 :(Ⅲ ―第376図 、Ⅳ―写真図版323)不定形石器 2点 (No7144・ 7145)。

<時期 >重複遺構との関係からは、前期前～中葉より新 しく、中期末葉より古い。出土土器は埋土上

位～下位まで前期後～末葉を中心 とする。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

158 B Ⅱ y22土坑 3号 (Ⅱ ―第159。 160図、Ⅱ―写真図版188)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ y22グ リッドに位置する。検出状況は、 B Ⅱ y22住居跡

3号の北壁溝際の精査中に確認された。土層観察用断面はB Ⅱ y22土坑 3・ 5号共通で設定 した。

<新旧関係>B Ⅱ y22土坑 5号 より新 しく、B Ⅱ y22住居跡 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径119× 105cm、 底部径164× 150cm、 深さ161cmで あ

る。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第160図 B一 B'土層断面の 1～ 7a層 が本遺構の堆積層である。黒褐色シル トを

主体 とする。人為的に埋め戻されたと判断される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はDl類である。

<付属施設 >底面で副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器3.28kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、尖頭器 1点、石匙 1点、不定形石器 1点、砥

石 1点 )、 石製品 1点 (石棒類不掲載)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第254図 、Ⅳ―写真図版236)土器10点掲載 (No4613～ 4622)。

石器 :(Ⅲ ―第376図 、Ⅳ―写真図版323)石鏃 1点 (No7146)、 尖頭器1点 (No7147)。

<時期>重複遺構との関係から前期末葉より新 しく、中期中葉より新 しい。出土土器は、前期後葉円

筒下層 c式～中期初頭円筒上層 a式で、前期末葉円筒下層 d式を主体 とする。前期末葉～中期初頭力
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持Ⅵ期と推定される。

159 B Ⅱ y22土坑 4号 (Ⅱ ―第159。 160図、Ⅱ―写真図版188)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ y22グ リッドに位置する。検出状況は、 B Ⅱ y22住居跡

3号の精査時に検出した。

<新旧関係>B Ⅱ y22住居跡 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開口部径136× 114cm、 底部径 153× 140cm、 深さ100cm

である。

<埋土 >壁の崩壊土 と捉えられる褐～黄褐色のシルティーローム (地山土)を主体 とする。全て南西

方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面 >壁は内傾気味に立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形

分類はB類である。

<付属施設 >底面中央部分から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器0.42kg、 石器 1点 などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第254図 、Ⅳ一写真図版236)土器 2点掲載 (No4623・ 4624)。

石器 :(Ⅲ ―第469図、Ⅳ一写真図版38])磨製石斧 1点 (No8145)。

<時期>重複遺構からは中期中葉より古い。出土土器は前期前～後葉 と推定されるが詳細を特定でき

ない。状況から前期前～後葉力持Ⅳ～V期 と推定される。

160 B Ⅱ y22土坑 5号 (Ⅱ 一第159。 160図、Ⅱ―写真図版188)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ y21～ y22グ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ y21土坑 1号・B Ⅱ y22土坑 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形 と推定される。開口部径 (176)cm、 底部径 (161)cm、 深さ102cm

である。

<埋土 >本遺構は、 B Ⅱ y22土坑 3号 と共通で土層断面の設定を行った。第Ⅱ分冊第160図 B― B'

土層断面の11～ 20層 が本遺構に伴 う堆積層である。黒掲～暗褐色シル トを主体に黄褐色砂質土 (地 山

土)が所々に混在する。全て人為堆積層である。局所的に焼土 とTo Cu(本稿のC種)が確認された。

To―Cuは人為層に混入 していたもので、降下時期を反映していない。

<壁・底面>壁は内傾 して立ち上がる。底面は中心部分がやや盛 り上がる上げ底を呈する。断面形分

類はE類である。

<出土遺物 >土器1.06kg、 石器 3点 (内訳 :磨石 2点、砥石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第254図 、Ⅳ―写真図版236)土器 4点掲載 (No4625～ 4628)。

石器 :(Ⅲ 一第469図、Ⅳ一写真図版381)磨石 2点 (No8146・ 8147)。

<時期>重複遺構 との関係は前期末葉～中期初頭より古い。出土土器は前期末葉～中期初頭を主体 と

する。前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

161 B Ⅱ y24土坑 1号 (Ⅱ ―第160図、Ⅱ―写真図版188)

<位置・検出状況 >調査区中央都中央付近のB E y24・ y25・ C Ⅱ a24・ a25グ リッドに位置する。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 5。 6号 より新 しく、B Ⅱ y25土坑 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径86× 68cm、 底部径 156× 150cm、 深さ199cmで あ

-256-



Ⅳ 検出された遺構

る。

<埋土>責褐色シル トと暗掲色シル トが混ざる様相で捉えられる。人為堆積層 と推定される。

<壁 ・底面>壁は全周オーバーハ ングするが、西側や北側ほどそれが強い。底面はほぼ平坦である。

断面形分類はDl類である。

<出土遺物 >土器1 47kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第255図 、Ⅳ―写真図版236)土器 6点掲載 (No4629～ 4634)。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期前～中葉より新 しく、前期後葉より古い。出土土器は前期中～後

葉である。前期中～後葉力持 V期 と推定される。

<その他 >胴部破片であるが、円筒下層 b式 と大木 4式の共伴関係を示す資料 と考えられる。

162 B I y25土 坑 1号 (Ⅱ ―第160。 161図、Ⅱ―写真図版188)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ y25グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径106× 97cm、 底部径156× 156cm、 深さ102～ 115cm

である。

<埋土>埋土上～中位は暗褐色シル トを主体 とし、下位は責掲色ローム若 しくは責掲色砂質土などの

地山上の再堆積層がみられる。埋土全体的な傾向として、炭化物の多 く入る層ほど土器の混入が多 く、

人為層 と推定された。

<壁・底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物>土器1 76kg、 石器 3点 (内訳 :不定形石器 2点、コアBl点 )、 琥珀0.59gな どが出土 し

ている。

土器 :(Ⅲ ―第255図 、Ⅳ一写真図版236)土器 4点掲載 (No4635～ 4638)。

石器 :(Ⅲ ―第376図 、Ⅳ―写真図版323)不定形石器 1点 (No7148)。

<時期 >出土土器は前期中葉円筒下層 a式である。前期中葉力持V期推定される。

163 B I y25土 坑 2号 (Ⅱ ―第160・ 161図、Ⅱ―写真図版189)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のB Ⅱ x25～ y25グ リッドに位置する。検出状況は、暗褐

～黒褐色シル トの円形気味の広が りとして認知 した。検出面はⅧ層明黄～責褐色ロームである。

<新旧関係>B Ⅱ y24土坑 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径81× 64cm、 底部径 171× 161cm、 深 さ132cmで

ある。

<埋土>疇褐色シル ト～黒褐色シル トで構成される。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はA3類である。

<付属施設>底面に副穴 1基 と溝 2条検出している。

<出土遺物 >土器4.50kg、 石器 7点 (内 訳 :石鏃 2点 、不定形石器 3点、磨石 2点 )、 石製品 1点

(不 明石製品不掲載)な どが出上 している。土器を中心 とする遺物は、埋土中位の 5・ 6・ 6b・ 7

c層 を中心に出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第255図 、Ⅳ一写真図版237)土器21点掲載 (No4639～ 4659)。 出土土器は円筒下層 a～

c式、白座式などである。

石器 :(Ⅲ 一第376図 、Ⅳ―写真図版323)石鏃 1点 (No7149)、 不定形石器 1点 (No7150)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期中～後棄円筒下層 b式 より新 しい。出土土器は前期中～後葉を主
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体 とする。前期後葉 (円筒下層 c式期)力持 V期 と推定される。

164 BⅢ rl土坑 2号 (Ⅱ ―第161図、Ⅱ―写真図版189)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ rlグ リッドに位置する。調査区境の上層の観察から認

知 した。

<新旧関係>BШ sl旧沢跡 1号より古い。

<平面形・規模 >本遺構の大部分が調査区外に続 くため、平面形は定かではないが、円形基調 と思わ

れる。開口部径 (132)cm、 底部径 (112)cm、 深さ76cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とし7層 に分層される。黄褐色ローム土が帯状に混入する。北西方向か

ら流入 した自然堆積層 と考えられる。

<壁・底面 >壁はやや外傾気味に立ち上がる。底面は黄褐色砂質土層中で、やや九味を帯びている。

断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.23kg(不掲載 )、 石器 1点 (磨製石斧不掲載)な どが出土 している。土器は何れ

も小片で、時期の特定が難 しいが前期前葉と推定される。

<時期 >調査区境の土層断面 (本遺構の埋土より上に相当)か らTo―Cuを検出していることと、前期

前葉 (大木 2式期 ?)の土器片が出土 していることから、構築時期は前期中葉力持Ⅲ期以前と捉えら

れる。併せて、To Cu降下時期より古いと推定される。

165 BⅢ sl土坑 1号 (Ⅱ ―第161図、Ⅱ―写真図版189)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ rl～ slグ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ sl旧沢跡 1号・BⅢ sl± 4号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開口部径134× 91cm、 底部径112× 77cm、 深さ

31cmで ある。

<埋土 >埋土上位が黒褐色シル ト、下位に褐色シルティーロームが堆積する。西若 しくは北西方向か

ら流入した自然堆積層 と推定される。

<壁・底面>外に開き気味に立ち上がる。底面は九底状を呈する。断面形分類はG類である。

<出土遺物>土器小片が数点出上 した。摩滅が激 しく、時期の特定はできない。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより新 しいと推定

される。

166 BⅢ sl土坑 2号 (Ⅱ 一第161図、Ⅱ―写真図版190)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ slグ リッドに位置する

<新旧関係 >BⅢ sl旧沢跡 1号・BⅢ sl土坑 3号 より新 しく、BⅢ sl土坑 4号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径 (109)cm、 底部径cm(72)、 深さ57cmで ある。

<埋土 >地山ロームブロックを含む黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積層である。

<壁・底面>壁は底面～胴部中位付近まで内傾 した後、開田部に向かって外傾する。残存状態が悪 く、

明確ではないものの本来はフラスコピットであったと推定される。底面は平坦である。断面形分類は

G類 とした。

<付属施設 >底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.33kgが 出土 している。
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土器 :(Ⅲ ―第256図 、Ⅳ一写真図版237)土器 1点掲載 (No4660)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は中期中葉である。中期中葉力持Ⅷ期と

推定される。

167 BⅢ sl土坑 3号 (Ⅱ ―第161図、Ⅱ―写真図版190)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ sl～ tlグ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ sl旧沢跡 1号より新 しく、BⅢ sl土坑 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 (111× 60)cm、 底部径 (36× 23)cm、 深さ

70cmで ある。

<埋土>埋土上位が暗掲色シル ト、埋土中～下位に責褐色ロームが堆積する。人為堆積層である。

<壁・底面 >壁 は断面形浅皿状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類 とした。

<付属施設 >底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉若 しくはそれより新 しい。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

168 BⅢ sl土坑 4号 (Ⅱ ―第161図、Ⅱ―写真図版189)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ rl'slos2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ sl旧沢跡 1号・BⅢ sl土坑 2号 より新 しく、BⅢ sl土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形気味である。開口部径166× 145cm、 底部径110× 108cm、 深さ90cm

である。

<埋土 >埋土上位が黒褐色シル ト、埋土下位が褐～黄褐色シルテイーロームで構成 される。径20～

60cmの礫が多量に混入する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は浅皿状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係は、中期中葉若 しくはそれより新 しい。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

169 BⅢ s2土坑 1号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版190)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ s2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ s2土坑 2号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開口部径153× 121cm、 底部径 131× 11lcm、 深さ40cm

である。

<埋土 >暗褐～黒褐色シル トを主体 とする。 1・ 3層 に径 10～ 20cmの礫が混入する。自然堆積 と推

定される。

<壁・底面 >壁は断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はB類である。

<出土遺物>琥珀4.51gが出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から、中期初頭～前葉力持Ⅵ～Ⅶ期若 しくはそれより新 しいと推定 され

る。

170 BⅢ s2土坑 2号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版190)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ s2～ t2グ リッドに位置する。
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<新旧関係 >BⅢ s2土坑 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形気味である。開口部径 127× 106cm、 底部径160× 120cm、 深さ69cm

である。

<埋土>埋土上位に暗褐色シル ト、埋土中～下位に黄褐色シルティーロームが堆積する。人為堆積層

と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<出土遺物 >埋土上位の■・12層 を中心に、土器0 27kg、 石器 1点 (磨石不掲載)な どが出上 してい

る。

土器 :(Ⅲ ―第256図、Ⅳ一写真図版237)土器 1点掲載 (No4661)。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期初頭～前葉より古い。出土土器は中期初頭～前葉大木 7a～ 7b
式に比定される。中期初頭～前葉力持Ⅵ～Ⅶ期若 しくはそれより古いと推定される。

171 BⅢ tl土坑 1号 (Ⅱ ―第163図 、Ⅱ―写真図版190)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ slグ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ sl旧沢跡 1号より新 しく、BⅢ tl土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形を呈する。開口部径 (70)cm、 底郡径 (52)cm、 深さ計測不能で

ある。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。西方向から流入 した自然堆積層と推定される。

<壁・底面>壁は断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.03kg(不 掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉より古い。出土土器は時期の特定ができない。力持Ⅷ期若 し

くはそれより古いと推定される。

172 BⅢ tl土坑 2号 (エ ー第163図、エー写真図版190)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tlグ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ tl掘立柱建物跡 1号 (近世)、 B I t25住居跡 1～ 4号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は小判形に近い楕円形である。開口部径164× 121cm、 底部径150× 116cm、

深さ33cmである。

<埋土>埋土上位に黄褐色ローム (地 山土)層がみられ、埋上下位は暗褐色シル トを主体 とする。人

為堆積層である。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.21kgが 出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第256図 、Ⅳ―写真図版237)土器 2点掲載 (No4662・ 4663)。

<時期>重複遺構 との関係からは前期末葉より古い。出土土器は前期前～中葉である。前期前～中葉

力持Ⅳ期 と推定される。To―Cu降下時期との新旧関係は厳密には不明であるが、古い可能性が高い。

<その他 >平面形が小判形に近 く、また整地されている様相から墓墳の可能性 も考えられる。

173 BⅢ tl土坑 3号 (Ⅱ ―第163図、Ⅱ一写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ sl～ tlグ リッドに位置する。

<新旧関係>B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号、BⅢ sl旧沢跡 1号、BⅢ tl土坑 1号 より新 しい。
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<平面形・規模 >平面形は長楕円形である。開口部径93× 57cm、 底部径59× 41cm、 深さ48cmで あ

る。

<埋土 >暗褐色シル ト主体に黄褐色ロームが混入する。また、径20cm程の円礫が入る。人為堆積層

と推定される。

<壁・底面 >壁 は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.82kg、 石製品 1点、琥チ白0.21gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第256図 、Ⅳ―写真図版237)土器 4点掲載 (No4664～ 4667)。

石製品 :(Ⅲ 一第507図 、Ⅳ―写真図版4]4)軽石製石製品 1点 (No8691)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は前期末葉～中期中葉である。中期中葉

力持Ⅷ期 と推定される。

174 BⅢ tl土坑 5号 (Ⅱ ―第163図、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tl～ t2グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ tl土坑 6・ 7号 より新 しく、B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号より古い。

<平面形 。規模 >平面形は楕円形である。開口部径103× 85cm、 底部径103× 77cm、 深さ26cmで あ

る。

<埋土 >埋土上～中位が黒褐色シル ト、埋土下位は暗褐色シル トが堆積する。上位の黒褐色シル トは、

マサ上の含有率が突出して高い。西方向から流入 した自然堆積層 と推定されるが、明確ではない。

<壁・底面 >壁は断面形浅皿状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<付属施設 >底面に壁穴 1基検出している。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は、前期末葉より新 しく、前期末葉～中期初頭より古い。前期末葉～中期

初頭力持Ⅵ期 と推定される。

175 BⅢ tl土坑 6号 (Ⅱ ―第163図、Ⅱ―写真図版191)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tl～ t2グリッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ tl土坑 7号 より新 しく、B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号 。BⅢ tl土坑 5号 より古い。

<平面形・規模 >残存部から楕円形 と推定 される。開口部径 (53)cm、 底部径 (46)cm、 深 さ

18cmで ある。

<埋土 >暗褐色シル トが堆積する。炭化物の混入具合から、人為層と推定され、合せて人為堆積層の

可能性が窺がえる。

<壁・底面 >壁は外傾気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.18kg、 琥珀0.56gな どが出上 している。

上器 :(Ⅲ 一第256図 、Ⅳ一写真図版238)土器 1点掲載 (No4668)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉の時間幅で捉えられる。出土土器は前期末葉である。前期末葉

力持Ⅵ期 と推定される。

176 BⅢ tl土坑 7号 (Ⅱ ―第163図 、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tlグリッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ tl掘立柱建物跡 1号 (近世)・ B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号・BⅢ tl土坑 5。 6号
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より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (93)cm、 底部径 (76)cm、 深さ16cmで ある。

<埋土>暗褐色シル トを主体とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は外傾気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期末葉力持Ⅵ期若 しくはそれより古い。

177 BⅢ t2土坑 1号 (162図、エー写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のB ttu 2～ u3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 l号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は不整気味の円形である。開口部径 108× 92cm、 底部径96× 84cm、 深 さ

94cmで ある。

<埋土>埋土上位が黒褐色シル ト、中～下位はにぶい責褐色ロームや褐色シルティーロームで構成 さ

れる。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は北側が底面～胴部中位付近までタト傾 して立ち上が り、南側はわずかにオーバーハ ン

グする。底面はほぼ平坦である。断面形分類はF類である。

<出土遺物 >土器0.03kg(不 掲載 )、 動物遺存体 1シ ャーレなどが出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

178 BⅢ t2土坑 2号 (Ⅱ ―第162図 、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ t2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形で、開口部径106× 75cm、 底部径98× 65cm、 深さ44cmである。

<埋土>埋土上位が黒褐色シル ト、中～下位は暗褐色シル トで構成される。人為堆積層 と判断された

が、明確ではない。

<壁・底面>壁は外傾～直立気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0,14kg(不掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

179 BⅢ t2土坑 3号 (Ⅱ ―第162図、エー写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ t2グ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ t2住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径60× 48cm、 底部径53× 41cm、 深さ41cmである。

<埋土 >褐色シルティーロームによる単層である。径65cm程 の巨礫が入る。人為堆積層 と推定 され

る。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はF類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遣構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。
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180 BⅢ t2土坑 4号 (Ⅱ ―第162図 )

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ t2～ t3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径76× 71cm、 底部径63× 53cm、 深さ17cmで ある。

<埋土 >褐色シルテイーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.02kg(不掲載)が出土 している。時期の特定が難 しい小破片であるが、中期 と推

定される。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

181 BⅢ t2土坑 5号 (Ⅱ ―第162図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ t2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径80× 78cm、 底部径63× 61cm、 深さ13cmである。

<埋土>褐色シルテイーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

182 BⅢ t3土坑 1号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況>調査区中央部北束のBⅢ t3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号・BⅢ t3土坑 2号 より新 しい。

<平面形 。規模 >平面形は楕円形である。開口部径■ 1× 85cm、 底部径98× 75cm、 深 さ17cmで あ

る。

<埋土>褐色シルティーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遣構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

183 BⅢ t3土坑 2号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ t3～ u3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号より新 しく、BⅢ t3土坑 1,3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形 と推定される。開田部径 (105× 75)cm、 底部径 (91× 63)cm、

深さ31cmである。

<埋土>褐色シルティーロームを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<付属施設>底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。
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184 BШ t3土坑 3号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版 191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ u3グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1号・BⅢ t3土坑 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径93× 81cm、 底部径78× 70cm、 深 さ5～ 15cmであ

る。

<埋土>暗褐色シル トと褐色シルティーロームで構成される。人為堆積層である。

<壁・底面 >壁は直立 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ～Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

185 BⅢ t3土坑 4号 (Ⅱ ―第162図、Ⅱ―写真図版191)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ u3グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径73× 48cm、 底部径64× 63cm、 深さ10cmである。

<埋土>褐色シル トとにぶい黄褐色ロームによる混土である。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は直立 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はF類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構、出土土器ともになく、遺構の時期は不明にある。周辺から検出された他遺構の埋

土との類似性から前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定 しておきたい。

186 BⅢ ul土坑 1号 (Ⅱ ―第163図 )

<位置 。検出状況>調査区中央部北東のBⅢ ul・ u2・ vl・ v2グ リッドに位置する。野外調査

時は分からなかったが、室内整理終盤で柱配置の検討からBⅢ tl掘立柱建物跡 1号に伴 う柱穴状土

坑 と判断された。よつて、BⅢ tl掘立柱建物跡 1号PP 3と して図示 して明示する。

<新旧関係 >BⅢ ul土坑 2・ 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径 110× 75cm、 底部径95× 75cm、 深 さ60cmで あ

る。

<埋土>黒褐色シル トに褐色ロームがブロック状に入る。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.95kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、台石 1点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第256図 、Ⅳ一写真図版238)土器 3点掲載 (No4669～ 4671)。

石器 :(Ⅲ 一第469図 、Ⅳ―写真図版381)台石 1点 (No8148)。

<時期>BⅢ tl掘立柱建物跡 1号 (近世)を構成する柱穴状土坑の一つである。

187 BⅢ ul土坑 2号 (Ⅱ ―第163図、■―写真図版192)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ ulグ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ ul土坑 3号 より新 しく、BⅢ ul土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (79)cm、 底部径 (49)cm、 深さ15cmである。

<埋土>暗褐色シル トである。人為層 と判断される。

<壁・底面>壁は外傾気味に立ち上がる。底面は東から西に向かって傾斜する。断面形分類はG類で

ある。
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<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期初頭より新 しく、近世より古い。詳細な時期は不明であるが、近

世の可能性が高い。

<その他 >BⅢ ul土坑 1号に付属する施設 (柱の設置若 しくは抜 き取 り作業に伴うスロープ ?)の

可能性力S高 い。

188 BⅢ ul土坑 3号 (Ⅱ ―第163図 、Ⅱ―写真図版192)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tl～ ulグ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ ul土坑 1・ 2号 より古い。B Ⅱ u25住居跡 1～ 4号 との新旧関係は不明であるが、

出土土器はほぼ同じ時期である。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径■7× 97cm、 底部径192× 115cm、 深さ166cmで あ

る。

<埋土 >埋土上～中位は責褐色ローム (地山土 )、 埋土中～下位は暗褐色シル トを主体 とする。埋土

下位の17層暗褐色シル ト中には、黄掲色ローム (地山)ブロックが混在する。全て人為堆積層 と判断

される。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はC類である。

<出土遺物 >土器12.48kg、 石器 5点 (内訳 :不定形石器 1点、磨石 2点、石皿 1点、台石 1点 )、 石

製品 1点 (不 明石製品不掲載)な どが出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第256～ 257図、Ⅳ―写真図版238)土器26点掲載 (No4672～ 4697)。 埋土上～下位全谷

的に円筒上層 a式が多い。埋土上位の13層 に前期前葉の土器が含まれる。

石器 :(Ⅲ 一第469図 、Ⅳ―写真図版38i)石皿 1点 (h8149)。

<時期 >重複遺構 との関係は近世より古い。出土土器から中期初頭力持Ⅵ期と推定される。

<その他 >出土土器の中で4673は、BⅢ ul土坑 1号出土の4669と 、BⅢ u2土坑 3号出上の4706・

4716と 接合関係をみる。また、同じく4729は 、BⅢ ul土坑 3号出上の4684と 接合関係にある。本遺

構 と重複関係にあり近世の上坑であるBⅢ ul土坑 1号出土については、本遺構埋上の再堆積層 と考

えられるが、BⅢ u2土坑 3号 とBⅢ ul土坑 3号 とは同時期に廃絶された可能性を示唆する現象 と

考えられる。

189 BⅢ u2土坑 1号 (Ⅱ ―第163図、Ⅱ―写真図版192)

<位置・検出状況 >調査区中央部北束のBⅢ ul・ u2・ vl・ v2グ リッドに位置する。検出状況

はⅧ層ロームで黒褐～暗褐色シル トの広が りとして認知 した。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 158× 138cm、 底部径221× 197cm、 深 さ103cmであ

る。

<埋土>埋土上位は、黒褐色シル トを主体 とした西方向から流入 した自然堆積層である。埋土中～下

位は、ローム土を主体 とした整地を意図した人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁はややオーバーハングするフラスコ状 を呈する。底面は中央付近がやや盛 り上がる。

断面形分類はD2類である。

<付属施設>底面に壁穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.95kg、 石器 2点 (磨石不掲載 )、 琥珀0,34gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第257図 、Ⅳ一写真図版239)土器 6点掲載 (No4698～ 4703)。
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<時期 >出土土器から中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

190 BШ u2土坑 2号 (Ⅱ ―第163'164図 、Ⅱ―写真図版192)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ u2グ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ t2住居跡 3号・BⅢ u2土坑 3号より新 しい。

<平面形 ・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径127× 96cm、 底部径146× 123cm、 深さ約37cm

である。

<埋土>埋土上位に暗褐色シル ト、中位に褐色シルティーローム、下位～底面にTo―Cu(本稿のB2

種)が層状に堆積する。自然堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は外傾気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器はTo―Cuの上に堆積する 2層 より出土 している。

土器0.69kg、 石器 1点 (磨石不掲載 )、 琥J白 1.29gな どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第257図 、Ⅳ一写真図版239)土器 2点掲載 (No4704。 4705)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は中期初頭であるが異時期 と判断される。

中期中葉力持Ⅸ期若しくはそれより新 しいと推定される。

<その他 >To― Cuは 自然堆積層 と捉えられるが、同テフラは降下期を反映 していない後世の再堆積 と

判断される。BⅢ sl旧沢跡1号の埋没時期 とも関連する遺構の可能性が高い。

191 BⅢ u2土坑 3号 (Ⅱ ―第163・ 164図、Ⅱ―写真図版192)

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ ul～ u2グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 3号 より新 しく、BⅢ u2土坑 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 129× 120cm、 底部径171× 140cm、 深さ96cmで あ

る。

<埋土>暗褐色シル ト主体に壁の崩壊上である地山ロームが壁際や底面に堆積する。自然堆積 と判断

される。なお、上位の 1層 中にTo―Cu?(本稿のB2種 ?)が混入する。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器4 68kg、 石器 5点 (内訳 :石錐1点、不定形石器 1点、磨石 2点、敲石 1点 )、 琥珀

0.38gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第257～ 258図 、Ⅳ一写真図版239)土器18点掲載 (No4706～ 4723)。

石器 :(Ⅲ ―第469図 、Ⅳ一写真図版381)磨石 1点 (No8150)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は前期末葉～中期後葉最花式まで多岐に

わたる。中期後葉力持 X期 と推定される。

<その他 >出土土器の中で4706・ 4716は 、BⅢ ul土坑 1号出上の4669と 、B tt u l土 坑 3号出土の

4673と 接合関係をみる。BⅢ ul土坑 3号 とは、同時期に廃絶された可能性が高い。近世の土坑であ

るBⅢ ul土坑 1号出上については、BⅢ ul土坑 3号埋上の再堆積と考えられる。

192 BⅢ u2土坑 4号 (Ⅱ ―第163・ 164図、Ⅱ―写真図版193)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ u2～ v2グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ u2住居跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 120× 79cm、 底部径 150× 148cm、 深さ77cmで あ
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る。

<埋土>1層暗褐色シル トを主体に、壁の崩壊に伴 う明黄褐色～黄褐色砂質ローム (地山土)が混入

する。西若 しくは南西方向から流入 した自然堆積層 と判断される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器は何れも小破片で、前期 と推定されるものの時期の特定ができない。

土器0。96kg(不掲載 )、 石器 3点 (不掲載内訳 :不定形石器 1点、磨製石斧 1点、磨石 1点 )、 石製

品1点 (不明石製品不掲載 )、 琥珀0.51gな どが出土 している。

<時期>重複遺構 との関係から、中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

193 BⅢ vl土坑 1号 (Ⅱ ―第164図 、Ⅱ―写真図版193)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ vl～ v2グ リッドに位置する。検出状況は責褐色

ローム (Ⅷ層)で検出した。

<平面形・規模 >円形若 しくは楕円形 を呈す る。開田部径96× 75cm、 底部径135× 134cm、 深 さ

69cmで ある。

<埋土>暗褐色～黒褐色土シル ト主体に、底面付近に責褐色ロームが堆積する。人為堆積層 と推定さ

れる。

<壁・底面 >壁 は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面壁際に小穴がほぼ全周巡る。

<出土遺物 >土器0.87kgが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第258図 、Ⅳ一写真図版240)土器 5点掲載 (No4724～ 4728)。

<時期 >出土土器は、時期の特定が出来ないものを主体 とするが、概ね前期初頭～末葉 と捉えられる。

前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

194 BⅢ vl土坑 2号 (I― 第164図、Ⅱ―写真図版193)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ ul～ BⅢ vlグ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ vl土坑 4号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 106× 82cm、 底部径144× 133cm、 深 さ55cmで あ

る。

<埋土>黄褐色ローム小ブロックや炭化物を少量含む暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定

される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は大 3類である。

<出土遺物 >土器0,36kg、 石器 1点 (石鏃不掲載 )、 琥珀0.79gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第258図 、Ⅳ―写真図版240)土器 5点掲載 (No4729～ 4733)。

<時期>重複遺構 との関係は近世より古い。出土土器は、前期前葉～中期初頭で、前期前葉～中葉を

主体 とする。出土土器の中に、中期初頭と推定されるBⅢ ul土坑 3号 との遺構問接合の関係を持つ

ものがあることから考えて、遺構の帰属時期は中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

<その他 >出土土器の中で4729は、BⅢ ul土坑 3号出上の4684と 接合関係をみる。BⅢ ul土坑 3

号 とは、同時期に廃絶された可能性が高い。
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195 BⅢ vl土坑 4号 (Ⅱ ―第164図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ ul～ vlグ リッドに位置する。野外調査時に土坑

として認知・登録 したが、調査の終盤になりBⅢ tl掘立柱建物跡を構成する柱穴の一つであること

が判明した。

<新旧関係 >BⅢ vl土坑 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >開 口部径85× 65cm、 底部径65× 52cm、 深さ50cmである。

<埋土>黄褐色ローム小ブロックが混 じる暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積である。

<壁・底面 >壁 は断面形ビーカー状を呈する。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>BⅢ tl掘立柱建物跡 1号 (近世)を構成する柱穴状土坑の一つである。

196 BⅢ vl土坑 5号 (Ⅱ ―第164図、Ⅱ―写真図版193)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ vl・ v2・ wl・ w2グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径121× 116cm、 底部径180× 168cm、 深さ120cmで あ

る。

<埋土>上位の 1・ 2層 は人為堆積層である。埋土中位～底面の 3～ 14層 は、西方向から流入 した自

然堆積層である。 5,12層 は壁の地山崩壊土で、土器は13層から主体的に出土 している。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はAl類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基 と溝 2条検出している。

<出土遺物 >土器15.36kg、 石器 3点 (内訳 :砥石 1点、凹石 1点、コアBl点 )な どが出土 してい

る。

土器 :(Ⅲ ―第258～ 259図 、Ⅳ―写真図版240)土器27点掲載 (No4734～ 4760)。

<時期>埋上下位出土土器は、前期中葉～後葉を主体 とする。前期中～後葉力持 V期 と推定される。

<その他 >円筒下層 b～ c式に混 じり4755の大木 4式が出上 している。

197 BⅢ wl土坑 1号 (Ⅱ ―第165図、Ⅱ―写真図版194)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ wl～ xlグリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ xl土坑 4号より古い。

<平面形・規模 >平面形は精円形である。開口部径121× 100cm、 底部径106X100cm、 深 さ45cmで

ある。

<埋土>黒褐色シル トや褐色シル トに混 じり責褐色ロームなど地山土がみられる。人為堆積層であ

る。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.18kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 1点、凹石 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第259図 、Ⅳ―写真図版24])土器 2点掲載 (No4761。 4762)。

石器 :(Ⅲ ―第469図 、Ⅳ一写真図版381)凹石 1点 (No8151)。

<時期 >出土土器は前期中葉である。前期中葉力持V期 と推定される。

198 BⅢ w2土坑 1号 (Ⅱ ―第165図、コー写真図版194)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ wl～ x2グ リッドに位置する。現況は宅地跡で、
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Ⅳ 検出された遺構

それに伴い土坑上部は大きく破壊を受ける。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径156× 150cm、 底部径 135× 133cm、 深さ24cmで あ

る。

<埋土>暗褐色シル トを主体に、壁際にシルティーロームが堆積する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は底面から外傾気味に立ち上がるが、本来的には断面形フラスコ状の可能性が高い。

底面は平坦である。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物>土器0.04kg(不掲載)が出土 した。

<時期>重複遺構が無 く、出土土器 も時期の特定ができない。近隣の遺構や埋上の様相から前期中～

後葉力持V期 と推定される。

199 BⅢ w2土坑 2号 (Ⅱ ―第165図、エー写真図版194)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東側のBⅢ w2～ x2グ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ w2土坑 3号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 129× 119cm、 底部径106× 99cm、 深さ36cmで あ

る。

<埋土 >黒褐色シル トを主体に黄褐色シル トや褐色シルティーロームが堆積する。 5層 中に多量の炭

化物が混入する。全て人為堆積層 と判断される。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >石器 1点 (台石不掲載)が出土 している。

<時期 >出土土器が無 く、また重複遺構からは時期の特定ができない。近接する土坑から前期中～後

葉力持V期の可能性がある。

200 BⅢ w2土坑 3号 (Ⅱ ―第165図 )

<位置 。検出状況>調査区中央部やや東側のBⅢ w2～ x2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ w2土坑 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径79× 77cm、 底部径65× 61cm、 深 さ35cmである。

<埋土>礫が混入する責褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と判断されたが、明確ではない。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土土器が無 く、また重複遺構からは時期の特定ができない。近接する土坑から、前期中～

後葉力持 V期若 しくはそれより若干新 しいと推定される。

201 BⅢ w3土坑 1号 (Ⅱ ―第166図、Ⅱ―写真図版194)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや東狽1の BⅢ x3グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ w3住居跡 1号・BⅢ x2住居跡 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (127)cm、 底部径 (145)cm、 深さ80cmである。

<埋土>埋土上位に褐色シル ト、中位に褐色ローム、下位に黒褐色シル トが堆積する。堆積様相から

は判断が難 しいものの、 2層地山ロームに炭化物が含まれている状況から (壁の崩壊土ではないこと

から)、 人為層で併せて人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁 は内傾 して立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分
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類はA3類 とした。

<付属施設 >底面に副穴 1基 と壁穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器1.78kg、 石器 6点 (内訳 :ピエス・ェスキーュ 1点、不定形石器 2点、コアAl点、

磨石 1点、石錘 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第259図 、Ⅳ―写真図版24千 )土器13点掲載 (No4768～ 4775)。

石器 :(Ⅲ ―第469図、Ⅳ―写真図版38])石錘 1点 (No8152)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は前期中～後葉である。前期中～後葉力持

V期 と推定される。

202 BⅢ xl土坑 1号 (Ⅱ ―第165図、Ⅱ―写真図版195)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB I w25'x25。 wl・ xlグ リッドに位置する。BⅡ

x25住居跡 2号北側床下より検出した。

<新旧関係>B Ⅱ x25住居跡 2号 より古い。

<平面形・規模>平面形は円形である。開口部径 (182)cm、 底部径 (167)cm、 深さ46cmで ある。

<埋土>1層黒褐色 シル トが埋土上～下位 まで主体的に堆積する。この 1層 黒褐色 シル トは上位 に

To―Cu(本稿のB2種 )力 Mヽ ブロックで混入する。西若しくは南西方向から流入した自然堆積層と判

断される。

<壁・底面 >壁は内傾 して立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は

A3類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基 と溝 2条検出している。

<出土遺物 >土器0.44kgが 出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第259図 、Ⅳ一写真図版24])上器 3点掲載 (No4776～ 4778)。

<時期>重複遺構 との関係は中期後葉より古い。出土土器は前期前葉である。前期前葉力持Ⅲ期と推

定される。併せて、To―Cu降下時期より古い。

203 BⅢ xl土坑 2号 (Ⅱ 一第165図、Ⅱ―写真図版195)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のBⅢ wl～ xlグ リッドに位置する。 B Ⅱ x25住居跡 2

号北側床下より検出した。

<新旧関係>B Ⅱ x25住居跡 2号 より古い。

<平面形 。規模 >平面形は楕円形である。開口部径138× 104cm、 底部径198× 161cm、 深さ144cmで

ある。

<埋土>埋土上～中位が黒褐～暗褐色シル トを主体とし、埋土中～下位に地山土が堆積する。人為堆

積層 と推定される。

<壁 ・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はAl類である。

<出土遺物 >土器1,49kg、 石器 6点 (内訳 :石匙 2点、磨製石斧 1点、敲石 1点、台石 1点、コアB

l点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第260図 、V―写真図版241)土器10点掲載 (No4779～ 4788)。

石器 :(Ⅲ ―第376・ 470図、Ⅳ一写真図版323・ 382)石匙 2点 (No7151・ 7152)、 磨製石斧 1点 (No

8153)、 敲石 1点 (No8154)。

<時期>重複遺構 との関係は中期後葉より古い。出土土器は前期中～後葉である。前期中～後葉力持
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V期 と推定される。

204 BⅢ xl土坑 3号 (Ⅱ ―第165図、Ⅱ―写真図版195)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ xl～ x2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ x2柱穴状土坑 2号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径124× 116cm、 底部径129× 126cm、 深さ64cmであ

る。

<埋土>黒褐～暗褐色シル トを主体に、黄褐色ローム (地 山土)がブロック状に混入する。人為堆積

層と推定される。

<壁・底面 >壁 はややオーバーハ ングする断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面

形分類はE類である。

<出土遺物 >土器2.18kg、 石器 4点 (内訳 :コ アAl点、磨石 2点、コアBl点 )な どが出土 してい

る。

土器 :(Ⅲ 一第260図 、Ⅳ一写真図版241)土器 6点掲載 (No4789～ 4794)。

<時期 >出土土器は前期中～末葉であるが、主体は前期末葉である。前期末葉力持Ⅵ期 と推定され

る。

205 BⅢ xl土坑 4号 (Ⅱ ―第165図、Ⅱ―写真図版195)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ xl～ x2グリッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ wl土坑 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は精円形である。土坑上部は破壊を受けている。開口部径142× 11lcm、 底

部径188× 183cm、 深さ58cmである。

<埋土>暗褐～黒褐色シル トを主体 とし、シルテイーロームが堆積する。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁はオーバーハングする袋状を呈する。胴部中位 より上部が破壊を受けているが、本来

はフラスコ状を呈すると考えられる。底面は平坦である。断面形分類はA3類 とした。

<付属施設 >底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器5,16kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 1点、磨石 1点、コアBl点 )な

どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第260図 、Ⅳ一写真図版242)土器 3点掲載 (No4795～ 4797)。

石器 :(Ⅲ ―第376図 、Ⅳ―写真図版323)石鏃 1点 (No7153)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期中葉より新 しい。出土土器は前期末葉～中期初頭である。中期初頭

力持Ⅵ期 と推定される。

206 BⅢ x2土坑 1号 (Ⅱ ―第166図、Ⅱ―写真図版196)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ x2～ BⅢ x3グ リッドに位置する。

<新旧関係>BⅢ x2住居跡 1・ 3号より古い。

<平面形 。規模 >土坑上部が大幅に破壊を受けているが、平面形は円形 と推定される。開口部径

142× 136cm、 底部径133× 124cm、 深さ38cmで ある。

<埋土>暗掲色シル ト主体に褐色シルテイーロームが底面付近～副穴中に堆積する。人為堆積層 と推

定される。
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<壁・底面 >壁はオーバーハングするフラスコ状 と推定される。底面は平坦である。断面形分類はE

類である。

<付属施設>底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.51 kgが 出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第260図 、Ⅳ一写真図版242)土器 2点掲載 (No4798・ 4799)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は前期前～中葉である。前期前～中葉力持

Ⅳ期 と推定される。併せて、相対的にTo―Cu降下時期 より古い可能性が高い。

207 BⅢ x2土坑 3号 (Ⅱ ―第166図、Ⅱ―写真図版196)

<位置・検出状況>調査区中央都中央付近のBⅢ x2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ x2住居跡 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部径161× 153cm、 底部径170× 157cm、 深さ94cmで あ

る。

<埋土>埋土上位は地山ローム主体、埋土中位～底面は暗褐色シル トに地山ロームが混じる。埋土上

位の 1層 は明責褐色ロームの人為堆積層である。壁際～底面に堆積する 2a。 4・ 5～ 6層 は壁の崩

壊土で、自然に崩落 したと考えられる。埋土中～下位の 2,3～ 3d層 は掲～暗褐色シル トで、人為

堆積層 と推定される。埋土中～下位の 2・ 3・ 3a層 にTo―Cuが微量混入する (※ 2層 中には、にぶ

い責燈色粉末状のBl種 と責燈色パ ミスAl種の二種類が混入する)。 遺物は、To―Cu混入層 より下

位の 3c層 を主体に、To―Cuが混入する中位に多い。

<壁 ・底面>壁は底面から胴部中位付近まで直立に立ち上が り、胴部中位付近で内傾 した後、開口部

に向かって直立する。底面は平坦である。断面形分類はD2類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基、溝 4条、小溝 2条、小穴 5基、壁溝 1条、壁穴18基検出している。

<出土遺物 >土器 12,76kg、 石器 7点 (内訳 :石鏃 1点、石匙 2点、不定形石器 1点、半円状打製石

器 1点、敲石 1点、コアBl点 )、 琥珀0.34gな どが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第260～261図、Ⅳ―写真図版242)土器10点掲載 (No4800～ 4809)。

石器 :(Ⅲ 一第376～ 377・ 470図、Ⅳ一写真図版324・ 382)石鏃 1点 (No7154)、 石匙 2点 (No

7155,7156)、 不定形石器 1点 (No7157)、 半円状扁平打製石器1点 (No8155)、 敲石1点 (No8156)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は、1層から4809の 円筒下層 b式が出土 し、

To―Cu混入層下位の 3c層 は前期前葉を主体 とする。構築・廃絶時期は前期前～中葉力持Ⅲ～Ⅳ期 と

推定される。ただし、土坑上部が完全に埋没されなかった可能性があり、前期中～後葉力持 V期 に上

部が埋められたと推定される。

<その他>To―Cuは 人為層 に混入 しているものの、To―Cu混入層 より下位の 3c層 出土土器は異時期

の上器が含まれず、時期的にみてまとまりを看取できる。よって、To Cuは二次堆積であるものの、

出土土器は降下期を反映 している可能性が高い。

208 BⅢ yl土坑 1号 (Ⅱ ―第166図、Ⅱ―写真図版196)

<位置・検出状況>調査区中央都中央付近のBⅢ ylグ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 1・ 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径105× 105cm、 底部径 125× 105cm、 深さ49cmで あ

る。
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<坦土 >責褐色ロームが混入する褐色シル トを主体 とする。全て人為堆積層である。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面に副穴 l基検出している。

<出土遺物 >土器0 06kg(不 掲載)が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は前期後～末葉より古い。前期後葉力持 V期 より古いが、詳細な時期を特

定できない。

209 BⅢ y2土坑 1号 (Ⅱ ―第166図、Ⅱ―写真図版196)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ y2～ CⅡ a2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >BⅢ xl住居跡 7号 と重複するが新旧関係は明確ではない。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径140× 114cm、 底部径 131× 126cm、 深さ44cmであ

る。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする。人為堆積層 と推定される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.85kg、 石器 3点 (内訳 :尖頭器 1点、コアAl点 、敲石 1点 )、 琥珀14.90gな ど

が出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第26千 図、Ⅳ―写真図版243)土器 5点掲載 (No4810～ 4814)。

石器 :(Ⅲ ―第377・ 470図、Ⅳ―写真図版324・ 382)尖頭器 1点 (No7158)、 敲石 1点 (8157)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図版424)h9975。

<時期 >出土土器は前期中～末葉であるが、主体は前期後葉である。前期後葉力持V期 と推定される。

210 BⅢ y3土坑 1号 (Ⅱ ―第166図 、Ⅱ―写真図版197)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のBⅢ y3グ リッドに位置する。

<新旧関係>新旧順番を誤つて本遺構から先に精査に着手 したが、BⅢ y3住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部径158× 152cm、 底部径■5× 113cm、 深さ36cmであ

る。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とする自然堆積層 と判断される。埋土上位の 4層 はTo―Cu層 (本稿のC

種)で、また 1・ la層 にも微量混入する。

<壁・底面>壁 は外傾気味に立ち上がるが、土坑上部が破壊を受けているため、本来はフラスコ状で

あつた可能性が高い。底面は平坦である。断面形分類はG類 とした。

<付属施設>底面に副穴 1基検出している。

<出土遺物 >土器0.23kg、 石器 l点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第261図 、Ⅳ一写真図版243)土器 1点掲載 (No4815)。

石器 :(Ⅲ ―第470図、Ⅳ一写真図版382)磨製石斧 1点 (No8158)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は前期前葉 と推定される。また、埋土には

To―Cuがみられる。前期前葉力持Ш期 と推定される。併せてTo―Cu降下期 より古い可能性が極めて高

ヤヽ。
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211 C Ⅱ a21土坑 1号 (Ⅱ ―第167図、Ⅱ―写真図版197)

<位置 。検出状況 >調査区中央部西側のC Ⅱ a21～ a22グ リッドに位置する。B Ⅱ y21住居跡 2・ 3

号 (複式炉をともなう住居跡)の直下で検出された。

<新旧関係>B Ⅱ y22住居跡 2・ 3号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は開口部が円形で、底部は楕円形 を呈する。開口部径119× 109cm、 底部径

161× 143cm、 深さ75cmである。

<埋土>黒褐色シル トを主体 とする。埋土上～中位の 1～ 3b層 は、炭化物の混入具合などから人為

層で、併せて人為堆積層である。坦土中位～下位の 4～ 8層 は南西方向から流入 した自然堆積層 と判

断される。埋土中位の 4b層 中から、To―Cu(本稿のC種)が確認された (二次堆積 と推定される)

が、その直上の 4層・ 4a層 で円筒下層 a式がまとまって出土 している。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はD2類である。

<付属施設>底面に副穴 1基 と溝 3条検出している。

<出土遺物 >土器21.62kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 2点 )な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第26i～ 262図 、Ⅳ―写真図版243)土器 8点掲載 (No4816～ 4823)。

石器 :(Ⅲ ―第377図、Ⅳ―写真図版324)石鏃1点 (No7159)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は埋土中位 より前期中葉円筒下層 a式が主

体的に出土 した。これらは、To―Cu降下後の堆積層 (投げ捨てられた人為層)に混入 していたと捉 え

られる。また、To―Cuを含む4b層以下が自然堆積層で相違なければ、構築・廃絶時期は同テフラ降

下期より古い可能性が極めて高い。よって、力持Ⅲ期に構築・廃絶された後、埋まりきらない途中段

階の力持 V期 において、埋め戻された可能性がある。

212 C Ⅱ a23土坑 1号 (Ⅱ ―第167図、Ⅱ―写真図版197)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23～ b23グ リッドに位置する。C Ⅱ b23～ b25グ

リッド付近に設定 した トレンチの上層断面の観察により認知 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1・ 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >南半分を試掘 トレンチにより破壊 してしまい平面形は不明であるが、残存する底面

から円形を呈 していたと推定される。開口部径159× 121cm、 底部径190× 145cm、 深さ87cmである。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とし、各所に黄褐色ロームブロックとTO Cu(本稿のC種)が混入する。

また、底面中央付近に堆積する11層 とした焼土は、投げ込みによると捉えられる。全て人為層 と促 え

たが、堆積様相からは南西方向から流入 した自然堆積層を主体 とする可能性 もある。本遺構にみられ

るTo―Cuは、本来 C Ⅱ a23住居跡 1号の埋土中に混入 していたものが、壁の崩壊に伴い混入 したと捉

えられる。よって、To Cu降下時期より新 しく構築・廃絶されたと捉えられる。

<壁・底面>壁は底面を最大径 とし、鋭角に窄まりながら立ち上がる。底面から約 5cm上 まで黄褐

色ロームを壁 とし、その上はC Ⅱ a23住居跡 1号の埋土を壁 としている。底面は平坦である。断面形

分類はD2類 とした。

<付属施設>底面に副穴 1基と壁穴を検出している。

<出土遺物 >土器6 71kg、 石器 8点 (内訳 :石鏃 3点、不定形石器 5点 )、 石製品 2点 (内訳 :石刀

類 1点、不明石製品 1点 )、 動物遣存体 1シ ヤーレなどが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第262図 、Ⅳ一写真図版244)土器20点掲載 (No4824～ 4843)。

石器 :(Ⅲ 一第377図 、Ⅳ―写真図版324)石鏃 1点 (No7160)、 不定形石器 1点 (No7161)①
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石製品 :(Ⅲ 一第507図、Ⅳ一写真図版414)石刀類 1点 (No8692)、 不明石製品 1点 (No8693)。

動物遺存体 :(Ⅳ―写真図版420)No9208。

<時期>重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しい。出土土器は前期前～中葉である。前期中葉力

持Ⅳ～V期 と推定される。

<その他 >遺構の構築・廃絶時期 自体はTo―Cu降下期 より新 しいものの、土器の出土状況をみると

To―Cuよ り下位相当で前期前～中葉大木 2b式が出土 し、To―Cuよ り上相当で前期中葉大木 3式など

が出上 している。上記のとお り、To― Cu自 体は壁の崩壊などに伴い混入 したと捉えられるものの、壁

の崩壊土 とともに埋土下位の堆積層に混入されていたのが大木 2b式で、本遺構の廃絶時期の埋土に

伴 うのが大木 3式の可能性が窺がえる資料 と考えられる。

213 C Ⅱ a23土坑 2号 (Ⅱ ―第167図、Ⅱ―写真図版197)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅷ層黄褐色

ロームで、暗褐色シル トの広が りにより認知 した。精査は、東西方向に土層ベル トを設定 し半裁 した

ところ、東西 2基の土坑が重複 していることがわかり、西側の新 しいものをC Ⅱ a23土坑 2号 と命名

し、東側の壊されているものをC Ⅱ a23土坑 3号 と命名 した。遺物は、C Ⅱ a23土坑 2～ 3号 として

一括 して取 り上げたものが大部分である。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 4号、C Ⅱ a23土坑 3,7号 より新 しく、B Ⅱ y22住居跡 2・ 3号 より

古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径143× 104cm、 底部径210× 196cm、 深 さ60cmで あ

る。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第167図 A― A'土層断面の 1～ 15層 が本遺構に伴 う堆積層である。黒褐色～暗褐

色シル トを主体 とする自然堆積層である。底面付近の 9,12・ 13層 にTo Cu(本稿のC種)の混入が

見られる。 C Ⅱ a23土坑 3号の埋土が本遺構の壁を構成 していることから、これらTo Cuは 元々CⅡ

a23土坑 3号の埋上に混入していたものが、壁の崩壊に伴い本遺構中に混入 したと捉えられる。

<壁 ・底面 >壁は、底面を最大径 とし、鋭角にすぼまる形を呈する。オーバーハングの具合は強い。

底面は平坦である。断面形分類はA3類 とした。

<出土遺物 >土器0,78kg出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第263図、Ⅳ―写真図版244)土器 4点掲載 (No4844～ 4847)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期中～後葉より新 しく、中期中葉より古い。出土土器は前期前～後

葉である。To Cuは再堆積土に混入 していたと捉えられるので、 C Ⅱ a23土坑 3号 との新旧関係から

To―Cu降下期 より新 しい。前期中～後葉力持 V期 と推定される。ただし、出土 している土器は、To―

Cuと 同様の土に混入 していたことから、To―Cu降下期と前後する時期の可能性を有する。

<C Ⅱ a23土坑 2～ 3号とした出土遺物 >上記 したとお りC Ⅱ a23土坑 2号 。3号の出土遺物は、そ

の帰属がどちらかわからず取 り上げたものが、土器5,45kg、 石器 7点 (内訳 :石鏃 3点、石匙 1点、

不定形石器 3点 )、 石製品 1点 (石刀類不掲載)あ る。

土器 :(Ⅲ ―第263図、Ⅳ一写真図版244～245)土器20点掲載 (No4848～ 4867)。

石器 :(Ⅲ ―第377図 、Ⅳ一写真図版324)石鏃 2点 (No7162,7163)、 石匙 1点 (No7164)、 不定形

石器 1点 (No7165)。
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214 C Ⅱ a23土坑 3号 (Ⅱ ―第167図、Ⅱ―写真図版197)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや西側のB Ⅱ y23・ y24・ C Ⅱ a23グ リッドに位置する。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 4号・C Ⅱ a23土坑 7号より新 しく、B Ⅱ y22住居跡 2・ 3号、 CⅡ a

23土坑 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (185)cm、 底部径 (213)cm、 深さ53cmで ある。

<埋土>第 Ⅱ分冊第167図 A一 A'土層断面の21～ 29層が本遺構 に伴 う堆積層である。黒掲色シル ト

や暗褐色 シル トを主体に、黒褐色シルティーローム (地山土 ?)が含まれる。埋土中位か らTo―Cu

(本稿のC種)が集中して確認された。To―Cuの 産状 としては、灰白色の砂状を呈 し、25層 は層状に、

24b層 は黒褐色シルティーローム中に多量に混入する。本遺構の埋土自体は、人為堆積層 と推定され

ることから、To―Cuは後世の再堆積層 と判断される。

<壁・底面 >壁は断面形袋状を呈する。底面は平坦で、C Ⅱ a23土坑 2号 とほぼ同じ高 さであった。

断面形分類はA3類 とした。

<出土状況 >土器0.3kg、 石器 2点などが出上 している。

土器 :(Ⅲ 一第263図 、Ⅳ―写真図版245)土器 3点掲載 (NQ4868～ 4870)。

石器 :(Ⅲ 一第377～378図 、Ⅳ―写真図版324)力持型スクレイパー 2点 (No7166・ 7167)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前葉より新 しく、前期中～後葉より古い。出土土器は前期中～後葉

である。埋土全体が人為堆積 と推定されることから、To―Cu降下期より新 しい。前期中～後葉力持V

期 と推定される。

<その他 >出土土器はTo―Cu降下期直後の土器群 も包含すると判断される。

215 C Ⅱ a23土坑 4号 (Ⅱ ―第167・ 168図、Ⅱ―写真図版198)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23～ b23グ リッドに位置する。 C Ⅱ a23住居跡 1

号の東西ベル トの土層観察から、同住居跡内にフラスコピットが重複 していることがわか り、本遺構

を認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1号 。C Ⅱ a23土坑 5号より新 しい。

<平面形・規模 >北半分については、C Ⅱ a23住居跡 1号の埋土掘 り下げの段階で本遺構に気付かず

破壊 してしまったため、平面形は不明であるが、残存する底面から円形を呈すると推定される。開口

部径131× ■lcm、 底部径153× 142cm、 深さ58cmである。

<埋土>埋土上位の 1層 は責褐色ロームブロックが幅約10cmの 層を形成 しているのが特徴的で、埋

土に見 られる混入物の具合から人為的に埋められたと考えられる。 1層 より下位に堆積する 2～ 13層

は、自然堆積的様相であるものの、全て人為堆積層である。よって、底面直上の11層 で確認 された

To―Cu(本稿のC種)は、再堆積層 と判断される。

<壁・底面 >壁はC Ⅱ a23住居跡 1号、 C Ⅱ a23土坑 5号の埋土を掘 り込み形成 している。残存する

壁から、断面形袋状を呈するものと推定される。底面は平坦である。断面形分類はE類 とした。

<付属施設 >底面で副穴 1基を確認 した。また、1層 黄褐色ローム層下から埋設されていた可能性を

有する土器 1点4872を検出した。ただし、ベル トを掘 り下げる段階で検出したため、掘 り方などの状

況は確認できなかった。想定どお り埋設土器であるならば、土坑が全て埋まりきらない段階で設置さ

れ、その後土坑上部を埋め戻 したものと考えられた。

<出土遺物 >土器2.23kg、 石器 3点 (内訳 :石匙 1点、不定形石器 2点)な どが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第263図 、Ⅳ―写真図版245)土器 2点掲載 (No4871・ 4872)。
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石器 :(Ⅲ ―第378図、Ⅳ―写真図版325)石匙 1点 (No7168)、 不定形石器 1点 (hTo7169)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉より新 しい。出土土器は前期前～後葉である。人為堆積層

にTo―Cuがみられることから、構築 。廃絶 ともにTo―Cu降下期より新 しい。出土土器は埋没過程で廃

棄されたと捉えられる。前期後葉力持 V期 と推定される。

216 C Ⅱ a23土坑 5号 (Ⅱ ―第167・ 168図、Ⅱ―写真図版198)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a24～ a25グ リッドに位置する。C Ⅱ a23住居跡 1

号の南北ベル トの上層観察から住居内に住居 より新 しいフラスコピツトが重複 していることがわか

り、認知 した。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 1号より新 しく、 C Ⅱ a23土坑 4号より古い。

<平面形・規模 >本遺構はC Ⅱ a23住居跡 1号の精査中に見つかつた。そのため遺構上部の一部を掘

り下げて しまう。従つて開口部の平面 。規模については不明。底面径約1.lmの 円形を呈する。開口

部径 (103)cm、 底部径 (112)cm、 深さ73cmである。

<埋土 >第 Ⅱ分冊第168図 B― B'土層断面の21～31層 が本遺構に伴 う堆積層である。暗褐色シル ト

を主体 とする。埋土中位に黄褐色ロームを多量に混入 した層が見られる。おそらく遺構が埋まる段階

での流れ込みと考えられ、埋土自体 も南西方向から流入 した自然堆積層 と考えられる。

<壁・底面 >壁 は外へ とやや膨 らみながら立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はB類であ

る。

<付属施設>底面中央に副穴 1基検出。底面からはC Ⅱ a23住居跡 1号の柱穴と考えられるピットも

検出した。

<出土遺物 >土器1.33kgが出土 している。

上器 :(Ⅲ 一第264図 、Ⅳ一写真図版245)土器 9点掲載 (No4873～ 4881)。

<時期>重複遺構 との関係は、前期前葉より新 しく、前期後葉より古い。出土土器は前期前～中葉で

ある。前期前～中葉力持Ⅳ期 と推定される。To―Cu降下時期 との新旧関係は厳密には不明であるが、

新 しいと推定される。ただし、降下期直後の可能性を有する資料 といえる。

217 C Ⅱ a23土坑 7号 (Ⅱ ―第167・ 168図、Ⅱ―写真図版198)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23グ リッドに位置する。

<新旧関係 >C Ⅱ a23住居跡 4号より新 しく、C Ⅱ a23土坑 2・ 3号より古い。

<平面形・規模 >北側半分をC Ⅱ a23土坑 2。 3号に壊 されてお り、平面形は不明である。残存する

南側から楕円形を呈するものと推定。開田部径 (120)cm、 底部径 (90)cm、 深さ26cmである。

<埋土>黒～暗褐色シル ト主体で、自然堆積である。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦で、西側がテラス状に 1段高 くなっている。断

面形分類はG類である。

<付属施設 >な し。

<出土遺物 >土器0.92kg、 石器 1点などが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第264図 、Ⅳ一写真図版246)土器 3点掲載 (No4882～ 4884)。

石器 :(Ⅲ ―第4フ I図、Ⅳ―写真図版382)磨石 1点 (No8159)

<時期 >出土土器は前期前～中葉である。重複遺構 との関係から、To‐Cu降下期 より古い。前期前葉

力持Ⅲ期 と推定される。
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218 C Ⅱ a23土坑 8号 (I― 第167・ 168図、エー写真図版 198)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a24グ リッドに位置する。検出状況は、C Ⅱ a23住

居跡 4号の精査中に同住居の埋土上位で検出した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1・ 4号、 C Ⅱ a23土坑 9号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形を呈する。開口部径65× 65cm、 底部径152× 140cm、 深さ58cmで あ

る。

<埋土>黒掲色シル トを主体に 9層 に分層 される。埋土の締まりが弱い点から、人為的に埋められた

可能性が推定される。

<壁 ・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は基盤層である責褐色ローム中で、ほぼ平坦であ

る。断面形分類はA2類である。

<付属施設 >底面から副穴 1基を検出した。

<出土遺物 >土器・石器、コンテナ1/2箱。土器は小片を主体 とする。石器は13層 より垂飾品 (欠損

品・大理石製 ?)出土 し、埋土上位から魚の骨 ?出土 した。

土器3 06kg、 石器 4点 (内訳 :石鏃 2点、不定形石器 1点、ピエス・ェスキーュ 1点、)、 石製品 1

点、動物遺存体 3シ ャーレなどが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第264図 、Ⅳ―写真図版246)土器 9点掲載 (KTo4885～ 4893)。

石器 :(Ⅲ ―第378図 、Ⅳ一写真図版325)石鏃 1′点 (No7170)、 ピエス 。エスキーユ 1点 (No7171)。

石製品 :(Ⅲ 一第507図 、Ⅳ―写真図版414)垂飾品 1点 (No8694)。

<時期 >出土土器は前期前～中葉である。重複遺構 との関係は前期前葉より新 しいと判断される。前

期中葉力持Ⅳ～V期 と推定される。

219 C Ⅱ a23土坑 9号 (Ⅱ ―第167・ 168図、エー写真図版198)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a24グ リッドに位置する。 C Ⅱ a23住居跡 4号埋土

上でプランを確認 した。半萩 して土層観察 したところ、 2基のフラスコピットが上下に重複 している

ことが判明し、新 しい方をC Ⅱ a23土坑 8号、古い方をCⅡ の23土坑 9号 と命名 した。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 4号 より新 しく、 C Ⅱ a23土坑 8号 より古い。

<平面形・規模 >本遺構は上部の殆 どを削平され、底面付近が残存するに留まる。底面は円形である。

開口部径148× 129cm、 底部径120× 11lcm、 深さ19cmで ある。

<埋土>黒褐色シル ト主体。 3層 にわかれる。自然堆積によって埋まったと考えられる。

<壁 。底面 >壁は底面から10cmほ どしか残っていない。底面から外へ と広がる立ち上が りを示す。

底面はやや九みを持っている。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物 >土器 1.52kg、 石器 2点 (内訳 :石鏃 1点、礫器 1点)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第264図 、Ⅳ―写真図版246)土器 5点掲載 (No4894～ 4898)。

石器 :(Ⅲ ―第378図 、Ⅳ―写真図版325)石鏃 1点 (No7172)。

<時期 >出土土器は前期前～中葉である。前期中葉力持Ⅳ～V期 と推定される。

220 C Ⅱ a25土坑 1号 (Ⅱ ―第168図、エー写真図版199)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ a25グ リッドに位置する。電柱設置穴周辺を精査 し

ていた際に検出した。 C Ⅱ a25住居跡5号の西壁際に位置 している。

<新旧関係>C Ⅱ a25住居跡 5号 より新 しい。
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Ⅳ 検出された遺構

<平面形・規模 >平面形は円形である。開田部径90× 75cm、 底部径176× 163cm、 深 さ144cmであ

る。

<埋土 >埋土上～中位は黒褐色シル トを主体 とし、中位は暗褐色シル ト、下位はにぶい黄tr29色 シル ト

が堆積する。上位の黒褐色シル トは基本層状 V層 に、中～下位はⅥ～Ⅶ層に由来する。全般に炭化物

が混入 し、土器は埋土下位の 7～ 8層 を中心に上位の 3層、中位の 5層から出土 し、また中位 と下位

出土で接合関係を持つものもある。人為堆積 と推定される。

<壁・底面 >壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は大 3類である。

<出土遺物 >土器4.88kg、 石器 3点 (内訳 :石鏃 1点、磨石 1点、敲石 1点 )、 動物遺存体 4シ ャー

レ分などが出土 している。

上器 :(Ⅲ 一第264～265図 、Ⅳ―写真図版246～247)土器13点掲載 (No4899～ 4911)。

石器 :(Ⅲ ―第47i図 、Ⅳ―写真図版382)磨石 1点 (No8160)、 敲石 1点 (No8161)。

動物遺存体 :(Ⅳ 一写真図版420)No9212。 9213。

<時期 >出土土器は前期前～後葉で中葉 (円筒下層 a～ b式)を主体 とする。前期中～後葉力持V期

と推定される。

221 C Ⅱ b23土坑 1号 (Ⅱ ―第169図、Ⅱ―写真図版199)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のC Ⅱ b22～ b23グ リッドに位置する。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径149× 127cm、 底部径146× 126cm、 深 さ47cmで

ある。

<埋土 >基本層序 V層 に由来する黒褐色シル トを主体 とする。人為堆積 と推定されるが明確ではな

<壁 ・底面 >壁はオーバーハングして立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断

面形分類はA3類である。

<出土遺物 >土器2.94kg、 石器 8点 (内訳 :石鏃 2点、尖頭器 1点、不定形石器 4点、磨製石斧 1点 )、

石製品 1点 (石刀類不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第265図 、Ⅳ―写真図版247)土器11点掲載 (No4912～ 4922)。

石器 :(Ⅲ 一第378・ 471図、Ⅳ―写真図版 325。 382)石鏃 2点 (No7173,7174)、 尖頭器 1点 (No

7175)、 不定形石器 2点 (No7176・ 7177)、 磨製石斧 1点 (No8162)。

<時期 >出土土器は前期前～末葉で、中葉 (円筒下層 a式)を主体 とする。力持V期 と推定される。

併せて、円筒下層 a式 と大木 3式の共伴関係を示す可能性を有する資料である。

222 C Ⅱ b23土坑 2号 (Ⅱ ―第169図、Ⅱ―写真図版199)

<位置 。検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ b23～ C Ⅱ c23グ リッドに位置する。

<新旧関係 >C Ⅱ b23住居跡 4号 より古い。

<平面形・規模 >円形を基調にやや不整形を呈する。開口部径100× 99cm、 底部径 124× 120cm、 深

さ48cmである。

<埋土>基本層序V層 に由来する黒褐色シル トを主体 とする。自然堆積と推定される。

<壁・底面>壁は西～北側 (斜面上方側)が強 くオーバーハングし内傾 して立ち上がるが、東～南側

は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はA3類である。

<出土遺物 >土器0.4聴 が出上 している。
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2 土坑

土器 :(Ⅲ 一第265図 、Ⅳ―写真図版247)土器 5点掲載 (No4923～ 4927)。

<時期 >出土土器は前期前葉～中葉である。4923の 大木 3式から、前期中葉力持 V期 と推定される。

223 C Ⅱ b25土坑 1号 (Ⅱ ―第168図、Ⅱ―写真図版199)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅱ b25グ リッドに位置する。 C Ⅱ b25住居跡 1号の床

面で検出した。

<新旧関係>C Ⅱ b25住居跡 1号 より新 しいと捉えたが、明確ではない。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径112× 96cm、 底部径83× 67cm、 深さ43cmであ

る。

<埋土>暗褐色シル トによる単層で、底面に礫が敷 き詰められている。人為堆積である。

<壁・底面 >壁 は外傾 して立ち上がる。底面はやや凹凸がある。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係からは前期前葉力持Ⅲ期より新 しい可能性が高い。ただし、TO―Cu降下時

期 よりは古いと推定される。

<その他>C Ⅱ b25住居跡 1号の床面で検出したことから、同住居跡に付属する土坑である可能性が

ある。

224 C Ⅱ d23土坑 1号 (Ⅱ 一第168図、Ⅱ―写真図版200)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ d24～ e24グ リッドに位置する。

<新旧関係 >C Ⅱ b23住居跡 5号・C Ⅱ d24住居跡 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径206× 179cm、 底部径206× 173cm、 深 さ57cmで

ある。

<埋土>黒褐色シル トを主体に、責褐色地山ロームが西壁～底面に堆積する。遺物は 3～ 5層 で出土

している。遺物の出土状況から人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はF類である。

<出土遺物 >土器3.17kgが出土いている。

土器 :(Ⅲ ―第265図 、Ⅳ―写真図版247)土器10点掲載 (No4928～ 4937)。

<時期 >出土土器は前期前～後葉で、中～後葉を主体 とする。重複遺構 との関係からは前期前～中葉

より新 しい。力持 V期 と推定される。併せて円筒下層 b式 と大木 4～ 5式の共伴 した資料でもある。

225 C Ⅱ f25土坑 1号 (Ⅱ ―第169図、Ⅱ―写真図版200)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のC Ⅱ f24～ f25グ リッドに位置する。

<新旧関係>C Ⅱ e24住居跡 1号 と重複するが、新旧関係は不明である。

<平面形・規模>平面形は円形である。開口部径104× 98cm、 底部径87× 67cm、 深さ47cmである。

<埋土>埋土上位に黒褐色シル ト、下位に暗褐色シル ト、壁際に地山ロームが堆積する。人為堆積で

ある。併せて、堆積様相からは 1・ 2層 がアタリ (柱の抜 き取 り痕 ?)、 3～ 5層 が据え方土の可能

性があり、柱穴的な性格の可能性が高い。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分はG類である。

<付属施設 >底面から浅い副穴を検出しているが、埋上の項で上記 したとお り本遺構が柱穴の可能性

が高いことから、アタリに関連 して窪んでいると推定される。
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Ⅳ 検出された遺構

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土遺物がなく、重複遺構 との新旧関係が明確でないため、時期を特定できない。近接する

C Ⅱ f25住居跡 1号 と同時期の力持Ⅲ期の可能性があ り、併せてTo―Cu降下時期より古いと推定 して

おきたい。

226 CⅢ al土坑 1号 (Ⅱ ―第169図、エー写真図版200)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のCⅢ al～ blグ リッドに位置する。C Ⅱ a25住居跡 2

号炉の下位で黒褐色シル トの広が りとして検出された。

<新旧関係>C Ⅱ a25住居跡 2号 ,CⅢ al住居跡 1号 。CⅢ a2住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径268× 217cm、 底部径249× 189cm、 深 さ50cmで

ある。

<埋土>暗褐色シル トを主体 とするレンズ状の堆積様相を示すことから、自然堆積 と考えられる。た

だし、床面付近から出土 した花筒岩の巨礫は、投棄せられたものと思われる。

<壁・底面>南北方向に長軸をもつ楕円形状の平面形を呈 し、壁は底面よりやや外反 しながら立ちあ

がる。フラスコ状土坑 とは異なる。断面形分類はG類 とした。

<出土遺物 >土器4.9kg、 石器 4点 (内訳 :磨製石斧 1点、磨石 2点、礫器 1点 )、 琥珀0.47gな どが

出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第266図、Ⅳ―写真図版248)土器10点掲載 (配4938～ 4947)。

石器 :(Ⅲ ―第4ア i図、Ⅳ一写真図版382)磨製石斧 1点 (No8163)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期前葉より古い。出土土器は前期末葉～中期初頭である。前期末葉～

中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

227 CⅢ a2土坑 1号 (Ⅱ ―第170図 、コー写真図版200)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のCma2グ リッドに位置する。 CⅢ a2住居跡 1号の床

面で黒褐色シル トの円形の広が りとして認知 した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 1～ 5号 より古い。

<平面形・規模 >開 田部径91× 87cm、 底部径114× 105cm、 深さ97cmで ある。

<埋土>埋上下層の 6・ 7層 (壁の崩壊土)は 自然堆積 とみられるが、巨礫の混入する 5層及び 1～

4層 は人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は断面形フラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類はB類である。

<付属施設>底面に副穴 1基検出している。本遺跡でフラスコピット底面から普通にみられる副穴に

比べて、大きくて深い特徴がある。

<出土遺物 >土器0.57kg、 石器 1点 (磨製石斧不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ш ―第266図 、Ⅳ―写真図版248)土器 2点掲載 (No4948・ 4949)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期末葉より古い。出土土器は前期前～後葉 と推定される。前期後葉力

持 V期 と推定されるが明確ではない。

228 CⅢ b2土坑 1号 (Ⅱ ―第170図 、Ⅱ―写真図版201)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のCⅢ b2～ c2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >厳密には重複関係を把握できなかったが、CⅢ c3住 5号 より古い。
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<平面形・規模 >平面形は長楕円形で、西狽1に 張 り出しを持つ。開田部径 116× 94cm、 底部径97×

60cm、 深さ51cmで ある。

<埋土 >マサ土がブロック状に混入する褐色シル トとにぶい責褐色ロームが堆積する。人為堆積 と推

定される。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<付属施設>西側にスロープ状の張 り出しを持つ。

<出土遺物 >土器0.12kg、 石器 1点 (力持型スクレイパー不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第266図 、Ⅳ一写真図版248)土器 1点掲載 (No4950)。

<時期 >出土土器から前期前～中葉力持Ⅳ期 と推定される。併せて、To―Cu降下時期 より古い可能性

が高い。

229 CⅢ b3土坑 1号 (■ ―第170図、Ⅱ―写真図版201)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや南東のCⅢ c3～ c4グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ c3住居跡 1号 より古 く、 CⅢ c3住居跡 2・ 5号 より新 しい。

<平面形・規模>CⅢ c3住居跡 1号にプランの東半分程を破壊されているが、円形 と推定される。

開口部径 (138)cm、 底部径 (172)cm、 深さ94cmで ある。

<埋土 >黒褐色シル トを主体 とする人為堆積である。

<壁 ・底面 >壁は内傾 して立ち上がる断面形フラスコ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分

類はAl類である。

<付属施設 >底面から副穴 1基 と溝 3条 を検出している。

<出土遺物 >土器12.08kg、 石器 7点 (内訳 :尖頭器 1点、不定形石器 2点、力持型スクレイパー 1

点、磨石 1点、敲石 1点、砥石 1点 )な どが出土 している。円筒下層 dl式が埋土中位から一括出土

している。投げ込まれたと推定される。

土器 :(Ⅲ ―第266図 、Ⅳ―写真図版248)土器 8点掲載 (No4951～ 4958)。

石器 :(Ⅲ ―第47]図 、Ⅳ一写真図版382)磨石 1点 (h8164)。

<時期>埋土中からは前期前葉～末葉までの上器が出土 しているが、埋土中位に投げ込まれていた一

括土器 (円筒下層 dl式)か ら、前期末葉力持Ⅵ期の可能性が高い。

230 CⅢ b4土坑 1号 (Ⅱ ―第170図、Ⅱ―写真図版201)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや南東のCⅢ b3～ b4グ リッドに位置する。検出状況は、CⅢ

a2住居跡 1号南壁において、南北方向に入れたサブ トレンチの土層観察より検出した。

<新旧関係 >CⅢ a2住居跡 1号、CⅢ b3住居跡 1号 より古 く、 CⅢ b3住居跡 2号より新 しい。

<平面形・規模 >ほぼ円形 と推定される。開田部径150× 125cm、 底部径 168× 158cm、 深さ122cmで

ある。

<埋土 >黒褐色シル トと暗褐色シル トを主体に、埋土中位付近に黄褐色シル ト (地山起源)が堆積す

る。様相から人為堆積 と考えられる。埋土中から多量の土器片が出土 し、また花聞岩礫の投げ込みも

見 られる。

<壁・底面 >壁 は底面～胴都中位 まで内傾 して立ち上が り、胴部中位～開口部に向かって外反する。

断面形はフラスコ状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は△ 1類である。

<付属施設 >底面に副穴 1基を検出している。
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<出土遺物 >土器3.9kg、 石器 2点 (内訳 :不定形石器 2点 )、 石製品 1点 (石棒類不掲載 )、 琥珀0,99

gな どが出土 している。底面の西側より円筒下層 a～ b式に相当するほぼ完形の上器が出土 した。完

形に近い状態で廃棄されたと考えられる。

土器 |(Ⅲ 一第267図 、Ⅳ―写真図版249)土器 9点掲載 (No4959～ 4967)。

石器 :(Ⅲ ―第379図 、Ⅳ―写真図版325)不定形石器 1点 (No7178)。

琥珀 (Ⅳ ―写真図販424)No9977。

<時期 >出土土器は前期中葉～中期中葉まで幅広 く出上 している。床面一括土器は前期中～後葉円筒

下層 a～ b式の範疇で捉えられる。前期中～後葉力持 V期 と推定される。

231 CⅢ c2土坑 1号 (Ⅱ ―第170図、Ⅱ―写真図版202)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南東のCⅢ c2グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形基調でやや角ばる。開口部径89× 83cm、 底部径60× 54cm、 深 さ

58cmで ある。

<埋土>埋土上位に黒褐色シル ト、埋土中～下位に褐色ローム (地 山土 )、 西壁際から底面ににぶい

黄褐色砂質上が堆積する。人為堆積である。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類は

G類である。

<出土遺物 >土器0.32kg(不掲載 )、 石器 5点 (内訳 :石鏃 3点、不定形石器 2点 )、 琥珀6.23gな ど

が出土 している。

石器 :(Ⅲ ―第379図 、Ⅳ一写真図版325)石鏃 3点 (No7179～ 7181)、 不定形石器 1点 (No7182)。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉より古い。力持Ⅷ期より古いが詳細な時期を特定できない。

232 CШ c3土坑 1号 (Ⅱ ―第170図、Ⅱ―写真図版202)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南東のCⅢ c2～ c3グ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ c3住居跡 5号 より古い。

<平面形・規模>平面形は楕円形である。開口部径135× 108cm、 底部径 107× 74cm、 深 さ77cmであ

る。

<埋土>黒褐～褐色シル トに黄褐色ロームが大ブロックで混ざる。人為堆積である。

<壁 ・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.04kg(不 掲載)が出上 している。

<時期>重複遺構との関係から前期末葉より古い。前期末葉力持Ⅵ期若 しくはそれより古い。

233 CⅢ dl土坑 1号 (Ⅱ ―第171図、Ⅱ―写真図版202)

<位置・検出状況>調査区中央部やや南のCⅢ dl～ d2グ リッドに位置する。CⅢ cl住居跡 1号

床面の下位より検出された。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号、 CⅢ dl土坑 2号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形基調でやや不整気味を呈する。開口部径 108× 104cm、 底部径 110×

108cm、 深さ44cmで ある。

<埋土 >黒褐色土を主体 とする。自然堆積 と推定されるが断定できない。
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2 土坑

<壁・底面>壁は北～東がオーバーハングし、南から西が直立 して立ち上がる。断面形はほぼフラス

コ状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >埋土から10片 ほどの上器 と礫石器 2点が出土 している。

土器1.17kg、 石器 4点 (内訳 :磨製石斧 2点、敲石 2点 )、 琥珀080gな どが出上 している。

上器 :(Ⅲ ―第26フ図、Ⅳ―写真図版249)土器 5点掲載 (No4968～ 4972)。

石器 :(Ⅲ ―第471図、Ⅳ―写真図版383)磨製石斧 2点 (No8165。 8166)、 敲石 1点 (No8167)。

<時期 >出土土器は前期後～末葉で、主体は後葉 (円筒下層 c式期)である。前期後葉力持 V期 と推

定される。

234 CⅢ dl土坑 2号 (Ⅱ ―第171図、Ⅱ―写真図版202)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや南のCⅢ dl～ d2グリッドに位置する。 CⅢ cl住居跡 1号

床面の下位より検出された。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号・CⅢ dl土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径 (170)cm、 底部径 (148)cm、 深さ38cmで ある。

<埋土 >黄褐色ローム (地山土)に よる人為堆積である。

<壁・底面>壁はほぼ直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はE類である。

<出土遺物 >土器0.27kgが 出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第267図、Ⅳ一写真図版249)土器 2点掲載 (No4973・ 4974)。

<時期>重複遺構 との関係から前期後葉より古い。出土土器は前期中～後葉である。前期中～後葉力

持 V期 と推定される。

235 CⅢ d2土坑 1号 (Ⅱ ―第171図、Ⅱ―写真図版202)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや南のCⅢ d2～ d3グ リッドに位置する。 CⅢ cl住居跡 1号

床面の下位より検出された。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形である。開口部径154× 151cm、 底部径128X121cm、 深 さ48cm

である。

<埋土>埋土上～中位に黒褐色シル ト、中～下位に責褐色ロームが堆積する。全て人為堆積 と推定さ

れる。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる断面形ビーカー状を呈する。底面はほぼ平坦である。断面形分

類はG類である。

<出土遺物 >土器1.93kg、 石器 1点 (不定形石器不掲載)な どが出土 している。

土器 :(Ⅲ ―第267図 、Ⅳ―写真図版249)土器 2点掲載 (No4975・ 4976)。

<時期 >出土土器は前期中～末葉である。前期末葉力持Ⅵ期 と推定される。

236 CⅢ d3土坑 1号 (Ⅱ 一第171図、Ⅱ―写真図版203)

<位置・検出状況>調査区中央部やや南東のCⅢ d3グリッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ d3住居跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形はほぼ円形を呈する。開口部径109× 90cm、 底部径69× 63cm、 深さ48cmで

ある。
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Ⅳ 検出された遺構

<埋土>責褐色ロームが堆積する。人為堆積である。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる断面形ビーカー状を呈する。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉より新 しい。力持Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと推定され

る。

237 CⅢ e3土坑 1号 (Ⅱ ―第171図、エー写真図版203)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや南東のCⅢ e3～ e4グリッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 1・ 2号より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径247× 235cm、 底部径209× 202cm、 深さ47cmであ

る。

<埋土 >黒褐色シル ト主体に掲色シル トや黄褐色シル トなどのⅦ層に由来する地山上が堆積する。西

壁際に堆積する14層 は壁の崩壊土 と捉えられるが、その他は人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は外傾気味に立ち上がる断面形 ビーカー状を呈する。断面形分類はG類である。

<付属施設>底面に壁溝を検出している。

<出土遺物>土器1.19kg、 石器 2点 (磨石不掲載)な どが出土 している。

上器 :(Ⅲ ―第267図 、Ⅳ一写真図版249)土器 3点掲載 (No4977～ 4979)。

<時期>重複遺構 との関係は中期中葉より古い。出土土器は中期前葉である。中期前葉力持Ⅶ期 と推

定される。

238 CⅢ e4土坑 1号 (Ⅱ ―第171図、Ⅱ―写真図版203)

<位置・検出状況>調査区中央部南東のCⅢ e3～ e4グ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ e2住居跡 1・ 2号、 CⅢ d3住居跡 1号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径118× 107cm、 底部径97× 97cm、 深さ20cmである。

<埋土>暗褐色砂質シル トによる単層である。炭化物が微量混入することから人為層で、併せて人為

堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類

はG類である。

<付属施設>底面から小穴 1基を検出している。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉より古い。中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

239 CⅢ f3土坑 1号 (Ⅱ ―第172図、Ⅱ―写真図版203)

<位置・検出状況>調査区中央部南東のCⅢ f3グリッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 2。 3号より古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形気味を呈する。開口部径 (176)cm、 底部径 (117)cm、 深 さ

102cmである。

<坦土>褐色シル トやにぶい黄褐色砂質シル トが堆積する。人為堆積 と推定される。併せて、埋土に

マサ土が多 く含まれる様相からは、前期の古い時期の土層 と推定される。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面は凹凸がある。断面形分類はG類である。
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2 土坑

<出土遺物 >土和 .l kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第26フ図、Ⅳ一写真図版249)土器 2点掲載 (No4980。 4981)。

<時期>重複遺構 との関係は中期前葉より古い。出土土器は詳細を特定できないが、前期前葉 と推定

される。前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。併せて、To_Cu降下時期より古い可能性が高い。

240 CⅢ g3土坑 1号 (Ⅱ ―第172図、エー写真図版203)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のCⅢ f3・ g2・ g3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 3号古 く、CⅢ e2住居跡 4号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径98× 84cm、 底部径122× 102cm、 深さ64cmである。

<埋土>埋土全般に地山起源の黄褐色砂質シル トが混入する黒褐色シル トを主体とする。人為堆積 と

推定される。

<壁・底面>壁は全周オーバーハングする断面形フラスコ状 を呈する。底面は礫層中を掘 り込んでい

ることから、やや凹凸がある。断面形分類はAl類である。

<出土遺物 >土器0,06kg(不 掲載)が出上 している。

<時期>重複遺構 との関係から中期前葉力持Ⅶ期 と推定される。

241 CⅢ g4土坑 1号 (Ⅱ ―第172図 、Ⅱ―写真図版204)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のCⅢ g4グ リッドに位置する。大 きめの礫が設置されている

様相で検出された。 CⅢ e2住居跡 6号に破壊され、土坑の底面付近のみが残存する。

<新旧関係>CⅢ e2住居跡 6号との新旧関係は不明である。

<平面形・規模 >平面形は不整形を呈する。開口部径■9× 67cm、 底部径52× 22cm、 深さ25cmで あ

る。

<埋土>黒褐～褐色シル トが堆積する。人為堆積 と判断される。東壁側に径80cmの 棒状の礫が立つ

状態で据えられている。

<壁・底面 >残存する壁は外傾気味である。底面は九底気味を呈する。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から力持Ⅵ期と推定される。

<その他 >東壁側に据えられている礫は根固め石の可能性が高 く、本土坑は竪穴住居跡の柱穴であっ

た可能性が高い。

242 CⅢ hl土坑 1号 (Ⅱ ―第172図、Ⅱ―写真図版204)

<位置 。検出状況>調査区中央部南西のCⅢ hlグ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ hl土坑 2。 3号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は、開口郡はほぼ円形で、底面が不整形である。開口部径90× 84cm、 底部

径31× 29cm、 深さ85cmである。

<埋土>黒褐～褐色シル トが堆積する。上位の 1層黒褐色シル トには焼土粒やローム小ブロックカS混

入 し、中位の 2,3層 にもローム小ブロックが混入する。上述の状況から 1～ 3層 は人為層で、人為

堆積 と判断された。北壁際の 4層 と下位の 5層 は基本層序Ⅵ～Ⅶ層を起源とする土層で、明確ではな

いが人為堆積層の可能性が高い。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面はやや凹凸がある。断面形分類はG類である。
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Ⅳ 検出された遺構

<出土遺物 >土器0.12kg(不 掲載 )、 石器 1点 などが出上 している。

石器 :(Ⅲ ―第47i図、Ⅳ―写真図版383)台石1点 (No8168)。

<時期>埋上の様相からは前期 と推定される。近接遺構 との関係から前期中～末葉力持 V～ Ⅵ期 と考

えられる。

<その他 >調査時は土坑 と捉えたが、埋上の堆積様相から、 5層部分が柱の抜 き取 り痕の可能性が高

く、本来は竪穴住居跡に伴 う柱穴であった可能性が高い。

243 CⅢ hl土坑 2号 (Ⅱ ―第172図、Ⅱ―写真図版204)

<位置 。検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ hlグ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ hl土坑 1号より古いと捉えたが明確ではない。

<平面形・規模 >円形 と推定される。開口部径 (53)cm、 底部径 (43)cm、 深さ9cmである。

<埋土>黒褐色シル トの単層である。人為堆積 と推定されるが、明確ではない。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から前期中～末葉より古い可能性がある。埋上の様相からは前期と推定さ

れる。前期中～末葉力持 V～Ⅵ期若 しくはそれより古いと考えられる。

<その他 >重複するCⅢ hl土坑 1号が柱穴状土坑であった可能性が高い。状況から本土坑は、それ

に付属する柱の据え方か若 しくは柱の抜 き取 りに関わるスロープ的な性格の可能性が高い。

244 CⅢ hl土坑 3号 (Ⅱ ―第172図、Ⅱ―写真図版204)

<位置・検出状況>調査区中央部南西のCⅢ hlグ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ hl土坑 1号より古い。

<平面形・規模 >平面形は不整気味の楕円形である。開口部径 101× 58cm、 底部径87× 50cm、 深 さ

31cmで ある。

<埋土>黒褐色シル トの単層で角礫が立石し、それを支えるような状況で円礫が底面付近に設置され

ている。人為堆積と推定される。

<壁・底面>壁は外傾気味に立ち上がる断面形ビーカー状を呈する。底面は平坦である。断面形分類

はG類である。

<出土遺物>土器0.31kg(不 掲載)、 石器 1点 (磨製石斧不掲載)な どが出土している。

<時期>埋上の様相からは前期と推定される。重複遺構との関係から前期中～末葉力持V～Ⅵ期と考

えられる。

<その他>設置されている礫は柱を支える根固め石的な性格の可能性があり、本土坑は既に破壊され

た竪穴住居跡に伴う柱穴状土坑の可能性がある。

245 CⅢ i3土坑 1号 (Ⅱ ―第172図 、Ⅱ―写真図版204)

<位置 。検出状況>調査区中央部南西のCⅢ i3グ リッドに位置する。

<平面形・規模>平面形は長楕円形を呈する。開口部径123× 69cm、 底部径114× 63cm、 深さ24cm

である。

<埋土>基本層序Ⅶ層に由来する黄褐色シルトによる単層である。人為層で人為堆積と捉えられる。

<壁・底面>壁は直立して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。
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2 土坑

<出土遺物 >土器0.95kg(不 掲載 )、 石器 1点 (磨石不掲載 )、 石製品 1点などが出土 している。

石製品 :(Ⅲ 一第507図 、Ⅳ―写真図販415)円盤状石製品 1点 (No8695)。

<時期 >土器は摩滅の著 しい小片のみで時期を特定できない。埋上の様相から縄文時代 と捉えられる

が、時期を特定できない。

246 CⅢ j 2土坑 1号 (Ⅱ ―第173図、Ⅱ―写真図版205)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ j2～ j3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ jl旧沢跡 2号 より古い。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径181× 149cm、 底部径138× 120cm、 深 さ42cmで あ

る。

<埋土>埋土上位が黒掲色シル トで、下位が礫を多量に含む暗褐色シル トが堆積する。人為堆積であ

る。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる断面形ビーカー状である。底面は平坦である。断面形分類は

G類である。

<出土遺物 >土器0.15kgが出上 している。

土器 :(Ⅲ ―第267図 、Ⅳ一写真図版249)土器 1点掲載 (No4982)。

<時期 >出土土器は中期中葉大木 8a式である。重複するCⅢ jl旧沢跡との関係からは中期後葉よ

り古い。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

247 CⅢ j2土坑 2号 (Ⅱ ―第186図、 Ⅱ―写真図版218・ 219、 CⅢ j2掘立柱建物跡1号を構成す

る柱穴)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ j2グ リッドに位置する。精査当初は土坑 として登録 し

たが、精査終盤になり近接するCⅢ j2土坑 2号、 CⅢ j3土坑 1号、CⅢ j3土坑 2号 とともに4

本柱の配列から構成される掘立柱建物跡の可能性が想定された。よって、CⅢ j2掘立柱建物跡 1号

を構成する柱穴状土坑として、平面図、断面図は第Ⅱ分冊第186図 に一括掲載 している。

<新旧関係 >CⅢ j2土坑 4号 ,CⅢ il旧沢跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は精円形である。開口部径61× 50cm、 底部径51× 37cm、 深さ60cmで ある。

<埋土>黒褐色シル トと暗褐色シル トが堆積する。人為堆積である。

<壁・底面 >壁は、西側は胴部中位付近に段を持って立ち上がる。その他の部分はほlF直立 して立ち

上がる。底面はほぼ平坦である。

<付属施設 >西壁際にみられる張 り出し部は、柱を据えるか若しくは抜 き取 り時に関係するスロープ

的な施設 と考えられる。

<出土遺物 >土器0.05kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第267図 、Ⅳ―写真図版249)土器 1点掲載 (No4983)。

<時期 >出土土器は詳細を特定できない。重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

248 CШ j2土坑 3号 (Ⅱ ―第186図、 Ⅱ―写真図版218・ 219、 CⅢ j2掘立柱建物跡1号を構成す

る柱穴)

<位置・検出状況 >調査区中央部商西のCⅢ j2グ リッドに位置する。精査当初は土坑 として登録 し

たが、 CⅢ j2掘立柱建物跡を構成する柱穴状土坑 と判断された。平面、断面図は第186図 に一括掲
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Ⅳ 検出された遺構

載 している。

<新旧関係 >CⅢ jl旧沢跡 1号 より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は円形である。開口部径70× 64cm、 底部径57× 51cm、 深さ54cmである。

<埋土 >暗褐色シル トによる単層である。人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。

<出土遺物 >土器0.12kg(不 掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

249 CⅢ j2土坑 4号 (Ⅱ ―第173図、Ⅱ―写真図版205)

<位置 。検出状況>調査区中央部南西のCⅢ j2～ CⅢ j3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ j2土坑 2号 (CⅢ j2掘立柱建物跡を構成する柱穴)。 CⅢ jl旧沢跡 1号 より

古い。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径117× 73cm、 底部径99× 68cm、 深さ33cmで あ

る。

<埋土>1層暗褐色シル ト主体に2層褐色シル トが大ブロック状に入る。 2層 中に雲母が多量に混入

する。人為堆積 と推定される。

<壁 ・底面 >直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >土器0.2kg(不 掲載)が出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より古い。

250 CⅢ j2土坑 5号 (Ⅱ ―第173図 )

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ j2グ リッドに位置する。

<新旧関係>CⅢ jl旧沢跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形気味で、西側がスロープ状を呈する。開口部径85× 70cm、 底部径

53× 42cm、 深さ41cmである。

<埋土 >暗褐色シル トを主体ににぶい責褐色砂質シル トが入る。人為堆積 と捉えたが明確ではない。

<壁 ・底面 >壁は外傾気味に立ち上がる。底面はほぼ平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

251 CⅢ j3土坑 1号 (Ⅱ ―第186図、Ⅱ―写真図版218・ 219、 CⅢ j2掘立柱建物跡l号を構成す

る柱穴)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ i3～ CⅢ j3グ リッドに位置する。精査当初は土坑 と

して登録 したが、CⅢ j2掘立柱建物跡を構成する柱穴状土坑と判断された。平面、断面図は第 Ⅱ分

冊第186図 に一括掲載 している。

<平面形・規模 >平面形は円形で、東側に小土坑状が付随する。開口部径85× 70cm、 底部径70×

59cm、 深さ47cmである。

<埋土>埋土上位が暗褐色シル ト、中～下位は黒掲色シル トを主体 とする。人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は直立気味に立ち上がる。底面は東側に向かってやや傾斜する。

<付属施設>東側にスロープ状の張 り出しを持つ。
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2 土坑

<出土遺物 >土器0。 l kg(不掲載 )、 石器 2点 (内訳 :コ アA2点)な どが出上 している。

<時期 >重複遣構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

252 CⅢ j3土坑 2号 (Ⅱ ―第186図、 Ⅱ―写真図版218'219、 CⅢ j2掘立柱建物跡1号 を構成す

る柱穴)

<位置 。検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ j3グ リッドに位置する。精査当初は土坑 として登録 し

たが、 CⅢ j2掘立柱建物跡を構成する柱穴状土坑 と判断された。

<平面形・規模 >平面形は円形を基調 とし、北側にやや張 り出す。開口部径77× 57cm、 底部径67×

54cm、 深さ54cmで ある。

<埋土>暗褐色シル トの単層である。人為堆積 と推定される。北側に根固め石 と捉えられる径40×

15cm程の石が埋土中に刺された状態で出土 した。この石は、人的な加工は施 されていないものの先

端部が細い形状を呈する。

<壁・底面 >壁は直立気味に立ち上がる。底面は平坦である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

253 CⅢ j3土坑 3号 (Ⅱ ―第173図、エー写真図版205)

<位置・検出状況 >調査区中央部南西のCⅢ i3グ リッドに位置する。

<新旧関係 >CⅢ jl旧沢跡 1号より新 しい。

<平面形・規模 >平面形は楕円形である。開口部径154× 116cm、 底部径115× 105cm、 深 さ31cmで

ある。

<埋土>黒褐色シル ト主体に壁際に暗掲色シル トが堆積する。径10～20cmの 花商岩礫が含まれるが、

これらの礫は投げ込まれたと捉えられる。人為堆積 と推定される。

<壁・底面>壁は外傾 して立ち上がる。底面は平坦である。断面形分類はG類である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から中期後葉力持 X期 より新 しい。

3埋 設 土 器

l B Ⅱ j14埋設土器 1号 (Ⅱ ―第174図、Ⅱ―写真図版206)

<位置・検出状況>調査区北部のBⅡ j14グ リッドに位置する。Ⅲ層相当の黒色シル トを除去した段

階で横倒 しの土器 1個4984と バラバラの状態の破片の集まり4985を 検出した。先に土器を検出したた

め埋設土器遺構として登録した経緯があるが、精査の進行とともに土坑状の掘 り込み中に、埋設では

なく埋置されていたことがわかった。

<埋設状況>横倒しの状態で1～ 2層 を我る状態で埋置されていた。

<形状・規模>土器の埋置されていた土坑の規模は、78× 58cm、 深さ約12cmで ある。

<埋土>土器は黒色シルト～褐色シルティーローム (地 山系の土)にかけて埋め込まれている。なお、

土坑の埋土中位～底面は、 2層 とした地山系の土で埋め戻されている。

<壁 。底面>土坑の壁は外傾気味に立ち上がり、底面はほぼ平坦である。

<付属施設>上記のとおり上坑がセット関係にある。
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Ⅳ 検出された遺構

<出土遺物 >土器1.03kgが出上 している。

上器 :(Ⅲ ―第268図 、Ⅳ―写真図版250)土器 3点掲載 (No4984～ 4986)。

<時期 >埋置されていた土器は大木 8a式であることから、中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

<特記>本遺構の性格を推定すると、墓壊の可能性が考えられる。

2 B I t25埋設土器 1号 (Ⅱ 一第174図、 エー写真図版206)

<位置・検出状況 >調査中央部北東のB I t25グ リッドに位置する。検出状況は、B I t25住 居跡 1

～ 4号の精査中に、Ⅷ層中で検出された。検出位置は、B Ⅱ t25列石 1号の下部に相当する。

<新旧関係 >B Ⅱ t25列石 1号 より古い。また、上下で重複関係にあるB Ⅱ t25住 3号の床面よリレ

ベル的にやや高いことから、本遺構が新 しいと判断 した。ただ、土器の時期は、B Ⅱ t25住居跡 3号

と同時期に相当することから、同住居の廃絶期 と本遺構の構築時期は大差ない時期幅で捉えられよう。

なお、B Ⅱ t25埋設土器 2号 とは近接 した位置関係にあり、土器の時期 もほぼ同時期である。

<埋設状況>土器は胴中位 より上が欠落 (※ 切断されている可能性あり)し、胴下半～底部が正立で

埋設されている。掘 り方は、上端はやや広めであるが、中～下端にかけては土器の形状・規模に即 し

たぎりぎりの大 きさに掘 られている。据え方の上は黒褐色シル トが使用されている。

<出土遺物 >埋設されていた土器は前期末葉 と捉えられる (重量は3.00kg)。

土器 (Ⅲ ―第268図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点掲載 (h4988)。

<時期>土器は口縁部が無 く、土器型式の特定はやや不明瞭であるが、内面調整などから前期末葉円

筒下層 d式に相当する可能性が高 く、前期末葉 と捉えられる。力持Ⅵ期 と推定される。

3 BⅡ t25埋設土器 2号 (Ⅱ ―第174図、 Ⅱ―写真図版206)

<位置・検出状況 >調査中央部北東のB Ⅱ t25グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ t25列 石 1号

の精査終了後にその下部でB I t25住居跡 1～ 4号の検出作業中に認知 した。なお、構築面は、BⅡ

t25住居跡 1号の床面より高位になる。

<新旧関係 >B Ⅱ t25列石 1号 より古 く、B Ⅱ t25住居跡 1。 3号、B Ⅱ t25土坑 1号 より新 しい。

ただし、B Ⅱ t25住 1号 との新旧関係は、隣接するB Ⅱ t25埋設土器 1号を含めて、ほぼ同時期にあ

る。住居廃絶後短い時間幅で構築されていると捉えられる。

<埋設状況>掘 り方の西壁はB Ⅱ t25土坑 1号の埋土を、東壁はⅧ層黄褐色ローム中を掘 り込んでい

る。土器は底部が欠落する口縁～胴下半が正立で埋設されている。

<出土遺物 >埋設されていた土器は円筒上層 a式である。

土器 (Ⅲ 一第268図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点掲載 (No4987)。

<時期 >土器は円筒上層 a式に相当する。中期初頭力持Ⅵ期である。

4 BⅢ sl埋設土器 1号 (Ⅱ ―第174図、 Ⅱ―写真図版206)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のB Ⅲslグ リッドに位置する。Ⅳ層下位で検出した。

<新旧関係 >BⅢ sl住居跡 2号 より新 しい。また、BⅢ tl坦設土器 1号 と近接する位置にある。

<埋設状況>土器は底部が欠落するが、口縁～胴下半はほlF完形である。正立の状態で埋設されてい

る。掘 り方は、土器よりわずかに大きく掘 られている。据え方には暗褐色シル トが使用されている。

<出土遺物 >埋設されていた土器は前期末葉～中期初頭である (重量3 17kg)。

土器 (Ⅲ ―第268図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点掲載 (No4989)。

-291-



3 埋設土器

<時期 >明確には特定できないが、前期末葉～中期初頭力持Ⅵ期 と推定される。

5 BⅢ tl埋設土器 1号 (Ⅱ ―第174図、 Ⅱ―写真図版206)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ tlグ リッドに位置する。Ⅳ層下位で検出した。

<新旧関係 >BⅢ sl住居跡 2号、B Ⅱ t25住居跡 1号 より新 しい。また、 BⅢ sl埋設土器1号 と

近接する位置にある。

<埋設状況>土器は完形土器が正立で埋設されている。掘 り方は、土器 よりわずかに大きく掘 られ、

土器は正立で設置されている。据え方には黒褐色シル トが使用されている。埋設状況はBⅢ sl埋設

土器と類似性が高い。

<出土遺物 >埋設されていた土器は円筒下層 dl式である (重量5.35kg)。

土器 (Ⅲ ―第269図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点掲載 (No4990)。

<時期>埋設されていた土器は円筒下層 dl式である。前期末葉力持Ⅵ期である。

6 BⅢ v3埋設土器 1号 (Ⅱ ―第174図、 Ⅱ―写真図版206)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側のBⅢ v3グ リッドに位置する。検出地周辺は、西から東に向

かい傾斜する地形で、遺物を多量に包含する黒色シル ト層 (調査の進行によりこの遺物包含層はBⅢ

v2住居跡 1～ 3号の埋土と判明する)が良好に堆積する。この黒色シル ト層の掘削時に、正立に埋

まる土器 2点 を検出し、当初は西側に位置するものをBⅢ v3埋設土器 1号、東側をBⅢ v3埋設土

器 2号 と命名 した。精査の結果、当初 BⅢ v3埋設土器 1号 と命名 したものは、意図的に埋設された

土器ではなく、廃棄された土器であることが判明した。よって、遺構登録から抹消 し、当初 BⅢ v3
埋設土器 2号 と命名 したものをBⅢ v3埋設土器 1号 と改名 した経緯がある。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 1～ 3号より新 しい。

<埋設状況 >土器は、胴下半～底部が正立で埋設されていた。掘 り方は、東西方向にサブ トレンチを

入れ、状況確認に努めたが、確認できなかった。

<出土遺物 >埋設されていた土器は0.69kgで ある。

土器 (Ⅲ 一第269図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点掲載 (No4991)。

<時期>埋設されていた土器は中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

4焼  土

23基 を検出した。単独の焼土として登録したが、既に破壊され認知できなかった竪穴住居跡に伴う

と推定されるものが多い。

l B I t22焼土ユ号 (Ⅱ ―第175図、エー写真図版207)

<位置・検出状況>調査区中央部北西のB Ⅱ t22グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ t22住居跡

4号の北側の埋土中より検出し、現地性と捉えられた。検出当初は、同住居跡の地床炉若しくは別住

居の地床炉であることを想定していた。精査結果として、B Ⅱ t22住居跡 4号の埋土中で焼かれたこ

とがわかり、また同住居の壁を壊している。また別住居のプランも見られなかったので、単独の焼土

遺構として認定した。

<新旧関係>B Ⅱ t22住居跡 4号より新しい。
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Ⅳ 検出された遺構

<平面形・規模 >楕円形で、長軸長40cm、 短軸長20cm、 深さ5cmである。

<埋土の様相 >赤褐色焼上を主体 とし、炭化物が少量混 じる。焼成状態は良好である。

<出土遺物 >土器0 001kg(不掲載)が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉 より新 しい。検出面などは前期末葉より古い可能性が高い。

前期中～後葉力持Ⅳ～V期 と推定 しておきたい。

2 B Ⅱ v22焼± 1号 (Ⅲ ―第175図、 Ⅱ―写真図版207)

<位置・検出状況> 調査区中央部北西のB Ⅱ v22グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ u21住居

跡 4～ 6号の床面下位で、B Ⅱ t22住居跡 1～ 3号の上位 となる。現地性である。

<新旧関係 >上記のとおりB Ⅱ u21住居跡 4～ 6号 より古 く、B Ⅱ t22住居跡 1～ 3号 より新 しい。

<平面形 。規模 >楕円形で80× 45cm程 に広がる。深さは 2～ 3cm程である。

<埋土の様相 >褐色焼土で、焼成は弱い。

<出土遺物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉 より新 しく、前期末葉より古い。前期中～末葉力持Ⅳ～Ⅵ

期 と推定されるが、詳細は特定できない。

3 B Ⅱ v23焼± 1号 (Ⅱ ―第175図、 Ⅱ―写真図版207)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ v23グ リッドに位置する。検出状況は、B Ⅱ t22住

居跡 l号の床面を掘 り下げた際に検出した。現地性である。なお、本遺構は、B Ⅱ t22住居跡 1号の

焼± 1(地床炉 ?)と 隣接 しているが、検出面が同住居跡焼± 1よ り下位である。また、本遺構の上

にB I t22住 居跡 1号の貼床土が堆積 していることから、B Ⅱ t22住居跡 1号 よりも古いと判断 し、

単独の焼土遺構 として登録 した。

<新旧関係>B Ⅱ w22住居跡 l号、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号より古い。

<平面形 。規模 >楕円形で48× 41cmほ どに広がる。深さ2cm程である。

<埋上の様相 >赤褐色焼土を主体 とする。焼成は良好である。

<出土遺物 >土器0.06kgが出土 している。

土器 :(Ⅲ 一第269図 、Ⅳ―写真図版250)土器 1点 (No5000)。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前葉力持Ⅲ期 と考えられる。

<所見 >本遺構は、B Ⅱ t22住居跡 1号 (前期前～中葉の大形住居)に関連する可能性が残る。

4 B Ⅱ v23焼± 2号 (Ⅱ ―第175図、 Ⅱ―写真図版207)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ v23グ リッドに位置する。B Ⅱ v23焼± 1号 と同じ

くB Ⅱ t22住居跡 1号の床を掘 り下げて検出した。現地性である。

<新旧関係>B Ⅱ w22住居跡1号、B Ⅱ v23土坑 1号、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 より古い。

<平面形・規模 >長楕円形で38cm以上×25cmほ どに広がる。深さ3cm程である。

<埋上の様相 >明赤褐色を呈する。焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >遺構の重複関係から前期前葉力持Ⅲ期 と考えられる。
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5 B I w23焼± 1号 (Ⅱ ―第175図、Ⅱ―写真図版208)

<位置・検出状況 >調査区中央部中央付近のB Ⅱ w23グ リッドに位置する。B Ⅱ v23焼± 1号 と同様

にB Ⅱ t22住居跡 1号の床を掘 り下げて検出した。現地性である。

<新旧関係 >B E w22住居跡 1号、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 と重複 し、本遺構が古い。

<平面形・規模 >不整楕円形で60× 35cmほ どに広がる。深さ3cm程である。

<埋土の様相 >赤褐色を呈する。焼成は良好である。

<出土遺物 >土器は小片 1点が出土 した (※ 不掲載重量0.001kg)。

<時期 >遺構の重複関係から前期前葉力持Ⅲ期 と考えられる。

6 B Ⅱ x21焼± 1号 (Ⅱ ―第176図、 Ⅱ―写真図版208)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB Ⅱ x21グ リッドに位置する。Ⅷ層黄褐色ロームで検出した。

現地性である。

<新旧関係 >重複遺構はないが、周辺からは集中して焼土遺構が検出されている。

<平面形・規模 >楕円形で38× 32cmほ どに広がる。深さ1.8cm程 である。

<埋上の様相 >赤褐色を呈する。焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >明確には時期を特定できない。しかしながら、周辺からは大木 7b式 と大木 8a式が出上 し

ている状況から、中期中葉力持Ⅷ期以降と推定される。

7 B Ⅱ x21焼± 2号 (Ⅱ ―第176図、 Ⅱ―写真図版208)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のB I x21グ リッドに位置する。Ⅷ層黄褐色ロームで検出した。

現地性である。

<新旧関係 >重複遺構はないが、周辺からは集中して焼土遺構が検出されている。

<平面形・規模 >楕円形で40× 20cmほ どに広がる。深さ2cm程である。

<埋土の様相>赤褐色を呈する。焼成は良く、近接するB Ⅱ x21焼± 1号やB Ⅱ y22焼± 2号 より良

好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土遺物がなく、詳細な時期は特定できないが、近接するB Ⅱ x21焼± 1号 と同様に中期中

葉力持Ⅷ期以降と推定 しておきたい。

8 B I x22焼± 1号 (Ⅱ ―第176図、Ⅲ―写真図版208)

<位置・検出状況 >調査区中央都西側のB I x22グ リッドに位置する。Ⅷ層責褐色ロームで検出した。

現地性である。

<新旧関係 >重複遺構はないが、周辺からは集中して焼土遺構が検出されている。

<平面形・規模 >不整楕円形で40× 38cmほ どに広がる。深さ10cm程 である。

<埋土の様相>赤褐色を呈 し、焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土遺物がなく、詳細な時期は特定できないが、近接するB Ⅱ x21焼± 1号 と同様に中期中

葉力持Ⅷ期以降と推定 しておきたい。
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9 B Ⅱ x24焼±1号 (Ⅱ ―第176図、 エー写真図版208)

<位置 。検出状況>調査区中央部中央付近の B Ⅲ x24グ リッドに位置する。現況は西～東に向かう斜

面地である。 I層表土を除去 した段階で検出した。現地性である。

<新旧関係 >B E x24土坑 3号より古い。また、攪乱で南側を破壊されている。

<平面形・規模 >平面形は攪乱に破壊 され不明である。残存部からは45× 35cmほ どで楕円形 と推定

される。深さは 5cm程である。

<埋土の様相 >明赤褐色を呈 し、焼成は良好である。

<出土遺物 >土器は小片が合せて0.85kgが 出上 した。前期前葉の可能性があるものの、時期の特定は

できなかった。

土器 (Ⅲ ―第269図 、Ⅳ―写真図版250)土器 2点掲載 (No4992・ 4993)。

<時期 >重複遺構との関係から、前期後葉力持 V期 より古い。

10 B Ⅱ y22焼± 1号 (Ⅱ ―第176図、エー写真図版209)

<位置・検出状況>調査区中央部やや西側のB Ⅱ y22グ リッドに位置する。Ⅷ層責褐色ロームで検出

した。現地性である。

<新旧関係 >重複遺構はないが、周辺からは集中して焼土遺構が検出されている。

<平面形・規模 >長楕円形で40× 28cmほ どに広がる。深さlcm程である。

<埋上の様相 >にぶい赤褐色を呈 し、焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土遺物がなく、詳細な時期は特定できないが、近接するB Ⅱ x21焼± 1号 と同様に中期中

葉力持Ⅷ期以降と推定 しておきたい。

1l B Ⅱ y22焼± 2号 (Ⅱ ―第176図、 コー写真図版208)

<位置 。検出状況>調査区中央部やや西側のB Ⅱ y22グ リッドに位置する。Ⅷ層黄褐色ロームで検出

した。現地性である。

<新旧関係 >重複遺構はないが、周辺からは集中して焼土遺構が検出されている。

<平面形・規模 >不整楕円形で40× 36cmほ どに広がる。深さ lcm程である。

<埋土の様相 >赤褐色を呈 し、焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >出土遺物がなく、詳細な時期は特定できないが、近接するB Ⅱ x21焼土 l号 と同様に中期中

葉力持Ⅷ期以降と推定 しておきたい。

12 C Ⅱ a23焼±1号 (Ⅱ ―第177図、 Ⅱ―写真図版209)

<位置・検出状況>調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅲ層を除去

した段階で、径20cm以上の花聞岩の角礫の密集地帯があ り、その周辺や下位において、約 2mに広

がる焼土を確認 した。現地性 と考えられる。検出場所はB Ⅱ y22住居跡 2号直上に位置 し、焼成面は

同住居跡の埋土上位 となる。

<新旧関係>B Ⅱ y22住居跡 2号より新 しい。

<平面形・規模 >方形気味で150× 100cmほ どに広がる。深さ10cm程である。

<埋土の様相 >赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。上記 した径20cm程 の花聞岩や土器片が多量
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に混ざる。

<出土遺物 >出土遺物は上記 したB Ⅱ y22住居跡 2号出土として登録 した。B Ⅱ y22住居跡 2号の埋

土最上位には大木 9～ 10式が混ざる状況にある。

<時期 >中期末葉力持�期 と推定される。

13 C Ⅱ a23焼± 2号 (Ⅱ ―第177図、 Ⅱ―写真図版209)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや西側のC Ⅱ a23グ リッドに位置する。検出状況はⅢ層を除去 し

た段階で検出した。現地性 と考えられる。 C Ⅱ a23焼± 1号 と近接関係にある。

<新旧関係>B Ⅱ y22住居跡 2号の上位になる。

<平面形・規模 >方形気味で30× 20cmほ どに広がる。深さ3cm程である。

<埋上の様相 >赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期>C Ⅱ a23焼± 1号 との関連から、中期末葉力持�期 と推定される。

14 C Ⅱ a25焼± 1号 (Ⅱ ―第177図、 コー写真図版209)

<位置 。検出状況 >調査区中央部中央付近のC Ⅲ a25グ リッドに位置する。現況は西～束に向かう斜

面地である。検出状況は、Ⅳ～V層相当の黒色シル トを面的に除去 した際に検出した。現地性である。

焼土周辺には炉石の抜 き取 り痕 と推定されるシミがみられる。

<新旧関係 >C tt cl住 1号 より古い。

<平面形・規模 >30cm程の方形に広がる。

<埋上の様相 >明赤褐色で焼成が非常に良好である。焼上の周辺から炉石の抜 き取 り跡を確認 したこ

とから、本来は石囲炉に伴 う焼土の可能性が高い。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ期より古いと推定される。

<所見 >上述のとお り、既に破壊 され認知できなかった竪穴住居跡の石囲炉に伴 う焼土 と捉えられ

る。

15 C Ⅱ b23焼± 1号 (I― 第177図 、Ⅱ―写真図版209)

<位置・検出状況 >調査区中央部西側のC Ⅱ b23グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅲ層を除去 した

段階で、Ⅶ層褐色シルティーローム上面で検出した。現地性 と考えられる。C Ⅱ a23焼± 1・ 2号 と

近接関係にある。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1号などの上位になる。また、C Ⅱ a23焼± 1号などと近接する。

<平面形・規模 >方形気味で22× 15cmほ どに広がる。深さ3cm程である。

<埋土の様相>赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >中期末葉 と推定されたが特定はできなかった。

土器小片が0.22kg(不 掲載 )、 動物遺存体 2シ ャーレ分が出土 した。

<時期>C Ⅱ a23焼± 1号 との近接関係から中期末葉力持�期 と推定される。

16 C Ⅱ b23焼± 2号 (Ⅱ ―第177図 、Ⅱ―写真図版209)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ b23グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅲ層を除去 した
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段階で、Ⅶ層褐色シルティーローム上面で検出した。現地性 と考えられる。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 1号の上位になる。

<平面形・規模 >不整形で40× 30cm程に広がる。深さ3cm程である。

<埋上の様相>暗赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遣物 >な し。

<時期 >重複遺構 との関係から前期前葉力持Ⅲ期より確実に新 しいことはわかるが、時期は特定でき

ない。また、C Ⅱ a23焼土 l号 との関連から中期末葉力持�期の可能性 もあることを追記 してお く。

17 C Ⅱ b23焼± 3号 (Ⅱ ―第177図、 Ⅱ―写真図版210)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ b23グ リッドに位置する。検出状況は、Ⅲ層を除去 した

段階で、Ⅶ層褐色シルティーローム上面で検出した。現地性と考えられる。

<新旧関係>C Ⅱ a23住居跡 l号の上位になる。

<平面形・規模>不整形で38X35cm程 に広がる。深さ3cm程である。

<埋上の様相>暗赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構との関係から前期前葉力持Ⅲ期より確実に新 しいことはわかる力S、 時期は特定でき

ない。また、C Ⅱ a23焼± 1号 との関連から中期末葉力持�期の可能性 もあることを追記 してお く。

18 C Ⅱ b24焼± 1号 (Ⅱ ―第178図、 Ⅱ―写真図版210)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ b24～ c24グ リッドに位置する。 C Ⅱ b24焼± 2号 と隣

接 し、C Ⅱ b24住居跡 1号の西壁に裁 られる状態で検出した。現地性である。

<新旧関係>C Ⅱ b24住居跡 1号より古い。

<平面形・規模>不整形で38× 25cmほ どに広がる。深さ5cm程である。

<埋上の様相 >赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >出土遺物はない。周辺からは前期前葉と推定される土器小片が出上 している。

<時期>重複遺構 との関係から、前期前葉力持Ⅲ期若 しくはそれ以前 と推定される。

19 C Ⅱ b24焼± 2号 (Ⅱ ―第178図 、Ⅱ―写真図版210)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ b24グ リッドに位置する。検出状況は、C Ⅱ b24住居跡

1号 に裁 られる状態で検出した。現地性 と推定されたが、投げ込まれた焼上である可能性 もある。

<新旧関係>C Ⅱ b24住居跡 1号より古い。

<平面形・規模 >不整形で10× 10cmほ どに広がる。深さ2cm程であるが、下位に若干の掘 り込みら

しき窪みがある。

<埋上の様相>暗赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係から前期前葉力持Ⅲ期若しくはそれ以前 と推定される。

20 C I c24焼± 1号 (Ⅱ ―第178図 、 Ⅱ―写真図版210)

<位置・検出状況>調査区中央部西側のC Ⅱ c24グ リッドに位置する。検出状況は、C Ⅱ b24焼± 1

号 と近接 し、C H b23住居跡 4号の柱穴に裁 られる状態で検出した。現地性である。
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<新旧関係 >C Ⅱ b23住居跡 4号 より古い。

<平面形・規模 >不整形で30× 22cmほ どに広がる。深さ2cm程である。

<埋上の様相 >赤褐色を呈 し、焼成はやや良好である。

<出土遺物 >動物遺存体が出土 している。

動物遺存体 2シ ャーレが出上 している。

動物遺存体 :(Ⅳ一写真図版420)No9218。 9219。

<時期>重複遺構 との関係から、前期前～中葉力持Ⅲ～V期 と推定される。

21 C Ⅱ c25焼± 1号 (Ⅱ ―第178図、Ⅱ―写真図版211)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のC Ⅱ c25グ リッドに位置する。検出状況は、CⅢ cl住居跡

1号 (中期中葉)に裁 られる状態で検出した。検出面はⅦ層暗褐色シルティーローム上面である。現

地性である。

<新旧関係>CⅢ cl住居跡 1号より古い。

<平面形・規模 >不整形で60× 40cm程に広がる。深さは 5～ 15cmで 、北側は掘 り込みと思われる窪

み状を呈する。

<埋土の様相 >暗赤掲色を呈する。焼成は良好である。また、埋土断面から炉石抜き取 り痕が確認 さ

れた。炉石を抜 き取 り廃絶された住居にともなう焼上であったと推定される。ただし、周辺から本遺

構に伴う柱穴などは検出されなかったことから単独の焼土遺構 とした経緯がある。

<出土遺物 >焼上の上面で、円筒上層 c式 と推定される土器小片 (不掲載)が確認されている。焼土

内からは前期 と推定される土器小片が出上 している。また、焼上の西20cmほ どの位置で粘土塊 ?が

出土 した。

土器0.97kg、 石器 1点、動物遺存体 1シ ヤーレなどが出土 している。

上器 (Ⅲ ―第269図 、Ⅳ―写真図版250)土器 6点掲載 (4994～ 4999)。

石器 (Ⅲ ―第472図、Ⅳ一写真図版383)敲石 1点 (No8169)。

<時期>重複遺構 との関係は、中期中葉より古い。石囲炉の抜 き取 り痕を考慮すると、本遺跡に石囲

炉が出現する中期前葉以降の可能性がある。また、本遺構上位にあった円筒上層 c式土器を加味する

と、破壊された中期前葉力持Ⅶ期の竪穴住居に関連 した炉跡である可能性が高い。

22 C Ⅱ c25焼± 2号 (エ ー第178図 、コー写真図版211)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや西側のC E c25グ リッドで、 C Ⅱ b25住 1号の南側の壁際で C

Ⅱ d24住居跡 1号の北側に位置する。検出状況は、C Ⅱ d24グ リッド付近に設定 した土層観察ベル ト

周辺の検出作業中にⅧ層で検出した。現地性である。また、周辺には埋め戻されたと推定された柱穴

が多数確認できる。既に破壊された竪穴住居に伴 う地床炉であつた可能性 もある。

<平面形・規模 >長方形状で50× 20cm程 に広がる。深さは 5cm程である。

<埋上の様相 >赤褐色～明赤褐色を呈する。焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期>詳細な時期は特定できないが、周辺の状況や検出面から前期前葉力持Ⅲ期 と推定される。

23 CⅢ hl焼±1号 (Ⅱ ―第178図、Ⅱ―写真図版211)

<位置・検出状況>調査区中央部南側のCⅢ hlグ リッドに位置する。本遺構の西側に広がるCⅡ h
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Ⅳ 検出された遺構

25住居跡 1～ 3号の精査中にⅧ層で検出した。

<平面形・規模 >不整形で60× 20cm程に、やや飛び地的に広がる。

<埋上の様相 >赤褐色で、焼成は良好である。

<出土遺物 >な し。

<時期>時期は特定できないが、本遺構の西側に円筒下層期の C Ⅱ h25住居跡 1～ 3号が所在するこ

とと、この周辺に前期前葉の遺構の広が りが弱いことを鑑みると、前期中～末葉力持 V～Ⅵ期 と推定

される。

5集 石 ・ 列 石

20基 を検出した。その内の18基は、中期前葉～中葉の廃屋上部に構築される傾向が看取される。

l B Ⅱ q25集石 1号 (Ⅱ ―第179図、Ⅱ―写真図版212)

<位置・検出状況>調査区中央部東端のB Ⅱ q25グ リッドで、調査区境に接する部分に位置する。現

況地形は丘陵状の微地形で、西側の竹林から東側の畑地にかけて穏やかに傾斜する。検出状況は、Ⅲ

層の掘削中に検出した。

<石の配列状況・規模>径60× 15cmの花筒岩礫を突き立てる形で、 lm程の範囲に設置されている。

また、石設置範囲の東側で焼土が検出されている。

<石の設置様相>石の下位において、人為による掘 り込みか若しくは自然現象か判断できなかったが、

不規則気味の窪みに地山土が再堆積し (人為堆積 ?)、 その上の黒褐色シル ト中に、石が置かれてい

るものと突き刺されるものの両方がみられる。設置されている石は、自然磨耗したツルツルした手触

りで、やや長細い石が用いられている。

<出土遺物>本遺構に伴うと断定きる遺物はない。本遺構周辺からは、前期初頭～中葉の土器が出土

している (遺構外として登録した。掲載土器としては、5362～ 5367・ 5372～ 5374な どが該当する)。

<時期>時期は不明である。検出面や近隣の遺構からは前期前～中葉の時間幅で考えられる。本遺構

周辺から顕者に出土している土器は前期中葉で、白座式相当もかなり含まれる。前期中葉力持Ⅳ期と

推定しておくが明確ではない。

<その他>推測の域を出ない内容であるが、断面を設定したラインに載る礫の中には、南―北方向を

指している可能性が窺えるものがある。それの左右に位置する礫は、南一北方向を指すように置かれ

ている礫を支えるように60° 程度の傾斜で設置されていた。

2 BI t25列 石 1号 (Ⅱ ―第179図、Ⅱ―写真図版212)

<位置・検出状況>調査区中央部やや東狽Iの B Ⅱ t25～ BⅢ vlグ リッドに位置する。検出状況は、

B Ⅱ u24住居跡 2号の精査終了後に同住居の東側床面下の黒褐色シル ト中より、50～ 100cmの 巨礫の

集石を確認した。検出当初は土石流などの自然現象で集められた礫と考えられたが、直線的に配列す

ることと、個々の石の中に扁平気味で重ねやすい石が相当数含まれることなどを根初に列石遺構とし

て認知した。

<新旧関係>B Ⅱ t25住居跡 1～ 4号、B Ⅱ u25住居跡 1～ 4号、B Ⅱ u25土坑 1号より新しく、B

Ⅱ u24住居跡 2号より古い。

<石の配列状況・規模>長軸は南北方向を示し、長さ約95m(BⅢ ulグ リッド付近が消失により
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5 集石・列石

途切れる)、 幅約0.8mで ある。

<石の設置様相>列石に用いられている石は、加工が施された礫や磨石・石皿などの礫石器はない。

また、基点的な部分に大きめの河原石が置かれているように思われた。個々の石の設置状況は、黒褐

色シル ト中に重ねるように設置されている。列石を覆っていた土は黒褐色シルトであるが、列石下位

の土層とはほとんど見分けが付かず、区分できかねた。また、下位のB Ⅱ t25住居跡 1～ 4号床面や

B Ⅱ u25住居跡 1～ 4号床面と、石の設置面との比高は20～ 50cmあ る (本遺構に伴う石が20～ 50cm

高い)。

<出土遺物>石の下位に堆積する黒褐色シル トからは、円筒下層 d式～円筒上層 a式が出土 してい

る。

土器2 58kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 2点、石匙 1点、コアAl点、磨石 1点 )、 動物遺存体 7シ ャ

ーレ、琥珀0,3gな どが出土している。

土器 (Ⅲ ―第269図、Ⅳ―写真図版25i)土器 9点掲載 (No5001～ 5009)。

石器 (Ⅲ ―第379図、Ⅳ一写真図版326)石鏃 1点 (NQ7183)、 石匙 1′点 (No7184)。

動物遺存体 (Ⅳ ―写真図版420)No9225。 9227。

<時期>重複遺構との関係は、前期末葉より新しく、中期前葉より古い。列石下位出土土器もそれを

支持する内容にある。よって、中期初頭～前葉力持Ⅵ～Ⅶ期 (円筒上層 a～ b式期)にかけて、廃絶

された竪穴住居跡の埋土中に設置されたと捉えられる。

3 BШ t2集石 1号 (Ⅱ 一第180図 、エー写真図版213)

<位置・検出状況>調査区中央部北東側のBⅡ t2グ リッド付近に位置する。検出状況は、調査区境

に入れた第31ト レンチを、遺構検出作業に関連して西側に広げた段階で検出した。この周辺はBⅢ s

l旧沢跡 1号などと隣接することから、土石流などの洪水的現象の影響が看取される部分である。よ

って、土層の逆転現象が顕著で (十和田中椒テフラの再堆積層下位から中期住居跡が検出されること

に代表される)、 検出面は黒色シルト中で基本層序 V層 と理解していた土層であるものの、実際の構

築はⅣ層相当の文化層 (中期中葉前後)と 判断される。また、周辺には自然に入り込んだと思われる

礫も多く、検出や認知に際して多少の混乱がある。上記した検出状況は、この周辺で検出したBⅢ t

2集石 2～ 5号、BⅢ t3集石 1・ 2号も同様の状況にある。

<新旧関係>BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新しい。

<石の配列状況・規模>集石を構成する石は、140× 40cmの 範囲に楕円形気味に集められている。

<石の設置様相>黒色シルト中に置き集められている状態で、個々の石は掘り方を持たない。

<付属施設>集石下部に落ち込みがあり、下部土坑と判断した。ただし、この下部土坑としたものは、

自然現象による雨裂痕の可能性も否定はできなかったことを補足しておく。

<出土遺物>集石の検出面付近や下部上坑から中期前～中葉を中心とした時期の上器が出土 してい

る。

土器4.40kg、 石器 6点 (内訳 :石錐 1点、不定形石器 1点、磨製石斧 2点、磨石 1点、コアBl点 )、

石製品 1点、琥珀0,02gな どが出土している。

土器 (Ⅲ 一第269～270函、Ⅳ―写真図版251)土器10点掲載 (h5010～ 5019)。

石器 (Ⅲ ―第379・ 472図、Ⅳ―写真図版326・ 383)石錐 1点 (No7185)、 不定形石器 1点 (No7186)、

磨製石斧 1点 (No8172)、 磨石 1点 (No8173)。

石製品 (Ⅲ 一第507図 、Ⅳ―写真図版415)不明石製品 1点 (No8697)。
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Ⅳ 検出された遺構

<時期>下部上坑出土土器から中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

4 BⅢ t2集石 2号 (Ⅱ ―第180図、 Ⅱ―写真図版213)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のBⅡ t2グ リッド付近に位置する。検出状況は、BⅡ t2

集石 l号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 1号の検出状況の記載を参照戴 きたい)。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、110× 60cmの 範囲に楕円形気味に集められている。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置 き集められている状態で、個々の石は掘 り方を持たない。

<出土遺物 >本遺構出土として取 り上げた土器や石器はないが、検出面付近から中期中葉を中心とす

る土器が出上 している。また、本集石の検出面より若干下から琥珀1.75gが出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期中葉より新 しい。検出面付近から出土 した土器は中期中葉であ

る。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

5 BⅢ t2集石 3号 (Ⅱ ―第180図、 Ⅱ―写真図版213)

<位置・検出状況>調査区中央部北東側のBⅡ t2グリッド付近に位置する。検出状況は、BⅡ t2

集石 1号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 l号の検出状況の記載を参照戴 きたい)。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、75× 70cmの範囲にほぼ円形気味に集められている。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置 き集められている状態で、個々の石は掘 り方を持たない。

<出土遺物 >な し。

<時期>重複遺構 との関係からは中期中葉より新 しい。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

6 BⅢ t2集石 4号 (Ⅱ 一第180図、 Ⅱ―写真図版213)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東側のBⅡ t2グリッド付近に位置する。検出状況は、BⅡ t2

集石 1号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 l号の検出状況の記載を参照戴 きたい)。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、200× 130cmの範囲で、不規則気味に集められている。

北側に大 きめの石が多い。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置 き集められている状態で、個々の石は掘 り方を持たない。集石を

構成する中に磨石が 1点 と石棒状の 1点が含まれる。

<出土遺物 >石器 1点、石製品 1点 などが出土 している。

石器 (Ⅲ 一第472図 、Ⅳ一写真図版383)磨石 1点 (No8174)。

石製品 (Ⅲ ―第508図 、Ⅳ―写真図版415)石棒類 1点 (No8698)。

<時期 >重複遺構との関係からは中期中葉より新 しい。中期中葉力持Ⅷ期 と推定される。

7 BⅢ t2集石 5号 (エ ー第180図、 Ⅱ―写真図版213)

<位置・検出状況>調査区中央部北東側のBⅡ u2グリッド付近に位置する。検出状況は、BⅡ t2

集石 1号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 1号の検出状況の記載を参照戴 きたい)。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、■0× 70cmの 範囲で、半円形気味に集められている。
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5 集石 。列石

大きめの石は東側に多い。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置き集められている状態で、個々の石は掘 り方を持たない。

<出土遺物 >集石の検出面付近から中期中葉を中心 とした時期の上器が出土 している (※本遺構に伴

うものか判断に苦慮 したことから、遺構外 として登録 した)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。周辺から出上 した土器は中期中葉である。中期中

葉力持Ⅷ期 と推定される。

8 BⅢ t3集石 1号 (Ⅱ ―第180図、 Ⅱ―写真図版213・ 214)

<位置・検出状況 >調査区中央部北東側のBⅡ t3グ リッド付近に位置する。検出状況は、 BⅡ t2

集石 1号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 1号の検出状況の記載を参照戴きたい)。

<新旧関係 >BIt2住 居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、100× 50cmの精円形気味に集められている。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置き集められている状態で、意図的な設置状況ではない。

<出土遺物 >集石の検出面付近から中期中葉を中心 とした時期の土器が出土 している。

土器1.45kg、 石器 1点 (磨製石斧不掲載 )、 石製品 1点が出土 している。

土器 (Ⅲ 一第270図 、Ⅳ一写真図版25i)土器 4点掲載 (No5020～ 5023)。

石製品 (Ⅲ ―第508図 、Ⅳ―写真図版415)石棒類 1点 (No8699)。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉 より新 しい。出土土器は中期中葉である。中期中葉力持Ⅷ期 と

推定される。

9 BⅢ t3集石 2号 (Ⅱ ―第180図、Ⅱ一写真図版213・ 214)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北東側のBⅡ t3グ リッド付近に位置する。検出状況は、 BⅡ t2

集石 1号 と同じ状況にある (BⅡ t2集石 1号の検出状況の記載を参照戴きたい)。

<新旧関係 >BⅢ t2住居跡 1～ 4号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石を構成する石は、120× 120cmの円形気味に集められている。

<石の設置様相 >黒色シル ト中に置き集められている状態で、意図的な設置状況ではない。

<付属施設>集石下部に落ち込みがあ り、下部上坑 と捉えた。

<出土遺物 >集石の検出面付近や下部上坑から中期中葉を中心 とした時期の土器が出土 している。

土器0.96kg(不 掲載 )、 石製品 1点 (石玉不掲載)が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係は中期中葉より新 しい。出土土器は中期中葉である。中期中葉力持Ⅷ期と

推定される。

10 BⅢ v2列石 1号 (Ⅱ ―第181図、 Ⅱ―写真図版214)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側のBⅢ v2グ リッドに位置する。検出状況は、BⅢ v2住居跡

1号の精査中に、同住居の埋土中で検出した。径20～ 30cmの 礫が列状に東西方向に延びる。 BⅢ v

2住居跡 l号の廃絶後、埋まりきらない段階で設置されている。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 1号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >列石は、250× 60cm程の範囲に配置される。

<石の設置様相 >個々の礫は、明瞭な掘 り方を確認できなかった。

<出土遺物 >本遺構の周辺や下位から出上 した遺物は、BⅢ v2住居跡 1号 として取 り上げ登録 した。
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同住居からは大木 8a～ 8b式が出上 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅸ期 より新 しいと推定される。

<その他 >竪穴住居跡廃絶後にその埋土中に石が設置される点で、他の列石・集石遺構 と同様の傾向

として捉えられる。

1l BⅢ w3集石 1号 (Ⅱ ―第181図、 Ⅱ―写真図版214)

<位置 。検出状況 >調査区中央部東側のBⅢ w3グ リッドに位置する。検出状況は、BⅢ v2住居跡

3号の精査中に、同住居の埋土中で礫の集まりを検出し認知 した。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 3号 より新 しい。

<石の配列状況・規模 >集石は120cm程の円形気味に集められている。

<石の設置様相 >BⅢ v2住居跡 3号の廃絶後、埋まりきらない段階 (埋上下位付近)に 、置 き集め

られたと考えられる。個々の石に掘 り方は持たない。

<出土遺物 >本遺構の周辺や下位から出土 した遺物は、BⅢ v2住居跡 3号 として取 り上げ登録 した。

同住居からは大木 8a式が多量に出土 している。

<時期 >重複遺構 との関係から中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより新 しいと推定される。

<その他 >竪穴住居跡廃絶後にその埋土中に石が集められている点で、他の集石遺構 とも同様の傾向

として捉えられる。

12 BⅢ w4列石 1号 (Ⅱ ―第181図、 Ⅱ一写真図版214)

<位置・検出状況 >調査区中央部東側のBⅢ w4グ リッドに位置する。土器片が少量混入する暗掲色

砂質シル トを除去 した段階で検出した。また、表土を除去 した段階で、径100cm程の巨大な扁平礫を

検出しているが、ちょうど本遺構の真上に相当する。比高は約50cmである。野外調査時は関連性が

ないと思われたが、参考までに第181図 には表土からの断面図を示 し、第Ⅲ分冊写真図版214に も状況

写真を掲載 した。

<石の配列状況・規模 >100cm程 に細長 く集められている。

<石の設置様相 >石の下部から土坑状の掘 り込み ?を検出した。その埋土に入 り込むように (刺すよ

うに)設置されていると捉えたが、掘 り方などはわからなかった。

<付属施設>下部から楕円形に近い土坑状を検出した。ただし、出土遺物はなく、また人為による意

図的な掘 り込みかどうか判断できなかった。

<出土遺物 >な し。

<時期>時期は不明である。本遺構の上に載る4層 (第 Ⅱ分冊第181図参照)か らは、中期後葉の土

器小片が出土している。中期中葉後半力持Ⅸ期若しくはそれより新しい可能性がある。

13 C Ⅱ b25集石 1号 (Ⅱ ―第181図、Ⅱ―写真図版215)

<位置・検出状況>調査区中央部中央付近のC Ⅱ b25グ リッドに位置する。検出状況はC Ⅱ b25住居

跡 1号の埋土中で検出されている。

<新旧関係>C Ⅱ b25住居跡 1号 より新しい。

<石の配列状況・規模>径90cm程 の巨礫を囲むように20～ 40cmの礫が散在する様相で捉えられる。

<石の設置様相>中心を成す巨礫は、B Ⅱ b25住居跡 1号の埋土を裁るような状態で埋められている。

よって、廃絶された住居の埋土中に置かれた (棄てられた?)可能性がある。併せて、To Cu降下期
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5 集石・列石

より新 しいことも確認で きる。

<出土遺物 >本遺構下位か ら前期前～中葉の上器が出土 している。ただ、本遺構 出土 に登録 した もの

は、本来的には本遺構下位のC Ⅱ b25住居跡 1号の埋土中土器と判断されよう。

土器0.52kg、 石器 5点 (内訳 :石鏃 1点、石箆1点、不定形石器 1点、磨石 1点、敲石 1点 )が出

土 している。

土器 (Ⅲ ―第270図 、Ⅳ―写真図版252)土器 3点掲載 (No5024～ 5026)。

石器 (Ⅲ 一第379・ 472図、Ⅳ―写真図版 326・ 383)石鏃 1点 (No7187)、 石箆 1点 (No7188)、 不定

形石器 1点 (Noク 189)、 敲石 1点 (No8170)。

<時期 >重複遺構 との関係は前期前～中葉 より新 しい。検出面などを加味すると、前期中葉力持 V期

よりは古い可能性が高い。

14 CⅢ a5集石 1号 (Ⅱ ―第182図、 Ⅱ―写真図版215)

<位置・検出状況>調査区中央部東端の CⅢ a5グ リッドで調査区境に位置する。検出状況は、 CⅢ

a4住居跡 1号の観察用に整備 した調査区境の土層断面で認知 した。Ⅲ層直下で CⅢ a4住居跡 1号

の廃絶後に、同住居の埋土上～中位 (自 然堆積層)に相当する土層中に構築されている。

<新旧関係 >CⅢ a4住居跡 1号より新 しい。

<石の配列状況・規模 >調査区境で、現道の真下に続 くことから、調査の安全上平面的に広げること

ができず、断面でのみ確認 したに留まる。

<石の設置様相 >集石下位に下部土坑 と考えられるプランを断面で確認 した。集石は、この下部土坑

に対 して、径30～ 40cmの 花尚岩が密に埋め込まれている様相であるが、見方によっては積んでいる

ようにも思われる。

<付属施設>上記のとおり下部に土坑を持つ。土坑はCⅢ a4住居跡 1号の埋土中に掘 り込まれてい

る。土坑の埋土は黒褐色シル トである。

<出土遺物 >下部土坑より大木 8a式が出土 している。

土器0.19kgが 出土 している。

土器 (Ⅲ 一第270図 、Ⅳ―写真図版252)土器 3点掲載 (No5027～ 5029)。

<時期 >下部上坑より出土 した土器は中期中葉である。ただし、重複するCⅢ a4住居跡 1号は中期

中葉後半と推定されることから、中期中葉後半力持Ⅸ期若 しくはそれより新 しいと考えられる。

15 CⅢ c3集石 1号 (Ⅱ ―第182図、 エー写真図版215)

<位置・検出状況 >調査区中央部のCⅢ c3グ リッドに位置する。検出状況は、 CⅢ cl住居跡 1号

の精査中に、同住居の埋上下位～床面直上付近で検出した。

<新旧関係 >CⅢ cl住居跡 1号より新 しい。

<石の配列状況・規模 >径20～ 30cmの礫が 2m程の範囲に、馬蹄形気味に集められている。礫は花

聞岩 と河原石の両方が見られる。

<石の設置様相 >設置面はCⅢ cl住居跡 1号の床面 (貼床上)で、掘 り方は持たず、置かれたよう

な状況である。

<出土遺物 >本遺構に伴う遺物は、明確には認識が難 しいが、土器数十点、石器 3点を登録した。た

だ、CⅢ cl住居跡 1号からは、土器を中心に多量の遣物が出土 していることから、本遺構出土 とし

たものも本来の帰属遺構はCⅢ cl住居跡 1号の可能性がある。
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Ⅳ 検出された遺構

土器0.3kg(不掲載 )、 石器 3点 (内訳 :磨石 2点、礫器 1点 )な どが出土 している。

石器 (Ⅲ ―第4フ2図 、Ⅳ―写真図版383)磨石 1点 (h8171)。

<時期 >重複遺構 との関係から、中期中葉力持Ⅷ期若 しくはそれより若干新 しい可能性がある。

16 CⅢ el列石 1号 (Ⅱ ―第182図、Ⅱ―写真図版215)

<位置 。検出状況 >調査区中央部やや南の CⅢ elグ リッドに位置する。検出状況はCⅢ el住居跡

1号の精査中に、同住居の埋土中で検出した。

<新旧関係 >CⅢ el住居跡 1号 より新 しい。また、明確には重複関係を把握できなかったが、CⅢ

cl住居跡 1号より古い可能性が高い。

<石の配列状況・規模 >長さ300cm、 幅140cmの 列状に石が並ぶ。北側はCⅢ cl住居跡 1号に破壊

されている可能性がある。

<石の設置様相 >径30～ 70cmの扁平気味の花闘岩が、比較的規則性を持って連なる。個々の礫は、

CⅢ el住居跡 1号の埋上下位～床面に堆積する42層 暗褐色シル トの直上置かれている。また、北側

はCⅢ cl住居跡 1号構築時に破壊 されていると捉えられる。

<出土遺物 >列石の検出面や下部付近からは土器を中心に多 くの遺物が出土 したが、それらの遺物は

CⅢ el住居跡 1号に伴 うと判断 した。

<時期 >重複遺構 との関係は、中期前葉より新 しく、中期中葉より古い。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期

と推定される。

17 CⅢ e3集石 1号 (Ⅱ ―第182図、 Ⅱ―写真図版216)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南のCⅢ e3グ リッドに位置する。 CⅢ e2住居跡 1号の埋土

中で検出した。竪穴住居廃絶後に、その埋土上位に構築されている。石の中心には焼土がみられ、当

初は炉の可能性 も示唆 して精査 を進めたが、断定には至 らなかったことから集石遺構 として登録 し

た。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 1号より新 しい。

<石の配列状況・規模 >200× 100cmの範囲で、焼土を取 り囲むように石が集中する。

<石の設置様相 >花筒岩を中心とする。一部の石は黒褐色シル ト中に刺されている状態を示す。

<付属施設>集石中央に焼土がみられる。

<出土遺物 >集石の下位の黒褐色土より中期前葉の土器が出土 している。

土器0.86kgが 出土 している。

土器 (Ⅲ ―第270図 、Ⅳ一写真図版252)土器 1点掲載 (No5030)。

<時期 >出土土器は中期前葉であるものの、重複遺構 との関係から中期中葉後半より新 しい可能性が

高い。中期中葉後半力持Ⅸ期と推定される。

18 CⅢ e3集石 2号 (Ⅲ ―第182図、 Ⅱ―写真図版216)

<位置・検出状況 >調査区中央部やや南のCⅢ e3グ リッドに位置する。Cme2住 居跡 1号の埋土

中で検出した。竪穴住居廃絶後に、その埋土上位に構築されている。CⅢ e3集石 1号 と近接する。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 1号より新 しい。

<石の配列状況・規模 >石は180× 160cmの範囲で分布する。

<石の設置様相 >花聞岩を中心 とする。石は黒褐色シル ト中に置かれている状態を示す。
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5 集石・列石

<出土遺物 >集石下位からは中期前～後葉の土器が出土 しているが、下位の CⅢ e2住居跡 1号に伴

うと判断された。よって、本遺構で登録 した遺物はない。

<時期>重複遺構 との関係から中期中葉後半より新 しい可能性が高い。中期中葉後半力持Ⅸ期 と推定

される。

19 CⅢ g4集石 1号 (Ⅱ ―第183図、Ⅱ―写真図版216)

<位置・検出状況 >調査区中央部南東のCⅢ g4グ リッドに位置する。 CШ e2住居跡 6号の埋上下

位付近で検出した。竪穴住居廃絶後に構築されている。

<新旧関係 >CⅢ e2住居跡 2・ 6号より新 しい。

<石の配列状況・規模 >石は160× 120cmの範囲で分布する。

<石の設置様本日>径30～ 50cmの花筒岩を中心 とする。石は暗褐色土シル トに集められている状態を

示す。そして、石の下位 より炭化材が出土 した。

<出土遺物 >集石下位から遺物はない。

<時期>重複遺構 との関係から中期前葉より新 しいと捉えられる。 CⅢ e2住居跡 2号の廃絶後に、

何 らかの行為に関係 して構築されたと推定される。中期前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期 と推定 してお く。

20 CⅢ h3集石 1号 (Ⅱ ―第183図、Ⅱ―写真図版216)

<位置・検出状況 >調査区中央部南側のCⅢ h3グ リッドに位置する。検出状況は礫混 じりのローム

層で基本層序Ⅷ層に相当する。

<石の配列状況・規模 >石は、120× 100cmの範囲に集中する。

<石の設置様相 >石は花尚岩を主体 とする。掘 り方などは認知できず、地山のやや上層に置かれてい

る状況を示す。

<出土遣物 >集石周辺・下位 ともに出土遺物はない。

<時期 >時期の特定はできない。隣接するCⅢ e2住居跡 2号 との関連が推定されることから、中期

前～中葉力持Ⅶ～Ⅷ期 と推定 しておきたい。

<その他 >CⅢ e2住居跡 2号の南壁に隣接する位置にあることから、同住居 と何 らかの関連が予期

される。

6 掘 立 柱 建 物 跡

l BⅢ tl掘立柱建物跡 1号 (Ⅱ ―第184・ 185図、 Ⅱ―写真図版217・ 218)

<位置 。検出状況>調査区中央部北東のBⅢ tl～ t3。 ul～ u3・ vl～ v3。 wl～ w3グ リ

ッドに位置する。検出状況は、I層現代盛土やⅡ層畑の耕作土を除去 した後にⅢ層中 (黒色シル ト中)

で検出した柱穴 と、Ⅷ層責褐色ローム中で縄文時代の遺構検出作業中に認知 した柱穴の両者があり、

後者が多い。

<新旧関係 >BⅢ v2住居跡 1～ 4号などこの周辺で検出された縄文時代の遺構より新 しい。

<主軸>桁行の軸方向は、ほぼ真北 (南 ―北方向)を向く。

<形状・規模 >北～北東にかけては確認できなかったため、建物全体のプランは把握できない。検出

された部分から考えると、桁行 7間 (13.6m)× 梁行 4間 (7.6m)、 床面積は103.36♂ (313坪)であ

る。柱穴の規模や深さから、下屋はなく上屋のみで直屋 とみられる。「広間型 3間取 り」 と推測され、
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Ⅳ 検出された遺構

中央奥に4間 1間の「ねべや」的な空間が とられている。

<柱穴>柱穴は23基検出されている。いずれも円形で、根固め石や礎石などはない。検出面での最大

径は1.01× 1.08m(PP l)、 最小径は056× 0.50(PP12)である。深 さは10～ 80cmで全体的に浅い。

<柱 関寸法 >桁行 は6尺6寸 (200cm)、 梁行 は6尺3寸 (190cm)を 基調 としているが、7尺 9寸

(240cm)～ 5尺6寸 (170cm)と 異にする柱間もある。

<付属施設>同時期 と思われる他遺構はない。

<出土遺物 >土器1 05kg、 近世陶磁器 1点、石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、磨石 1点、敲石 1点、コア

Bl点 )、 動物遺存体 1シ ヤーレなどが出土 している。5047の近世陶磁器は、江戸時代後期19世紀初

頭の小久慈焼である。

土器 (Ⅲ ―第270～ 271図 、Ⅳ―写真図版252)土器 9点掲載 (No5033～ 5086・ 5038～ 5041)。 近世陶

磁器 1点掲載 (No5047)。

石器 (Ⅲ ―第379・ 472図 、Ⅳ―写真図版326・ 383)石鏃 1点 (No7190)、 敲石 1点 (No8175)。

<建物の性格 >形状、規模から主屋 とみられる。

<時期 >岩手県の18世紀後半以降の近世民療に多 く見られる6尺3寸の柱間寸法を基調としていること

と、PP 7の埋土下部より19世紀初頭の近世陶磁器5047が出土 していること、重複遺構 との関係から、

19世紀初頭の掘立柱建物跡と推定される。

<近世の掘立柱建物跡関係参考文献>

1978 文化財調査報告第26集 岩手の古民家 岩手県荻育委員会

1989 紀要Ⅸ  「掘立柱建物跡の間尺 とその時代性」高橋与右衛門 ①岩手県文化振興事業団埋蔵

文化財センター

1995 近世民家の成立過程一遺構 と史料による実証一 草野和夫 中央公論美術出版

2000 岩手県文化振興事業団坦蔵文化財調査報告書第323集 下村遺跡発掘調査報告書

2000 東北中世考古学会編 2『掘立 と竪穴』―「柱間寸法が語るもの」羽柴直人 東北中世考古学

会

2003 宮古市埋蔵文化財調査報告書60 上根井沢 I遺跡、沼里遺跡

2004 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第463集 南 日詰遣跡発掘調査報告書

2004 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第446集 下構造跡第2次発掘調査報告書

2 CⅢ j2掘立柱建物跡 1号 (Ⅱ ―第186図、 Ⅱ―写真図版218・ 219)

<位置 。検出状況>調査区中央部南西のCⅢ j2～ j3グリッドにかけて広がる。検出状況は、CⅢ

jl旧沢跡 1～ 3号の検出作業中に、それらの旧沢跡を裁る土坑状のプランを4基検出した。精査途

中当初は、それぞれ単独の土坑 として遺構名を付 したが、近接するCⅢ j2土坑 2号、CⅢ j3土坑

1号、 CⅢ j3土坑 2号 による4本柱の配列から構成される掘立柱建物跡の可能性が想定された。よ

って、 CⅢ j2掘立柱建物跡 1号を構成する柱穴状土坑 として、平面図、断面図は第186図 に一括掲

載 している。

<新旧関係 >CⅢ j2土坑 4号・ CⅢ jl旧沢跡 l号より新 しい。

<主軸>東―西方向をみる。

<形状・規模>4本柱の配列は台形状を呈する。規模は、桁行2.8m× 梁行1.5mと 2.5m、 床面積は 6

ぽである。

<柱穴>本遺構を構成する個々の柱穴 (土坑)の埋土や規模などは、土坑の項に記載 した。
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6 掘立柱建物跡

<出土遺物 >な し。

<時期>柱穴 (土坑)の埋上の様相からは、縄文時代の遺構 と判断されるものの、詳細な時期を特定

できない。重複するCⅢ jl旧沢跡 1号 を我ることから、中期後葉力持 X期 より新 しいと考えられ

る。

7柱 穴 群

l BⅢ sl柱穴状土坑群 (Ⅱ 一第187図 )

<位置・検出状況>調査区中央部北東のBⅢ sl・ tl～ 2・ ul～ 2・ vl～ 3。 wl～ 3グ リッ

ドに位置する。本柱穴群周辺は、近世の掘立柱建物跡であるBⅢ tl掘立柱建物跡柱 1号や縄文時代

の竪穴住居跡、フラスコピットが多数存在するが、それらに帰属しない (で きなかった)柱穴状土坑

を一括した。

BⅢ ul・ vl・ v2グリッドが分布域の中心で多数検出された。この付近は、現代の畑 。宅地造

成による改変の著しい部分で、地山まで掘削されている部分が各所にあり、柱穴本来の検出面が不明

なものが多い。よって、柱穴の時期についても縄文時代と近現代のものが混在した状況にある。

<新旧関係>BⅢ tl掘立柱建物跡柱 1号より古い。

<柱穴数>67個 の柱穴状土坑が検出されている。PP l～ PP67と 命名した。柱穴配列をみると、PP 9、

PP18、 PP23、 PP33は南北方向に直線上に並ぶ。これらの柱穴は、何れもllll層責褐色ローム中で検出

されている。また、埋上の様相は縄文時代と推定されることから、竪穴本体は既に破壊され消失した

大形住居跡に伴う柱穴の可能性がある。

<出土遺物>土器1.70kg、 石器 8点 (石鏃 2点、石錐 1点、磨製石斧 2点、磨石 2点、礫器 1点 )、

琥珀0.49gな どが出上している。特記事項として、PP13の西壁際底面付近から磨製石斧の完形品が出

上している。

土器 (Ⅲ ―第270図 、Ⅳ―写真図版252)土器 5点掲載 (No5031・ 5032・ 5037・ 5042・ 5043)。

石器 (Ⅲ ―第379～ 380,472図、Ⅳ―写真図版326・ 383)石鏃 2点 (No7191・ 7194)、 石錐 1点 (No

7192)、 磨製石斧 1点 (No8177)、 磨石 1点 (No8176)。

<時期>縄文時代から現代 までのものが含まれていると考えられる。

<特記事項 >PP13の底面から磨製石斧の完形品が出上 している。遠野市綾織新田遺跡 (佐藤 :2002)

の前期竪穴住居柱穴内から磨製石斧が出上 した類例がある。削平され消失 した竪穴住居跡に伴 う柱穴

であった可能性が高い。

2 BⅢ v3柱穴状土坑群 (Ⅱ ―第188図、Ⅱ―写真図版220)

<位置 。検出状況 >調査区中央部北東のBⅢ v3～ v4・ w3～ w4グ リッドに位置する。B ttv 2

住居跡 3～ 5号の床面のダメ押 しを行った際に、Ⅷ層黄褐色ローム中で検出された。上記 した竪穴住

居に帰属 しないと推定されたことと、配列などに規則性を見出せなかったことから、一括 して柱穴群

として扱うが、本来は消失 した竪穴住居に伴 う可能性が高い。

<新旧関係>BⅢ v2住居跡 1～ 5号 より古い。

<柱穴数>52個 の柱穴を検出した。

<出土遺物>土器0 05kg、 石器 1′点が出上している。PP 3か ら大木 8a式、PP 4か ら大木 8a式 ?

と円筒上層 c式が出土している。

-308-



Ⅳ 検出された遺構

土器 (Ⅲ ―第270図 、Ⅳ一写真図版252)土器 3点掲載 (No5044～ 5046)。

石器 (Ⅲ 一第380図 、Ⅳ一写真図版326)石鏃 1点 (No7193)。

<時期 >重複遺構 との関係からは中期中葉より古い。出土土器は中期前～中葉である。力持Ⅶ～Ⅷ期

と推定される。

3 BⅢ x2柱穴群 (Ⅱ 一第188図、 コー写真図版220)

<位置・検出状況>調査区東側のBⅢ x2グ リッドに位置する。検出面は一様ではないが、Ⅲ～V層

に相当する。調査で厳密にはわからなかったが、位置的にみてBⅢ xl住居跡 4～ 7号に帰属する柱

穴が含まれている可能性が残る。ただし、現代 と思われる柱穴 も含まれる (旧電柱のアンカー ?)こ

とから、柱穴群として一括 した。

<柱穴数>大小合せて 9基の柱穴を検出した。その中で、比較的規模の大 きな 3個 にPP l～ PP 3を

付 した。

<出土遺物 >土器0.23kgが 出土 している。PP 2か ら円筒下層 c式が出土 している。

土器 (Ⅲ ―第2ア i図、Ⅳ一写真図版252)土器 1点掲載 (No5048)。

<時期 >PP2は 、出土土器 (円筒下層 c式)か ら前期後葉力持 V期 と推定される。PP lも 同時期 と

考えられる。その他は不明である。

4 BⅢ y4柱穴群 (Ⅱ ―第188図、Ⅱ―写真図版220)

<位置・検出状況 >調査区中央部東のBⅢ x3～ x5'y3～ y5グ リッドに位置する。BⅢ w3住

居跡 1号 とBⅢ v3住居跡 1号の精査終了後に、その周辺のダメ押 し作業を行った際にⅧ層黄褐色ロ

ーム (礫混 じり)で検出した。

<新旧関係 >BⅢ w3住居跡 1号、BⅢ v3住居跡 1号 より古い。

<柱穴数 >41個の柱穴を検出した。

<出土遺物 >土器0.01 kg(不掲載 )、 石器 4点 (内訳 :石鏃 1点、不定形石器 1点、磨石 1点、礫器

1点)が出土 している。

石器 (Ⅲ 一第380図 、Ⅳ―写真図版326)石鏃 1点 (No7196)、 不定形石器 1点 (No7197)。

<時期 >重複遺構との関係からは、中期中葉より古い。詳細は特定できないが、中期中葉力持Ⅷ期 よ

り古いと推定される。

5 C Ⅱ g25柱穴群 (Ⅱ ―第189図、 Ⅱ―写真図版220)

<位置・検出状況>調査区中央部南西のC Ⅱ g25グ リッドに位置する。検出状況はⅧ層黄褐色ローム

中で検出した。

<新旧関係>C Ⅱ f25住居跡より新 しい。

<柱穴数>2個の柱穴を検出した。PP l、 PP2に は根固め石が設置されている。そして、PP2は ア

タリを明瞭に判別できる。

<出土遺物 >土器0.33kg(不掲載 )、 石器 1点が出土 している。土器は摩滅が著 しく、詳細な時期を

特定できないが、前期 と推定される。

石器 (Ⅲ ―第380図 、Ⅳ一写真図版326)不定形石器 1点 (No7195)。

<時期>重複遺構との関係は前期前葉より新 しい。力持Ⅲ期より新 しいことは確実であるが、詳細な

時期や性格を特定できない。PP lを我る攪乱は現代の可能性が高いが、本柱穴自体 も近現代の可能
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7 柱穴群

性もある。

6 CⅢ fl柱穴群 (Ⅱ ―第189図、Ⅱ―写真図版220)

<位置・検出状況>調査区中央部南西のCⅢ fl・ gl～ g2・ hl～ h3。 il～ i3グ リッドに

位置する。検出状況は、Ctt g l住居跡 1号、CⅢ g2住居跡 2号の精査終了後に付近のダメ押し作

業を行いⅧ層黄褐色ロームで検出された。

<新旧関係>CⅢ gl住居跡 1号、CⅢ g2住居跡 2号より古い。

<柱穴数>大小合せて53個の柱穴を検出した。

<出土遺物>土器0.24kg、 石器 3点 (内訳 :石箆 1点、不定形石器 1点 )、 石製品 1点が出上してい

る。

石器 (Ⅲ ―第380図、Ⅳ一写真図版326)不定形石器 1点 (No7198)。

石製品 (Ⅲ 一第507図、Ⅳ―写真図版415)石刀類 1点 (No8696)。

<時期>重複遺構との関係からは、前期中～後葉より古い。力持V期若しくはそれより古い。

8旧 沢 跡

遺跡内には、崖水性堆積物と推定される礫 (径 10～ 100cmほ どの花筒岩が主体)が各所に見られ、

また調査区東端付近 (BⅢ w5グ リッド付近)には砂層が形成されている部分もある。遺跡の主体を

占める縄文時代前期前葉～中期末葉の遺構との関係から、少なくても3回以上の大きな洪水的現象

(土石流など)があったことを推定できる。今回の調査では旧沢跡が 2箇所から4条 を検出した。ま

た、北部捨て場とした範囲についても等高線の流れや遺跡の西側にある山地の状況から旧沢跡であっ

たと推定される。

l BⅢ sl旧沢跡 1号 (Ⅱ ―第190図 、エー写真図版221)

<位置・検出状況・調査方法>調査区中央やや北東のB Ⅲsl～ s2グ リッドを中心にrl・ tl・

t2グリッドに広がる。現況は西側の斜面地から続 く現代盛土や基本層序Ⅲ層相当の黒色シルトの堆

積が厚い地点で、東側に向かって畑の耕作土が広がり、表採で相当量の遺物が確認された。Ⅲ層段階

では、遺物の混在は確認できるが遺構プランなどは掴めない状況だったことから、以下のような調査

方法を用いた。①調査区境沿いに設定した第31・ 32ト レンチに接続させ、BⅢ rl～ u3グ リッド

(南東―北西方向)にかけて、長さ約15m(第 31・ 32ト レンチを含めると約30m)、 幅約1.5rnの トレ

ンチを設定し、地山ロームまで掘削し土層観察断面を作成した上で遣構検出に努めた。② B Ⅱ q25～

s25グ リッド付近 (南 一北方向)に長さ約10m、 幅約1.5mの トレンチを設定し、地山ロームまで試

掘し上層観察断面を作成した。この作業の段階では、遺構の埋土と想定された。③B Ⅱ t23～ BⅢ t

2グ リッド付近 (東―西方向)にかけて観察用の土層ベル トを設定し、人力で地山ロームまでの掘削

を行なった。その結果、複数棟の竪穴住居跡に伴う柱穴や壁溝と想定された黒褐色シルトのシミが多

数確認されたが、それらを精査した結果、人為的なものではなく自然現象であることが判明した。土

層断面を再観察した結果、複数時期に亘る自然の流路であることがわかった。旧沢跡として遺構登録

したが、絶えず水が流れていたたぐいの沢ではなく、大雨などに伴う洪水的な現象により形成された

と捉えられる。

<新旧関係>本沢跡は複数時期に亘ると推定されるが、最も新 しい時期の堆積土下位よりBⅢ t2集
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Ⅳ 検出された遺構

石 1～ 5号、BⅢ t2集石 1。 2号、BⅢ t2住居跡 1～ 4号などを検出した。

<流路・規模 >堆積上の性状から随時水が流れていたとは捉えられない。降水などは、南西方向から

北東方向に流入すると推定されるが、大雨時などに西側や北西側からも土や礫 とともに流入したと考

えられる。調査区境付近に位置する関係 もあり、流路の平面形は明確にはわからなかった。規模につ

いても同様である。想定される流路を第191図 に示 したが、推定の域を出ないことをお断 りしてお く。

<埋土 >土層観察ベル トA一 A' ・B一 B' 。C― C'を 設定 し、 1～ 6層 に細分 した。基本層序ヘ

の対比は、 1層 → I層、 2層→ Ⅱ層、 3層→Ⅲ層、 3a層→To―Cu再堆積層、 4層→Ⅳ層、 4a層→

To―Cu再堆積層、 5層→ V層 、 6層→Ⅵ層、 7層→Ⅶ層である。黒色シル トや黒褐色シル トを主体 と

する。西方向や北西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面>壁を確認 した西壁は、外傾気味に立ち上がるが、所々段状を呈する。底面は凹凸や各所

に深い窪みがある。

<出土遺物>野外調査時は、土層観察ベル トA― A' ・B一 B' ・C― C'に対比 した層名 (1～ 6

層)で取 り上げたものと、基本層序 (I～Ⅵ層などローマ数字の層名)で取 り上げたものがあるが、

全て土層観察ベル トの層名に対比 して示す。現場時の層名を変更 したものは、埋上の項で上記 したも

のに準 じている。

土器197 30kg、 石器74点 (内訳 :石鏃10点 、尖頭器 2点、石錐 1点、石匙 5点、不定形石器20点、

磨製石斧 6点、半円状扁平打製石器 1点、磨石16点、敲石 6点、凹石 1点、砥石 1点、石皿 2点、礫

器 2点、コアBl点 )、 石製品 1点 (石玉不掲載 )、 動物遺存体 1シ ヤーレ、琥珀2.00gな どが出上 し

ている。

土器 :(Ⅲ ―第2ア ]～272図 、Ⅳ―写真図版253～254)土器49点掲載 (No5049～ 5097)。

石器 :(Ⅲ 一第380～ 381・ 473～ 474図 、Ⅳ一写真図版326～ 32ア ・383～ 384)石鏃 7点 (No7199～

7205)、 石匙 3点 (No7206～ 7208)、 不定形石器 5点 (No7209～ 7213)、 磨製石斧 1点 (No8179)、 半円

状扁平打製石器 1点 (No8183)、 磨石 3点 (No8181・ 8182・ 8184)、 敲石 5点 (No8185～ 8189)、 石皿

1点 (No8178)、 礫器 1点 (No8180)。

<時期 >本沢跡の南側に設定 した第32ト レンチ (BⅢ t3～ u3グ リッド付近)か ら続 くTo―Cuの再

堆積層が途中で途切れ、また第31ト レンチ (BⅢ v4～ w4グ リッド付近)の下位に崖錐性礫及び最

下位に砂層の堆積が観 られる。出土土器は、大木 2～大木 9式まで幅広い時期の土器が出土 している

が、主体は前期後～末葉である。出土土器の主体を占める前期後～末葉は、本沢跡の西側 (斜面上方

側)に位置するB Ⅱ t25住居跡 1～ 4号などの埋上が流出したことによると考えられる。土層の堆積

からは、最低でも2時期の洪水的な現象 (土石流的な現象 ?)に より侵食・埋没 した沢跡と推定され

る。古い時期は、To―Cu降下期前後である力持Ⅲ～Ⅳ期に、新 しい時期は中期後葉力持 X期 と推定さ

れる。

2 CⅢ jl旧沢跡 1号 (Ⅱ ―第191図 、 Ⅲ―写真図版222)

<位置・検出状況> 調査区南部のCⅢ jl～ j3グ リッドにかけて広がる。南西から北東に向かっ

て流れていた沢跡 と推定される。流路は大 きく3条確認され、 CⅢ ,1旧沢跡 1～ 3号 と命名 した。

時期差若 しくは洪水的現象が生 じた際に水の流れが枝分かれを起 こしたことによると考えられるが、

明確ではない。

<新旧関係 >CⅢ j2掘立柱建物跡 1号、CⅢ il旧沢跡 3号 より古い。

<流路・規模 >降水などの主な流路は、西から東方向へ流れていたと捉えられる。規模は上幅で120
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～160cm、 深さは西側で約80cm、 東側で約20cmである。

<埋土>埋土上位に黒褐色シル ト、下位に灰黄褐色砂質土が堆積する。南西方向から流入 した自然堆

積層である。

<壁・底面>壁は底面から胴部中位付近まで直立気味に立ち上が り、胴部中位でやや内湾 した後 に上

場に向かって外反する。底面は凹凸を持ち、西から東に穏やかに傾斜する。

<出土遺物 >土器0.52kg、 石器1点 (石鏃不掲載)な どが出土 している。

上器 :(Ⅲ 一第272図 、Ⅳ―写真図版254)土器 3点掲載 (No5098～ 5100)。

<時期 >出土土器は少量であるが中期後葉を中心 とする。中期後葉力持 X期以降に埋没 した可能性が

高い。

3 CⅢ jl旧沢跡 2号 (Ⅱ ―第191図、 Ⅱ一写真図版222)

<位置・検出状況 >調査区南部のCⅢ il～ j3グ リッドにかけて広がる。南西から北東に向かって

流れていた沢跡 と推定される。

<新旧関係 >CⅢ j2掘立柱建物跡 1号・CⅢ jl旧沢跡 3号より古い。

<流路・規模 >降水などの主な流路は、西から東方向へ流れていたと捉えられる。規模は上幅で30～

80cm、 深さは10～ 30cmで 東側に向かって浅い。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面はやや凹凸がある。

<出土遺物 >な し。

<時期>CⅡ jl旧沢跡 1号 との関連から、中期後葉力持 X期以降に埋没 した可能性が高い。

4 CⅢ jl旧沢跡 3号 (Ⅱ 一第191図、 Ⅱ―写真図版222)

<位置・検出状況>調査区南部のCⅢ jl～ j3グ リッドにかけて広がる。南西から北東に向かって

流れていた沢跡 と推定される。

<新旧関係 >Cttj 2掘立柱建物跡 1号 より古 く、 CⅢ jl沢跡 1,2号 より新 しい。

<流路・規模 >降水などの主な流路は、北西から南東方向へ流れていたと捉えられる。規模は上幅で

1.5～ 3.5m、 深さは西側で約100cm、 東側で約30cmである。東側に向かって浅 くなる。

<埋土>黒褐色シル トによる単層である。西方向から流入 した自然堆積層である。

<壁・底面 >壁は外傾 して立ち上がる。底面は北西～南東にやや傾斜するが、短軸長側ではほぼ平坦

である。

<出土遺物 >な し。

<時期 >CⅡ jl旧沢跡 1号 との関連から、中期後葉力持 X期以降に埋没 した可能性が高い。

9捨 て 場

本遺跡は廃屋に遣物廃棄する場合が多く認められたが、廃屋以外の一定の空間内に多量の遺物廃棄

を確認した場をいわゆる「捨て場」として認知する。今回の調査では捨て場と認知した空間は 1箇所

で、BⅡ 区北部捨て場と命名した。
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l BⅡ 区北部捨て場 (Ⅱ 一第192図、Ⅱ―写真図版223)

<位置・検出状況>調査区北部のB Ⅱ j17～ 19・ k16～ 19・ 115～ 21・ m17～ 21グ リッドに遺物包含

層の広が りを認知 した。現況地形の標高は60～ 64mで、西から東に向かって下る斜面地である。検出

状況としては、調査開始当初に行なった雑木などの撤去作業中に、まとまった量の上器の散布が確認

されたことによる。傾斜方向を長軸にする第19ト レンチと第20ト レンチを設定 し、地山までの掘削を

行い、包含層の堆積様相や包含層の広が りなどの把握に努めた。なお、捨て場内で検出された遺構は

無い。

<形状・規模 >上記のとお り現況地形は西～東に向かって傾斜する。詳述すると、斜面上方側 (BⅡ

k14～ p17グ リッドなど)は急崖地状で、斜面下方側に向かって幾分傾斜角度が緩 くなる。東側の調

査区外にある畑地と接する地点付近から傾斜角度が更に緩 くなり、現在の畑～民家に向かって緩斜面

を呈する。調査の結果、旧地形は上幅12～20mの沢状を呈する凹地で、南西→北東方向に傾斜する。

調査区内での平面的な広が りは約280ポである。

<埋土>遺物包含層の厚さは15～ 150cmで、斜面下方側に相当する西側ほど厚 く堆積する。上位に堆

積する黒色～黒褐色シル ト系の土層は、上から下に 1～ 5層 と分層・命名 した。この黒色～黒褐色シ

ル ト系の上層は、下位に向かうほどマサ上の含有率が高 くなる。なお、 5層 の下位は責褐色ロームの

地山となる。全て西方向から流入 した自然堆積層である。遺物を主に包含するのは 2層 で、 1層 は中

量、3層 は少量、4層 は微量である。5層からは遺物出土がない。遺物の出土状況を平面的に見ると、

B Ⅱ k18～ 19・ 118～ 19グ リッド付近 (同 グリッドの 2層 )か ら最 も多 く出上 している。なお、 3層

中位～下位にかけてTo― Cuが、層状及び線状の小ブロックで検出された。テフラの性状は黄橙色の

粉末状で、本稿でBl種 としたものである。このTo Cuの 堆積様相は、自然堆積層である。ただ し、

斜面地であることから一次堆積層 (プ ライマリー)ではなく、二次堆積層 と考えられる。テフラの平

面的広が りは、捨て場全体ではなく、B Ⅱ k18～ 119グ リッドを中心に点在的に見られた。本捨て場

の遺物は、 1～ 4層毎に分層 して取 り上げた。それぞれのIIn要 を記述する。

[1層]:上 記 したとお り、雑物撤去作業中においても多量の遺物が出上 しているが、表土・畑土な

どと一括 して 1層出土 とした。前期初頭～中期前葉を中心 とする。基本層序 I～ Ⅲ層に相当する。

[2層]:最 も遺物量の多かった 2層 は、基本層序のⅢ～V層 に相当すると捉えられる。調査当初 2

層の中で細分を試みたが、土層観察からは困難な状況であつたことから、 2層 を約20cm単位で 2層

上位 。2層中位 。2層下位 と、 3分 して遺物の取 り上げを行った。結果としては早期後葉～中期後葉

までの遺物が混在 して出上 している。主体は中期前～中葉である。

[3層]i3層 下位に十和田中lTRテ フラ (以後To一Cuと 呼ぶ)の混入が認められることから、前期中

葉前後の遺物包含層の可能性を示唆 し、To Cuの 上位 と下位で分層を試み遺物を取 り上げた。ただし、

To― Cuは上記 したように捨て場全面に見られないこともあ り、To―Cuと の上下関係が明確でないもの

は、To Cu混入層 として遺物を取 り上げた。ただ、To―Cu下位相当として認知 して取 り上げた遺物は、

ほとんどが摩滅 した小片で、出土量 も極めて少ない状況であつた。また、この 3層 は、野外調査時に

おいてTO―Cu降下期前後の文化層 と推定していたが、室内整理において中期の土器の混在が明らかと

なり、また、土器の接合作業からも 1・ 2層 から出上 した土器 と3層 出土土器が接合関係を示す もの

が確認された。このことから、明確な文化層 としては認知できない。

[4層 ]:4層 はTo―Cuよ り確実に下位に堆積する黒色シル ト層 と判断される。上位に堆積する 1～

3層 に比べて黒色が強い色調の上層で、同層においても下位に行 くほどマサ上の含有率 も高い。出土

遺物は、 119グ リッドで前期前葉と思われる土器小片が少量出土 したに留まる (小片のためほとんど
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9 捨て場

を不掲載 とした)。 その中で、5292は 円筒下層 a式の可能性があることから、問題提起 も兼ねて掲載

した。

<出土遺物 >土器総重量588.82kg(大 コンテナに換算 して約27箱分 )、 土製品 9点、石器309点 (内

訳 :石鏃16点 、尖頭器10点 、石錐 3点、石箆 1点、石匙 3点、不定形石器51点、力持型スクレイパー

6点、コア△34点、磨製石斧45点、半円】犬扁平打製石器 3点、磨石55点 、敲石 6点、砥石 7点、石皿

3点、台石 2点、礫器22点、コアB42点 )、 石製品 9点 (内訳 :石刀類 2点、石刀類 2点、岩偶 1点、

石冠 3点、不明石製品 1点 )、 琥珀28.19gな どが出土 している。

土器重量の内訳 として、 j16グ リッド11.66kg、  j17グ リッド16.14kg、  j18グ リッド14.22kg、 k16

グリッド2.30kg、 k17グ リッド9,32kg、 k18グ リッド170 18kg、  k18～ 119ベル ト41.4kg、 k19グ リッ

ド111.06kg、  115グ リッド8 90kg、  117グ リッド4.50kg、  118グ リッド26.8kg、  119グ リッド68 14kg、

120グ リッド27.30kg、 121グ リッド0,10kg、 m17グ リッド2.34kg、 m19グ リッド9 74kg、 m20グ リッ

ド59,36kg、 m21グ リッド5.36kgである。 k18・ k19グ リッドが多いことがわかる。

土器 i(Ⅲ 一第273～282図、Ⅳ―写真図版255～ 265)土器231点掲載 (No5101～ 5331)。 縄文早期～

中期後葉まで出土 している。主体は中期前葉で、次いで中期中葉である。

土製品 :(Ⅲ ―第295図 、Ⅳ―写真図版276)土偶 2点 (No5612・ 5613)、 円盤状土製品 7点 (No5614

-5620)。

石器 :(Ⅲ 一第 38千 ～383・ 474～ 477図 、Ⅳ一写真図版327～ 328・ 384～386)石鏃 7点 (No7214～

7218・ 7221・ 7228)、 尖頭器 1点 (No7220)、 石錐 2点 (No7219。 7230)、 不定形石器 7点 (No7223～

7227・ 7229・ 8215)、 力持型スクレイパー 4点 (No7222,7231～ 7233)、 磨製石斧 5点 (No8190～

8193・ 8198)、 半円状扁平打製石器 1点 (No8214)、 磨石11点 (No8196・ 8197・ 8199～ 8202・ 8204～

8208)、 敲石 2点 (No8194・ 8203)、 砥石 1点 (No8210)、 石皿 3点 (No82■ ～8213)、 礫器 2点 (No

8195。 8209)。

石製品 (Ⅲ ―第508～ 509図、Ⅳ―写真図版415～4]6)石刀類 2点 (No8700・ 8701)、 岩隅 1点 (No

8702)、 石冠 3点 (No8703～ 8705)。

琥珀 :(Ⅳ一写真図版424)No10009。 10010。 10021。

<時期 >出上 している土器は縄文時代早期後葉～中期後葉である。遺物の出土量などから縄文時代中

期前葉～中葉において、捨て場 として盛んに使用 された空間と判断される。土器の接合作業の結果、

1層 と2層、 2層 と3層 で接合関係を持つ土器 も少数あったが、基本的には同じ層同士で接合関係を

持つことがわかった。また、正確な統計データに基 く内容ではなく所見的になるが、 1層 は前期初頭

～中期中葉、 2層 は早期後葉～中期中葉までで中期前～中葉主体に、 3層 は前期初頭～中期後葉まで

で前期後葉～前期末葉主体に、 4層 は前期前葉の土器が出土 している傾向にある。土器の出土状況か

ら異時期の混在が少ないと判断されるのが 4層で、それより上位は混在が多い。
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V出 土 遺 物

遺物は、縄文土器約700箱 分 (42× 32× 80cmの コンテナで換算 )、 土製品150点、石器7,564点 、石

製品485点 、チップ・フレーク約31箱分、骨角器 4点、動植物遺存体741サ ンプル (直径 9cm円形深

型シャーレ)、 琥珀約600g、 近世陶磁器 1点である。

遺物の出土地点は、圧倒的に竪穴住居跡からが多く、次いで遺構外、土坑、捨て場の順となる。竪

穴住居跡に次いで遺物量の多い遣構外出土は、①表土除去時、②遺構の検出作業時に出上したもので

ある。①は現代盛土層を主体とするが、これは現国道45号建設に伴い、遺跡内で切り上した土を盛土

に使用されていることに起因する。②は本来的に遺構に帰属できなかったものが大部分の状況にある。

ここでは、出土遺物について、観察から得られた内容を記述するとともに、若干の分析を行う。ま

た、Ⅲ2の (3)で記述したとおり、今回は遺構出土を優先して掲載遺物としたことから、ここでは

遺構内出土と遺構外出土を合せて扱うこととする。

土器は、縄文時代早期中葉～晩期及び弥生時代のものが出土している。主体となる時期は、縄文時

代前期前葉～中期末葉で、出土した土器約700箱分中、実に99.9%以上がこの時期に該当する。それ

以外は、縄文時代前期初頭のものが数十片ほど、縄文時代早期・後期・晩期及び弥生時代のものがそ

れぞれ極微量の出土である。

先に観察表の項目について説明し、各群の土器の記述を行なう。

<器種>:全時期を通じて深鉢が圧倒的に多い。鉢、浅鉢、壷、器台などが極少量含まれる。ミニチ

ュア土器と判断されるものは、基本的に土製品に含めた。

<残存部位>:立体土器については、残存率で完形、ほぼ完形、3/4完形、2/3完形、1/2完形 と明記

した。破片は部位を明記した。なお、口唇部が欠損するものであつても、口縁部と判断できる場合は

その旨記載した。

<口縁部形態・口唇部>:口縁の形状 (平縁、波状口縁など)、 突起の有無 (種類や単位数)、 手法 (折

り返しや貼り付けなど)、 口唇部の状況内容 (例 :角状、内削ぎ、刻目・縄文施文など)を明記する。

<支様・特徴>:文様や地文の種類などを文様帯毎に記載した。

① 地文の回転方向については、縦回転を「縦位」、横回転を「横位」、斜回転を「斜位」とした。

② 原体の側面などを押し付ける押圧縄文は、「側圧」と表記した。その際に円筒上層 b式などに用

いられる原体の側面や端部を三日月状に押圧するものは、「原体圧痕文」と表記した場合がある。

③ 結節回転文系については、単軸絡条体第 3類 (軸 に縄文原体を使用するものは軸縄という表記を

行った)、 自縄自結節などが推定されたが、原体の種類が半J別 できなかったものは「結節回転文」若

しくは「不整撚糸文」とだけ表記した。

④ 粘土紐を貼 り付けたものは、基本的に「隆線」と言う用語を用いた。円筒下層 b式などに顕著に

みられる頸部に横帯するものについては、本来的に「隆帯」を用いるべきかもしれないが、用語の併

用を避ける目的で使用していない。

⑤ 底部は形態や底面の痕跡を確認できるものについて明記する。底部の形態は、平坦を基調として

やや上げ底状のものが見られる。底面の痕跡としては、網代痕、木葉痕、縄文、笹 ?な どがみられた

器土
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1 土器

が、力持遺跡全般的には底面の痕跡がミガキ消されたと思われるものが多い。

<内面>:内面調整が把握できるものについて記載した。例としてミガキ、ナデ、ケズリなどである。

未調整と思われるものや摩滅などにより調整が解りかねるものは記載していない。また、完形品や略

完形品の中には、部位によって、調整が異なる場合が少なくないため部位毎に記載したものもある。

傾向としては口縁の内面が横ミガキ、胴部が縦若しくは斜にミガキが施されるものが多い。

<胎土>:胎上の状態について、焼成具合、胎上の様相、混入物を記載した。

① 焼成具合は良・中・粗の三段階の基準を設けた。

② 土器胎上の断面の様相は、A～ Eに分類 して示す。二次焼成などによって変色したと判断され

るものは、観察から使用前の状況を推定して分類した。また、一個体の土器においても部位に

よって差異が見られる土器もあるが、その場合は概ね占有率の高い類を採用した。

A:黒～黒褐色を呈する胎土を、内面 。外面が肌色系に挟まれる様相 (サ ンドイッチ状)を呈す

るものを本類とした。

BI外面が肌色で、胎土中～内面にかけて黒～黒褐色を呈するものを本類とした。

Ci内面～外面まで同一の色調を呈するものを本類とした。Clと C2の 2種に分類した。

Cl・ ・全て肌色系C2・ ・全て黒～黒褐色系

D:外面が黒色で、胎土中～内面にかけて肌色系を呈するものを本類とした。

E:A～ D類に分類の困難なものをE類 として一括する。

③ 混入物については、繊維、砂粒、粗礫などの混入量を記載するが、顕微鏡などを用いた訳では

なく、あくまで肉眼による観察結果である。

<時期>:文様や特徴から周知の土器型式に比定させた分類を行った。型式判断の難しいものは、観

察表の時期項目への記載にあたって、群のみを記載したもの、時期幅を広げて記載したもの、 ?マー

クを添付して記載したものがある。前期の粗製土器を例に説明すると、共伴土器や胎上の様相などか

ら大木 2a式～大木 2b式の可能性が高いものは「Ⅲ～Ⅳ群」、大木 2a式～円筒下層 b式の範疇と

捉えられるものは「Ⅲ～V群」といった具合である。時期区分については、以下のような内容のもと、

記載した。

I群土器 :縄文時代早期

早期中葉・・物見台式相当

早期後葉・・槻ノ木 I式相当

Ⅱ群土器 :縄文時代前期初頭 。前葉 (※前葉は大木 1式 より古いと推定した段階までを本群とした)

前期初頭・・上川名Ⅱ式 。長七谷地Ⅲ群・表館 X～�群相当 (※ 一部早期末葉 ?を含む)

前期前葉・・早稲田6類

Ⅲ群土器 :縄文時代前期前葉

前期前葉・ 。大木 1式、大木2a式
Ⅲ～Ⅳ群 :縄文時代前期前～中葉 大木 2a～ 2b式の区分が不明瞭なもの

Ⅳ群土器 :縄文時代前期中葉 (※ To‐Cuを跨 ぐ可能性がある土器を本群とした)

前期中葉 。・大木2b式、白座式

V群土器 :縄文時代前期中～後葉 (※ To‐Cuよ り新しい段階を本群とした)

前期中葉・・円筒下層 a式、大木 3式

前期中～後葉 。・円筒下層 b式、大木 4式

前期後葉・・円筒下層 c式、大木 5式
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V 出土遺物

Ⅵ群土器 :縄文時代前期末葉～中期初頭

前期末葉・・円筒下層 d式、大木 6式

前期末葉～中期初頭・・大木 6～ 7a式、異系統 (北陸系など)

中期初頭・・円筒上層 a式、大木 7a式

Ⅶ群土器 :縄文時代中期前葉

中期前葉・・円筒上層 b式、円筒上層 c式、大木 7b式

Ⅶ～Ⅷ群 :中期前～中葉・・大木 7b～ 8a式

Ⅷ群土器 :縄文時代中期中葉前半

中期中葉・・円筒上層 d式、円筒上層 e式 (※ 中の平 1式相当を含めた)

中期中葉・・大木 8a式

Ⅸ群土器 :縄支時代中期中葉後半・・大木 8b式、榎林式

X群土器 :縄文時代中期後葉・・大木 9式、最花式

�群土器 :縄支時代中期末葉・・大木10式

�群土器 :縄文時代後期

�群土器 :縄文時代晩期

�群土器 :弥生時代

<備考>:上記以外の特記事項を明記する。

(1)I群 土 器  縄 文 時代 早 期

早期 と推定される土器群を I群 とする。早期中葉物見台式相当を I tt I類 とし、後葉に位置づけら

れる槻ノ木 正式相当を I群 2類 とした。その他に、土器型式に比定できかねるものの、早期 とした土

器片を 3点掲載 している。また、今回の調査からは底部資料は出土 していない。

I群 1類 物見台式相当

早期中葉物見台式に相当するものである。

[出土地・出土量]:該期の遺構 も無 く、層位的にも前期や中期の竪穴住居跡の埋土中より散発的に

出土 している状況にある。11点 の出土を確認 した。 [器種・器形]:全 て深鉢である。口縁部破片が

2点の他は全て胴部片である。 [口縁形状]:口 縁付近 (端部)が欠損する資料 しかな く、わからな

い。 [文様 。特徴]:貝殻腹縁文→沈線による文様モチーフが描かれる。また、早期 とだけしか特定

できなかった5040な ども物見台式の可能性がある。 [底部]:底部は今回の調査では出上 していない。

過去の事例からは尖底を呈する。 [内面]:内 面の調整はミガキを中心に施す。 [胎土]:他 時期の上

器 と比較 して、胎土が堅密な特徴があり、器厚 も薄い。胎上の断面様相は、Aが 6点 (55°/o)、 Clが

2点、B oC2・ Eが各 1点である。

I群 2類 槻ノ木 I式相当

早期後葉槻ノ木 I式に相当するものである。

[出 土地・出土量]:BⅡ 区北部捨て場からまとまって出土 している。ただし、出土層位 は前～中

期の上器が多量に出上 している状況から、混在 と捉えられる。なお、今回の調査では該期の遺構は

認知 していない。11点 の出土を確認 した。11点 中10点 が、上記 したBⅡ 区北部捨て場の B Ⅱ k18グ
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リッド2層 から出上 している。 [器種・器形]:全 て深鉢である。何れも小破片なため、土器の傾

きを推定できない。 [口縁形状]:口 縁部片は 2点 (5200・ 5204)あ り、何れも平縁である。 [文

様・特徴]:外 面に細隆起線文、内面に貝殻条痕文の施文がみられるものを基本 とした。外面の細

隆起線文は、化粧粘土を塗るような行為の後に貝殻の腹縁を利用 したものと捉えられる。 [底

部]:底部は今回の調査では出土していない。過去の事例からは尖底を呈する。 [内 面]:上記の

とおり、貝殻条痕文がみられる。 [胎土]:全般に堅密で砂粒を少量含む。4852に は石英の混入が

顕著にみられる。

(2)Ⅱ 群土器 縄 文時代前期初頭 ～前葉

Ⅱ群とした土器群は、前期初頭～前葉と推定されるものを一括した。全般に胎土への繊維混入量が

多く、器厚自体も若干厚めの傾向がある。他遺跡の調査事例からはTo―Cuの 降下時期より確実に古い

と捉えられるが、今回の調査では層位的な出土状況になく、異時期の遺構や包含層に混在した状態で

出土している。なお、今回の調査では少量の出土で、該期の遺構も認知していない。

Ⅱ群 1類 前期初頭 (長七谷地Ⅲ群・上川名 2式・表館 X～B群相当)

前期初頭長七谷Ⅲ群や上川名 2式、表館 X～�群に比定されると推定されるものを一括した。

[出土地・出土量]:調査全体では微量にある。BⅡ 区北部捨て場 2層から比較的まとまって出土し

ているが、同捨て場 2層 からは中期前～中葉の土器が多量に出土している状況にあり、混在と捉えら

れる。なお、今回の調査では該期の遺構は認知していない。 [器種]:全て深鉢である。 [口縁形

態]:1点 小波状の可能性があるものがみられるものの、それ以外は全て平縁である。 [支様・特

徴]:縄文原体による側圧 (ル ープ文含む)、 斜位の短沈線、 0段多条による節の幅が広い原体を用

いた非結束羽状縄文の施文などが挙げられる。なお、底部資料としては4590の 1点が得られており、

尖底で、先端が乳頭状を呈する。 [胎土]:胎土中には多量の繊維が含まれる。 [備考]:本稿では上

記のとおり長七谷地Ⅲ群 。上川名 2式・表館 X～�群相当を区分せず、一括 してⅡ群 1類 としたが、

その中で、上川名 2式 と推定されるものとして86。 240。 733・ 1081・ 3902。 4902・ 5165な どを、表館

X～�群に類似するものとして1064・ 1065を 挙げておきたい。

Ⅱ群 2類 前期前葉 早稲田 6類

早稲田6類相当と推定される土器群である。時期は前期前葉と捉えられるが、分群上、大木 1式や

大木 2a式は次のⅢ群とし、本類土器とは区分した。本類土器は、今回の調査で前期後葉、前期末葉、

中期前葉などの竪穴住居跡から出土しており、層位的に良好な出土状況になく、大木 1式や大木2a
式との層位関係や新旧関係は不明にある。

[出土地・出土量]:今回の調査では早稲田 6類期に相当する遺構を認知していない。極微量の出土

である (6′点掲載)。 [器種]:全て深鉢である。 [支様・特徴]:押 し引き状の沈線による施文がみ

られる。 [内面]:内面は、粗いナデやユビによる調整がみられる。 [胎土]:Ⅲ群とした土器と比較

して、胎土中に混入される繊維量は多い。 [備考]:表館�群 (前期初頭)に類似するものとの区分

に関して、筆者が判断できなかったものがあり、古い土器が混在した可能性がある。また、2449は 、

一見すると前期末葉大木 6式に類似するようにも捉えられるが、胎土中の繊維量などから本類と判断

した。
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(3)Ⅲ 群 土器  縄 文 時代 前 期 前 葉

前期前葉大木 1～ 2a式に相当、若 しくはそれに併行すると推定されるものを第Ⅲ群 とした。To―

Cuを 鍵層 とすると、To―Cuよ り確実に古いと捉えられたB Ⅱ t22住居跡 1号、B Ⅱ v23住居跡 1号、

C Ⅱ a23住居跡 1号、 C Ⅱ b25住居跡 1号、 C Ⅱ d24住居跡 3号などの出土土器は、大木 2式若 しく

は大木 2式並行期の可能性が示唆されたが、これらの竪穴住居跡からは確実な円筒下層 a式に比定さ

れる土器は確認できない状況にある。また、大木 2b式若 しくは大木 2b式に併行すると推定される

土器は、To―Cu降下期前後 と考えられる出土状況にあるものの、同テフラ下位の出上が顕著で、併せ

て大木 2a式相当と共伴する場合が多かった。上記の内容を踏まえ、To―Cu降下期 より古いと捉えた

大木 1式 と大木 2a式を前期前葉 とし、大木 2a式と大木 2b式の過渡期若 しくは層位的に分離でき

なかったものを前期前～中葉 と幅を持たせ、To―Cuを 挟む可能性のある大木 2b式は前期中葉 とし、

To Cuよ り新 しいと捉えた円筒下層 a式 ,大木 3式は前期中葉の位置づけとしたが、大木 2b式が円

筒下層 a式 より古い時期を意図した分期、土器分群に設定 した。

ただし、実際の観察所見 として、大木 2a～ 2b式、白座式、円筒下層 a～ b式は、口縁部などに

特徴的に施文される結節回転文など類似性が高 く、胎土を含めた微細な要素で区分を行なった。よっ

て、繊維を含まない土器や横位隆線 (隆帯)を持つ土器などは、小片の場合、その判断が困難なもの

が多い。それらの判断については、上記 した遺構出土土器を指標 として時期分類 を試みた。

補足 として、Ⅲ群土器は完形個体が無 く、全体の器形を窺えるものは少ない。そ して、確実に大木

1式 と捉えられるものは非常に少なく、Ⅲ群土器の大部分は大木 2a式若 しくはそれに併行すると推

定されるものである。

Ⅲ群 1類 大木 1式相当

大木 1式の可能性が高いものを本類 とした。明確に断定できるものはない。

[出土地・出土量]i C Ⅱ a23住居跡 1号出上の2173・ 2177や B Ⅱ t22住居跡 1号出土の478・ 481・

501な どはTo Cuよ り下位の埋土から出上 している (To― Cuよ り確実に古いと考えられる)。 また、確

実に大木 1式期 と特定できる遺構は認知 していない。出土量は極少量である。 [器種]:全 て深鉢で

ある。 [文様・特徴]:羽状縄文を構成する結束、非結束の有無を準メルクマール的に捉え、非結束

羽状縄文を施文 し、尚且つ不整撚糸文の施文が観 られないものを基本的に本類 とした。ただし、大木

2a式 との区分が曖昧なものについてはⅢ群 2類 に含めたことをお断 りしてお く。なお、大木 1式の

メルクマールの一つとされる原体末端ループを施文するものは、576に その可能性があるものの、基

本的に本遺跡では確認できない。 [胎土中]:繊 維の混入が大木 2a式若 しくは大木 2式併行期 と推

定されるⅢ群 2類やⅢ群 3類 と比較 して、多 く含まれる特徴が看取される。

Ⅲ群 2類 大木 2a式

大木 2a式に相当するものを本類 とした。不整撚糸文 (結節回転文含む)、 結束羽状縄文などをメ

ルクマールとする。

[出土地・出土量]:B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号、C Ⅱ a23住居跡 1号、 C Ⅱ d24住居跡 3号 などが主

な遺構 として挙げられる。層位的にTo Cu降下期より古い時期に帰属すると捉えられる。また、本遺

跡の出土状況からは、大木 2b式 と層位的に分離できないものが多かったことも指摘 しておきたい。

出土量は、比較的得 られているものの、破片が主体で全体の器形を窺える資料は少ない。
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[器種]:全 て深鉢である。 [口縁形態・口唇部]:平 縁が多 く、波状・小波状を呈するものが少量

みられる。また、1599な ど二子山状の突起を有するものが含まれる。口唇部は、指頭圧痕文を施文

するものや短沈線を施文するものが、極少量含 まれる。 [文様・特徴]:口 縁部文様はいわゆる不

整撚糸文 と呼ばれるものの施文が顕著にみられる。この不整撚糸文は、基本的に軸が縄文原体を用

いた単軸絡条体第 3類若 しくは自縄 自結節の何れかによる結節回転文系の施文 と捉えられるが、判

別 しかねるものもある。胴部文様 は結束羽状縄文、付加条を用いた原体、LRの横回転などの施文

が多い。底部資料は、本類 ?と した4808の 1点で、平坦でケズリが施 される。 [内面]:ナ デ調整

が主体で、ユ ビによるナデが確認できるものが少数みられた。 [胎土]:繊 維を少量含むものが多

い。また、大木 2b式 としたものと比較 して、胎土中への砂粒や繊維の混入量が多い傾向がある。

胎上の断面様相は、Aと したサ ンドイチッチ状が主体で、焼成状態が粗 (ボ ロボロした様相)の も

のが多い。

Ⅲ群 3類 大木 2a式並行期 と推定されるもの

共伴関係や層位的関係から大木 2a式 と考えられる土器群を本群 とした。また、異時期の遺構出土

についても、それらとの類似性から本類 としたものがある。

[出土地・出土量]I B Ⅱ t22住居跡 1号、 C Ⅱ a23住居跡 1号などが挙げられる。一定量以上の出

上がある。 [器種・器形]:全 て深鉢である。完形・略完形資料がなく、全体の形状を把握できる資

料はない。 [文様・特徴]:LRと RLの二種類の原体を用いた結束羽状縄文 (横回転主魯で縦回転 も

少数ある)、 単軸絡条体第 lA類 (木 目状撚糸文 )、 単軸絡条体第 5類 (網 目状撚糸文)を施文するも

のや口縁部に縄文原体による側面圧痕を施文する。底部資料は本類 ?と した630と 642の 2点を得られ

ている。何れも平坦で、6301こ は網代痕がみられる。 [内面]:粗 いナデ調整が主体で、ユビによるナ

デが確認できるものが少数みられた。 [胎土]:繊維を少量 と砂粒を少量含むものが多い。胎上の断

面様相は、Aが半数以上を占め、次いでBが多い。

(4)Ⅲ ～ Ⅳ群土器  縄 文時代前期 中～ 中葉

Ⅲ～Ⅳ群 大木 2式 として幅を広げて捉えたもの

大木 2a式 と大木 2b式 との区分が困難なものを一括した。層位的には、To― Cuよ り古いと捉えら

れる。ただし、Ⅲ群土器やⅣ群土器と共伴する場合がほとんどであったことから、Ⅲ群 3類 としたも

のやⅣ群 2類 としたものと、分類上混在した可能性があることを補足する。

[出土地・出土量]:B Ⅱ t22住居跡 3号、B Ⅱ t23住居跡 1号、B Ⅱ v23住居跡 1号、C Ⅱ a23住

居跡 1号、C Ⅱ b24住居跡 1号、C Ⅱ d24住居跡 3号、B Ⅱ r24土坑 3号などが挙げられる。出土量、

出土遺構共に多い。 [器種]:全て深鉢である。 [口縁形状]:平縁を主体に小波状口縁を少量含む。

[文様・特徴]:単軸絡条体第 3類軸縄、単軸絡条外第 5類、結束羽状縄文を縦方向に回転させるも

の、組紐を用いるものなどが一定量みられる。1110や 2579な ど口縁端部に内外面交互に指頭圧痕文を

施文させるものもある (大木 5に顕著にみられる要素であるが、本群としたものは層位的には確実に

前期後葉より古い)。 [胎土]:胎土中への繊維混入量は小～中量みられるものが多く、また砂粒を顕

者に含むものが多い。 [備考]:To Cu降下期との層位的新旧関係は、同テフラより古いと捉えられ

た資料を含むことから、相対的に本群は古いと判断される。
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(5)Ⅳ 群 土器 縄 文時代前期 中葉

To―Cu降下期前後の可能性が高い土器群で、大木 2b式、若しくは大木2b式期と推定される土器

群といわゆる白座式と考えられるものををⅣ群とした。相対的にTo―Cuを 跨ぐと捉えられる資料であ

るものの、傾向的にはTo Cu下位からの出土が多 く、また上記のとおり大木2a式 と共伴 して出上し

ているものが多いため、層位的には今後の検証が必要と思われた。

Ⅳ群 1類 大木 2b式

大木 2b式への比定は、基本的にS字状連鎖沈文をメルクマールとしたが、本遺跡資料は明確に断

定できるものが少ない。しかしながら、単軸絡条体第 3類若しくは軸縄に結節を施す原体を用いる中

で (結節回転文系)、 原体の繊維が判別しない類のもの、具体的にはビニール紐のようなものが素材

(動物の腱などが推定される)と して用いられているものは、基本的に本群に含めて捉えた。ここで

は、大木 2b式に比定できそうなものを本類 (Ⅳ群 1類)に、大木 2b式の可能性が考えられるもの

をⅣ群 2類 とした。

[出土地・出土量]:B Ⅱ t22住居跡 4号、B Ⅱ t23住居跡 1号、B Ⅱ t24住居跡 1号、C Ⅱ a23住

居跡 1号、C Ⅱ d24住居跡 3号、C Ⅱ b24住居跡 1号などから、比較的まとまりのある状態で出土

している。To―Cu降下期より古い遺構からの出上が圧倒的に多いものの、新しい遺構からも少量出土

している。To Cuよ り新しい層位状況のものは、異時期の混在の可能性もあるが、現時点ではTo―Cu

下位を優勢にTo―Cuを跨ぐ可能性が考えられる。 [器種・器形]:全て深鉢である。完形・略完形が

少なく、全体の形状を把握できかねるが、底部から穏やかに外傾すると推定されるものが多い。 [口

縁形態・口唇部]:平縁を主体に、小波状口縁が少量含まれる。また、突起が付加されるものが少

量みられる。口唇部は、形状は角状に面取 りされたものが多い。 [文様・特徴]:単軸絡条体第 3類

軸縄を中心とする結節回転文系が主体で、それらは横回転が多いものの、縦回転も一定量みられる。

また、組紐を結節の軸としたものや組紐施文後に結節回転文を施文するものなど、組紐を用いた文

様構成が多い。単節斜行縄文や羽状縄文は基本的にみられない。地文の施文方向は横回転が多いが、

斜回転が少数みられる。胴部 (頸都 ?)に横位隆線を持つものが少数みられるものの、回縁部文様

帯と胴部文様帯が分離されないものが多い様相で捉えられる。 [底部]:窺える資料は、推定を含め

3点である (768・ 2866・ 2902)。 全て平坦で、網代痕が 1点 (768)含 まれる。[内 面]:ナデ調整

がほとんどで、特に横ナデが多い。Ⅲ群とした大木 2a式期の土器と比較して、明らかに丁重な調

整が施されている特徴がある。特異なものとして、口縁部内面付近にのみ指頭圧痕文がみられるも

のが 3点確認されている。 [胎土]:繊維は微量若しくは確認できないものが多く、全般に粒径が 1

～2mmの小礫を含む。硬質で良好な焼きのものが主体で、胎土の断面の様相はAが圧倒的に多い。

また、土器の色調が2.5YR～ 5YRの 赤褐～明赤褐色を呈するものが多い傾向が看取される。補足と

して、円筒下層 a式 としたものとの相違点としては、円筒下層 a式は全般に本群土器より胎土中に

繊維が含まれるものが多い。そして、本群土器に顕考な胎土中への小礫も少なく、細かい砂粒が含

まれる場合が多い。

Ⅳ群 2類 大木 2b式並行期と推定されるもの

単軸絡条体第 3類 (軸縄)や組紐などを用いる特徴と胎土の類似性から、大木2b式期 と推定され

るものを一括した。主な出土地を挙げるに留める。
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[出土地]:C Ⅱ a23住居跡 1号が挙げられる。

Ⅳ群 3類 白座式

白座式と考えられるものを一括 した。口縁端部に刻みが施され、口縁部に結節回転文を施文 し、繊

維は基本的に含まない土器群を本類 とした。

[出土地・出土量]:主 な遺構 としては、 B Ⅱ t22住居跡 1号、 B Ⅱ t24住居跡 1号、C Ⅱ d24住

居跡 4号、B Ⅱ v20土坑 5号、B Ⅱ v24土坑 3号が挙げられる。これらの遺構の出土状況を鑑みる

と、TO_Cuの 上下両方から出土 している。出土量は少量 (約 100片 )である。 [器種 。器形]:仝 て

深鉢である。完形・略完形土器が無 く、全て破片資料であることから、全体の器形を窺い知れない。

口縁部は外反するものがほとんどである。 [口縁形状・口唇部]:平 縁が圧倒的に多 く、波状・小

波状口縁 を呈するものが少量み られる。口唇部は、面取 りされ角状 を呈する平坦なものが多い。

[文様・特徴]:口 縁部に単軸絡条体第 3類軸縄などによる横 回転の結節回転文を施文するものが

顕考である。ただし、胴部のみの破片は白座式 と特定できないものが多い。その中で、口縁部～胴

部まで残存する840。 1637・ 2409・ 2931・ 4578な どの胴部には、単節 (LRと RL両者がみられる)に

よる横回転が施文されている。 [内面]:そ のほとんどが横ナデで調整が施される。 [胎土]:硬 質

なものが多 く焼成状態 も非常に良好である。胎土の断面の様相はAと Cと がほぼ同一の割合でみら

れる。 [備考]:白座式は従来から円筒下層 a式の一組成とする見解と、円筒下層 a式 に伴う大木

系土器とする見解がある。本遺跡の出土状態からは時期の言及が難しいが、To―Cuの上下両方から

出土している様相で捉えられる。白座式としたものは、結節回転文系を顕著に施文することでは、

大木 2b式や円筒下層 a式 。円筒下層 b式 と類似するが、胎土中の繊維混入量などの様相に相違が

看取される。

(6)V群 土器 縄 文時代前期 中～後葉

To―Cu上位相当と捉えた前期土器群の中で、円筒下層 d式及び大木 6式 より古いと捉えたものを本

群とした。よって、円筒下層 a～ c式 と大木 3～ 5式 と推定される土器群が該当する。なお、円筒下

層式の各形式は、青森県史 (青森県教育委員会 :2001)、 村越潔氏の編年 (村越 :1976)、 『三内丸山

遣跡Ⅸ』 (青森県教育委員会 :1997)、 『大日向Ⅱ遺跡発掘調査報告書第 6次～第 8次調査』 (岩手埋

文 :1998)な どを参考とした。

V群 1類 円筒下層 a式

円筒下層 a式に相当するものを一括するが、円筒下層 a式の特定や次の円筒下層 b式 との区分は困

難を極めた。ここでは、『三内九山遺跡Ⅸ』の中で小笠原雅行氏の考察にある第 6鉄塔地区Ⅵ a層 ・

Ⅵb層出土に類似するものは円筒下層 a式 とした (小笠原 :1997、 以後本稿では小笠原編年と呼ぶ)。

また、円筒下層式の地域性を考慮して、それら小笠原編年に『大日向Ⅱ遺跡発掘調査報告書第 6次～

第 8次調査』で高木晃氏がⅣ群B類 としたものを加味させて円筒下層 a式 と円筒下層 b式を区分して

示す。

[出 土地 。出土量]:B Ⅱ t24住居跡 l号、C Ⅱ d24住居跡 2号、C Ⅱ h25住居跡 1・ 2号、CⅡ

a21土坑 1号、C Ⅱ a25土坑 1号などが挙げられる。一定量の出土があるものの、大木 2式 と比較

すると少ない。同じ前期中葉に位置づけた大木 3式の出土量と比較した場合、円筒下層 a式が多い。

[器種・器形]:4899の 鉢を除き、全て深鉢である。3046。 3078,4820・ 3064な どバケツ状を呈す
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るものと、3126・ 4817な ど筒状、そして2973。 3079。 4819な ど胴中位付近がわずかに膨らむものな

どがみられる。口縁部は外反するものが主体で、直立気味に立ち上がるものが少量みられる。 [口

縁形状・口唇部]:平縁が主体で、小波状・波状口縁が極少量含まれる。口唇部は、指頭圧痕文や

縄文原体が施文されるものが少量みられた。 [文様・特徴]:口縁部に結節回転文を施文するもの

を主体とするが、LRな どの地文を施文後に結節回転文が施文されるものや、LRを施文後にLRの側

面圧痕文を施文するものなどが少量みられる。顕部に横位隆線が貼 り付けられるものが一定量 (正

確なデータとはいえないが、円筒下層 a式で15%程度、円筒下層 a～ b式で400/O以上、円筒下層 b

式で600/0以上)み られ、隆線上には指頭圧痕文若しくは刺突文が施文される。胴郡は単節の縦回転

を主体に横回転がみられ、次いで結束羽状縄文 (非結束も少量あり)がある。 [底部]:窺える資

料は 5点である (2973。 3064・ 4817・ 4820。 4899)。 平坦とやや上げ底状を呈するものがある。網

代痕が 1点 (2973)含 まれるが、ケズリ消す行為が窺える。 [内面]:横 ミガキの調整が施される

ものが主体である。 [胎土]:繊維を比較的多 く含むものが主体である。胎上の断面様相は、Aが

圧倒的に多い。

V群 1～ 2類 円筒下層 a～ b式

円筒下層 a式 と円筒下層 b式を分離できなかったものを一括する。両者の過渡期と思われるもの

(円筒下層 a2式 と円筒下層 bl式 と呼ばれる類)以外に筆者が判断できなかったものが含まれる。円

筒下層 a式 としたものより、頸部隆線の出現率が高い。

[出土地 。出土量]:C Ⅱ h25住居跡 1・ 2号、B Ⅱ t19土坑 3号、B Ⅱ x25土坑 1号、CⅢ b4土

坑 1号などが挙げられる。特定に起因する可能性もあるが、出土量は少量である。 [器種・器形]:

全て深鉢である。全体の形状が筒状で胴部中位付近にわずかに膨らみを持つものが多い。円筒下層 a

式としたものと比較して、全体の形状がやや細身で、器高が長くなる傾向がある。 [口縁形状]:平

縁が多く、小波状・波状口縁は少量含まれる。 [底部]:窺える資料は2点 (809・ 5330)で、平坦と

やや上げ底状を呈するものがある。木葉痕が 1点 (809)含 まれる。

V群 2類 円筒下層 b式

円筒下層 b式に相当するものを一括する。

[出土地・出土量]i C Ⅱ d24住居跡 2号、C Ⅱ h25住居跡 2号、BⅢ xl土坑 2号、BⅢ sl旧沢

跡 1号 (4b層 )な どがあげられる。少量で、円筒下層 a式 より少ない。 [器種・器形]:全て深鉢

である。筒状が主体で、口縁部はやや外反するものが多い。 [口縁形状・口唇部]:平縁が圧倒的に

多く、小波状・波状口縁が極少量含まれる。口唇部は、指頭圧痕文や刺突文が施文されるものが少量

みられる。 [文様・特徴]:口縁部に結節回転文、単節 (横回転・縦回転両方あり)、 結束羽状縄文、

側圧を施文するものを主体とする。口縁部文様帯は円筒下層 a式と比較してやや幅広となる。頸部に

横位隆線が貝占り付けられるものが大部分を占める。胴部はLR縦回転を主体に結束羽状縄文、単軸絡

条体などがみられる。文様を構成する要素は、円筒下層 a式と大きな違いは看取できなかった。 [底

部]:窺える資料は 1点 (2748)で 、平坦である。 [内面]:ミ ガキ調整が施されるものが主体であ

る。2448の 1点から、内面にLRを 施文するものが確認された。[胎土]:繊維を多く含むものが多い。

補足として、円筒下層 a式 としたものより繊維量が多く含まれる傾向にある。胎上の断面の様相はA

が圧倒的に多い。
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V群 3類 円筒下層 c式

円筒下層 c式に相当するものを一括する。出土量は小量である。主観的ではあるが、円筒下層 b

式とほぼ同じ量と思われる。 [出 土地・出土量]:B Ⅱ u25住居跡 1号、 C Ⅱ b23住居跡 4号、C

Ⅱ d24住居跡 2・ 4号、C Ⅱ h25住 居跡 2号、B Ⅱ u20土坑 4号、B Ⅱ x25土坑 5号、BⅢ vl土
坑 5号があげられる。後出と捉えられる円筒下層 d式 と比較した場合は、非常に少ない。 [器種・

器形]:全て深鉢である。底部から穏やかに外傾 して立ち上がるものが主体で、口縁部がわずかに

外反するものを基本とする。 [口縁形状]:平縁 (全体の約600/0)、 波状口縁、小波状口縁の順に多

い。 [文様・特徴]:口縁部に縄文原体の側面圧痕文 (以後側圧と略す)に より幾何学的な文様 を

構成するものが大半である。側圧に用いられる原体の種類は、LRが約400/O、 Rと Lがそれぞれ

250/0弱、LRL約 50/O、 その他 50/Oである。頸部は、横位隆線が貼 り付けられるものが全体の約半分

で、その他に側圧 (1～ 3段 まであり)、 刺突列、側圧後刺突列を施文するものがみられる。なお、

横位隆線は円筒下層 b式 と比較して薄い (低い)も のが付加される傾向にある。胴部は、結束羽状

縄文 (第 1種)に よる横回転や単軸絡条体第 lA類が主体的にみられ、多軸絡条体が極少量含まれ

る。 [底部]:窺える資料は 1点 (2755)で 、やや上げ底状である。 [内 面]:ミ ガキによる調整が

多い。 [胎土]:繊維が中～多量含むものが多 く、胎土の断面様相はAが圧倒的に多い。 [備考]:
所見的な内容となるが円筒下層 c式 と円筒下層 d式は文様だけでなく内面の調整具合などにも若干

の相違が見受けられる。ただ、出土遺構単位でみると、両者が混在 して出上している場合が多 く、

この現象を共伴 とするか混在とみるか難しい問題と考える。両者に時期の重複があるものなのか、

若しくは限りなく近時した関係なのか。併せて一形式の存続期間の長短にも起因する可能性が考え

られる。

V群 4類 大木 3式相当

大木 3式に相当するもの若しくは推定されるものを本類とした。沈線による鋸歯状文や円文などを

メルクマールとした。

[出土地 。出土量]:B Ⅱ t24住居跡 1号、C Ⅱ a23住居跡 4号、C Ⅱ d24住居跡 1・ 2号、CⅡ h

25住居跡 2号などが挙げられる。円筒下層 a式を出土する遺構に多い傾向であるが、全体的には中

期の遺構からも出土している状況にあり、共伴関係の言及は難しい。また、2229・ 2538・ 2540な ど

大木 3式 ?と したものや大木 3～ 4式 と幅を持たせて捉えた2269や 4869な どは、To_cuよ り確実に

上から出土している。出土量は少ない。岩手県内全般的にみても出土事例が希少な土器であること

から、今回の調査で出土した土器の中で、筆者の観察眼から大木 3式 と推定されたものは全て掲載

した (推定を含め約80点 )。 [器種・器形]:全て深鉢である。完形・略完形が無 く、全て破片資料

であることから全体の形状は窺い知れない。口縁部は外反気味の資料が多い。 [口縁形状・口唇

部]:平縁が圧倒的に多 く、小波状口縁が少量含まれる。口唇部は、施文としては、短沈線や円形

の刺突列がみられるものが少数ある。[文様・特徴]:口縁部が無文帯 (地 )に沈線による鋸歯状文、

山形状文を施文するものが主体である。この無文帯の幅は2～ 5cmが多い。また、竹管による円文

が少数みられる。胴部は単節の横回転が多く、付加条、組紐なども一定量みられる。頸部に横位隆

線が巡るものが、2482や 2533な ど極少量確認される。 [内面]:横ナデ若しくは横ミガキによる調整

が主体で、全般に丁重な調整が施される。 [胎土]:非常に良好な焼きのものが多く、繊維は微量含

むものが極少量あるものの、基本的には含まない。また、雲母や石英の混入が顕著なものがある。

土器の色調もやや白っぽいものやクリーム色的なものがみられる。胎上の断面様相はAと Clがほぼ
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同じ割合でみられる。

V群 5類 大木 4式 と推定されるもの

大木 4式 と推定されるものを一括 した。

[出土地・出土量]:B Ⅱ y24土坑 1号、BⅢ vl土坑 5号、 C Ⅱ d23土坑 1号などが挙げられる。

推定を含めて 8点で、極めて微量である。 [器種・器形]:全 て深鉢である。全体の形状を窺えるも

のはない。 [口縁形状]:平縁である。 [文様 ,特徴]:貼 り付け隆線による鋸歯状や幾何学的な文様

がみられる。また、4632は 内面に波状の貼 り付けがみられる。なお、組紐を施文するものが確認され

た (※ 若干古い時期の上器である可能性 も有する)。 [胎土]:胎土は胎土中～良と判断される良好な

ものが多ぃ。胎土中からは4928に繊維が少量含まれるが、基本的には含まれない。

V群 6類 大木 5式 と推定されるもの

大木 5式 と特定できる文様を持つものは少なく、ここでは推定されるものも含めて本類 とした。

[出土地・出土量]i C Ⅱ b23住居跡 4号、C Ⅱ h25住居跡 2号、B Ⅱ u20土坑 5号、B Ⅱ w23土坑 1

号が挙げられる。推定 を含め約35点 で、極めて少ない。 [器種・器形]:全 て深鉢である。2446・

2479。 3113な どは底部から口縁部にかけて外傾 して立ち上がる。対 して、5411・ 5422な どは底部か ら

胴部中位にかけて内湾気味 (やや九み帯びる)に立ち上が り、胴部中位付近から口縁部にかけて直立

気味 となる。 [口縁形状・口唇部]:平縁 と波状・小波状口縁の両者がある。台形状の突起が付 くも

のは、平縁・波状に関わらずみられる。突起の頂部には指頭圧痕文や刺突文が 3～ 4個施文される。

補足 として、同様の手法が、大木 2b式期 と推定 したものにみられる。 [文様・特徴]:2590や 3101

などにみられる細めの粘土紐貼 り付けによる幾何学文や、2523や 3083な ど口縁部に沈線による文様が

描かれるものを特徴 とする。地文は、単軸絡条体第 lA類や単軸絡条体第 5類が主体的にみられ、そ

れらが器面全体に施文されるものもある。 [底部]:窺 える資料は 2点 (2479。 3673)で 、何れも平

坦である。3673は ナデが施される。 [内面]:ナ デ調整が主体で、粗いケズリが施されるものが少量

みられる。 [胎土]:砂 粒の混入が顕著である。繊維は微量～少量含まれるものが少数あるものの、

基本的に含まれない。胎上の断面様相は、A、 Clを 中心にB、 C2、 Eが少量みられる。

(7)Ⅵ群土器  縄 文時代前期末葉～ 中期初頭

今回の調査成果として、本遺跡の前期末葉～中期初頭は圧倒的に円筒式上器優勢の状況が明らかと

なり、大木式は極客体的状況を示す。特に大木 6式は少ない。出土状況の概略を述べると、前期末葉

の円筒下層 d式に対して、中期初頭の円筒上層 a式や大木 7a式が共伴して出土した場合が顕者にみ

られた。また、前期末葉円筒下層 d式期 (特 にdl式期)と 推定される竪穴住居跡は数多くみられる

が、中期初頭円筒上層 a式期と断定できる竪穴住居跡は少ない現状が看取された。このことは、捉え

方次第では各土器型式の製作期間が、微妙に重複する可能性を窺わせる。この現象を鑑みて、本稿で

は前期末葉～中期初頭の土器群をⅥ群として時期幅を広げた群分けを採用 した。つまり、本稿では前

期末葉と中期初頭の分離に関しては、積極的には行っていない。ただし、各遺構の時期推定には便宜

的に、①円筒下層 d式若しくは大木 6式のみ出上した遺構には「前期末葉」を、②円筒上層 a式若 し

くは大木 7a式のみが出上した遺構には「中期初頭」を、①と②両者が出上した遺構には「前期末葉

～中期初頭」を合せて明記した。
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Ⅵ群 1類 円筒下層 d式

円筒下層 d式に相当するものを本類とした。今回の調査では中期中葉大木8a式に次いで多い。円

筒下層 dl式 に比定されるものをⅥ群 1類 a種に、円筒下層 d2式に比定されるものをⅥ群 1類 b種

に、円筒下層 d2式 と円筒上層 a式の過渡期若しくは区分が困難なものをⅥ群 2類 とした。

Ⅵ群 1類 a 円筒下層 dl式

[出土地・出土量]:B Ⅱ t25住居跡 3号、C Ⅱ d24住 1・ 2号、C Ⅱ h25住 2号、B Ⅱ u22土坑 1

号、B Ⅱ v25土坑 4号、B Ⅱ w25土坑 1号、CⅢ b3土坑 1号、BⅢ tl埋設土器などが挙げられ

る。出土量は非常に多い。 [器種・器形]:浅鉢 1点 (1019)を 除き、全て深鉢である。また、879

の異形土器と2995の器台は、円筒下層 d式期の可能性がある。底部から口縁部にかけて外傾 して立

ち上がる深鉢で、完全な筒形は無い。また、口径■底径が1.6前後の数値を示すものが多い。 [口縁形

状・口唇部]:平縁が全体の800/O以上で、小波状口縁・微波状口縁が180/0前 後、波状口縁が約4%
である。小波状口縁や波状口縁は4単位でみられる。口唇部は、原体側圧や回転 (LR主体 )、 単軸

絡条体側圧、刺突文などがみられる。断面形は丸気味のものが多い。 [文様・特徴]:口縁部にLR

やRに よる側圧を主体に、多軸絡条体圧痕文、複節の原体による側圧などが少量含まれる。口縁部

文様帯の幅は2～ 3cmが多い。顎部文様帯を持つものの中で、横位隆線が巡るものが全体の75%で、

その他に竹管による刺突列が全周するものや原体の側圧が施されるものがみられる。横位隆線は、

隆線上に刺突文や原体の側圧が施される。なお、顕部になんらかの区画帯 (文様帯)を持たないも

の (頚部を認識できないもの)も 相当数含まれる。胴部への地文は、結束羽状縄文が約450/O、 単軸

絡条体第 lA類が300/O、 単軸絡条体第 1類が約140/Oである。[底部]:窺える資料は25点 ある。全て

平坦で、ミガキが施されるものが多い。網代痕や木葉痕を確認できるものはない。 [内面]:口縁部

の内面付近が横 ミガキ、胴部の内面に縦ミガキが施されるものが多く、その調整は非常に丁重であ

る。この丁重な内面調整の具合は、今回の調査で出土した前期～中期の土器群の中でも飛び抜けて

おり、一つの特徴として捉えられる。 [胎土]:非常に良好な焼きのものが多い。胎土中への繊維の

混入量は多いものが主体で、併せて肉眼観察でも容易に把握できる資料が多い。補足として、大木

2a式などにみられる繊維とは異なる素材が用いられている可能性がある。胎土の断面様相はAが

87%以上を占める。

Ⅵ群 1類 b 円筒下層d2式

[出土地 。出土量]:B Ⅱ t25住居跡 3号、B Ⅱ v24住居跡 3号、C Ⅱ h25住居跡 2号、B Ⅱ s21土

坑 3号、B Ⅱ t25土坑 1号、B Ⅱ u24土坑 3号、B Ⅱ v25土坑 2号、B Ⅱ x24土坑 1号などがあげら

れる。出土量は、円筒下層 dl式と比較して半分以下である。[器種・器形]:全て深鉢である。円筒

下層 dl式 と比較して、口縁部の外反が強くなる傾向がある。 [日縁形状・口唇部]:平縁 と波状 。

小波状口縁の割合がほぼ同じにある。波状口縁のものは、波頂部が二股状を呈するものが出現する。

口唇部は、縄文原体や単軸絡条体による側圧などがみられる。 [支様・特徴]:口縁部に縄文原体に

よる側圧 (LR、 R、 L、 LRLの順に多い)が施されることでは円筒下層 dl式 と同様の属性である

が、口縁部文様帯の幅が広がることと、波頂下に縦方向の側圧が施されるものが特徴として指摘でき

る。顕部は円筒下層 dl式と同様の傾向で捉えられる。胴部の地文は、単節斜行縄文、結束羽状縄文、

単軸絡条体第 lA類の順に多く、縦位の綾繰文も一定量みられる。 [底部]:窺える資料は 3点であ

る (2754。 4078・ 4795)。 全て平坦で、ミガキが施される。網代痕や木葉痕を確認できるものはない。
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[内面]:横 ミガキによる調整が主体的である。 [胎土]:繊維が含まれる。胎上の断面様相は△が半

分程で、次いで Cl、 C2の順に多い。

Ⅵ群 2頬 円筒下層 d2式～円筒上層 a式

円筒下層 d2式 と円筒上層 a式の過渡期 と推定される資料を本類 とした。ただ、筆者が両型式の区

分をできなかっただけの資料かもしれない。ここでは詳細は割愛する。4074や4617な どを代表的なも

のとして挙げておきたい。

Ⅵ群 3類 円筒上層 a式相当

円筒上層 a式に相当するもの若 しくはそれに推定されるものを合せて本類 とした。

[出 土地・出土量]:B Ⅱ t25住居跡 3号、 B Ⅱ v24住居跡 1号、 BⅢ y3住居跡 1号、 C Ⅱ d25

住居跡 1号、 CⅢ cl住居跡 1号、 CⅢ e2住居跡 1・ 2号、B Ⅱ u21土 坑 4号、B Ⅱ u25土坑 1

号、B Ⅱ x24土坑 1号、BⅢ ul土坑 3号、B Ⅱ t25埋設土器 2号などが挙げられる。竪穴住居跡

資料は、遺構の帰属時期 と相違する資料がほとんどで、共伴関係 を窺 う上では土坑資料に依存する

状況にある。前後型式である円筒下層 d式や円筒上層 b式 と比較 して少ないものの、一定量の出土

がある。 [器種 ・器形]:浅 鉢 1点 (1251)を 除き、全て深鉢である。円筒下層 d2式 と比較 して、

頸部付近がやや窄まり気味のものがみられる (4205。 4987な ど)。 [口縁形状・口唇部]:波 状口縁

の割合が約50%、 次いで平縁が約400/O、 小波状口縁が約10%で ある。何 らかの種類の突起が付 く割

合が約15%(2単位若 しくは 4単位)で、折 り返 しの手法 (以後折 り返 し口縁 と呼ぶ)が全体で約

10%み られる。口唇部は、縄文原体による圧痕文が施文されるものが約 10°/o、 刻 目が約 30/Oみ られ

る。 [文様・特徴]:口 縁部は縄文原体による側圧 と貼 り付け隆線が主体的にみられる。胴部の地

文は、単節の横回転が75%以上を占める。特にLR横回転が多 く、LRに結節を付加させた綾繰文の

割合 も増加する。また、LR横 回転後に縦位に綾繰文を施文するものもある。その他 として、複節や

羽状縄文 (全て非結束)が約 10°/oみ られる。 [底 部]:窺 える資料 は 3点 である (4111・ 4383・

4678)。 全て平坦で、 ミガキが施される。網代痕や木葉痕を確認できるものはない。 [内 面]:ミ ガ

キによる調整が圧倒的に多い。 [胎 土]:繊 維の混入が確認できるものが約430/0で、円筒下層 d式

と比較 して減少傾向にある。胎上の断面様本日はAが約70%、 Cとが 170/O、 Bが 60/0、 D・ Eが とも

に約 20/Oで ある。 [特記事項]:179'1202・ 2104。 2907・ 2928・ 2935は 円筒上層 b式 との過渡期 と

考えられる。

Ⅵ群 4類 大木 6式

大木 6式に相当するもの若しくは推定されるものを合せて本類 とした。

[出土地・出土量]:C Ⅱ d24住居跡 1号、 C Ⅱ h25住居跡 2号 などがあげられる。極少量で、全て

破片資料 (推定を含め20片 前後)で、1104、 2709、 3000、 5347な どが代表的なものとして挙げられる。

補足 として、大木 7a式との過渡期と推定されるもの (区分上難 しいもの)は次のⅥ群 5類に含めた

が、それを含めても非常に少ない。 [器種・器形]:深 鉢の他に台付深鉢 と推定されるものが含まれ

る。完形・略完形土器が無 く、全て破片資料であることから、全体の器形を窺い知れない。口縁部は

外反するものがほとんどである。 [口縁形状・口唇部]:平 縁 と波状口縁の割合が均等気味 にある。

また、折 り返 し口縁を呈するものが150/O程確認できる。口唇部は、平坦気味で刺突や原体などの施文

は確認できない。 [文様・特徴]:沈線文様や貼 り付け文がみられるが、全体的な傾向は掴み難い。
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[内面]:横 ミガキによる調整が主体を占める。 [胎土]:繊維の混入が認められるものが約400/0で あ

る。胎上の断面様相はAが主体を占める。

Ⅵ群 5類 大木 6～ 7a式

出土量は極少量である。891・ 1931,3280。 3620・ 3662・ 4409な どが挙げられる。

[出土地・出土量]:B Ⅱ w25土坑 1号が挙げられる。このB Ⅱ w25土坑 1号からは、円筒下層 dl

式が共伴する。出土量は極少量にある。 [器種・器形]:深鉢 と台付深鉢がみられる。4409の 完形か

ら胴部が大 きく膨 らみ底部が台状を呈する球胴形深鉢がみられる。 [口縁形状・口唇部]:波状口縁

若 しくは微波状口縁がある。 [支様・特徴]:口 縁部に刺突文、縄文原体による側圧、貼 り付け文な

どがみられる。胴部は単節の横回転若 しくは斜回転がみられる。 [底部]:窺 える資料は、台付深鉢

の 1点である (4409)。 平坦で、ケズリが施される。 [内面]:調整はミガキとナデがみられる。 [胎

土]:繊維が微量～少量含まれるものと含まれないものがみられる。

Ⅵ群 6類 大木 7a式

大木 7a式に相当するもの若 しくは推定されるものを合せて本類とした。

[出土地・出土量]:BⅢ u2住居跡 1号、 C Ⅱ d25住居跡 1号、 CⅢ a2住居跡 1号、 CⅢ g2住

居跡 1号、BⅢ u2土坑 3号、BⅢ sl埋設土器 1号などがあげられる。推定を含めると一定量の出

土がある。補足 として、並行関係が想定 される円筒上層 a式 との出土割合 としては劣勢にある。 [器

種・器形]:深鉢以外の器種 としては、浅鉢 ?1点 (2334)を 確認 した。また、本来台付深鉢と推定

される資料がみられる。2942・ 2943・ 4989な ど底部から穏やかに外傾 して立ち上がるものと、4423な

ど胴部がやや膨 らみを持ち口縁部が外反するもの、2908な どの球胴形を呈するものがみられる。 [口

縁形状・口唇部]:平縁が多 く、次いで波状口縁が少数ある。折 り返 し口縁の割合はやや高 くなる。

口唇部は、やや先鋭気味の割合が高 くなる。 [文様 。特徴]:口縁部文様帯に貼 り付け隆線によるモ

チーフが顕著で、縄文原体を施文後に沈線文が施されるものもある。また、羽状縄文は口縁部・胴郡

両者に少量みられる。胴部は単節の横回転や斜回転が主体で、併せて縦位の綾繰文が主体的にみられ

る。 [底部]窺える資料は 2点である (2943・ 4423)。 全て平坦で、ミガキが施される。網代痕や木葉

痕を確認できるものはない。 [内面]:ミ ガキによる調整が主体を占める。 [胎土]:繊 維の混入が確

認されるものが30%弱みられる。また、砂粒や粗礫を多 く含むものが多い。胎上の断面様相はAが約

60%強、Clが30%強である。

Ⅵ群 7類 異系統 (北 陸系など)

文様の施文などの要素において、円筒式・大木式とは異系統と考えられる土器を一括する。朝 日下

層に類似するものをⅥ群 7類 a種に、新保 。新崎式に類似するものをⅥ群 7類 b種 とした。

Ⅵ群 7類 a種 :朝 日下層式

[出土地・出土量]:B Ⅱ t25住居跡 3号、B Ⅱ v24住居跡 1号、B Ⅱ s25土坑 1号、B Ⅱ v24土坑

2号、B Ⅱ y22土坑 5号、B□ u2土坑 1号である。力持Ⅵ期の遺構を主体に力持Ⅶ・Llll期 から出土

している。後者は流れ込みの可能性が高い。出土数は、推定を含め 7点である (890。 1304・ 1312・

4048'4308'4626・ 4700)。 [器種・器形]:全 て深鉢である。完形・略完形土器が無 く、全て破片資

料であることから、全体の器形を窺い知れない。胴部から口縁部にかけて直立気味のものが主体で、

やや外傾気味のものが 1点みられる。 [口縁形状・口唇部]:全 て平縁である。口唇部は、やや丸気
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味である。

[文様・特徴]:口縁端部に三角印刻文、多重沈線 (若 しくは集合沈線)な どによるモチーフが描か

れる。頸部は横位貼 り付け隆線がみられ、隆線の上には短沈線や刻目が施文される。また、この隆線

の断面形が三角形状を呈することで他にはみられない特徴が看取できる。胴部は単軸絡条体第 lA類

が施文 される。 [内面]:横 ミガキが主体 を占める。 [胎土]:繊 維を含むものが 7点 中 2点である。

また、全般に砂粒を少～中量含む。所見的になるが、並行関係が推定される円筒下層 d式 と比較 した

場合、胎土中に混入される繊維の様相や繊維の量、砂粒の様相、土器の色調などの点で、相違するよ

うに思われた。胎上の断面様相はAと Clが主体である。

Ⅵ群 7類 b種 :新保 。新崎式

新保式や新崎式の影響が窺える土器を本類 とした。なお、新保式は中期初頭、新崎式は中期前葉 と

されている土器型式であるが、両者を区分する属性は本遺跡出土資料からは見出せなかったことから、

本類として一括 した。

[出土地・出土量]:B Ⅱ u24住居跡 2号、B Ⅱ v24住居跡 1号、CⅡ a2住居跡 1号、 B Ⅱ t25土

坑 1号である。力持Ⅶ期の遺構が主体であ り、 したがつて遺構単位でみればⅦ群土器 と共伴関係 を

持つものが主体である。出土数は推定を含め 5点 である (1044・ 1308'3305・ 4084・ 4087)。 [器

種・器形]:全 て深鉢である。完形・略完形土器が無 く、全て破片資料であることから、全体の器

形を窺い知れない。口縁部は外反する傾向で捉えられる。 [口縁形状・口唇部]:口 縁部が残存する

5点中 4点が平縁で、波状口縁が 1点含まれる。口唇部は、九気味を呈する。 [文様・特徴]:貼 り

付け隆線、短沈線などが主体である。頸部は横位貼 り付け隆線 1点 と短沈線 (集合沈線)が数セン

チの間隔を置いて施文されるものがある。 [内面]:調 整はミガキとナデがみられる。 [胎土]:繊

維を含むものが 1点である。胎上の断面様相は、Aと Clが主体である。 [備考]:円 筒・大木式 と

の共伴関係 は、断定できる状況にないが、円筒上層 b・ c式を多 く出上 した遺構か ら出土する傾向

を指摘で きる。また、本遺跡で出土 しているものは、共伴 した円筒式や大木式 と胎土の様相からは

相違点を見出せなかったことから、他地域から搬入されたものではなく、在地で模倣 して製作 され

た可能性が考えられる。

(8)Ⅶ 群 土 器  縄 文 時代 中期 前 葉

中期前葉の上器群を本群 とした。該期は、依然円筒式土器が主体にあるが、大木式 との主客性が最

も措抗する。

Ⅶ群 1類 円筒上層 b式

円筒上層 b式に相当する土器群を本類 とした。円筒上層 a式 との区分としては、口縁部 と胴部を区

分する横位隆線が 2条付加 (以後本稿では二重隆線と呼ぶ)さ れるものを基本的に円筒上層 b式 と捉

えた。また、円筒上層 c式 とは三日月状の刺突文が、原体圧痕文によるものか棒状の工具によるもの

かの有無で区分 した。ただし、本遺跡の出土状況をみると、円筒上層 b式 と円筒上層 c式は両者が混

在 して出土 してお り、層位的な新旧関係は明確ではない。また、器形や口縁部文様帯の幅などについ

ても類似性が高い。

[出土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、 B Ⅱ u24住居跡 2号、B Ⅱ v24住居跡 1号、 BⅢ xl住

居跡 1号、 C Ⅱ c23住居跡 2号、C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ a2住居跡 1号、 CⅢ el住居跡 1号、
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CⅢ e2住居跡 1・ 2号、B Ⅱ s21土坑 1号などが挙げられる。多量に出上しており今回の調査では

大木 8a式、円筒下層 d式、円筒上層 c式に次いで多い。 [器種 。器形]:全て深鉢である。底部か

ら顎部まで穏やかに外傾若しくはやや膨らみを持って立ち上がり、頸部から口縁部にかけて外反する

するものが基本形である。補足として、円筒上層 c式 とは大きな相違点は看取できない。 [口縁形

状]:波状口縁約550/0、 平縁約350/O、 小波状口縁約 80/Oである。突起が付加されるものは約30%で、

4単位の台形状を基本とし、突起の両端が尖る (ウ サギの耳状に突出する弁状突起)も のもある。ま

た、折返し口縁の割合は約30%である。 [口唇部]:先鋭気味に尖るものが多い。 [文様・特徴]:口

縁端部に縄文原体の狽1圧や貼 り付け隆線による波状文などが特徴的にみられる。また、波頂下に透か

しがみられるものもある。口縁部文様帯は、幅 5～ 10cmで貼 り付け隆線と三日月状の原体圧痕文が

特徴的にみられる。また、貼 り付け隆線上にはLを 主体とした側圧が施される。顎部は横位二重隆線

を基本とする。隆線上には縄文原体による側圧 (Lが多い)が施される。胴部の地文は単節による縦

回転若しくは横回転の他に、結束の羽状縄文が顕著にみられその出現率は約180/0で ある。 [底部]:
窺える資料は4点である (1227'1278・ 2936・ 3644)。 全て平坦で、ミガキが施されるものもある。

網代痕や木葉痕を確認できるものはない。 [内面]:ミ ガキ調整を主体とする。 [胎土]:繊維を確認

できるものが約480/Oあ る。全般に極少量である。胎土の焼成具合は良好なものが多い。胎上の断面様

相は、Aが49%、 Clが290/O、 Bが 9%、 C2が 80/O、 Dが 3%の
'I頁

で多い。

Ⅶ群 2類 円筒上層 c式

円筒上層 c式に相当するものを一括する。

[出土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、B Ⅱ v24住居跡 1号、B Ⅱ x21住居跡 1号、BⅢ xl住

居跡 1号、C Ⅱ b23住居跡 2号、C Ⅱ c23住 居跡 2号、C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ a2住居跡 1・

4号、CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ el住居跡 1号、CⅢ e2住居跡 1・ 2号、B Ⅱ r23土坑 2号、

B I s21土坑 1号などが挙げられる。今回の調査では大木 8a式、円筒下層 d式、に次いで多い。

[器種・器形]:1004の鉢を除き、全て深鉢である。補足として、1295の 口縁部片は人面付深鉢と判

断される。器形は、円筒上層 b式 との明らかな違いは看取できない。 [口縁形状・口唇部]:波状口

縁約59%、 平縁約40%である。突起が付 くものは約300/oで 、台形状のものが 4単位で付加される。

円筒上層 b式 と同様に台形状の突起の両端が尖るものがある。折返し口縁の害J合は約22%である。

口唇部は、先鋭気味に尖るものが多い。 [文様・特徴]:口縁部は円筒上層 b式のメルクマールとし

た三日月状の原体圧痕文に変わり刺突文が施文される以外大きな違いを看取できない。胴部はLR横

回転を主体に両端に結束を持つものがみられる。羽状縄文の出現率は約10°/oで、円筒上層 b式 より

幾分減少傾向で捉えられる。 [底部]:窺える資料は推定を含めて13点ある。平坦を主体にやや上げ

底状のものが少数ある。ミガキが主体的に施される。1212よ リー部に網代痕を残す (ミ ガキが行き

届かなかったものか?)資料を確認した。木葉痕を確認できるものはない。 [内面]:口縁内面付近

が横 ミガキ、胴部は縦ミガキによる調整が多い。 [胎土]:繊維を確認できるものが約130/oと 減少傾

向にある。全般に極少量である。胎土の断面様相は、Aが53%、 Clが 290/0、 Bが 8%、 C2が 6%
の順で多い。

Ⅶ群 3類 大木 7b式

大木 7b式に相当するものを一括 した。

[出土地・出土量]:BⅡ  jll住居跡 1号、B Ⅱ u24住居跡 1・ 2号、B Ⅱ v24住居跡 1号、BⅢ x
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2住居跡 1号、C Ⅱ b23住居跡 1・ 2号、 C Ⅱ c23住居跡 2号、CⅢ a2住居跡 1。 2号、CⅢ c3

住居跡 1号、 CⅢ el住居跡 1号、CⅢ e2住居跡 1・ 2・ 4号、BⅡ 区北部捨て場などが挙げられ

る。今回の調査では大木 8a式、円筒下層 d式、円筒上層 c式、円筒上層 b式に次いで多い。 [器

種・器形]:深鉢95°/o、 浅鉢 40/0、 鉢 1%である。鉢の中には壺に近い形態を示す ものが 1点 (1193)

ある。深鉢は、底部から外傾気味に立ち上が り、顕部から口縁部にかけて外傾若 しくは内湾気味に立

ち上がる。 [口縁形状・口唇部]:平 縁59%、 波状口縁 (小波状・大波状 としたものを含む)41%で

ある。その中で突起を含むものが約250/oである。波状口縁や突起は4単位で、台形状の突起が主体で

ある。円筒上層 b・ c式にみられた突起両端が尖るものも一定量含まれる。折返 し口縁を呈するもの

は約 11°/oである (明瞭に把握できるもの)。 口唇部は、内削 ぎ状や九み気味のものが主体的にみられ

る。 [文様・特徴]:単節 (LR若 しくはLRに結束を伴 うものが多い)の横回転を施文後に貼 り付け

隆線、沈線、縄文原体による側圧が施文されるものを主体 とする。貼 り付け隆線の断面形は、三角形

状を呈するものが特徴的にみられる。胴部は、横位に貼 り付け隆線、縄文原体による側圧、刺突列、

平行沈線などがみられる。胴部の地文は、LRの横回転、縦回転が主体で、結節 を施すものも一定量

みられる。 [底部]:窺 える資料は 5点ある (1071・ 1264・ 3700'3753・ 5210)。 全て平坦で、網代痕

が 2点 (3700・ 5210)確認された。 [内面]:ミ ガキを主体 とする。 [胎土]:繊 維の混入を認められ

るものが、微量 (本類全体では約 70/0)基本的には入 らない。胎上の断面様相はAが60%、 Clが

23%、 C2が 110/Oの順に多い。 [備考]:古 段階の資料 として、186・ 855'984・ 1028・ 1046。 1160・

1236・  1242・ 1321 ・1322・  1324。 1818'2337・ 2403・ 2948。 3600。 3613・ 3700'3757・ 3759。 3781 ・

3809。 3840・ 4043・ 5126・ 5137・ 5183・ 5192・ 5212・ 5230・ 5236・ 5317・ 5弼 3・ 5441を、新段階の資

十1と して、 381・ 441・ 1179。 1201・ 1264・ 2094・ 2428・ 2619。 3132。 3170・ 3564・ 3753・ 5112・

5122・ 5150・ 5210を 挙げておきたい。

(9)Ⅶ ～Ⅷ群土器 縄 文時代 中期前～ 中葉

Ⅶ～Ⅷ群 大木 7b～ 8a式

大木 7b式から大木8a式への過渡期と推定される土器群を一括した。補足として、本群としたも

の大半は、大木 7b式の新段階と大木 8a式の古段階と推定されるものを分離できなかったものとも

言え、筆者の見識不足にも関わり設定した。総じて型式判断に苦慮したものである。

[出土地・出土量]:B Ⅱ v24住居跡 1号、BⅢ x2住居跡 1・ 2号、C Ⅱ d25住居跡 1号、CⅢ a

2住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ e2住居跡 2号などが挙げられる。出土量は一定量あり、

掲載土器の中では66点が該当する。ただし、型式の特定にも関係するので明確に断定きでない。 [器

種・器形]:深鉢91°/o、 浅鉢 50/O、 鉢 4%である。本類に含めた中に、1987の特異な形態の鉢がみ

られる。全体の器形が窺えるものとしてB Ⅱ v24住居跡 l号出土の1243・ 1274・ 1327、 2060を 挙げ

ておきたい。1243は 、1248の 円筒上層 c式に類似する器形を呈する。また、1327は キヤリパー形の

深鉢で、より大木 8a式 に近い段階と判断される。 [口縁形状・口唇部]:平縁が63%、 波状口縁

37°/c(小波状口縁を含む)である。口唇部は、九気味のものが多い。 [文様・特徴]:口縁部 t手 縄文

原体による側圧、貼 り付け隆線、沈線、刺突などにより文様が構成する。頸部は沈線による波状文

意匠が数点みられる。 [底部]:資料は22点 ある。平坦を主体にやや上げ底状を呈するものがみられ

る。網代痕が 7点、木葉痕が 6点確認された。それらのほとんどが、網代痕や木葉痕をミガキ消す

行為が窺える。また、60か らは木葉痕を網代痕が裁 り、その後ミガキが施されている状況を看取で

きる。
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[内面]:調整は、ミガキを主体にナデが一定量みられる。 [胎土]:砂粒を少量含むものが多 く、繊

維の混入が確認できるのは66点 中 2点である。胎上の断面様相は、Aが58%、 Clが26%、 Bが 8%、

C2が 60/Oの 順に多い。

(10)Ⅷ群 土 器  縄 文 時代 中期 中葉 前 半

本遺跡で最も出土量の多いのが中期中葉の土器である。竪穴住居跡を中心に良好資料が多い。なお、

大木 8a式に含めた中に、地文施文後に弧状文が描かれる土器群がB Ⅱ dll住居跡 1号出土などに一

定量みられる。円筒上層 e式の新 しい段階なのか若 しくは円筒上層 e式の影響や伝統性を持った大木

8a式の新 しい段階とも考えられる。これらの上器群は、鈴木克彦氏が大木系土器として中の平 1式

としたものに類似する。

Ⅷ群 1類 円筒上層 d式

円筒上層 d式に相当するものを一括する。出土量は非常に少ないことから、認知できたものは、そ

のほとんどを掲載 した (掲載 した土器中、本類は推定を含め41点である)。 並行 (併行)関係が想定

される大木 8a式 と比較 した場合、その出土割合は 9対 1以下で圧倒的に大木 8a式が多い。便宜上、

円筒上層 dl式 に比定できる 6点 をⅧ群 1類 a種に、円筒上層 d2式に比定できる10点 をⅧ群 1類 b種

に区分 した。また、円筒上層 b・ c式 と区分できなかったもの (曖昧なものを含む)と して、366・

2095・ 2101・ 2650'2651・ 2660。 2661・ 3212・ 3533・ 3587を挙げてお く。

Ⅷ群 1類 a種 円筒上層 dl式

[出土地・出土量]:BⅡ d■住居跡 1号、BⅡ f13住居跡 1号、 C Ⅱ b23住居跡 1号、C Ⅱ h25住

居跡 2号、CⅢ a2住居跡 1号である。極少量である。今回掲載 した土器の中では、76。 161・ 275・

2382・ 3120・ 3177の 6点が該当する。 [器種・器形]:全 て深鉢である。日縁部が外反するものが主

体 となる。その中で、3177はキヤリパー状を呈する。 [口縁形状]:波 状口縁 (山形状口縁含む)が
約70%、 平縁が約300/0である。3120は 山形状口縁を呈する。161は台形状の突起を持つ。2382は折返

し口縁を呈する。 [文様・特徴]:口縁部は縄文原体の横回転を施文後に貼 り付け隆線による幾何学

的な文様がみられる。胴部は口縁部 と同様の原体により同じく横回転が施文される。例外 として161

は縦回転である。 [内面]:調 整はミガキ、ナデが用いられる。 [胎土]:3177に繊維の混入が認めら

れるが、他の 5点には含まれない。胎上の断面様相は、Aが500/o(3点 )、 B・ DoEが 16%(各 1

点)である。

Ⅷ群 1類 b種 円筒上層 d2式

[出 土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、 CⅢ al住居跡 1号、 C□ a2住居跡 1号などである。

極少量である。今回掲載 した土器の中では、101,112・ 1546,1803・ 3138・ 3155,3220,3847・ 5223

などが該当する。 [器種・器形]:全 て深鉢である。101・ 3220・ 5223な ど、底部から胴部まで穏やか

な外傾気味に立ち上が り、胴部中位付近でわずかに膨 らみを持ち、口縁部が直立か若 しくはやや外反

する器形がみられる。 [口縁形状]:波状口縁が約70%、 平縁が約300/0で ある。突起は1803な どにみ

られる方形基調で突起両端が突出するものがみられる。 [口唇部]:や や先鋭気味のものが多い傾向

で捉えられる。 [支様・特徴]:口 縁端部に縄文の側圧、斜位の短沈線、貼 り付け隆線による波状文

などがみられる。口縁都文様は、地文を施文後、縦位の貼 り付け隆線を基点に沈線文が充填される。

この縦位の貼 り付け隆線上には、刺突文や指頭圧痕文がみられる。地文は単節の斜行縄文を主体 とす

るが、複節が少量含まれる。 [内面]:調 整は、横 ミガキを主体に縦 ミガキもみられる。 [胎土]:
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5223に 繊維の混入が認められるが、他には含 まれない。胎上の断面様相は、Aが60%、 C2が20%、

B・ Clが 100/oで ある。

Ⅷ群 2類 円筒上層 e式

円筒上層 e式に相当する土器を一括する。

[出土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、BⅡ f13住居跡 1号、B Ⅱ y22住居跡 2・ 3号、BШ v

2住居跡 1号、BⅢ y4住居跡 1号、 C Ⅱ b23住居跡 1号、C Ⅱ c23住居跡 2号、CⅢ a2住居跡 1

号、CⅢ a4住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ c3住居跡 1号が挙げられる。一定量みられる。

並行 (併行)関係が想定される大木 8a式 と比較 した場合、その出土割合は 8対 1～ 9対 1程で大木

8a式が圧倒的に多い。ただし、円筒上層 d式 と比較した場合は、所見的であるが円筒上層 e式が多

い (円筒上層 d式 より3倍程の出土量がある)。 [器種・器形]:全 て深鉢である。165・ 168な ど、底

部から外傾気味に立ち上が り、口縁部が外反するものを基本形 とする。 [口縁形状]:波状口縁69°/o、

平縁22%である。波状口縁の頂部や突起の形態は山形状を呈するものが主体を占め、前時期に多 くみ

られた台形状は明らかに減少傾向で捉えられる。また、3268・ 3590。 3595'3634な どにみられる台形

状突起は、円筒上層 b式・円筒上層 c式・大木 7b式などのものと比較 して、突起の高さが低 くなる。

[口唇部]:刻 目や縄文原体による側圧が一定量みられる。 [支様・特徴]:口縁端部に斜位に短沈線

若 しくは原体の側圧を施文するものが顕著にみられる。また、大木 8a式 に顕著な粘土紐を回唇～口

縁端部に充填 し、渦巻 き文を施文するものが一定量みられる (新 しい段階と推定される)。 口縁部文

様は、地文に沈線による胸骨文を基調 とする。この胸骨文は、波頂下に4単位で施文されるものが多

く、縦方向に沈線が引かれるものと、そうでないものがある。後者が新 しい段階と推定される。なお、

沈線は複数から構成される (※ 本稿では多重沈線 と呼ぶ)も のも一定量ある。地文は、LRを 主体に、

RL、 LRL、 RLRの順に多 く、回転方向は縦回転が700/O以 上を占める。 [底部]:底部を窺える資料は

5′点である。全て平坦で、 ミガキが施される。網代痕や木葉痕を確認で きるものはない。 [内面]:

内面の調整は、ミガキを主体に、ナデが一定量 (約20%強 )み られる。 [胎土]:良好な焼成状況の

ものが多 く、また繊維の混入は確認できない。胎上の断面様相は、Aが約700/O、 Clが20%弱 、Bが

10%弱の順に多い。 [備考]:大 木式 との共伴関係をみると、大木 8a式を中心に、大木 8a～ 8b

式や大木 8b式が出土 した遺構にみられる。3168'3117・ 3268な ど方形の突起を持つものが古い段階

で、1691・ 2113・ 3163・ 3427な ど全体の器形が幾分丸み帯て縦の沈線が入 らず渦巻き文を持ち始める

ものが新 しい段階と推定される。

Ⅷ群 3類 大木 8a式

大木 8a式 に相当するものを一括する。完形や略完形が多 く、全体の形状を推定できる資料が豊富

である。また、文様構成 も多種多彩である。今回は形態や文様などの詳細な分析を行えなかったので、

傾向や特記事項を記述するに留める。

[出土地 。出土量]IBⅡ d■住居跡 1号、BⅡ f13住居跡 1号、B Ⅱ u24住居跡 1号、B Ⅱ y21住

居跡 2号、B Ⅱ y22住居跡 2号、 BⅢ t2住居跡 1号、BⅢ v2住居跡 1・ 2・ 3号、 BⅢ w3住

居跡 1号、BⅢ xl住居跡 1号、BⅢ x2住居跡 1・ 2号、C Ⅱ a25住居跡 2号、 C Ⅱ b23住居跡

1号、 C Ⅱ c23住居跡 2号、 CⅢ a2住居跡 1号、 CШ a4住居跡 1号、 CⅢ cl住居跡 1号、C

Ⅲc3住居跡 1号、 BⅡ 区北部捨て場などが挙げられる。今回の調査で出土 した土器の中では最 も

多い。 [器種・器形]:深鉢約95%、 浅鉢約 5%、 鉢 と重が各0.3%である。なお、中期中葉 と推定さ
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れる中に、器台 2点 (238・ 5454)があ り、その内の 1点 (238)イよ大木 8a式に伴う可能性が高い。

上記のとお り全体の形状 を推定できる資料が多い。キャリパー形 を呈するものと底部から胴部中位

付近まで外傾気味に立ち上が り、胴部中位から口縁部下半にかけてやや窄まった後に外反する深鉢

を基本形とする。 [口縁形状・口唇部]:平縁が約52%、 波状口縁 (小波状口縁・微波状口縁・山形

口縁含む)約48%である。波状口縁は、 4単位 を主体 とする。口縁部が月巴厚するものも一定量みら

れる。口唇部は、角状、九、先鋭の順で多い。刻 目や指頭圧痕文 を施文するものが少数ある。 [文

様・特徴]:口 縁部に地文を施文後に、沈線や貼 り付け隆線により文様がモチーフされるものが基

本形である。その際の口縁部に施文される地文の回転方向は、横回転が約70%、 縦回転が約26%で

ある。その他に口縁部に一定幅の無文帯を持つものが約 40/Oあ る。また、原体の側面圧痕文が充填

されるものが全体で 50/O前後ある。頸部に文様帯を持つものは約30%み られる。それらは、横位の

貼 り付け隆線や平行沈線、沈線による波状文などがみられ、無文帯を持つものが約150/Oあ る。胴部

は、地文のみのものと地文を施文後に沈線若 しくは貼 り付け隆線による文様がモチーフされるもの

などがある。その際の胴部地文の回転方向は、縦回転が約90°/o、 横回転が約 9°/o、 斜回転 1%で あ

る。なお、口縁部や胴部に用いられる地文の種類は、LRが約 550/O、 RLが約24%、 RLRが約15%、

LRLが約 50/Oで ある。充填 される突起は、橋状突起や中空突起などが少数みられる。 [底部]:底 部

を窺える資料は75点 ある。全て平坦で、 ミガキが施される傾向で捉えられる。網代痕が 4点、木葉

痕が 3点確認できる。 [内面]:内 面の調整は、ミガキが主体に用いられる。 [胎土]:焼成状況が

良好なものが多い。胎上の断面様相は、Aが約630/O、 Clが約16%、 Bが約 9°/o、 C2が 10%、 Eが

約 1°/。 である。

Ⅷ群 4類 大木 8a～ 8b式

大木 8a式と大木 8b式の区分ができなかった資料をここで一括する。

[出土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、BⅡ f13住居跡 1号、 B Ⅱ y22住居跡 2号、BⅢ w3住
居跡 1号、 C Ⅱ c23住居跡 2号、 CⅢ a4住居跡 1号、CⅢ cl住居跡 1号などが挙げられる。大

木 8b式 としたものより若干多い。本類を特徴付けるものとして、74・ 987・ 1578・ 1589。 1609・

1852・ 1903'1910。 1914・ 1970。 2048。 2112・ 2632。 2911・ 3154・ 3382・ 3420な どを挙げておきた

い。 [器種 。器形]:深 鉢91°/o、 浅鉢 2%、 台付鉢 1%、 壼 6%である。Ⅷ群 3類 より壷の割合がわ

ずかに増加する。深鉢が約91%を 占め、三形約 6%、 浅鉢が約 2%、 台付鉢約 1%点である。 [口縁

形状]:波状口縁 (小波状口縁・微波状口縁・山形口縁含む)約 620/0、 平縁が約38%で ある。波状

口縁は、 1～ 4単位 まで全てみられる。 4単位がやや多い。 [文様・特徴]:口縁部に地文を施文後

に、沈線や貼 り付け隆線 (隆線の側縁に沈線が沿うものが主体)に より文様がモチーフされるもの

が基本形である。その際の日縁部に施文 される地文の回転方向は、横回転が約260/O、 縦回転が約

46%である。その他 に口縁部に一定幅の無文帯を持つものが約28%あ る。頸部は、複数条の平行沈

線が巡るものが主体である。無文帯を持つものが約240/Oあ る。胴部は、地文 を施文後に沈線による

文様がモチーフされるものが多い。その際の胴部地文の回転方向は、全て縦回転で、横回転 と斜回

転は縦回転 との併用で極少数みられる。なお、日縁部や胴部に用いられる地文の種類は、LRが約

39%、 RLが約34%、 RLRが約 19°/。 、LRLが約 70/0である。複節の割合が他の時期 と比較 して高い。

無節は 1点、単軸絡条体は確認されていない。[底部]:底部を窺える資料は11点 ある。全て平坦で、

ほとんどが ミガキを施す。網代痕や木葉痕を確認できるものはない。 [内面]:内 面の調整は、ミガ

キが主体に用いられる。 [胎土]:焼成状況が良好なものが多い。胎土の断面様相は、Aが約620/O、
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Clが約 16°/o、 Bが約 8%、 C2が13%、 Eが約 1%である。胎上の断面様相は大木 8a式の割合 と

ほぼ同じである。

Ⅷ群 5類 円筒上層 e式 と大木 8a式の折衷的なもの

文様・特徴などから円筒上層 e式 と大木 8a式の折哀と思われるもの若 しくは両者を区分できなか

ったものを一括する。中ノ平 1式に類似するものも一部含めた。

[出土地・出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、B Ⅱ y22住居跡 2号、 BⅡ v2住居跡 1・ 2号、BⅢ x

l住居跡 1号、CⅢ a2住居跡 1号などが挙げられる。筆者の判断では少量である。主なものとして

125・ 272。 1287' 1511 ・ 1552・  1600・ 1640・  1641 ・ 1681 ・ 1773・ 1867・  1975。 1986・ 2906・ 3239・

3306・ 3585な どを挙げておきたい。 [器種・器形]:全 て深鉢である。口端に貼 り付け隆線が付加さ

れ、地文施文後に複数の沈線 (多重沈線)に よる文様モチーフが描かれるものである。ただ、筆者の

見識不足に起因して抽出され、本類 とした資料が含まれた可能性 もある。

(11)Ⅸ群 土 器  縄 文 時代 中期 中葉 後 半

Ⅸ群 1類 大木 8b式

大木 8b式 に相当するものを一括する。

[出土地 。出土量]:B Ⅱ dll住居跡 1号、B Ⅱ f13住居跡 1号、 B Ⅱ y22住居跡 2号、BⅢ v2住

居跡 1号、BⅢ w3住居跡 1号、 C Ⅱ c23住居跡 2号、CⅢ a4住居跡 1号。CⅢ cl住居跡 1号な

どが挙げられる。一定量の出土を得ているが、前時期である大木 8a式の出土量 と比較 した場合、大

木 8b式は少ない (10分の 1程である)。 特に、大木 8b式の中でも新 しい段階は、極端に減少する。

[器種・器形]:深鉢が約97%を 占め、浅鉢が約 30/O含 まれる。全体の形状を知 り得る完形・略完形

として1530。 1610。 1857・ 1878・ 2638・ 33681な どが挙げられる。大別すれば、口縁部がキヤリパー

状を呈するものと、外反するものなどがみられる。1878は浅鉢のほぼ完形品である。 [口縁形状・口

唇部]:波状口縁 (小波状口縁・微波状口縁含む)約 62%、 平縁が約380/0で ある。波状口縁は、 1～

4単位 まで全てみられ、 4単位が多い。突起を持つものは少ない。口唇部は、九気味を主体 とする。

[支様・特徴]口縁部に地文を施文後に、隆沈線 (貼 り付けによる隆線の側縁に沈線が沿うもの)に

より横方向に連結する渦巻き文が描かれるものが基本形である。その際の口縁部に施文される地文の

回転方向は、横回転が約53%、 縦回転が約19%で ある。その他に口縁部に一定幅の無文帯を持つもの

が約28%あ る。顎部は、無文帯を持つものが約50%で、磨消縄文手法を確認できるものもある。その

他に、複数条の平行沈線や横位の隆沈線が巡るものなどがある。胴部は、地文を施文後に隆沈線若 し

くは沈線による文様がモチーフされるものが多い。その際の胴部地文の回転方向は、縦回転が約94%、

横回転 と斜回転が共に約 3%である。なお、口縁部や胴部に用いられる地文の種類は、LRが約49%、

RLが約170/0、 RLRが約27%、 LRLが約 70/Oで ある。複節の割合が他の時期 と比較 して、格段に高い。

また、 2種類の原体を用いるものも少数ある。無節や単軸絡条体は確認されていない。 [底部]:底

部を窺える資料は無い。 [内面]:内面の調整は、ミガキが主体に用いられる。 [胎土]:焼成状況が

良好なものが多い。胎上の断面様相は、Aが約73%、 Clが約 9%、 Bが約 8%、 C2が 5%、 Dと E

が共に約 3%である。 [備考]:大 木 8b式の古い段階の資料 としては1739,1754・ 1850・ 3425な ど

が、大木 9式 との過渡期 と推定される資料 として935。 1559・ 3800な ど挙げられる。本遺跡資料は、

古い段階が圧倒的に多 く、新 しい段階と捉えられる資料は微量な状況にある。
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Ⅸ群 2類 榎林式

榎林式 と推定される資料を本類とした。円筒上層 e式の新 しい段階や大木 8b式 との区分に際 して、

筆者の見識不足から榎林式に比定できるものなのか疑わしいものもある。例 としては、316・ 317・

326・ 1703・ 1746・ 2640,3165'3606な どを挙げてお く。

[出土地・出土量]:B Ⅱ f13住居跡 1号、BⅢ v2住居跡 1号、BⅢ w3住居跡 1号、CⅢ a4住

居跡 1号などである。極少量である (今回は推定を含めて35点 を掲載 した)。 [器種・器形]:深鉢が

約94%、 鉢 と浅鉢が約 30/O含 まれる。1873・ 3357・ 3409な ど胴部がやや膨 らみを持ち、頸部付近が窄

み、口縁部が外反する深鉢が基本形のようである。 [口縁形状・口唇部]:波状口縁 (小波状含む )

75%以上、平縁250/O弱である。波状口縁は 3単位 と4単位がある。口縁端部には粘土紐の貼 り付けが

施され肥厚するものが多い。口唇部は、丸気味が主体である。 [文様・特徴]:波頂部に隆線による

渦巻文を持つものが多い。地文はLRが45%強、RL約 290/O、 RLRが約230/Oである。地文の回転方向は、

2640の浅鉢口縁部を除き、全て縦回転である。また、口縁部が無文のものが約25%あ る。顕部は地文

を施文後に横位の平行沈線 (3条 1単位が主体)が巡るものが多 く、円形の刺突列が巡るものが少数

ある。胴部は地文を施文後に多重沈線 (3条 1単位が主体)に よリモチーフされる。また、磨消縄文

手法を用いるものが少数ある (胴部に磨消縄文を伴 うのは3357・ 3392)。 [底部]:底部を窺える資料

は、本類 ?と した1929の 1点で、平坦である。 [内面]:内 面の調整は、 ミガキが主体的に施される。

316の 内面には黒斑 ?がみられる。 [胎土]:良好な焼成状況のものが多 く、併せて砂粒が少量含まれ

るものが多い。胎上の断面様相は、Aが約770/O、 Bと C2が約 9%である。 [備考]:大木式 との併行

(並行)関係 としては、主な出土地で挙げた竪穴住居跡から大木 8b式が多 く出上 していることを指

摘できる。

(12)X群 土 器  縄 文 時代 中期 後 葉

大木 9式期に相当するものを一括する。

X群 1類 大木 9式

大木 9式相当を一括する。

[出 土地・出土量]:BⅡ a4住居跡 1号、BⅡ b6住居跡 1号、B Ⅱ f13住居跡 1号、 B Ⅱ h13

住居跡 2号、 B Ⅱ w22住居跡 1号、 B Ⅱ y21住居跡 2号、 B Ⅱ y22住居跡 2号などが挙げられる。

少量である。大木 9式の古い段階としては1588な どが挙げられるが出土量は極微量で、本遺跡資料

はより新 しい段階に比定されるものが主体である。 [器種・器形]:深鉢が90°/O、 重が10°/Oで ある。

小形の壺が 1点 (10)み られた。全体の器形を窺える資料が少ないものの、383や 1512な ど胴部中

位に膨 らみを持ち口縁部が外反するものと、5237な ど口縁部がやや内湾する深鉢を基本形 とする。

[口縁形状・口唇部]:平 縁約60%、 波状口縁 (小波状口縁含む)約40%である。波状口縁は 4単

位である。なお、1543・ 3681は 、口縁部が欠損若 しくは意図的に切断 した後に研 きを施 し擬似口縁

を表出している。突起を付加するものは確認 していない。口唇部は、角状や丸気味が主体である。

[文様・特徴]:縄 文原体の縦回転 を施文後に沈線 による文様が区画 され、区画内を磨消 した後

(磨消縄文 )、 再度沈線を引 き直 しするものが主体である。沈線によるモチーフは、懸垂文、逆 U字

状文、楕円形文などがある。地文はLR、 RL、 RLRの順 に多い。なお、LRLは確認 されていない。

また、口縁端部付近が無文の もの も一定量み られる。 [底部]:底 部 を窺える資料は無い。 [内

面]:内 面の調整はミガキを主体にナデも多用 される。 [胎 土]:良 好な焼成状況のものが多 く、

併せて砂粒が少量含 まれるものが多い。胎上の断面様相は、大が48%、 Clが 26%、 Bが21%の順
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で多い。 [備考]:該 期の竪穴住居跡 と認知で きるのは、 B Ⅱ h13住居跡 2号 など極少数である。

主な出土地で上記 した竪穴住居跡は、大部分が力持�期 (大木10式期)若 しくは力持Ⅷ～Ⅸ期 (大

木 8a～ 8b式期)の もので、大木 9式は異時期の流れ込みと推定される出土状況を示 した資料が

多 く、一括性に乏 しい。

X群 2類 最花式

最花式と推定されるものを一括する。ただ、最花式はその型式設定の内容自体が不明瞭な要素があ

る。ここでは、基本的に純然たる大木 9式 とは捉えられないものを最花式 として扱い、この土器型式

を用いる。なお、筆者は鈴木克彦氏が提唱した中ノ平 3式 (鈴木 :1999な ど)が、いわゆる最花式に

相当すると捉え、道宜中ノ平 3式の型式名を併記 した場合がある。誤認があれば全て筆者の見識不足

によることを付記する。

[出土地・出土量]:BⅡ  f13住居跡 1号、B Ⅱ t20住居跡 1号、B Ⅱ x25住居跡 2号、B Ⅱ y22住

居跡 2号、CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ el住居跡 1号などである。該期の竪穴住居跡と判断されるの

は、B Ⅱ t20住居跡 1号 とB Ⅱ x25住居跡 2号で、その他は異時期の遺構に混入されたと判断される

出土地が多い。極少量である (今回は推定を含めて35点 を掲載 した)。 [器種・器形]:深鉢が約94%、

鉢と壷が約 30/O含 まれる。1487・ 2945・ 3680・ 2946な ど胴部中位がやや膨 らみを持ち、口縁部が外反

する深鉢が基本形のようである。 [口縁形状・口唇部]:波 状口縁 (小波状含む)約 60%、 平縁約

40%である。波状口縁は、単位数が把握できる1487は 4単位である。口唇部は、先鋭気味を主体 とす

る。 [文様・特徴]:口 縁部が無文のものが約50%以上を占める。ほとんどが磨消縄文手法による。

無文帯の幅は25～ 3 5cmが多い。頸部は刺突列が巡るものが一定量確認できる。胴部は、地文を施文

後に沈線によるモチーフされるものを主体 とする。地文はLRが約70%、 RL約 30%で ある。複節は確

認されていない。胴部地文の回転方向は、3526を 除き全て縦回転である。 [底郡]:底部を窺える資

料は無い。 [内面]:内面の調整は、ミガキが主体的に施される。 [胎土]良好な焼成状況のものが多

く、併せて砂粒が少量含まれるものが多い。胎上の断面様相は、Aが約600/o、 C2が 150/o、 Clと Eが

約10°/oで ある。 [備考]:文様モチーフからは大木 9式 との関係が想起されるが、今回の調査からは

併行 (並行)関係を指摘できる状況にない。

(13)� 群土器 縄 文時代 中期末葉

� 群 1類 大木10式

大木10式 に相当するものを一括する。

[出土地・出土量]:BⅡ a4住居跡 1号、BⅡ b6住居跡 1号、B Ⅱ u21住居跡 1号、B Ⅱ w20住

居跡 1号、B Ⅱ w22住居跡 1号、B Ⅱ y21住居跡 1・ 2号、C Ⅱ c23住居跡 1号が挙げられる。一定

量ある。ただし、そのほとんどが破片資料で、完形・略完形は非常に少ない。 [器種・器形]:深鉢

が95%を 占め、鉢 (2610)、 三 (1・ 1394・ 3733)、 注口土器 (1548)が極微量含まれる。上記のとお

り完形・略完形が少なく、全体の器形を窺える資料が少ない。2598や3485な どのように、大木 9式の

形状に類似するものもあるが、胴部下半の状況から底径が口径と比較して小さいと思われるものが多

い。また、2598な ど口縁部が内湾する深鉢も若干数みられる。 [口縁形状・口唇部]:平縁が約70%、

波状口縁 (小波状含む)約 30%で ある。口唇部は、丸気味を主体とする。 [文様・特徴]:①地文を

施文後に、沈線による区画的文様が描かれ、磨消縄文手法が用いられるもの (磨消後に再度沈線が引

き直される場合もある)と 、②沈線区画 (文様を施文)後に、縄文を充填し、沈線で引き直しされる

-337-



1 土器

もの (刺突文を伴 う場合は沈線引き直 し後に多い)に三分される。地文はLRが約55%、 RLが約 180/o、

単軸絡条体第 1類が約10°/o、 RLRが 5%、 Lが 20/Oで ある。LRLは確認されていない。また、縄文を

施文 しないものも少数含まれる。地文の回転方向は、縦回転が多 く (全体の半数ほど)、 特 に磨消縄

文手法を伴 うものはほとんどが縦回転である。 [底部]:底 部を窺える資料は 2点 (1・ 1522)で、

平坦である。網代痕や木葉痕は確認できないが、X群 2類 としたものに網代痕が 6点、木葉痕が 3点

みられる。[内面]:内面の調整は、ミガキを主体にナデも多 く用いられる。[胎土]焼成状況が「中」

とした普通のものが多 く (約 70%)、 「良」 と「粗」が同程度の割合でみられる。なお、胎土が粗のも

のは、砂粒が多量若 しくは小礫が含まれるものに多い。胎土の断面様相は、Aが約57%、 Clが22%、

Bが約 80/O、 C2が 60/0、 Eが約 50/Oで ある。他 に比べ Clの 割合が高いことが特筆 される。 [備

考]:今 回出土 した大木10式 は、大木10式の中では古い段階のものが圧倒的に多 く、新 しい段階とし

ては1522な ど極微量の状況にある。

� 群 2類 大木10式期と推定されるもの

特徴的文様 を持たないものの、X群 1類 (大木10式)と の共伴関係や胎上の類似性から大木10式期

と判断するものを一括する。

[出土地]I B Ⅱ u21住居跡 1号、B Ⅱ w22住居跡 1号が挙げられる。 [底部]:底部の様子 を窺える

資料は15点 ある。平坦を主体にやや上げ底状が含まれる。その中で、網代痕が 6点、木葉痕が 3点確

認された。

(14)�群 土器 縄 文時代後期

後期と推定される土器を一括する。全て後期前半のもので、後期初頭の門前式 (285。 286・ 312・

313・ 2342)に 類似するものと蛍沢式に類似するもの (1464・ 1496。 1497・ 1505・ 5459)が主体であ

る。 [出土量]:極微量である。今回の調査では該期の遺構を認知していない。 [特記事項]:2352の

口唇部にみられる3個の刺突文は、人面を意識したものと推定される。

(15)�群土器 縄 文時代晩期

晩期と推定される土器を一括する。土器型式を特定できるのは大洞だ式の5462だ けであるが、397

は晩期前半、5463は 晩期末葉と推定される。

[出土量]:389・ 396・ 397・ 5461・ 5462・ 5463・ 5464の 7点で、極微量である。今回の調査では晩

期の遺構を認知していない。 [備考]:香炉形土器が 1点 (397)出 土している。晩期前半 と推定さ

れる。

(16)�群土器  弥生時代

弥生時代 と推定されるものを一括する。弥生時代初頭の砂沢式期 (1708・ 1940。 5465・ 5466・

5467。 5468)と 弥生時代後期の天王山式 ?(1941)が 出土している。

[出土量]:推定を含め 7点で極微量である。今回の調査では弥生時代の遺構を認知していない。

2土 製 品

土製品は総数150点 出上し、137点掲載した。ミニチュア土器、土偶、円盤状土製品、三角形状土製
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品、板状土製品、土錘、土製耳飾、キノコ形土製品、粘土塊、不明土製品などである。

(1)ミ ニチ ュア土器

36点 出土 し、32点 を掲載 した (No5501・ 5502・ 5505。 5507・ 5515。 5516・ 5533・ 5544～ 5547・

5552・ 5553・ 5556・ 5557・ 5566・ 5567・ 5570。 5577・ 5587・ 5588・ 5598^ヤ 5600・ 5602・ 5603・ 5621～

5626)。 口縁部を欠損 し胴部下半～底部が残存する資料が多い。以下に特記事項を述べる。

5545は 底部内面に土器内部を半割する仕切 り壁をもった特殊な個体である。出土遺構は力持�期

(大木10式)だが、胎土や器面の様相はより古い力持Ⅵ期の上器に類似する。5602は 台状の底部 を持

つ。大木 6～ 7a式に比定されるものであろうか。5621は 内面が丹念に磨かれ塗膜状の黒色付着物が

認められる。中期後葉 と推定される。5566、 5602は 縄文時代前期の可能性が高いが、その他は中期

(力持Ⅶ～Ⅸ期)と 推定される。

(2)土 偶

7点出土 し、全点掲載 した (No5508・ 5509・ 5534。 5543・ 5554・ 5612・ 5613)。 5508が唯一完形で

出上 し、他は全て欠損 した個体の一部である。全て板状で、平面形は十字形 (ヤ ジロベエ形)を呈す

るものと思われる。顔や胴、四肢などを写実的に表現 したものはない。帰属時期は、5543と 5554は 力

持Ⅵ期、5534は力持Ⅶ期、その他は力持Ⅷ期 と推定される。

5508は 、大木 8a式上器を多量に出土 したB Ⅱ dll住居跡 1号 より出土 した。取 り上げの際に誤つ

て胴部を折損 したが、本来は完形のまま埋存 していたものである。平面形は十字形で表裏 ともに無文、

2つ の粘土瘤で乳房が表現されている。形態から中期円筒式系の産物 と推定される。5509は 土偶の一

部 と推定されるが部位は不明である。縄文原体の恨1面圧痕が施文されることから、中期初頭～前葉 と

推定される。5534は胴下部の一部 と思われるが、残存部からは土偶か否かの判断が難 しく他の上製品

の可能性 もある。表裏に沈線文と貼付けによる加飾が施され、正中線上に貫通孔が認められる。5543

は表面に沈線文をもち、中央部に貼付けの剥落痕が観察される。5554も また細かい沈線と刺突文が施

文され、妊婦の腹部を連想させるボタン状の貼付けが施 されている。大木 7a式期の前後に伴 うもの

と推定される。 BⅡ 区北部捨て場から出上 した5612と 5613は 、直接接合はしないが、胎土や調整が酷

似 してお り同一個体の可能性が高い。本来の形状は十字形 と推定され、表裏に多重沈線によるモチー

フが描かれている。円筒上層 e式期頃の所産と推定される。

(3)円 盤 状 土 製 品

土器片の周縁に打ち欠きや研磨を施し円形に整形したもの、及びこれに類するものである。84点

出土 し、全点掲載 した (No5503・ 5504・ 5510～ 5514・ 5517～ 5525・ 5529～ 5532・ 5535。 5536・

5540^ヤ 5542・ 5548^ヤ 5551 ・ 5555' 5558-5565・ 5568・ 5569 ・5571 ・5572・ 5574^V5576・ 5581々―

5585・ 5589～ 5596・ 5601・ 5604～ 5611・ 5614～ 5620・ 5628～ 5637)。 以下のように分類・分種し

た。

1類 :穿孔部を持つもの。

2類 :穿孔部を持たないもの。

a種 側面の研磨が顕著なもの。

b種 側面の研磨が粗雑なもの。

c種 周緑が打ち欠きのみで、側面が研磨されないもの。
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1類  11点出土している。うち 1点 は盲孔 (未貫通)である。側面の調整は、 a種が 9点、b種が

2点で、程度の差はあるものの全点が側面を研磨されている。径は2.25～ 6.5cm、 重さは5,1～ 35.7g

でばらつきが目立つ。穿孔部の径は3～ 1lmmで 5mm前後が多い。表裏両面から穿孔されたものが

主体的だが、表面一方からの穿孔例も一部認められる。穿孔部に付着物などはみられない。穿孔部か

ら発した欠損例は3点認められた。本類の帰属時期は力持Ⅲ～Ⅵ期と推定される。

2類  73点 出上 している。側面の調整は、 a種30点、 b種 16点 、 c種27点 である。径は2.85～

10.3cm、 重さ49～ 105。 lgと 幅があるが、径は 3～ 5cmが主体で、重さは20g以下のものが多い。 a

種は力持Ⅲ～�期の遺構から出土しているが、力持 X～ �期と推定されるものが多い。 b種は力持Ⅲ

～�期の遺構から出土しており、力持Ⅶ～Ⅷ期に主体があると推定される。 c種は力持Ⅱ～�期で、

各期にみられるようである。

(4)三 角形状土製 品

土器片の縁辺を打ち欠き三角形に整形したと思われるものである。 3点出上し、全点掲載した (No

5526・ 5527・ 5537)。 いずれも側縁に研磨の痕跡は認められない。力持Ⅷ～Ⅸ期の遺構に伴い出土し

たものである。

(5)板 状 土 製

板状を呈する土製品のうち、欠損等によって本来の形状が不明となったものを一括 した。 2点出土

し、全点掲載した (No5528・ 5573)。 5528は 先端部の形状が三角形状を呈し、表裏とも無文でミガキ

が施される。土器の回縁部突起に類似するが、詳細が不明のためここに含めている。5573は縄文RLR

を地文とし沈線文が施された土器片を再加工したもので、側縁の欠損面のうち3面が研磨されている。

帰属時期は力持Ⅵ～Ⅷ期と思われる。

(6)土 錘

1点 出上 し、掲載 した (比5538)。 長軸方向に両端を連絡する貫通孔をもつ棒状の土製品である。

本来の平面形は両端がすぼまって長楕円形を呈するものと思われるが、一端を欠損 し全形は不明であ

る。孔の径は約 5mmで、表面には指頭による粗い調整が認められる。力持 X～�期の遺構に伴って

出上 した。

(7)土 製 耳 飾

2点出土し、全点掲載した (No5506・ 5627)。 5506は小形の耳飾で片方の先端付近を欠損している。

5627は 、表裏に細かい刺突文が施文される。5506は 出土遺構から力持Ⅷ期に帰属すると推定される。

一方、5527は形態から力持�期と推定されるが遺構外出土個体であり詳細は不明である。

(8)キ ノコ形土製品

1点出上し、掲載した (No5597)。 傘に相当する部分は水平に広がり、上面は平滑に仕上げられて

いる。茎の下端でやや急に細り丸みを帯びる。胎土に繊維等の混和材はみられず、色調は全合的に白

つぽい。力持Ⅷ期 (中期中葉)の遺構からの出土であるが、類例は中期末葉以降に多く、帰属時期の

特定には検討の余地を残している。

口
ＨＨ
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(9)粘 土 塊

3点出上し、全点掲載した (No5578・ 5579。 5586)。 何らかの形状を意図した成形とは思われない

粘土塊で、いずれも火熱によって焼成を受けている。5578と 5579は 胎土中に繊維の混入が認められる。

5578は なんらかの工具によるケズリ状の痕跡もみられる。これらは力持Ⅲ～Ⅵ期に帰属する可能性が

ある。一方5586は力持Ⅷ期の遺構に伴い出上している。

(10)不 明 土 製 品

本来の形態が不明で上記の各器種に分類できなかったものを一括した。11点 出上し、 2点掲載して

いる (No5539・ 5580)。 5539は舌先状の形態を呈し、片面の正中線上に隆起線を持つ土製品であるが、

一部のみの残存であり全形は不明である。器面は丁寧に磨かれて整っている。帰属時期は明確ではな

いが力持�期の可能性が高い。該期の遺物を大量に出上した岩手県南部一関市の清水遺跡では、本例

に類似した「舌部」を持つ「舌状土製品 (仮称)」 が複数出土している (村上 :2002)。

一方、5580は先端がヘラ状の形態を有するもので、土製品としてここに分類しているが、円筒上層

e式などにみられる口縁部突起の可能性もある。

3石 器

総数で7,564点 出土した。内訳は、石鏃1,115点 、尖頭器172点、石錐82点、異形石器13点、石箆40点、

石匙236点 、不定形石器2,187点 、ピエス・ェスキーュ36点、三日月状石器 1点、「力持型スクレイパ

ー」77点、コア642点 、磨製石斧613点 、石鍬 2点、半円状扁平打製石器29点、磨石1,579点 、敲石252

点、凹石32点、砥石99点、石皿58点、台石84点、石錘 5点、礫器273点 である。これらのほか、コン

テナ31箱 (40Υ 形/箱)分に相当するチップ 。フレーク、礫片などが出土している。

一定量の出土が得られた器種のうち、石鏃、尖頭器、石錐、石箆、石匙、不定形石器、ピエス・

エスキーユ、「力持型スクレイパー」、磨製石斧、磨石、敲石については、形態差をもとに各群に分

け、さらにその他の諸要素から類・種を設定し細別した。半円状扁平打製石器、石皿については、

一定量の出土は得られているが、群別は行なわず、その他の諸要素による類別のみを行なった。分

類に際しては「分類指標モデル」を設定し、本文中に遺物番号を引示するとともに第 I分冊第22～

36図 に実測図を集成している。法量、石材、地点・層位等の出土情報など、各個体の属性はそれぞ

れの観察表に譲 り、以下には器種ごとの集合に対する所見を記すこととする。まず器種ごとに群 。

類別の基準を示し、集合毎に法量の「最大値～最小値」、石材ごとの点数 (比率)、 想定される帰属

時期を示した。

(1)石 鏃

扁平で鋭利な左右対称の尖頭部が作出された小形の剥片石器で、矢の先端に用いられたと推定され

るものである。長さ4cm以下・重量 4g以下を基準に後掲の尖頭器 と区別 しているが、一部、形態

等の判断から基準値外の個体 も本器種に含んでいる。

1,115点 出上 し、562点掲載 した。1,115点 中847点 (760/0)が完形品である。石材は頁岩製が1,018点

(91°/o)と 圧倒的に多い。主に基部形態に着目し、以下の各群に分類 した。

A 群 :無茎で基部に決 りを有するもの。
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AB群 :無≧で基部がわずかな狭 りを有するもの。

B 群 :無≧で基部が直線的 (平坦)な もの。

BC群 :無茎で基部が弧状にわずかに突出したもの。

C 群 :無茎で基部が九みを持ち、平面形が涙滴形を呈するもの。

D 群 :無茎で平坦な基部を持ち、胴部の幅に比べて基部が狭 くなるもの。

E 群 :全体に長菱形を呈 し、最大幅をほぼ中央部にもつもの。

F 群 :明瞭な茎部を有するもの。

G 群 :全体が柳葉形を呈 し、最大幅を基部寄 りにもつもの。

H 群 :全体の形状が棒状を呈するもの。

I 群 :先端部が九みを帯び、幅広で未発達な茎部を持つもの。

J 群 :欠損などで形態が不明なもの、及び未製品と思われるもの。

以下、群毎に記載する。

A 群

無茎の凹基鏃である。44点出上 し、31点掲載 した。力持Ⅲ～X期 に伴い出土 してお り、特に力持Ⅷ

～Ⅷ・X期 に多い。以下のように細分 した。

1類 :長幅比が 1:1に 近 く、各頂点を結んだ平面形が正三角形に近いもの。

2類 :最大幅を胴部下半にもち、基部下端がややすぼまってハー ト形に近い形状となるもの。

3類 :平面形が縦に長い二等辺三角形で、基部が弧状に狭れるもの。

4類 :平面形が縦に長い二等辺三角形で、基部がV字状に決れるもの。

5類 :上記 1～ 4類に属さないもの。

1類 (分類指標モデル 6862) 7点 出土 し、 4点掲載 した (No6001・ 6105・ 6862・ 6988)。 全て

完形品である (完形率100%)。 縁辺に丁寧な二次剥離が施 されるものが多い。法量は、長さ15～

3.5cm、 幅 1～ 2cm、 厚 さ0.2～ 0,7cm、 重さ0.4～ 1.6gの範囲で、長さ2cm以下、幅1.5cm以下、厚さ

0.3cm、 重さ0.6g以 下が主体である。このうち6105は 長さ3.5cm、 重さ13gと 突出している。石材の

内訳は北上山地産の頁岩製 6点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 1点である。推定される帰属時期は力持Ⅶ

～�期で、6001は力持�期の竪穴住居跡床面、その他は各期の遺構埋土から出土 したものである。

2類 (分類指標モデル 6039) 9点出上 し、 7点掲載 した (No6004・ 6039。 6471・ 6494・ 6553・

6609,7194)。 9点中 7点が完形品である (完形率780/0)。 法量は、長さ1.6～ 2.6cm、 幅1.1～ 1.9cm、

厚 さ0.2～ 0.6cm、 重さ0.3～ 1,Ogの 範囲で、長さ2cm以上、幅15cm前後、厚 さ0.4cm前後、重さ0.6g

以上が主体である。A群 2類 より確実に大形化する傾向が看取される。石材は全て北上山地産の頁岩

製である。力持Ⅶ～Ⅷ期の遺構埋土から出上 している。

3類 (分類指標モデル 6783・ 7179) 12点出土 し、 9点掲載 した (No138'6451・ 6607・ 6783・

6823・ 6930・ 6940。 7179・ 7234)。 12点 中 8点が完形品である (完形率67%)。 法量は長さ23～ 3.5cm、

幅 1.2～ 1.8cm、 厚 さ03～ 0,7cm、 重 さ0,7～ 28gの範囲で、重量にはばらつ きが目立つが、長 さは

2.6cm以上、幅1.5cm以上、厚 さ0.5cm前後が主体的である。A群 1類やA群 2類 より大形 となる傾向

が看取される。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製11点、奥羽山脈産の頁岩製 1点である。力持Ⅲ～

Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構から出上 してお り、帰属時期の主体は力持Ⅶ・TIll期 と推定される。

4類 (分類指標モデル 6097) 12′ 点出土 し、10点掲載 した (No6097・ 6216・ 6302・ 6330'6395・

6682・ 7235～ 7238)。 12点 中 7点が完形品である (完形率580/0)。 法量は、長 さ1.7～ 3.5cm、 幅1.2～

1.9cm、 厚 さ0.3～ 0.7cm、 重さ0,4～ 2.5gの 範囲で、長さ2cm以上、幅1.5cm前 後、厚さ0 4cm前 後、
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重さ lg以上が主体である。A群 1～ 3類 より重いものが多い。石材は全て北上山地産の買岩製であ

る。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～�期の遺構に伴って出土 している。

5類 (分類指標モデル 6175) 4点出上 し、 1点掲載 した (No6175)。 4点中 2点が完形品であ

る (完形率500/O)。 法量は、長さ18～ 3 3cm、 幅1.7～ 30cm、 厚さ0.3～ 0.6cm、 重さ1.2～ 24gで ある。

石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 1点、奥羽山脈産の頁岩製1点、北上山地産のデイサイ ト製 1点

である。北上山地産石材の 2点は力持Ⅲ期の遺構に伴って出上 したもので、一方、奥羽山脈産の1点

は力持Ⅷ～�期 と推定される。      ´

AB 群

無≧で基部の狭 りの度合いがA・ B両群の中間的なものである。159点 出土 し、104点掲載 した。長

幅比をもとに以下に細分 した。なお、基部形態から本群に分類 したものの、欠損等で長幅比の不明な

ものは細分対象から除外 している (38点 、不掲載)。 以下のように細分 した。

1類 :長幅比が 1:1に近いもの。

2類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 内のもの。

3類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 上のもの。

1類 (分類指標モデル 7130) 5点出土 し、 3点掲載 した (No6603・ 7130,7180)。 5点中 3点

が完形品である (完形率60%)。 法量は、長さ1.4～ 2cm、 幅1.3～ 2.2cm、 厚さ04～ 0.5cm、 重さ0.6～

2.6gの 範囲で、長さが 2cmに近いものが主体 となる。石材の内訳は、北上山地産の買岩製 4点、原

地山層産の流紋岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 しており、このうち、本群の帰属

時期の主体は力持Ⅲ期～V期 と考えられる。

2類 (分類指標モデル 6132・ 6745'7246) 91点 出土 し、77点掲載 した (No6003・ 6007・ 6029・

6037・ 6119・ 6121 ,6125。 6126・ 6127・ 6129・ 6131 ・6132・ 6134・ 6135,6176・ 6180・ 6181 ・6212・

6223・  6233・ 6254・ 6281 ・6287・ 6319・ 6321 ・6322・ 6324・ 6444・ 6475・ 6507・ 6508・ 6530・ 6557・

6571 ・ 6573・ 6575。 6620・ 6641 ・6642・  6675・ 6696・ 6698・ 6714・ 6743・ 6745・ 6776・ 6782・ 6786・

6816・ 6827・ 6832 ・6904・ 6932・ 6939,7005。 7059, 7072,7073' 7083・ 7111 ,7129, 7154・ 7173・

7174・ 7183・ 7187,7191,7239～ 7248)。 91点 中68点が完形品である (完形率75%)。 法量は、長さ

1.6～ 3,7cm、 幅0,9～ 2.4cm、 厚さ0.2～ 0,7cm、 重さ0.5～ 3.8gの範囲で、長さ2.5cm以 上、幅1.5cm以上、

厚さ0.4cm以上、重さ1.5g以上が主体である。突出して大 きいのが6575と 7248で 、長さが 3cm以上、

幅2.lcm、 厚さ0.6cm、 重さ4.lgを 測る。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製83点、奥羽山脈産の頁

岩製 1点、北上山地産の砂岩製 1点、北上山地産のデイサイ ト製 4点、北上山地産のホルンフェルス

製 1点、原地山層産の流紋岩製 1点である。力持Ⅲ～X期 と各時期の遺構から出土 してお り、本来の

帰属時期が把握 しがたい。竪穴住居跡床面直上出土資料 としては、力持Ⅲ期 1点、力持Ⅶ期 2点、力

持�期 3点がある。

3類 (分類指標モデル 6420。 7009) 25点 出上 し、24点掲載 した (No6016・ 6137・ 6188,6217・

6239'62516255。 6320。 6420・ 6449・ 6529・ 6604・ 6606・ 6652・ 6719・ 6722,7009・ 7063・ 7082・

7149・ 7193。 7249～ 7251)。 25点中16点が完形品である (完形率640/0)。 法量は、長さ3.1～ 5,7cm、 幅

14～ 2 3cm、 厚 さ0.4～ 0.8cm、 重さ1.5～ 5.3gの範囲で、長さ3.5cm以上、幅1.5cm以 上、厚 さ0 5cm以

上、重さ2g以上が主体である。なお、本類には長さ4cm以上の大形鏃が 6点含まれている。石材

の内訳は、北上山地産の頁岩製23点、奥羽山脈産の頁岩製 2点である。力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って

出土 してお り、特に前期大形住居跡であるB I t22住居跡 1～ 4号の埋土からまとまって出土 してい

る。また、力持Ⅶ期の竪穴住居跡床面直上から3点出上 している。長さ4cm以上の大形鏃は、力持
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3 石器
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3 石器

Ⅲ期・Ⅶ期・Ⅷ期の遺構から出土 したものである。

B 群

無茎で基部が平坦 (直線的)な ものである。250点出上 し、131点掲載 した。長幅比から以下に細分

した。なお、基部形態から本群に分類 したものの、欠損等で長幅比の不明な1点 は細分対象から除外

した (不掲載 )。 以下のように細分 した。

1類 :長幅比が 111に近いもの。

2類 :縦 に長 く、長幅比が 2:1以 内のもの。

3類 :縦 に長 く、長幅比が 2:1以 上のもの。

1類 (分類指標モデル 6117・ 6306) 19点 出土 し、10点掲載 した (No6013・ 6109。 6117・ 6174・

6187'6232・ 6306・ 7003・ 7190・ 7252)。 19点 中15点 が完形品である (完形率79%)。 法量は、長さ

1.4～ 2.5cm、 幅13～ 2.3cm、 厚さ0.2～ 0.5cm、 重さ0.5～ 2.7gの範囲で、長さ2.3cm前 後、幅 2cm前後、

厚さ0.3～ 0.4cm、 重さ 1～ 1.5gが主体である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製149点、奥羽山脈

産の珪質頁岩製 8点、北上山地産の凝灰岩製149点 、奥羽山脈産の凝灰岩製 1点、北上山地産の砂岩1

点、北上山地産のデイサイ ト製 7点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、北上山地産の珪質頁岩 2

点、北上山地産の赤色頁岩 2点、原地山層産の流紋岩製 3点、産地不明流紋岩製 2点である。力持Ⅲ

～VoⅦ ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 している。

2類 (分類指標モデル 6661・ 6774) 178点 出土 し、88点掲載 した (No6022・ 6033・ 6088・

6104・ 6114・ 6120・ 6122・ 6123・ 6124・ 6136・ 6167・ 6170・ 6171 ・6173・ 6177・ 6185'6189・ 6192・

6215'6227・ 6229・ 6230・ 6243・ 6269・ 6270・ 6275'6279。 6283・ 6328・ 6368・ 6370・ 6388・ 6390・

6392・ 6419,6447・ 6452・ 6510・ 6546・ 6548・ 6552・ 6568・ 6574,6611 ・6625。 6640・ 6661 ・6663・

6667・ 6703・ 6720,6721 ・6742・ 6761 ・6769・ 6774・ 6825。 6868・ 6905・ 6919・ 6928・ 6935。 6942・

6945・ 6975。 7000。 7070'7085'7101 ・7105。 7114・ 7128・ 7142・ 7146・ 7159・ 7162・ 7163・ 7172・

7214・ 7215・ 7216・ 7253～ 7259)。 178点 中123点が完形品である (完形率690/O)。 法量は、長さ1.8～

3.7cm、 幅1,1～ 2.5cm、 厚さ0.2～ 0.8cm、 重さ0.6～ 5,Ogの 範囲で、長さ2cm以上、幅115cm以 上、厚

さ0.5cm前後、重さ1.5～ 2.5gが主体である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製149点、北上山地産

のデイサイ ト製 7点、北上山地産の赤色頁岩製 2点、北上山地産の珪質頁岩製 2点、北上山地産の凝

灰岩製 2点、北上山地産の砂岩製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、奥羽山脈産の凝灰岩製

2点、奥羽山脈産の頁岩製 8点、原地山層産の流紋岩製 3点である。北上山地産の頁岩製が840/Oを 占

めている。力持Ⅲ～Ⅷ・�期の遺構に伴って出上 しているが、�期の遺構からの出土資料は異時期の

混入の可能性が高い。力持Ⅲ～Ⅳ期を主体にⅧ期、Ⅶ期、Ⅵ期、V期の順に多いようである。層位的

に良好な資料 としては、力持Ⅲ～Ⅳ期の竪穴住居跡の床面や床面下 (貼床 ?)か ら出土 したものがあ

げられる。

3類 (分類指標モデル 6130・ 6810)52点出上 し、33点掲載 した (No6130・ 6178・ 6190・ 6191・

6231 '6276・ 6277・ 6427・ 6558・ 6569'6610,6639・ 6643・ 6665・ 6666・ 6677・ 6767・ 6775'6781 ・

6810・ 6914・ 6934・ 6986。 7102・ 7127。 7181・ 7218'7260・ 7261・ 7262・ 7263・ 7264・ 7265)。 52点

中34点が完形品である (完形率650/0)。 法量 は、長 さ2.2～ 5,4cm、 幅0.9～ 2.4cm、 厚 さ0.2～ lcm、 重

さ0.6～ 7.Ogの 範囲で、長 さ3cm以上、幅1.5cm以上、厚 さ0.5cm前 後、重 さ2gが主体 となる。なお

本類には長さ4cm以上の大形を10点含んでいる。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製49点、奥羽山

脈産の頁岩製 1点、北上山地産チヤー ト製 1点、産地不明の流紋岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅷ期の遺

構埋土から出上 しているが、製作時期の主体は力持Ⅲ～Ⅳ期 と想定される。
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V 出土遺物

BC 群

無茎で弧状にわずかに突出したB・ C両群の中間的な基部形態を有するものである。66点 出土 し、

24点掲載 した。長幅比から以下に細分 した。なお、欠損により長幅比が不明で細分不可となった個体

が 1点 ある (不掲載)。 以下のように細分 した。

l類 :長幅比が 1:1に近いもの。

2類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 内のもの。

3類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 上のもの。

1類 (分類指標モデル 7268) 18点 出土 し、17点掲載 した (No6024・ 6184・ 6226・ 6245。 6303・

6429・ 6619・ 6653・ 6668・ 6683・ 6903'7036'7132・ 7228・ 7266～ 7268)。 18点 中16点が完形品であ

る (完形率890/O)。 法量は、長さ1.7～ 4.lcm、 幅1.2～ 2.4cm、 厚さ0,3～ 0,7cm、 重さ 1～ 5.5gの範囲で、

長さ2.5cm以上、幅1.6～ 2cm、 厚さ0.5～ 0,7cm、 重さ2.5g以上が主体となる。石材の内訳は、北上山

地産の頁岩製17点 、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。遺構内出土個外は力持Ⅲ～Ⅷ期の埋

土からのもので、本類の帰属時期の主体は力持Ⅲ～Ⅳ期 と想定される。

2類 (分類指標モデル 6713)40点 出土 し、 7点掲載 した。 (No6133・ 6394・ 6443・ 6599・

6713・ 6826・ 6944)。 40点 中36点が完形品である (完形率90°/o)。 法量は、長さ1.8～ 4.3cm、 幅1.2～

2.lcm、 厚 さ0.2～ 0.8cm、 重さ06～ 5.4gの範囲で、長さ2cm以上、幅1.5cm前後、厚 さ0,3～ 0.6cm、

重さ 1～ 2.5gが主体 となる。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製35点 、北上山地産の砂岩製 1点、

原地山層産の流紋岩製 4点である。遺構内出土個体は力持Ⅲ～�期に伴うものである。6443は力持Ⅶ

期の竪穴住居跡床面直上で出土 し、また6713は To― Cu下位で出土 している。石材 と時期の関連に着 目

すると、最 も多い頁岩梨は広い時期にわたって利用されているのに対 し、原地山層産の流紋岩製 4点

は全て力持Ⅲ～Ⅳ期で、To―Cu降下以前に帰属するものと思われる。

3類  7点出土 しているが全て不掲載とした。 7点中 6点が完形品である (完形率860/O)。 法量は、

長さ24～ 3.7cm、 幅1.2～ 1.5cm、 厚さ0.3～ 0.6cm、 重さ1.4～ 2.7gの範囲で、長さ3cm以上、幅15cm

前後、厚さ0.5cm前後、重さ2g前後を主体 としている。石材は全て北上山地産の頁岩である。力持

Ⅶ～Ⅸ期の遺構埋土より出土 している。

C 群

無茎で基部が九みを持ち、平面形が涙滴形を呈するものである。63点 出土 し、41点掲載 した。長幅

比から以下に分類 した。以下のように細分 した。

1類 :長幅比が 1:1に近いもの。

2類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 内のもの。

3類 :縦に長 く、長幅比が 2:1以 上のもの。

1類 本類に相当する個体は出上 していない。

2類 (分類指標モデル 6095。 6128・ 6183)36点出土 し、21点掲載 した (No6095・ 6128'6154・

6169・ 6172,6183・ 6228・ 6376・ 6418'6543・ 6622・ 6644・ 6662・ 6664・ 6697。 6744・ 6746・ 6960・

6983・ 7007'7051)。 36点中33点が完形品である (完形率920/0)。 法量は、1.8～ 41cm、 幅1.4～ 2.5cm、

厚さ0.2～ 0 7cm、 重さ0.8～ 5.9gで 、長さ2.5cm以 上、幅15～ 2cm(厚さ0.5～ 0.6cm、 重さ2g以上が

主体である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製24点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、北上山地産のデイ

サイ ト製 4点、北上山地産の珪質頁岩製 1点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 1点、原地山層産の流紋岩製

3点、北上山地産の凝灰岩製 1点である。力持Ⅲ～V・ Ⅶ～�期の遺構に伴って出土 してお り、帰属

時期の主体は力持Ⅲ～Ⅳ期と想定される。
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3類 (分類指標モデル 6194・ 6244・ 6531)27点 出上 し、20点掲載 した (KTo6155,6194・ 6242・

6244・ 6377・ 6389・ 6391 ・6431 ・6531 ・6559・ 6572・ 6645。 6654・ 6718・ 6768・ 6819・ 6822・ 6865・

7221・ 7269)。 27点 中25点 が完形品である (完形率93%)。 法量は、長 さ2.2～ 5 5cm、 幅1,1～ 2.lcm、

厚さ0.3～ 1.lcm、 重さ0.5～ 68gの範囲で、長さ3cm以上、幅 2cm以下、厚 さ05cm前後、重さ3g
以上が主体 となる。本類には長さ4cm以上の大形鏃が 8点含まれている。石材の内訳は、北上山地

産の頁岩製25点 、奥羽山脈産の頁岩製 2点である。遺構内出土個体は力持田～Ⅷ・�期の埋土に伴っ

てお り、帰属時期の主体は力持Ⅲ～Ⅵ期 と想定される。

D 群 (分類指標モデル 6651)

無≧で平坦な基部を持ち、胴部の幅に比べて基部が狭 くなるものである。20点出土 し、13点掲載 し

た (No6009・ 6011・ 6015・ 6018,6116・ 6258・ 6369・ 6498・ 6621・ 6651・ 7035'7160'7203)。 20点

中12点 が完形品である (完形率600/0)。 法量は、長さ21～ 4.4cm、 幅0。9～ 1,7cm、 厚 さ0.3～ 0.8cm、 重

さ08～ 3.3gの 範囲で、長さ2.5～ 3.5cm、 幅 1～ 1.5cm、 厚さ0.5cm前後、重さ 1～ 2gが主体となる。

石材の内訳は、北上山地産の頁岩製16点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 1点、

北上山地産の疑灰岩製 1点である。遺構内出土個体は力持 V～�期の埋土に伴 うもので、本類の帰属

時期は力持Ⅶ～Ⅷ期が主体 と想定される。

E 群 (分類指標モデル 6014)

全体 に長菱形を呈 し、最大幅 をほぼ中央部にもつ ものである。83点 出土 し、41点掲載 した (NQ

6005,6008・ 6010・ 6014・ 6019・ 6031 ・6032・ 6034・ 6035。 6036・ 6096・ 6160'6186・ 6259'6286・

6428・ 6445。 6448,6450。 6474・ 6478・ 6499。 6549・ 6565・ 6704・ 6780,6824・ 6828,6829・ 6867・

6870・ 6907・ 6915。 6916。 6918,7033・ 7202・ 7270～ 7273)。 83点 中71点が完形品である (完形率

86%)。 法量は、長さ1.2～ 4 5cm、 幅08～ 2.lcm、 厚 さ0.2～ lcm、 重さ0.3～68gの範囲で、長さ2.5

～3 5cm、 幅 1～ 15cm、 厚 さ0.5cm前後、重さ 1～ 2gが主体 となる。石材の内訳は、北上山地産の

頁岩70点、北上山地産の珪質頁岩 1点、奥羽山脈産の買岩 8点、北上山地産のチャー ト2点、北上山

地産のデイサイト1点、北上山地産の凝灰岩 1点である。遺構内出土個体は力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～�期の

埋土に伴 うもので、本群の帰属時期の主体はⅧ期 と想定されるが、製作 される時期の幅が広い可能性

もある。

F 群

明瞭な茎部を有するものである。186点出土 し、119点掲載 した。基部～茎部の形態から以下に細分

した。

l類 :長い茎部を作出するもの。

2類 :短い≧部を作出するもの。

l類 (分類指標モデル 6023・ 6278・ 6304・ 7205) 長い茎部を作出 し、また≧部の先端がやや尖

るものである。141点 出上 し、92点掲載 した。 (No6020・ 6021,6023・ 6025'6028・ 6030・ 6041・

6042・ 6093・ 6115,6182・ 6211 ・6213・ 6246・ 6256・ 6257・ 6260・ 6274。 6278・ 6284。 6301・ 6304・

6307・ 6323・ 6325'6327・ 6329,6331 ・6398・ 6430・ 6432・ 6467・ 6476・ 6479・ 6493・ 6506・ 6511 ・

6547・ 6550・ 6551 ・6681 ,6705・ 6777・ 6778・ 6784・ 6785・ 6788・ 6815'6858・ 6860・ 6861 ・6863・

6866,6872・ 6906・ 6908^ヤ 6913・ 6917・ 6927・ 6936・ 6941 ・6943・ 6974・ 6977・ 7001 ・7002,7064・

7078,7080'7084・ 7087・ 7107。 7109・ 7136^-7138'7196・ 7200・ 7201 ,7204・ 7205'7217・ 7274・

7275。 7283～ 8276)。 141点 中102点が完形品である (完形率72%)。 法量 は、長 さ17～ 5.2cm、 幅0.6～

2.lcm、 厚 さ0.2～ 1.lcm、 重 さ0.6～55gの 範囲で、長 さ3.lcm前後、幅 1 4cm前後、厚 さ0.6cm、 重 さ

-348-



V 出土遺物

2g前後が主体 となる。石材の内訳は、頁岩128点、赤色頁岩 5点、凝灰岩 3点、珪質頁岩 1点、チ

ャー ト1点、ホルンフェルス1点、メノウ 1点、黒曜石 1点である。最 も多い頁岩は、北上山地産が

115点、奥羽山脈産が13点 である。遺構内出土個体は力持Ⅲ～�期の埋上に伴 うもので、本類の帰属

時期の主体は力持Ⅷ期 と想定される。

2類 (分類指標モデル 6252・ 6305'6859) 短い茎部を作出するものである。45点 出土 し、27点

掲載 した (No6040・ 6252・ 6282・ 6305・ 6332・ 6496・ 6544・ 6779・ 6807・ 6859・ 6931・ 6937・ 6976・

6985'7004・ 7037'7079'7091・ 7131'7199'7276～ 7282)。 45点 中27点 が完形品である (完形率

600/O)。 法量は、長さ11～ 5 2cm、 幅 1～ 19cm、 厚さ0.3～ 0,8cm、 重 さ14～4.4gの範囲で、長さ 3

cm以上、幅1.5cm前後、厚 さ0 5cm前後、重さ1.5～ 3gが主体 となる。石材の内訳は、北上山地産の

頁岩37点、奥羽山脈産の頁岩 5点、北上山地産の赤色頁岩製1点、奥羽山脈産の生質頁岩製 1点、北

上山地産のチヤー ト製 1点である。遺構内出土個体は力持Ⅳ～Ⅷ期に伴つて出土 したもので、力持Ⅶ

期及びⅧ期の竪穴住居跡床面出土 より各1点出土 したほかは、全て埋土中位からの出土である。本類

の帰属時期の主体は力持Ⅶ～Ⅷ期 と想定される。

G 群 (分類指標モデル 6012、 6433、 6492)

全体が柳葉形を呈 し、最大幅を基部寄 りにもつものである。42点出土 し、28点掲載 した (No6012・

6087・ 6092・ 6102・ 6193・ 6280。 6318。 6326・ 6393・ 6397。 6433・ 6446。 6472・ 6489。 6491 ・6492・

6570・ 6623'6695'6787・ 6831・ 6871・ 6933・ 6938'7011・ 7034・ 7119'7153)。 42点中33点が完形

品である (完形率79°/o)。 法量は、長さ2～ 5,7cm、 幅0,7～ 1 8cm、 厚 さ0.3～ 1.2cm、 重さ0.9～ 67gの

範囲で、長さ3～ 3.5cm、 幅1.5cm前 後、厚さ0.6～ 0.8cm、 重さ2g以上が主体 となる。本群には長さ

4cm以上の大形鏃が 9点含まれている。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製39点、奥羽山脈産の頁

岩製 3点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ・�期の遺構に伴って出土 してお り、帰属時期の主体はⅦ～Mll

期 と想定される。

H 群 (分類指標モデル 6835、 6987)

全体の形状が棒状を呈するものである。 4点出土 し、 3点掲載 した (No6835・ 6987・ 7287)。 4点

全て完形品である (完形率 100°/0)。 法量は、長さ3～ 5,lcm、 幅 1～ 1.3cm、 厚 さ0.6～ 08cm、 重さ15

～3.8gま でみられる。石材は全て北上山地産の頁岩製である。力持Ⅵ～Ⅶ期の遺構に伴 う。

I 群 (分類指標モデル 6214・ 6864・ 6973)

先端部が丸みを帯び、幅広で未発達な茎部を持つ ものである。 3点 出土 し、全点掲載 した (No

6214・ 6864・ 6973)。 いずれも完形品である (完形率100%)。 法量は長 さ3.lcm、 幅1.3～ 1.4c、 厚 さ

04～ 0.7cm、 重さ1,9gである。石材は全て北上山地産の頁岩製である。力持 Ⅲ期の遺構に伴 う。

」 群

欠損などで形態が不明なもの、及び未製品と思われるものである。189点 出上 し、24点掲載 した

(No6017・ 6026・ 6027・ 6038・ 6094・ 6374・ 6375。 6396・ 6407・ 6408・ 6477・ 6509'6608・ 6660・

6869。 6929・ 6978・ 7006・ 7038'7093・ 7170。 7288～ 7290)。 189点 中71点が欠損品、その他の118点

が未製品と推定される。法量は、長さ 1～ 5.2cm、 幅0,7～ 3.3cm、 厚さ0,2～ 1.2cm、 重さ0,9～ 6.7gで

ある。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製158点、奥羽山脈産の頁岩製13点、奥羽山脈産の赤色頁岩

製 1点、北上山地産の珪質頁岩製 1点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 1点、奥羽山脈産の凝灰岩製 3点、

産地不明の黒曜石製 1点、北上山地産の石英製 1点、北上山地産のチヤー ト製 1点、北上山地産のデ

イサイ ト製 5点、北上山地産のホルンフェルス製 2点、原地山層産の流紋岩製 2点である。石材の種

類に関わらず奥羽山脈産は力持Ⅶ～Ⅷ・X期の遺構に伴って出上 している。また、原地山層産の流紋
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岩製は力持Ⅲ～Ⅳ期に限定 して出上 している。

(2)尖 頭 器

扁平な尖頭部をもち槍先等の刺突具とみられるものを尖頭器 とした。形態が類似 しても「摘み」部

を有する場合は「石匙D群」に含めた。172点出土 し71点掲載 した。形態から以下の各群に分類 した。

A群 :柳葉形若 しくはそれに類する形態のもの。

B群 :基部が平基を呈するもの。

C群 :幅広気味で全体の形状が卵形に類するもの。

D群 :左右非対称で全体の形状が三日月形を呈するもの。

E群 :突出して大形のもの。

F群 :基部を失い、A～ D類へ分類ができないもの。

G群 :未製品と捉えられるもの。

A 群 (分類指標モデル 6685)

いわゆる柳葉形の尖頭器である。39点が出土 し、28点掲載 した (No6089・ 6090・ 6098,6247・

6261 ・6378・ 6379・ 6468・ 6495'6500・ 6512・ 6561 ・6685,6732・ 6789・ 6873・ 6874・ 6875'6920,

7008・ 7010'7068'7074・ 7075,7098'7291～ 7293)。 39点中30点が完形品である (完形率77%)① 丁

寧な押圧剥離を施 し槍先状に仕上げられているものと、簡便な加工のものがある。法量は、長さ4.5

～10.4cm、 幅1.7～ 4cm、 厚 さ0.7～ 1.7cm、 重さ52～ 572gで ある。石材の内訳は、北上山地産の頁

岩製25点 、奥羽山脈産の頁岩製11点 、北上山地産の赤色頁岩製 2点、北上山地産のデイサイ ト製 1点

である。力持Ⅵ～�期の遺構に伴って出土 している。

B 群

平坦な基部を有するものである。21点出土 し、 8点掲載 した。以下のように細分 した。

1類 :基部に二次加工が施されているもの。

2類 :基部に二次加工が施されていないもの。

1類 (分類指標モデル 7294・ 7295) 9点 出土 し、 5点掲載 した (No6262・ 6989・ 7294～ 7296)。

9点全て完形品である (完形率100°/O)。 法量は、長さ32～ 6.3cm、 幅1.8～ 2.9cm、 厚 さ0.5～ 13cm、

重さ3,9～ 24.5gの 範囲である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 6点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、

北上山地産の砂岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ・�期の遺構に伴い出上 している。

2類 (分類指標モデル 7158) 12点 出上 し、 3点掲載 した (No6195・ 6336・ 7158)。 12点 中 6点

が完形品である (完形率500/0)。 法量は、長さ37～ 7.5cm、 幅1,9～ 3.3cm、 厚さ0.4～ 1.6cm、 重さ4.5～

26.8gの 範囲である。石材の内訳は、北生産地産の頁岩製 8点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、奥羽山脈

産の珪質頁岩製 1点、北上山地産のデイサイ ト製 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅶ・�期の遺構に伴

い出土 した。奥羽山脈産の石材は力持Ⅵ・Ⅶ期、デイサイ ト製は力持Ⅷ期に伴 う傾向が把握される。

C 群 (分類指標モデル 6139'7135)

やや幅広で全体の形状が卵形 (涙滴形)の ものである。26点 出土 し、17点掲載 した (No6046・

6091 ・6139,6168・ 6179。 6335。 6480・ 6481 ・6482・ 6541 ・6734・ 6803・ 7135・ 7297^ヤ 7300)。  26ヂ章

中24点が完形品である (完形率920/0)。 法量は、長さ3.2～ 6cm、 幅 2～ 4,4cm、 厚 さ04～ 1 7cm、 重

さ4.1～ 19gである。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製20点 、北上山地産の赤色頁岩製 1点、北上

山地産の珪質頁岩製 2点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、原地山層産の流紋岩製 1点である。

力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴い出上 している。原地山層産の流紋岩製は力持Ⅲ期遺構に伴っての
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出上である。

D 群 (分類指標モデル 6836)

左右非対称で全体の形状が三 日月形を呈するものである。一端に鋭い尖頭部を有することから本器

種に属 しているが、いわゆる槍先 とは異なる機能 (掻削器等)も 想定できる。 5点出土 し、 3点掲載

した (No6699'6836・ 7220)。 5点 中 4点が完形品である (完形率800/0)。 法量は、長さ35～ 56cm、

幅1,7～ 2 1cm、 厚 さ0.5～ 0.8cm、 重さ3.4～ 9gの範囲である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 3

点、奥羽山脈産の頁岩製 2点である。力持Ⅵ・Ⅷ・� ?期の遺構に伴って出土 している。

E 群

突出して大形のものである。 1点出上 し掲載 した (No6678)。 完形で、長さ21,7cm、 幅 5cm、 厚 さ

3.2cm、 重さ330.6gを 測る。石材は北上山地産のデイサイ トである。力持Ⅲ～Ⅳ期の追構に伴つて出

土 した。

F 群

基部の欠損により、A～ D類へ分類ができないものを一括する。54点 出上 し、 7点掲載 した (No

6044・ 6334・ 6684・ 6834・ 6876・ 6946・ 7147)。 残存部からは、A群 またはB群の可能性が高いも

のが多い。法量は幅1,6cm以 上、厚 さ0.5～ 1 3cmで ある。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製が42

点、奥羽山脈産の頁岩製が 2点、北上山地産の珪質頁岩製 2点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 3点、北

上山地産の砂岩製 1点、北上山地産のデイサイ ト製 1点、奥羽山脈産のへ き玉製 1点、北上山地産

のホルンフェルス製 1点である。力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 してお り、特に力持Ⅶ～Ⅷ期が

多い。

G 群

未製品と思われるものである。26点 出土 し、 7点掲載 した (No6043・ 6045。 6219・ 6466'7120。

7175'7301)。 26点 中 4点が欠損品である (完形率は850/0)。 法量は、長さ3～ 9,3cm、 幅1.7～ 3.4cm、

厚さ0.5～ 1.8cm、 重さ4～ 72gの範囲である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製19点 、奥羽山脈産

の頁岩製 5点、北上山地産の珪質頁岩製1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。力持Ⅲ～

Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ・� ?期の遣構に伴い出土 している。

(3)石 錐

剥片の端部に横断面形が菱形を呈する尖鋭な刃部を有 し、主に対象物に穿孔を施すことを目的に用

いられたと思われる石器である。82点出土 し、52点掲載 した。形態から以下の各群に分類 した。

A群 :全体形状が棒状を呈するもの。

B群 :棒状の長い刃部をもち一端に整形された摘み部を有するもの。

C群 :素材剥片の一端に、突出する短い刃部をもつもの。

D群 :刃部が先端から基部側に向かって次第に広が り、摘み部 との境界が不明瞭なもの。

E群 :全体の形状が涙滴形の尖頭器に似るもの。

F群 :石鏃からの転用品と推定されるもの。

A 群

全体の形状が棒状のものである。12点 出土 し、 7点掲載 した。以下のように細分 した。

l類 :両端が尖るもの。

2類 :一端のみ尖るもの。

1類 (分類指標モデル 7185) 6点 出土 し、 5点掲載 した (No6234・ 6562・ 6877。 7185。 7302)。
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6点中 5点が完形品である (完形率83%)。 法量は、長さ35～ 5.3cm、 幅0.6～ 1.4cm、 厚さ05～ 0.8cm、

重さ 1～ 5gの範囲である。本類の形態上、基部 と刃部の境界が不明瞭であるが、細部加工剥離が入

念に施された部分 を刃部 と判断 し、刃部の計測を行った。刃部の長さは約 1.3～ 約2.2cm、 厚 さ0.3～

0.5cm(0.5× 0.3cmが平均的)である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 5点、奥羽山脈産の頁岩

製 1点である。本類が帰属する時期は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期の可能性が高い。

2類 (分類指標モデル 6333) 5点出上 し、 2点掲載 した (No6333・ 6577)。 5点中 3点が完形

品である (完形率600/0)。 法量は、長さ25～ 4.9cm、 幅1.3～ 1 5cm、 厚 さ0.4～ 0,7cm、 重さ1.1～ 4.3g

の範囲である。刃部は、長さ約13～約1.5cm、 厚 さ05× 03～ 0 4cmである。石材の内訳は、北上山地

産の頁岩製 3点、奥羽山脈産の頁岩製 1点、原地山層産の流紋岩製 1点である。本類は、力持Ⅲ・Ⅶ

期の遺構に伴って出土 している。

B 群

棒状の長い刃部をもち一端に整形されたつまみ部を有するものである。32点出土 し、20点掲載 した。

以下のように細分 した。

1類 :摘み部のほぼ全周に細部加工剥離が施されるもの。

2類 :摘み部に素材剥片の形状をのこすもの。

3類 :摘み部の欠損により上類に分類不能なもの。

1類 (分類指標モデル 6337) 11点 出上 し、 8点掲載 した (No6161・ 6288・ 6337・ 6435'6576・

6656・ 6813・ 7304)。 11点中 6点が完形品である (完形率550/0)。 法量は、長さ2.4～ 6cm、 幅1.3～

2 6cm、 厚 さ0.4～ 0.9cm、 重 さ1.2～ 7,7gで ある。刃部は、長 さ約1.2～ 約4.lcm、 厚 さ0.2～ 0.5cm

(0.4× 0.3cmが 主体)である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製10点 、北上山地産のホルンフェル

ス製1点 である。力持Ⅲ～V・ Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴 うが、力持皿～Ⅳ期に伴 う可能性が高いと思われ

る。

2類 (分類指標モデル 6686) 19点 出上 し、10点掲載 した (No6006・ 6048・ 6409・ 6417・ 6545・

6686・ 6706・ 7065'7305'7306)。 19点 中13点が完形品である (68°/o)。 法量は、長さ2.2～ 4.7cm、 幅

1.2～ 5cm、 厚 さ0.3～ 1 lcm、 重さ1.2～ 12.9で ある。刃部は、長さ約 1～約1.9cm、 厚 さ0.2～ 0.8cm

(04～ 0.5cmが 主体)である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製16点 、奥羽山脈産の頁岩製 3点で

ある。本類は、力持Ⅷ～�期の遺構に伴って出土 している。

3類  2点出土 し、全点掲載 した (6400,7303)。 法量は、長さは不明、幅1.8～ 2.5cm以上、厚 さ

0,7～ 7.5cm、 重さ2.3g以上、刃部は、長さ約16～約2.4cm、 厚 さ0,3～ 0.6cmで ある。石材は、いずれ

も北上山地産の頁岩製である。力持Ⅷ期の遺構に伴って出上 している。

C 群 (分類指標モデル 6635)

素材剥片の一端に、突出する短い刃部をもつもの。 2点 出土 し、全点掲載 した (No6289'6635)。

2点 ともに完形品である (完形率100°/0)。 法量は、長さ2.7～ 4.9cm、 幅2.5～ 4 5cm、 厚 さ0 7cm、 重 さ

3.3～ 11.lg、 刃部の長さは約0,7～ 約 lcm、 厚 さは03～ 0 7cmで ある。石錐A・ B群 と比較 して、刃

部の長さが短 く、厚 さが厚い。石材はいずれも北上山地産の頁岩製である。力持llll～Ⅷ期の遺構に伴

って出上 している。

D 群 (分類指標モデル 6748)

刃部が先端から基部側に向かって次第に広が り、摘み部 との境界が不明瞭なものである。23点 出土

し、12点掲載 した (No6197・ 6290,6434・ 6627・ 6655。 6748・ 6758'7019'7192・ 7219・ 7230'7307)。

12点 中11点が完形品である (完形率92%)。 法量は、長さ1.8～ 6.3cm、 幅1.6～ 3.5cm、 厚さ0.2～ 2,lcm、
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重さ1.2～ 18.9g、 刃部の長さは約0.5～ 約2 2cm、 厚 さは01～ 0.7cmで ある。石材の内訳は、北上山地

産の頁岩製20点、奥羽山脈産の頁岩製 1点、産地不明の赤色頁岩製 1点、産地不明の流紋岩製 1点で

ある。力持Ш～V・ Ⅶ～Ⅷ期に伴 う可能性がある。

E 群 (分類指標モデル 6707)

全体の形状が涙滴形の尖頭器に似 るものである。 4点 出土 し、全点掲載 した (No6218・ 6308・

6578・ 6707)。 4点中 3点が完形品である (75%)。 法量は、長さ3 5cm以上、幅1.7～ 2.4cm、 厚 さ08

～1,3cm、 重 さ5,1～ 12g、 刃部の長さは11～ 1,7cm、 厚 さは0.2～ 0 6cmで ある。石材の内訳は、北上

山地産の頁岩製 3点、北上山地産のデイサイ ト製 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って

出上 している。帰属時期の主体はⅢ～Ⅳ期 と考えらる。

F 群 (分類指標モデル 6285)

石鏃からの転用品と推定 されるもの。 9点出上 し、 7点掲載 した (No6047・ 6196・ 6285・ 6560。

6626'6837'7308)。 9点 中 8点が完形品である (89°/o)。 法量は、長さ2.lcm以 上、幅1,3～ 22cm、

厚さ0.3～ 0,7cm、 重さ0.8～ 3g、 刃部の長さは1.2～ 1,9cm、 厚 さは02～ 0。7cmで ある。石材は全て】ヒ

上山地産の頁岩製である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

(4)異 形 石 器

石鏃、石槍・尖頭器、石錐、石箆、石匙などには該当しないものの中で、意図した形状に製作 され

ていると考えられるものを異形石器 として一括 した。13点出土 し、 9点掲載 した (No6049。 6050・

6513・ 6612・ 7039'7060。 7309。 7310。 7311)。 6049は 、上T端吉再と側面に狭 りが施され、下端に突

出部を持つ。石錐の未製品若 しくは石鏃製作用のコアの可能性がある。6050は 、左辺・右辺にそれぞ

れ片面にのみ二次加工が施される。6513は、 2個体分の石鏃 (若 しくは嘴状石器)の分離する前段階

とも考えられる資料である。6612は 、上下両端に狭 りが入る。正面・裏面 ともに扶 り部分以外は、二

次加工 (剥離)が施されていない。7039は 、先端が蟹鋏状を呈する。基部側の側面には決 り (ノ ッチ)

が 2段で設けられている。7060も 7039と 同様先端が蟹鋏状に近い形態を呈するが、7039は鋏に相当す

る部分が短い。7309と 7311は嘴状石器 (小林 1989、 村上2002)と 呼ばれるものに類似する。7310は 、

石匙若 しくは嘴状石器の未製品的なものと推定される。法量は、長さ21～ 8.2cm、 幅1,4～ 4.lcm、 厚

さ0.4～ 1 7cm、 重さ 1～ 50.3gで ある。石材は、北上山地産の頁岩製 6点、北上山地産の赤色頁岩製

1点、北上山地産のチャー ト製 2点、奥羽山脈産のメノウ製 2点、産地不明の黒曜石製 1点である。

力持Ⅶ～Ⅷ期の遣構に伴い出土 している。

(5)石 箆

扁平な剥片を素材 とし、周縁加工によってヘラ状に整形され、下端に主要刃部が設けられているも

のである。40点出土 し、22点掲載 した。形態から以下の各群に分類 した。

A群 :基部から刃部にかけて幅が広が り、平面形が撥形を呈するもの。

B群 :側縁がほぼ平行 し、平面形が短冊形を呈するもの。

C群 :基部・刃部 ともに両端が丸みを帯び、平面形が長楕円形を呈するもの。

以下、各群毎に記載する。

A 群 (分類指標モデル 6263)

撥形のものである。20点出土 し、11点掲載した (No6152・ 6263・ 6338・ 6339・ 6380'6579・ 6791・

7115'7116・ 7188・ 7312)。 20点 中14点が完形品である (完形率700/0)。 法量は、長さは4.2～ 8.2cm、
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幅は2.7～ 3.9cm、 厚さ0,8～ 2.3cm、 重さ9.4～ 57.7gで ある。主要刃部の角度は52～ 77° まで と多様で

ある。なお、下端以外にも刃部 となりうる部位を持つものが認められる。6338・ 6791・ 7188は 上下両

端 ともに刃部の可能性がある。7116は下端に加え両側縁が刃部の可能性を持つ。石材の内訳は、北上

山地産の頁岩製16点 、奥羽山脈産の頁岩製 1点、北上山地産のチャー ト製 2点、北上山地産の砂岩梨

1点である。本群は力持Ⅲ～Ⅶ期の遺構に伴って出土 している。

B 群 (分類指標モデル 7081)

短冊形のものである。 8点出土 し、 6点掲載 した (h6790・ 6878・ 7012・ 7081'7125。 7313)。 8

点中 5点が完形品である (完形率63%)。 法量は、長 さ4.3～ 7.2cm、 幅1,8～ 3.8cm、 厚 さ0,8～ 1 6cm、

重さ5.7～ 383以上 gである。刃部角度は57～ 68° で、60° 前後に集中がみられる。石材の内訳は、北

上山地産地の頁岩製 4点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、北上山地産地のホルンフェルス製 1点、北上山

地産地の砂岩 1点である。本群は力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

C 群 (分類指標モデル 6314)

長楕円形のものである。12点 出土 し、 5点掲載 した (No6298・ 6372・ 6314・ 6381・ 6947)。 12点 中

10点 が完形品である (完形率83%)。 法量は、長さ3.4～ 9,7cm、 幅 2～ 4.6cm、 厚さ0,7～ 2.9cm、 重さ

57～ 133.4gである。刃部角度は57～ 67° を測る。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 7点、奥羽山

脈産の頁岩製 2点、北上山地産の砂岩製 2点、北上山地産のチャー ト製 1点である。本群は力持Ⅵ～

Ⅷ・�期の遺構に伴って出上 している。

(6)石 匙

一端に摘み状の突起を持ち、側縁の一部に刃部を有するもののうち、石錐を除いたものを一括 した。

236点 出土 し、148点掲載 した。分類の方法 と基準を以下に記す。

まず、平面形状 と細部加工の状況から次の各「群」を設定 した。

AI群  :縦形。両側縁がほぼ平行する縦長剥片を素材 とし、両側縁に刃部加工が施されるもの

AⅡ l群 :縦形。一恨1縁が直線的、他方が弧状を呈 して三日月形を呈 し下端が尖頭状 となるもの。

AⅡ 2群 :縦形。一側縁が直線的、他方が弧状を呈 して三日月形を呈 し下端が九みを帯びるもの

AⅢ群  :縦形。比較的幅広で楕円形を呈するもの。

貪Ⅳ l群 :縦形。全体形状は撥形 (長台形)に近いが、両側縁 と下縁がやや弧状に膨 らみ丸みを

帯びるもの。

△Ⅳ 2群 :縦形。全体形状は撥形 (長台形)に近 く、両側縁 と下縁が直線的なもの。

AV群  :縦形。形状が特殊なもの。

BI群  :横形。全体の形状が横長の精円形に近いもの。

BⅡ 群  :横形。柳葉状に細身で、両端が尖頭状を呈するもの。

BⅢ 群  :横形。縁辺が直線的な三角形状を呈するもの。

C11群 :斜形。楕円形で、長さが 3cm以上のもの。

C12群 :斜形。楕円形で、長さ3cm以内の小形のもの。

CⅡ 群  :斜形。四角形に近いもの。

CⅢ群  :斜形。三角形に近いもの。

DI群  :縦形。尖頭器様。細長い柳葉形を呈するもの。

DⅡ 群  :縦形。尖頭器様。側縁が直線的な細長い逆三角形を呈するもの。

DⅢ 群  :縦形。尖頭器様。摘み側で平行する両側縁が下端近 くで屈曲して先端へ と収束 し、全
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体の形状が五角形を呈するもの。

DⅣ群  :縦形。尖頭器様。木葉形のもの。

DV群  :縦形。尖頭器様で両側縁が弧状気味のもの。

これに加え、主要な刃部として機能する部位の位置と形状から、以下の「類」を設定 した。要素が

複合する場合は「 2・ 6類」のように併記 した。

なお、この類別基準は、後述する「不定形石器」の分類 と共通させている。

1類 :摘み部の軸方向と平行する刃部を有するもの。縦刃。

2類 :摘み部の軸方向と直交する刃部を有するもの。横刃。

3類 :摘み部の軸方向に対 し斜位の刃部を有するもの。斜刃。

4類 :両側縁下半部から下端にかけて連続的な加工が施され、円～弧状の刃部を有するもの。

5類 :刃部が周縁のほぼ全周に及ぶもの。

6類 :刺突具としての機能が想定できる尖鋭な刃部を有するもの。

7類 :穿孔具としての機能が想定できる尖鋭な刃部を有する。

さらに、刃部加工の方法によって以下の「種」を設定 した。

a種 :片面にのみ刃部加工を施されたもの。片刃。

b種 :両面に刃部加工を施されたもの。両刃。

c種 :刃部加工剥離を持たないが、使用痕 と思 しき微細剥離が認められるもの。素材縁辺利

用。

d種 :a～ c種が複合 して認められるもの。

e種 :刃部が明らかでないもの (主 に未製品か ?)

AI群 (分類指標モデル 6371、 6841)

縦形の石匙のうち、両側縁がほぼ平行する縦長剥片を素材 とし、両側縁に刃部加工が施されるもの

である。73点 出上 し、21点掲載 した (No6108・ 6371・ 6382・ 6437。 6646・ 6792・ 6808・ 6841・ 6846・

6879・ 6882・ 6990'7076'7124・ 7151・ 7168'7314・ 7315。 7316・ 7317'7318)。 22点 中20点が完形

品である (完形率90°/o)。 法量は、長さ4～ 8,9cm、 幅1.4～ 4.lcm、 厚 さ0.4～ 1,7cm、 重さ2.7～ 33.8g

で、摘み部を除いた長さは2.9～ 7 5cmで ある。刃部は 1類 a種が多 くb種は少ない。 c種はない。刃

部角度は、50～ 55° が多い。6792は刃部再生が行なわれている。6882は片面にのみ二次剥離による刃

部が施され、その裏側 (背面)に使用により生 じた刃こばれと推定される剥離が多数みられる。本群

には同様の例が多 く認められる。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製17点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、

北上山地産の珪質頁岩製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、北上山地産の砂岩製 1点である。

本群の遺構内出土個体は力持V～Ⅷ期に伴い出土 している。

AⅡ l群 (分類指標モデル 6676、 6053)

縦形。一側縁が直線的、他方が弧状を呈 して三日月形を呈 し、下端が尖頭状となるものである。

19点 出上 し、14点掲載 した (No6053・ 6200・ 6291・ 6410・ 6454・ 6501・ 6581・ 6676・ 6688・ 6730。

7097。 7123・ 7164・ 7184)。 14点全て完形品である (完形率100%)。 分類の傾向としては、 1・ 3・

6類がみられ、 a種 とb種がほぼ同じ割合でみられる。刃部角度は、先端が45° 前後と鋭利的で、縦

方向の刃部角度が55～ 59° のものが多い。用途的には刺突具と削器の兼用を想起させるものが主体的

にみられる。法量は、長さ4.4～ 8.2cm、 幅1.6～ 3.4cm、 厚さ0.6～ 1.2cm、 重さ34～ 16.9g、 摘み部を

除いた長さ3.5～ 6.8cmである。石材は、全て北上山地産の頁岩製である。力持Ⅲ期 とⅢ～VoⅦ ～�

期の遺構に伴い出土 している。Ⅶ ,Mll期 に伴い出上 したものが、規模的にやや大きく、刃部の剥離も
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熟練度が高いような作 りである。

AⅡ 2群 (分類指標モデル 6669、 6057)

縦形。一側縁が直線的、他方が弧状を呈 して三日月形を呈 し、下端が丸みを帯びるものである。

21点 出土 し、18点掲載 した (No6057・ 6059・ 6401・ 6436・ 6583・ 6585・ 6600,6628'6669'6687・

6838・ 6948・ 6980。 7015,7319'7322・ 7323・ 7324)。 21点 中20点 が完形品である (完形率950/Oであ

る)。 左辺・右辺 ともに刃部に両面加工が施されたものが多い。刃部角度は、60～ 69° の鈍角気味の

ものが多い。刃部の加工のあ り方からは、削器的な用途と推定されるものが主体であるが、唯一急角

度を呈する鋭利的ものとして左辺44～ 48° 右辺55° を測る5584があげられる。法量は、長 さ38～

8 1cm、 幅1.3～ 3.lcm、 厚 さ0.6～ 12cm、 重さ2.8～ 19.8g、 摘み部を除いた長さ3.2～ 6.6cmで ある。石

材は、北上山地産の頁岩製 5点、奥羽山脈産の頁岩製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 2点であ

る。力持Ⅲ～Ⅳ oⅧ期に伴い主体 している。

AⅢ 群 (分類指標モデル 6820、 6726)

縦形のうち、比較的幅広で楕円形 を呈するものである。14点 出土 し、10点掲載 した (No6058。

6141・ 6143・ 6235。 6726・ 6763・ 6820,7134・ 7320,7321)。 14点 中12点 が完形品である (完形率

860/0)。 法量は、長さ36～ 8 5cm、 幅2.1～ 5cm、 厚 さ0,7～ 1.5cm、 重さ56～ 42.7gで、摘み部を除い

た長さは24～ 6cmで ある。刃部は、 1類 a種及び 1類 b種が主体的である。刃部角度は、41～ 69°

を波1り 、55° 前後に集中する。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製12点 、奥羽山脈産の頁岩製 2点で

ある。力持Ⅲ～Ⅵ期・Ⅷ期の遺構に伴って出上 している。力持皿～Ⅵ期には北上山地産、力持Ⅷ期に

は奥羽山脈産が用いられる傾向が看取される。

AⅣ l群 (分類指標モデル 6198、 6584)

縦形のうち、全体形状が撥形 (長台形)に近 く、両狽↓縁 と下縁がやや弧状に膨 らみ九みを帯びる

ものである。 6点出土 し、 5点掲載 した (No6198・ 6340。 6584・ 6586・ 6762)。 6点全て完形品で

ある (完形率100%)が、不掲載の 1点 は未製品の可能性 もある。法量は、長さ29～ 6.lcm、 幅1.8～

3,6cm、 厚さ06～ 1.2cm、 重さ3.1～ 19gで 、摘み部を除いた長さは22～ 5 1cmで ある。刃部角度は、

横位刃部が55～ 68° 、縦位刃部が50～ 62° である。全般的な傾向としては、縦位の刃部より横位の

刃部が鈍角気味 となる。刃部はほぼ 1・ 2類に限定され、 a種が 5点、 b種 1点である。形態か ら

横位の刃部が主要刃部 と推定される。石材は全て北上山地産の頁岩製である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ期の

遺構から出土 してお り、主体は力持Ⅲ～Ⅳ期で、To Cu降 下期 より古い時期に出現 した形態 とみ ら

れる。

AⅣ 2群 (分類指標モデル 7055)

縦形のうち、全体形状は撥形 (長台形)に近 く、両側縁 と下縁が直線的なものである。4点出土 し、

3点掲載 した (No6794・ 7055。 7325)。 4点全て完形品である (完形率 100°/0)。 法量は、長 さ2,7～

8 1cm、 幅2.1～ 2.9cm、 厚 さ06～ lcm、 重さ3.4～ 193gで、摘み部を除いた長 さ1,6～ 6.4cmで ある。

主要刃部が推定できるのは、6794(☆ Ⅳ 2群 1,2類 b種)と 7055(AⅣ 2群 1類 b種)の 2点だけ

である。刃部角度は50～ 65° の範囲で、6794は左側縁50～ 53° ・右側縁55～ 57° ・下端が62～ 65° 、

7055は左側縁53～ 55°
 ・右側縁52～ 55° であり、左右両側縁はほぼ同じ角度を呈する。石材の内訳は、

北上山地産の頁岩製 2点、北上山地産の赤色頁岩製 1点、原地山層産の流紋岩製 1点である。本群は、

力持Ⅶ期の遺構に伴って出土 している。

AV群

縦形のうち、形状が特殊なものである。 5点出土 し、 4点掲載 した (No6315'6689・ 6922・ 6926)。
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5点中 4点が完形品である (完形率80°/c)。 法量は、長さ3.1～ 6.2cm、 幅3.2～ 4.5cm、 厚さ05～ 1.lcm、

重さ3.3～ 14,7gで 、摘み部を除いた長さは22～ 5。 lcmである。刃部は 1類 と2類に三分され、 a種 3

点、b種 1点、不明 1点である。刃部角度は45～ 63° を沢1る 。石材は全て北上山地産の頁岩製である。

力持Ⅷ期 と�期の遺構に伴って出土 しているが、帰属時期の詳細は不明である。6922は 穿孔の機能が

想定される突端部をもつ。欠損により不明ではあるが、6315も 左側縁に同様の刃部が作 られていた可

能性がある。

BI群 (分類指標モデル 6657、 7152、 6842)

横形のうち、全体の形状が横長の楕円形に近いもの。

20点 出上 し、12点掲載 した (No6142・ 6580・ 6657・ 6724・ 6750・ 6795。 6842・ 6844・ 6845・ 7042・

7112・ 7152)。 20点 中14点が完形品である (完形率700/0)。 分類からみた傾向としては、 2類が多 く、

次いで 3類がみられる。 a種 とした片刃が主体で、横位に刃部を形成するものが多い。掻器の用途が

推定されるものが多い。刃部角度は、47～ 68° までバラツキがあるものの、概ね60～ 65° にまとまる

傾向がある。掻器 としての用途が推定 されるものが多い。法量は、長さ24～ 5。 9cm、 幅3.4～ 7cm、

厚 さ0.5～ 1.8cm、 重さ4.8～ 44.lg、 摘み部を除いた長さ1.7～ 4.5cmである。石材は、全て北上山地産

の頁岩製である。力持Ⅲ～V・ Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴い出土 している。力持 V～ Ⅵ期を主体とすること

から、前期後～末葉に多 く製作 されたと考えられる。

BⅡ 群 (分類指標モデル 6309)

横形のうち、柳葉状に細身で両端が尖頭状を呈するものである。 9点 出土 し、 6点掲載 した (No

6054・ 6236'6292・ 6309・ 6715・ 7014)。 9点中 8点が完形品である (完形率89%)。 法量は、長さ

2.6～ 4cm、 幅 2～ 5.7cm、 厚さ0.4～ 1.lcm、 重さ3.8～ 21.4gで 、摘み部を除いた長さは1.6～ 2.5cmで

ある。全点が 2類に属 し横位の刃部を主 とするが、両端の尖頭部にも刺突の機能が想定される。刃部

加工は a種とb種が各 3点みられる。刃部角度は49～ 68° を測る。6054と 7014は 掻器、6236と 6309は

削器、最 も薄い刃部角 (49° )の 6715はナイフ的な用途が想定される。6292は摘み部を欠損 した石

匙 と判断 したが、その後石鏃へ転用 されたものの可能性があ、ろう。石材の内訳は、北上山地産の頁

岩製 6点、奥羽山脈産の頁岩製 2点、北上山地産の砂岩製 1点である。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ期・Ⅶ

～Ⅷ期の遺構に伴って出上 してお り、特 に、奥羽山脈産は力持Ⅷ期に伴 う傾向が認められる。

BⅢ 群 (分類指標モデル 6421、 6725)

横形の うち、縁辺が直線的な三角形状 を呈するものである。 9点 出土 し、 7点掲載 した (No

6156。 6421・ 6725'7054・ 7118。 7207,7208)。 9点中 6点が完形品である (完形率67%)。 法量は、

長 さ2.9～ 4.5cm、 幅2.5～ 5 3cm、 厚 さ0.7～ lcm、 重さ3.4～ 18.5gで 、摘み部 を除いた長さは2.2～

2.9cmである。刃部は、 2類が 6点、 2・ 3類が 1点で、 a種 5点、 b種 2点 となっている。刃部角

度は52～ 74° を測る。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 8点、北上山地産の赤色頁岩製 1点であ

る。本群は力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構 に伴って出土 している。6421は 、刃部角度70～ 74° と厚い

剥離によるもので鋸歯状を呈す。7118は 、刃部角度52～ 53° とやや浅い角度で、直線的な刃部を形

成 している。

C11群 (分類指標モデル 6814、 6723)

斜形のうち、楕円形で長 さが 3cm以上の ものである。 9点出上 し、8点掲載 した (No6723・

6728・ 6770。 6793・ 6814・ 6843・ 7023・ 7141)。 9点全て完形品である (完形率100%)。 法量は、長

さ3.3～ 69cm、 幅1,9～ 4.4cm、 厚 さ08～ 1 4cm、 重さ6.4～ 20gで、摘み部を除いた長さは2.9～ 5.6cm

である。 3類 a種 を主体 とすることから、刃部は斜位に形成され片刃のものが多い。刃部角は51～
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V 出土遺物

67° の範囲で55～ 57° に集中がみられる。刃部の様相からは、6814、 7023、 7041は掻器、その他は

削器の用途が推定され、7023な どには刃部の裏側に刃こぼれと思われる微細剥離が観察される。石

材の内訳は、北上山地産の頁岩製 7点、奥羽山脈産の頁岩製 1点である。本群は、力持Ⅲ～Ⅷ期の

遺構に伴 う。

C12群 (分類指標モデル 6453)

斜形のうち、楕円形で、長 さ 3cm以内の小形の ものである。 3点 出上 し、全点掲載 した (No

6056,6343・ 6453)。 いずれも完形品である (完形率100°/0)。 法量は、長さ2.6～ 31cm、 幅18～ 3.3cm、

厚さ0.2～ 07cm、 重さ16～ 3gで、摘み部を除いた長さは1.6～ 2,6cmである。刃部はそれぞれ、 1類

a種、 2類 a種、 2類 c種である。刃部角度は48～ 55° の範囲であつた。石材の内訳は、北上山地産

の頁岩製 2点、奥羽山脈産の赤色頁岩製 1点である。本群は、力持Ⅶ～IIll期 の遺構に伴 う。

CⅡ 群 (分類指標モデル 6483、 6670)

斜形のうち、四角形に近いものである。 2点出土 し、全点掲載 した (No6483・ 6670)。 2点中 1点

が完形品である (完形率50%)。 法量は、長さ27～ 7.lcm、 幅43cm以上、厚 さ0.4～ 1,lcm、 重さ6.2g

以上で、摘み部を除いた長さは27～ 58cmである。刃部角度は50～ 57° を測る。どちらも 1。 2類で、

複数の側縁に刃部が形成され、6483は片刃、6670は片刃と両刃の両者をもっている。石材は北上山地

産の頁岩製である。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

CⅢ群 (分類指標モデル 7155、 7092)

斜形のうち、三角形に近いものである。 5点出上 し、 3点掲載 した (No6847'7092・ 7155)。 長さ

5.2～ 7.2cm、 幅 2～ 6 3cm、 厚さ0.8～ 12cm、 重さ9.5～ 26.4g、 摘み部を除いた長さ3.5～ 6cmである。

刃部形態は、 1類 c種、 1・ 2類 b種、 3類 a種がみられ、刃部角度は42～ 57° を測る。何れも削器

としての用途が想定される。石材は、全て北上山地産の頁岩製である。力持Ш・Ⅵ期の遺構に伴って

出土 している。

DI群 (分類指標モデル 6199、 6582)

縦形で、尖頭器様 を呈する。細長い柳葉形のものである。 8点出土 し、 7点掲載 した (No6002・

6051・ 6199・ 6532・ 6582・ 7013・ 7326)。 8点中 5点が完形品である (完形率630/O)。 法量は長さ 6

～ 9cm、 幅14～ 1 9cm、 厚さ04～ 1.9cm、 重 さ5,4～ 15,4gで 、摘み部を除いた長さは4.9～ 7 5cmで あ

る。刃部の形態は 6類 b種が主体で、主要刃部である先端部に両面加工が施 されるものが多い。刃

部角度 (先端角)は 35～ 60° である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 5点、奥羽山脈産の頁岩

製 2点である。6199、 6582、 7013は 両面に調整剥離が施された丁寧な作 りで、形状・法量が極めて

近似 している。6199と 6582は 先端が精鋭であるのに対 し、7013は 先端がやや磨耗 している。6532は

先端部の様相から錐の用途 も想定される。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅷ・�期の遺構に伴って出上 して

いる。

DⅡ 群 (分類指標モデル 7066、 6055)

縦形で尖頭器様を呈する。側縁が直線的な細長い逆三角形を呈するものである。 5点出上 し、全点

掲載 した (No6055'6399・ 6839'7066・ 7090)。 いずれも完形品である (完形率 100°/0)。 法量は、長

さ6.8～ 8.3cm、 幅 2～ 2 4cm、 厚 さ09～ 1.2cm、 重さ12～ 16.lgで 、摘み部を除いた長さは5.4～ 6.4cm

である。刃部形態は全て 6類 b種で、刃部角度 (先端角)は 40～ 56° を測る。石材の内訳は、北上山

地産の頁岩製 3点、奥羽山脈産の頁岩製 2点である。力持Ⅵ・Ⅷ・�期の遺構に伴 って出土 してい

る。
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DⅢ群 (分類指標モデル 6341、 7156)

縦形で尖頭器様を呈する。摘み側で平行する両側縁が、下端近 くで屈曲して先端へと収束 し、全体

の形状が五角形を呈するものである。 7点 出土 し、 6点掲載 した (No6052・ 6140。 6341・ 6771・

6949・ 7156)。 7点全て完形品である (完形率100°/O)。 法量は、長さ 5,3～ 7.lcm、 幅2.2～ 3cm、 厚

さ0,7～ 1.3cm、 重さ7.1～ 26g、 摘み部を除いた長さ4.7～ 5.4cmで ある。刃部形態は、全て 6類 b種で、

刃部角度 (先端角)は 39～ 57° を測る。石材は全て北上山地産の頁岩製である。本群は力持Ⅲ～V・

Ⅶ・Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

DⅣ群 (分類指標モデル 6162、 6629)

縦形で尖頭器様 を呈する。木葉形のものである。 6点 出上 し、全点掲載 した (No6162・ 6629・

6727・ 6749,7133・ 7327)。 6点中 4点が完形品である (完形率67%)。 法量は、長さ5.6～ 13 1cm、

幅3.2～ 3.8cm、 厚さ0.8～ 1 lcm、 重さ11.5～ 457gで 、摘み部を除いた長さは4.4～ ■.6cmである。刃

部形態は 6類 b種が主体で、刃部角度 (先端角)は 47～ 60° を測る。石材の内訳は、北上山地産の頁

岩製 4点、奥羽山脈産の頁岩製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。本群は、力持Ⅲ～

Ⅷ期の遺構に伴い出上 している。

DV群 (分類指標モデル 6729、 7110) 縦形。尖頭器様。両側縁が弧状気味のもの。 8点出上 し、

全点掲載 した (No6201。 6729・ 6840・ 6880'6881・ 7041,7110。 7206)。 8点中 6点が完形品である

(完形率75%)。 分類の傾向としては、 6類 b種が主体である。先端の角度は、40～ 59° を測る。法量

は、長さ41～ 7.5cm、 幅1.5～ 2 8cm、 厚 さ06～ 1.2cm、 重さ2.7～ 196g、 摘み部を除いた長さ2.9～

5,9cmである。石材は、北上山地産の頁岩製 6点、北上山地産の凝灰岩製 1点、北上山地産の砂岩製

1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴い出土 している。

(7)不 定 形 石 器

ここにあげる不定形石器とは、定形石器 (石鏃、尖頭器、石錐、異形石器、打製石斧、石箆、石匙、

ピェス・ェスキーュ)と コアA以外で、二次加工や微細剥離から刃部を有すると思われたものである。

ここには、定形石器の未成品・折損品の可能性をもつものも含まれる。

本器種は全器種中で最も量が多 く、2137点 出土し、442点掲載した。図化に際しては、原則として

バルブを上にしたが、石器の形態や主要刃部の部位を考慮し、一部原則に沿わないものも含んでいる。

なお、以下では、もっとも左端の平面図を「表面」とし、180° 展開した面を「裏面J、 表面の上下左

右の側面をそれぞれ「上面・下面・左面 。右面」と呼称することとする。

まず、本器種の分類にあたり、形態をもとに以下の各群を設定した。

A群 :素材である縦長剥片の形状をよく残すもの。

B群 :素材である横長剥片の形状をよく残すもの。

C群 :素材剥片を正方形～長方形に整形したもの。

D群 :素材剥片を台形状に整形したもの。

E群 :素材剥片の一端に細部加工を加えて尖頭部を作り出し、平面形が涙滴形を呈するもの。

F群 :平面形が円形～楕円形・卵形を呈するもの。

G群 :平面形が半円形～三日月形を呈するもの。

H群 :平面形が多角形を呈するもの。

I群 :平面形が三角形を呈するもの。

」群 :平面形がヘラ状に仕上げられているもの。
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3 石器

K群 :A～ 」群に該当しないものや不定形石器の未製品、製作途中の折損品の可能性があるもの。

これに加え、主に刃部加工の形態から「類」 。「種」を設定 した。上の「群」 と組み合わせ、「A
群 1類 a種」のように表記 している。「類」 。「種」は、前掲の「石匙」の記載に用いた分類基準

(1～ 7類・ a～ e種)を そのまま利用 したものであり、詳細はそちらを参照されたい。

なお、時間の都合で不掲載としたものは、分類の対象とできなかった。よって以下に記載する群別

の点数は、掲載遺物に限つたものであり、不掲載個体が含まれていないことをお断 りしておきたい。

A 群 (分類指標モデル 6240、 6241、 627妙

素材である縦長剥片の形状 をよく残す ものである。94点 が該当する (No6061・ 6062・ 6064～

6067・ 6073・ 6074・ 6099・ 6110'6147^-6149。 6158・ 6165・ 6202。 6237・ 6240。 6241 ・6271 ・

6272・ 6297・ 6310・ 6316・ 6317・ 6353・ 6405'6438・ 6439・ 6458・ 6473・ 6502・ 6517・ 6523・

6526・ 6533・ 6535・ 6536・ 6539。 6542・ 6554・ 6589・ 6593・ 6594・ 6596・ 6615'6636・ 6647・

6712・ 6735・ 6737・ 6738・ 6754・ 6757・ 6759,6772・ 6773・ 6797・ 6798・ 6818・ 6883・ 6895・

6951 ・6955'6957・ 6965・ 6991 ,7016・ 7044・ 7046'7050。 7077・ 7096・ 7104・ 7122・ 7126。

7144・ 7176。 7328～ 7344)。 法量は、長さ2.1～ 8.9cm、 幅1.1～ 7.8cm、 厚さ0.3～ 1.8cm、 重さ1.1～ 50.4

gである。本群の刃部形態は多様で、計21分類 となった。 5個体以上のが属する類種を抽出すると、

1類 a種25点、 1・ 2類 a種 13点 、 1類 c種11点 、 2類 a種■点、 1・ 2類 c種 5点 となる。主要

刃部は両側縁にもつものが多 く、次いで下端横位にもつものや、これらが複合するものがみられる。

刃部の加工は、 a種 (片刃)が多 く、次いで c種 となる。 b種 (両刃)は希少である。刃部の観察

から推定される用途は、削器39点、削・掻器 (削器 と掻器の兼用品)が24点、掻器16点 、ナイフ 9

点、刺突具 1点 (7341)、 石鏃の未製品 2点 (6074、 7336な ど)、 尖頭器の欠損品 1点 (6067)、 何 ら

かの未製品 2点である。刃部角度は40～ 85° を浪1り 、削器 と推定されるものは、40～ 60° に集中し、

掻器と推定されるものは、60～ 70° にまとまりがみられる。ナイフと推定されるものは40～ 55° で、

50° 弱に中心をもっている。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製78点 、奥羽山脈産の頁岩製 6点

(※力持Ⅲ～Ⅳ期 3点、力持Ⅵ期 1点、時期不明 1点 )、 北上山地産の赤色頁岩製 1点、北上山地産

の珪質頁岩梨 1点、奥羽山脈産の珪質頁岩製 1点、北上山地産のチャー ト製 2点、北上山地産のデ

イサイ ト製 1点 (※ 力持Ⅳ～V期 1点 )、 北上山地産のホルンフェルス製 2点 (※ 力持 V期 1点、力

持Ⅷ期 1点 )、 北上山地産の水晶製 1点 (※力持Ⅷ～Ⅸ期 1点 )、 産地不明の黒曜石製 1点 (※ 時期

不明)である。本群は、力持Ⅲ～�期の遺構に伴って出土 してお り、特に、主外 となる時期は力持

Ⅷ期で、次いで力持Ⅲ～Ⅳ期 となる。分類毎にみると、A群 1類 a種は力持Ⅲ～Ⅷ期 (主体はⅦ～

Ⅷ期 )、 A群 1,2類 a種は力持 V～ Ⅷ期、A群 1類 c種力持Ⅲ～Ⅷ期、A群 2類 a種は力持Ⅲ～

Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ、A群 1・ 2類 c種は力持Ⅵ・Ⅷ期に伴う。

B 群 (分類指標モデル 6345、 6527、 6805)

素材である横長剥片の形状をよく残すものである。13点が該当する (No6060・ 6203・ 6345'6527・

6601・ 6805。 6961'7071'7117・ 7121・ 7177'7227・ 7345)。 法量は、長さ2.4～ 5.6cm、 幅3,7～ 7.5cm、

厚さ05～ 17cm、 重さ3.3～ 43gである。刃部形態は、 2類 a種が 4点、 1・ 2類 a種が 3点、 2類 c

種が 3点、 1・ 2類 aoc種 、 2類 b種、 4類 a種が各 1点である。刃部部位は 2類、刃部加工は a

種が主体である。刃部の観察から推定される用途は、削器 5点、削器と掻器の兼用品が 2点、掻器 5

点、削器 とナイフの兼用が 1点である。刃部角は35～ 73° の範囲で、掻器と推定されるものは60～

70° が多 く、削器に比 して厚い剥片が用いられている。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製 9点、奥

羽山脈産の頁岩製 1点、北上山地産のと質頁岩製 2点、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。
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力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

C 群 (分類指標モデル 6204、 6351、 6465、 6153、 6205、 6717)

素材剥片 を正方形～長方形に整形 した ものである。57点 が該当する (No6086・ 6100・ 6103・

6106・ 6145・ 6150'6153・ 6204・ 6205。 6264・ 6266・ 6273・ 6351 ・6355' 6357・ 6412・ 6414・

6422 ・6426・ 6440・ 6441 ・6465' 6485。 6516・ 6518・ 6555。 6633・ 6634・ 6648・ 6650・ 6680・

6691 ・6709'6717・ 6751 ・6765' 6817・ 6853・ 6891 ・6899・ 6963 ・6970'7017・  7056'7058・

7148・ 7165'7186。 7189・ 7209・ 7226。 7229・ 7346・ 7377～ 7380)。 法量は、長さ1,9～ 4.4cm、 幅18

～43cm、 厚 さ03～ 3 5cm、 重さ12～ 79,lgで ある。刃部形態はあわせて16分類 と多様であ り、この

うち 5点以上あるものは、 1類 a種 (11点 )、 1・ 2類 a種 (7点 )、 2類 a種 (7点 )、 1類 c種

(5点 )、 2類 c種 (5点 )である。 1類、 2類あるいは 1・ 2類が主体である。このほかに、 3類

が 2点、 4類が 3点出土 している。刃部加工は、 a種を主体に c種、 b種の順で多い。刃部の観察

から推定 される用途は、削器25点 、削器兼掻器 8点、掻器19点、削器兼ナイフ 2点、何 らかの未製

品 2点、尖頭器の欠損品 1点である。刃部角は41～ 77° の範囲でみられる。削器兼ナイフと推定さ

れるものが47～ 50° 、削器と推定されるものは45～ 60° 、掻器 と推定されるものは50～ 70° に集中

する。ナイフ、削器、掻器の順に刃部角が大 きくなる傾向が認められる。石材の内訳は、北上山地

産の頁岩製50点 、奥羽山脈産の頁岩 2点、北上山地産のデイサイ ト製 1点、北上山地産のホルンフ

ェルス製1点 、北上山地産の疑灰岩製 1点、北上山地産の粘板岩製1点、産地不明の黒曜石製が 1点

である。力持Ⅲ～�期に遺構に伴って出土 してお り、特にⅦ～Ⅷ期を主体 とする。なお、黒曜石製

は力持Ⅶ期に伴って出土 した。

D 群 (分類指標モデル 6146、 6563)

素材剥片を台形状に整形 したものである。24点 が該当する (No6066・ 6068・ 6070・ 6146・ 6209・

6294・ 6344・ 6383・ 6455・ 6520。 6521 ・6525。 6563・ 6849,6856・ 6901 ・6968・ 6969・ 6993・ 7095'

7150'7224・ 7347・ 7348)。 法量は、長さ2～ 4.6cm、 幅21～ 6.9cm、 厚さ03～ 33cm、 重さ2.1～ 38.2

gで ある。刃部形態は12分類認められ、複数点以上のものとして 1類 a種 (2点 )、 1・ 2類 a種

(2点 )、 1・ 2類 c種 (3点 )、 2類 a種 (5点 )、 2類 c種 (2点 )、 2・ 3類 a種 (4点 )がある。

2類 を中心に 1・ 2類 と2・ 3類がみられ、下端横位に刃部を持つものが主外的である。刃部加工は

a種が主体、次いで c種が多 く、b種は 2点に留まる。刃部の観察から推定される用途は、削器12点 、

削・掻器が 4点、掻器 7点、何 らかの欠損品 1点である。刃部角は41～ 77° の範囲に散 らばり、傾向

は掴み難い。分類中で最 も点数の多い 2類 a種をみると50～ 60° にまとまりがある。ただし、 2類 a

種の用途は削器 2点、削・掻器 1点、掻器 2点 とそれぞれ分かれると思われることから、用途 と刃部

角度の相関は不明である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製16点、奥羽山脈産の頁岩製 1点、北上

山地産の赤色頁岩製 2点、奥羽山脈産の赤色頁岩製 1点、北上山地産の珪質頁岩製 1点、北上山地産

のホルンフェルス製 2点、産地不明の黒曜石製 1点 (Ⅷ期)である。本群は力持Ⅲ～WIll・ �期の遺構

に伴って出上 してお り、特に力持Ⅷ期を中心 としている。

E 群 (分類指標モデル 6463、 6464、 6616、 6624、 7157)

素材剥片の一端に細部加工を加えて尖頭部を作 り出し、平面形が涙滴形を呈するもの。46点が該当

する (No6164・ 6206・ 6295'6346・ 6354・ 6384・ 6459・ 6460・ 6463・ 6464・ 6497・ 6556'6595・

6605・ 6616・ 6624・ 6690。 6716・ 6801 ・6830・ 6850。 6852・ 6885・ 6893・ 6894・ 6902・ 6923・ 6995・

7024・ 7025・ 7027・ 7043・ 7049,7053'7062・ 7108・ 7113'7145・ 7157・ 7182・ 7212,7349^ヤ 7353)。

法量は、長 さ19～ 7cm、 幅11～ 5.4cm、 厚 さ05～ 15cm、 重 さ1.4～ 33,lgで ある。刃部形態は計 15分
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類認められ、複数点以上のものとして、 1類 b種 (3点 )、 1・ 6類 a種 (2点 )、 3・ 6類 a種 (2

点)、 6類 e種 (3点 )、 類外 e種 (26点)がある。本群中57%を 占める類外 e種は、石鏃若 しくは尖

頭器の未製品と推定されるものが主体であるが、刃部が未形成な個体 と判断 したため、類は示さず、

「類外 e種」 とした。刃部の観察から推定される用途は、削器 2点、削・掻器 4点、掻器 2点、削

器・刺突具 3点、掻器・刺突具 2点、尖頭器・削・掻器 1点、石鏃の未製品15点、尖頭器の欠損品 1

点、尖頭器の未製品16点 である。刃部未加工の未成品が主体であり、刃部角を計測できた資料は16点

に留まる。40～ 74° の範囲に分布 し50～ 57° に集中する。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製43点、

奥羽山脈産の頁岩製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、出来島産の黒曜石製 1点である。本

群は力持Ⅶ～Ⅷ期を主体 としながらⅢ～Ⅳ期やⅥ期でも一定量が出土 している。出来島産の黒曜石製

1点は、力持Ⅵ期の遺構より出土 した。

F 群 (分類指標モデル 6076、 6151、 6220、 6222、 6224、 7045)

平面形が円形～楕円形・卵形を呈するものである。65点が該当する (No6063・ 6069・ 6071・ 6076～

6078・ 6101 ・6151 ・6157・ 6220・ 6222・ 6224・ 6250・ 6265・ 6312・ 6313'6347-6349・ 6352・ 6386・

6424・ 6425・ 6461 ・6490・ 6528・ 6588・ 6637・ 6671 ・6772・ 6700・ 6708・ 6747・ 6752・ 6753・ 6804・

6809・ 6887・ 6888。 6892・ 6897・ 6952・ 6954・ 6956・ 6959・ 6967・ 6982・ 6994・ 6997・ 7018・ 8020・

8022・ 8026・ 7045'7103'7211・ 7213・ 7354～ 7357・ 7360～ 7363)。 法量は、長さ2～ 68cm、 幅 1.4

～63cm、 厚さ0.3～ 8cm、 重さ17～ 69gで ある。刃部形態は計19分類認められ、複数点以上のもの

として、 1類 a種 (7点 )、 1類 b種 (3点 )、 1類 c種 (4点 )、 1・ 2類 a種 (2点 )、 2類 a種

(9点 )、 2類 b種 (4点 )、 2類 c種 (11点 )、 3類 a種 (2点 )、 4類 a種 (2点 )、 5類 c種 (2点 )、

F tt e種 (11点)がある。 l類や 2類が主体で、縦位若 しくは下端横位に主要刃部を持つものが多い③

また、石鏃・尖頭器の未成品やコアと推定され、類別できないものも11点含まれる。刃部加工は a種、

c種、 b種の順に多い。刃部の観察から推定される用途は、削器20点、削器兼掻器11点、掻器18点 、

ナイフ2点、削器兼ナイフ 1点、尖頭器の未製品 4点、石鏃の未製品 3点、尖頭器の欠損品 1点、何

らかの未製品 4点、コア ?1点である。刃部角は37～ 77° の範囲で、このうち削器と推定されるもの

は刃部角度にバラツキが多 く、一方、掻器と推定されるものは60～ 75° に集中する。また、ナイフと

推定されるものは全般に48° 前後の薄い刃部を有する。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製51点、奥

羽山脈産の頁岩製 6点、北上山地産の赤色頁岩製 1点 (※力持Ⅶ期 )、 奥羽山脈産の赤色頁岩製 1点

(※ 力持 X期 ?)、 北上山地産のチャー ト製 2点、北上山地産のデイサイ ト製 2点、北上山地産のホル

ンフェルス製 1点、北上山地産の砂岩製 1点である。本群は、力持Ⅲ～�期の遺構に伴って出上 して

お り、全体的には力持 WIll期が多いが、掻器と推定されるものは力持Ⅵ期、削器兼掻器は力持Ⅲ～Ⅳ期

に偏 りが認められる。なお、未成品は全て力持Ⅶ～Ⅶ期に伴 うものである。

G 群 (分類指標モデル 6522、 6679・ 6144、 6208、 6248、 6886)

平面形が半円形～三 日月形を呈するものである。43点が該当する (No6113・ 6118・ 6144・ 6208・

6238・ 6248・ 6311 ・6350'6359。 6385'6387・ 6522・ 6524・ 6534・ 6537・ 6566・ 6658・ 6679'6711 ・

6796・ 6811 ・6821 ・6854・ 6886・ 6889'6896・ 6898・ 6925・ 6953・ 6958・ 7028・ 7048'7094・ 7139・

7140,7169'7178。 7197,7223・ 7359・ 7365・ 7366・ 8215)。 法量は、長さ21～ 8cm、 幅1.8～ 6cm、

厚 さ03～ 1 7cm、 重さ2.4～ 462gである。刃部形態は19分類認められ、複数点以上のものとして、 1

類 a種 (8点 )、 1,2類 a種 (3点 )、 1・ 3類 a種 (2点 )、 2類 a種が (4点 )、 2類 c種 (3点 )、

2・ 3類 a種 (2点 )、 3類 a種 (5点 )、 3類 b種 (3点 )、 3類 c種 (2点 )、 4類 a種 (2点 )が

ある。 l類や 2類以外に3類 (斜位の刃部)が顕著にみられる。また、 4類 (円弧状の刃部)も 2点
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含む。刃部加工は a種が圧倒的に多い。刃部の観察から推定される用途は、削器18点、削・掻器10点 、

掻器10点 、削器・ナイフ 2点、削器・刺突具 1点、、尖頭器の欠損品 1点、不明 1点 などである。刃

部角は35～ 82° の範囲である。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製31点、奥羽山脈産の頁岩製 3点、

北上山地産の赤色頁岩製 1点 (※ 力持V期 )、 北上山地産のチャー ト製 2点、北上山地産のデイサイ

ト製 3点、北上山地産のホルンフェルス製 1点、北上山地産の砂岩製 2点である。力持Ⅲ～�期の遺

構に伴って出土 してお り、特に力持Ⅶ～Ⅷ期を主体 とする。

H 群 (分類指標モデル 6163、 6210、 6293、 6503、 6567)

平面形が多角形を呈するものである。12点が該当する (No6163・ 6210。 6249。 6293・ 6503・ 6567,

6659・ 6857・ 6984・ 6996・ 7089・ 7387)。 刃部形態は11分類認められ、複数点数以上は 2類 a種のみ

で、他は 1分類 1点である (1類 c種、 1・ 2類 a種、 1・ 3類 a種、 1,7類 b種、 2類 a種、 2

類 a・ b種、 2。 3類 c種、 3類 a種、 3類 b種、 3・ 6類 a種、 4類 a種が各 1点の出土 )。 主要

刃部の部位は多様だが、刃部加工は a種が多い。刃部の観察から推定される用途は、削器 2点、削器

兼掻器 1点、掻器 6点、ナイフ 1点、錐 ?兼削器 2点 (6984、 7387)で ある。刃部角は43～ 74° を測

る。法量は、長さ21～ 6 1cm、 幅2.3～ 4.3cm、 厚 さ0.3～ 1.9cm、 重さ12～ 483gで ある。石材の内訳

は、北上山地産の頁岩製 9点、奥羽山脈産の頁岩製 1点 (※ 力持Ⅷ～Ⅸ期 )、 北上山地産のデイサイ

ト製 1点、原地山層産の流紋岩製 1点 (※ 力持Ⅲ～Ⅳ期)である。力持Ⅲ～Ⅸ期の遺構に伴 うが、Ⅲ

～Ⅵ期が主体 とみられる。原地山層産の流紋岩製は力持Ⅲ～Ⅳ期に伴って出土 しているが、該期にこ

の石材を用いる点は磨製石斧とも共通 している。

I 群 (分類指標モデル 6111、 6851、 6890)

平面形が三角形 を呈するものである。11点 が該当する (No6111・ 6462・ 6587・ 6613・ 6851・

6890,7029・ 7086。 7161・ 7364・ 7565)。 法量は、長さ25～ 8 4cm、 幅2.1～ 6cm、 厚さ0.6～ 2.8cm、

重 さ2.1～ 487gである。刃部形態は 6分類認められ、複数点数以上は 2類 a種のみで、他は 1分類

1点である。素材剥片の形状に依存 して、主要刃部は斜位 にもつものが多い。刃部加工は a種を主

体 とする。刃部の観察から推定される用途は、削器 4点、削・掻器 2点、掻器 2点、石鏃の未製品

1点、石錐の未製品 ?1点、不明 1点である。刃部角は40～ 75° を測る。削器と推定されるものは、

40～ 50° の浅角を呈 し、最 も厚い75° の刃部を持つ6851が掻器 と推定される。石材の内訳は、北上

山地産の頁岩製10点、北上山地産のチャー ト製 1点である。本群は力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出

土 している。

」 群 (分類指標モデル 6152、 6159、 6373)

平面形がヘラ状に仕上げられているものである。32点が該当する (No6075'6159'6207・ 6296・

6373・ 6413・ 6504・ 6505'6632・ 6800・ 6812・ 6855・ 6921 ・6979・ 6992・ 7021 ・7030。 7099'7143・

7195'7198・ 7210,7367～ 7376)。 法量は、長さ3～ 6.8cm、 幅13～ 4 5cm、 厚 さ04～ 1.9cm、 重さ4.2

～36.9gである。刃部形態は12分類認められ、複数点以上のものは、 1・ 2類 a種 (5点 )、 2類 a

種 (8点 )、 2類 b種 (4点 )、 2類 c種 (3点 )、 4類 a種 (2点 )、 4類 b種 (3点 )、 類外 e種

(2点 )である。 4類 (円弧状刃部)が 6点 と多い。刃部加工は、 a種主体にb種、 c種の順にみ ら

れる。刃部の観察から推定される用途は、削器 3点、削・掻器 8点、掻器18点、何 らかの未製品 1点、

不明 2点である。刃部角は40～ 74° を測る。石材の内訳は、北上山地産の頁岩製28点、奥羽山脈産の

頁岩製 2点、北上山地産のチャー ト製 1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。力持 Ⅲ～

Ⅳ・Ⅵ～�期の遺構で出土 した。
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K 群 (分類指標モデル 6402、 6403)

A～ 」群に該当 しないもの、および定形石器の未成品、製作途中の折損品の可能性があるもので

ある。45点 が該当する (No6267・ 6358・ 6402・ 6403・ 6423・ 6456・ 6457・ 6484・ 6514・ 6515・

6519,6538・ 6540・ 6590⌒や6592・ 6614・ 6630。 6631 ・6638・ 6673・ 6710・ 6731 ・6733・ 6736・

6739・ 6740・ 6764・ 6799・ 6802・ 6833・ 6884・ 6900 '6924・ 6950・ 6964・ 6981 ・7052・ 7225・ 7381

～7386)。 法量は、長さ2.8～ 7 9cm、 幅1.9～ 5cm、 厚 さ0.4～ 2cm、 重さ18～ 57.6gで ある。刃部形

態は15分類認められ、複数点以上のものは 1類 a種 (15点 )、 1。 2類 c種 (3点 )、 2類 a種 (8

点)、 2類 c種 (2′点)、 3類 a種 (6点 )、 3類 b種 (2点 )である。 1～ 3類が主体的にみ られる。

刃部加工は a種が主体である。刃部の観察から推定される用途は、削器15点 、削・掻器13点 、掻器

15点、削器・ナイフ 1点、刺突具・ナイフ 1点である。刃部角は42～ 76° の範囲で、うち削器 と推

定されるものの刃部角の分布は42～ 63° にあ り、概ね55° 以下に集中している。そのほかでは刃部

角の分布は幅が広 く、傾向を掴めない。石材の分布は、北上山地産の頁岩製36点 、奥羽山脈産の頁

岩製 4点 (※ Ⅶ期 1点、X期 2点、時期不明 1点 )、 北上山地産のデイサイ ト製 4点、北上山地産の

凝灰岩製 1点 (※ Ⅵ期)である。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ・�期の遺構に伴って出上 している。

主体はⅧ期である。

(8)ピ エ ス ・エ ス キ ーユ

上下端部に階段状剥離痕跡をもつ一群である。対辺で一対をなす階段状剥離痕跡が認められるもの

が基本だが、同様の剥離が一端にのみみられる個体 も一部含んでいる。36点出土 し、30点掲載 した。

自然面が広 く残るものが、本遺跡からは特徴的に出土 していることから、A群 とB群に分別 して示

す。

A群 :剥片を素材にするもの。

B群 :自然面を残すもの。

ピェス・ェスキーュA群 (分類指標モデル 7067)

楔形若 しくは方形気味の剥片を素材とするものをピエス・エスキーュA群 とした。14点 出土 し、11

点掲載 した (No6072・ 6360・ 6406・ 6411・ 6649・ 6848'7067'7171'7388・ 7389・ 7390)。 刃部は、

その特定に苦慮するが、刃部と推定される縁の状況を記述する。6411が両面加工で、その他は片面加

工若 しくは片面加工 と未加工の両者をもつ。削器 と掻器の兼用と推定されるものが多いが、これにつ

いても明確ではない。法量は、平均的には長さ2～ 4.lcm、 幅 2～ 3 5cm、 厚 さ lcm前後、重 さ 7～

13gである。石材は、北上山地産の頁岩製11点 、北上山地産の赤色頁岩 1点、北上山地産の珪質頁岩

1点、北上山地産のホルンフェルス製 1点である。力持Ⅵ～Ⅷ期に伴い出土 している。

ピェス・ェスキーュB群 (分類指標モデル 6617)

4cm前後の母岩を両極打法により2つ に叩き割って、片面が自然面のままで、剥離面の一部分の

先端に剥離痕や潰れが観察されるものをピエス・エスキーュB群 とした。22点出土 し、19点掲載 した

(No6221 ・6300・ 6342・ 6361 ・6404・ 6486・ 6617・ 6756・ 6760・ 6962・ 6966・ 6998・ 7047 ' 7057・

7061・ 7100。 7106。 7358・ 8152)。 刃部に二次加工は施されていない。また、加工が施されていない

横側面の両端若 しくは片端に、使用痕跡 と思われる微率田な剥離痕が確認できるものもある。それらの

刃部角度は、何れも70° 前後の鈍角を呈する。なお、8152は上下両端に両極打法を用いられているこ

とからピエス・エスキーュに含めたが、刃部が作出されていないことと、他とは石材が異なることか

ら、何 らかの製品を加工するための石核の可能性 もある。刃部は、何 らかの製品に加工するコアであ
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る可能性があるものもあり、刃部の特定が難 しく、未加工の刃部を持つものが主体 と思われた。刃部

と推定される縁の角度は、上記 したとお り70° 前後の鈍角を測るものが多い。掻器 としての用途が推

定されるが、明確ではない。法量は、平均的には長さ4cm以下、幅 3cm前後、厚 さ 1～ 1.5cm、 重

さ10～20gである。石材は、北上山地産の頁岩製15点、北上山地産の赤色頁岩製 3点、北上山地産の

ホルンフェルス製 1点、北上山地産の砂岩製 2点、北上山地産のアプライ ト製 1点である。時期は、

力持Ⅲ～Ⅷ・�期に伴い出土 している。主体は力持Ⅶ～Ⅷ期 と捉えられる。

(9)三 日 月 状 石 器

三日月状に仕上げられた剥片石器を仮称 した。 1点出上 し、掲載 した (No6079)。 法量は、長さ

3.lcm、 幅 6cm、 厚 さ1.2cm、 重さ21,9gである。石材は北上山地産の頁岩製である。力持Ⅷ期の遺

構に伴い出土 している。

(10)力 持 型 ス ク レイパ ー

片面のほぼ全面に自然面 (母岩表皮)を残す剥片を素材 とし、この面の周縁を打点とした直接打撃

によって平面形が楕円形～長方形に整形され、反対面の周縁に角度の厚い刃部が形成された石器であ

る。

打製石斧や石党に類似するが、上記の形態的特徴を有する一群 として一定量の出土をみたことから、

これらを「力持型スクレイパー」 と仮称 し、以下に記述する。

77点出土 し、53′点掲載 した。77点中、完形品は54点 である。本器種の分類にあたり、以下の各群を

設定 した。

AI群 :基部から刃部にかけて開く形状を呈するものの中で、基部が方形に近いもの。

AⅡ 群 :基部から刃部にかけて開く形状を呈するものの中で、基部が円弧状のもの。

B 群 :全体の形状が楕円形を呈するもの。

C 群 :全体の形状が方形を呈するもの。

D 群 :全体の形状が短冊形を呈するもの。

E 群 :そ の他欠損などにより全体の形状が推定できかねるものを一括する。

AI群 (分類指標モデル 6083、 6442、 7167)

基部から刃部にかけて開く形状を呈するものの中で、基部が方形に近いものである。 9点出土 し、

全点掲載 した (No6083・ 6225・ 6442・ 6470。 6755・ 7167・ 7233・ 7395・ 8216)。 法量は、長さ6.3～

1lcm、 幅 4～ 6.5cm、 厚 さ12～ 2 7cm、 重さ39～ 248gで、平均的には長さ8cm前後、幅 5cm前後、

厚さ1.5cm前後、重さ100g以 下である。刃部の形態は、平刃 5点、九刃 2点、偏刃 1点、台形状を

呈するもの 1点である。刃部幅は、3.7～ 6cmま でみられるが、4.5cm前 後のものが半数を占める。

刃部角は60～ 67° の範囲で63° 前後にまとまりをもつ。石材の内訳は、北上山地産の砂岩製 4点、同

頁岩製 2点、同分岩製 1点、同安山岩製 1点、同ホルンフェルス製 1点である。本群は力持Ⅲ・V。

Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。7233は両側縁に狭 りがみられる。7395は、自然面側の刃部にも剥

離がみられる両刃的な刃部を有する。また、基部側の側縁が一部欠損 しているが、欠損後に剥離が施

されている。

AⅡ 群 (分類指標モデル 6166、 7166)

基部から刃部にかけて開く形状を呈するものの中で、基部が円弧状を呈するものである。21点出土

し、16点掲載 した (No6080・ 6085'6112・ 6166・ 6268・ 6367・ 6487・ 6602・ 6701・ 6741,7040・
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7166'7232・ 7393'7912・ 8067)。 法量は、長さ3.8～ 11.4cm、 幅 3～ 8 3cm、 厚さ0.8～ 2.4cm、 重さ15

～272gで、平均的には長さ5～ 8cm、 幅4.5cm前後、厚 さ1.5cm前 後、重さ100g以下である。刃部

形態は、平刃が10点 、九刃 1点、偏刃 8点である。刃部幅は、2.7～ 7cmま でみられるが、 3～

4.5cmの ものが半数以上を占める。刃部角は52～ 74° で、65° 前後に集中する。石材の内訳は、北上

山地産砂岩製11点、同頁岩製 2点、同斑岩製 2点、同扮岩製 1点、同ホルンフェルス製 2点、同花筒

岩 I帯製 1点である。本群は、力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

B 群 (分類指標モデル 6084、 6299、 6972)

全体の形状が楕円形を呈するものである。12点 出土 し、 9点掲載 した (No6081・ 6084,6107・

6299・ 6674・ 6766・ 6972・ 7396・ 8028)。 法量は、長さ5.8～ 9,7cm、 幅3.7～ 7.lcm、 厚 さ1.4～ 2.8cm、

重さ37～ 229gで、平均的には長さ7～ 9cm、 幅 5cm前後、厚さ2cm以下、重さ100g以下である。

刃部形態は、平刃が 1点、九刃 6点、偏刃 3点、刃部欠損 2点である。刃部幅は、 3～ 4.5cmま でみ

られ、 4～ 4.5cmの ものが半数以上を占める。刃部角は41～ 76° で、最 も薄いのが6972で 41° 、厚い

のが6081で 70～ 76° である。 2点以外は53～ 67° |こ 収まるが、全般にばらつきが大きい。石材の内訳

は、北上山地産砂岩 2点、同頁岩 2点、同珍岩 5点、同ホルンフェルス 2点、同細粒閃緑岩 1点であ

る。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。6972は上下両端部が刃部と推定さ

れる。刃部平面形は上下とも九刃で、刃部角はB群の中では突出して薄い。

C 群 (分類指標モデル 6597、 6702)

全体の形状が方形を呈するものである。10点 出土 し、全点掲載 した (No6253・ 6597・ 6702・ 6971・

7231・ 7394・ 7795'7861。 7913・ 7957)。 法量は、長さ4.9～ 9,lcm、 幅3.9～ 6.3cm、 厚 さ0,9～ 2.lcm、

重さ27～ 170gで、平均的には長さ7cm以下、幅4.5cm前 後、厚さ1.5cm前後、重さ100g以下である。

刃部形態は、平刃 6点、偏刃 4点である。刃部幅は、3.2～ 6cmま でみられるが、 4cm以下のものが

8割 (8点 )を 占める。刃部角は58～ 72° で、60° 前半に集中がみられる。石材の内訳は、北上山地

産砂岩製 3点、同頁岩製 2点、同チャー ト製 1点、同斑岩製 1点、同ホルンフェルス製 2点、同分岩

製 1点である。本群は、力持Ш・Ⅵ・Ⅷ期の遺構に伴い出土 している。6702と 7861は、上下両端が刃

部と推定される。6702は上下とも片刃、7861は上端部が両刃で、下端部が片刃である。6253と 7913は

両面に刃部加工剥離が認められるものである。7795は、基部が欠損 しているが、自然面側に装着痕と

思 しき痕跡が認められる。

D 群 (分類指標モデル 6082、 6488、 6999)

全体の形状が短冊形を呈するものである。 5点 出上 し、全点掲載 した (No6082・ 6366・ 6488・

6999・ 7222)。 法量は、長さ6.1～ 10 3cm、 幅3.3～ 4.2cm、 厚さ 1～ 1.7cm、 重さ305～ 102gで 、平均

的には長さ6.5cm前 後、幅3.5cm以 下、厚さ1.5cm以 下、重さ40g以下である。長幅比は2:1～ 2.5:

1である。刃部形態は、平刃 2点、九刃 3点である。刃部幅は2.2～ 3.2cmで 、A～ C群 に比 して狭小

である。刃部角は38～ 57° で他群に比 して薄 く鋭い。石材の内訳は、北上山地産砂岩製 1点、同頁岩

製 1点、同扮岩製 3点である。本群は、力持Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。6488は主要剥離

面側の刃部付近の一部 (右辺付近)にわずかに研磨痕がみられる。6082、 6366、 6999は、自然面側の

側縁に粗い剥離が施される。なお、石器使用痕分析を実施 した6082は、用途がスクレイピング、対象

物は柔らかいものと推定されている。

E 群

欠損などにより全体の形状が推定できかねるものを一括する。20点出土 し、 4点掲載 した (No

6469・ 6692・ 7069・ 7088)。 欠損部位は、中央よりやや基部側に寄った位置が多い。計測可能なもの
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から得られる法量は、幅 4cm前後、厚 さ2cm前後である。石材の内訳は、北上山地産の砂岩製 7点、

同分岩製 7点、同安山岩製 1点、同頁岩製 1点、同斑岩製 1点、同細粒閃緑岩 1製点、不明 1点、奥

羽山脈産の安山岩製1点 である。本群は、力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 している。

(11) こコ       7

剥片を剥がした際に残された残核をコアとした。剥片剥離作業中の残核 と思われるもの、剥片剥離

後の残核 と思われるもの、原石の一端に打撃が加えられたものを含めて、コアと定義 した。642点 を

認知 した。その上で、コアAと コアBに区分 した。

コア大 主に剥片石器に用いられる素材 と推定される状況のものをコアAと した。コアAと したもの

は411点登録 し、17点掲載 した (No6356・ 6362・ 6363・ 6364・ 6365・ 6415・ 6416・ 6564・ 6598。

6618・ 6693・ 6694・ 6806・ 7031。 7032・ 7391・ 7392)。 今回の調査で特徴的に見られた径 6～ 7cmの

球形を呈するチャー トについては、打面や剥離が残るものと残 らないものや、三分割されたもの、敲

打痕的な痕跡が確認できるものなど様々であった。本遺跡では、敲石としての用途の可能性が高いも

のを除き、コアAに一括 した。また、フレークとするには、ためらうような大きめの剥片類はコアA

に含めたものもある。石材は、北上山地産の頁岩製178点、奥羽山脈産の頁岩製 7点、北上山地産の

赤色頁岩製 3点、奥羽山脈産の赤色頁岩製 1点、北上山地産の珪質頁岩製32点、北上山地産のチャー

ト製150点、北上山地産の赤色チャー ト製 3点、北上山地産のホルンフェルス製14点 、北上山地産の

砂岩製 6点、北上山地産のデイサイ ト製 8点、北上山地産の石英製 4点、北上山地産の水晶製 1点、

産地不明の黒曜石製 2点、石材不明 2点である。北上山地産が97%以上を占める。ほぼ全時期に亘 り

出土 しているが、力持Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴い多い。その中で、奥羽山脈産の頁岩は、力持Ⅷ期に伴い

出土 している。また、力持遺跡全体でも出土点数の少ない石材を採 り上げると、黒曜石は力持Ⅷ期、

石英は力持Ⅶ～Ⅷ期、水晶は時期不明である。

コアB 円礫を輪切 り状に切断したものやその際に生 じた礫片、本稿で力持型スクレイパーとしたも

のなどに使用されると推定される礫片 (※ 一部磨製石斧など礫石器製作に関連する可能性がある)な

どを一括 してコアBと した。コアBは231点登録 し、全点不掲載 とした。石材は、北上山地産の砂岩

製99点、北上山地産のホルンフェルス製47点 、北上山地産の花商岩製 5点 (内花商岩 I帯製 1点 )、

北上山地産の花聞閃緑岩製11点 、北上山地産の花闘斑岩製 7点、北上山地産のアプライ ト製 8点、凝

灰岩製 5点 (北上山地産 2点 と産地不明 3点 )、 北上山地産の石英斑岩製 5点、北上山地産の閃緑岩

製 4点、北上山地産のデイサイ ト製 2点、北上山地産の斑岩製 3点、北上山地産の斑 レイ岩製 6点、

北上山地産の細粒閃緑岩製 4点、北上山地産の安山岩製 1点、奥羽山脈産の安山岩製 2点、北上山地

産の礫岩製1点、北上山地産の扮岩製20点、産地・石材不明 1点である。遺構単位では、力持Ⅶ～Ⅷ

期に伴い多 く出土 している。遺構外では、BⅡ 区北部捨て場からの出土が多い。

(12)磨 製 石 斧

研磨が施された斧状の形態の石器である。未成品を含め613点出土し、193点掲載した。製品と判断

できたものは263点で、半分以上が未成品とみられる。完形品は25点 と少ない。

分類に際し、以下の各群を設定した。

I 群 :撥形。 9cm以上

I△群 :撥形。 9cm以下で幅 3cm以上。小形品。

IB群 :撥形。 5cm以下。ミニチュア品。
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IC群 :撥形。 5～ 9cmで幅 3cm以下。ノミ的サイズ。

Ⅱ 群 :短冊形。 9cm以上

ⅡC群 :短冊形で幅 3cm以下のもの。

Ⅲ 群 :やや寸胴。 9cm以上

ⅢA群 :やや寸胴で長さ9cm以下のもの。

Ⅳ 群 :幅広のもの。

V 群 :胴部中位に最大幅を持つもの。

VC群 :胴都中位付近に最大幅をもつもののうち、幅 3cm以下のノミ状を呈するもの。

Ⅵ 群 :欠損品のうち再加工が施されている途上の個体 と推定されたもの。

Ⅶ 群 :他の用途に転用されたとみられるもの。

Ⅷ 群 :未成品と推定されるもの。

更に、基部形態・製作工程上の段階を示す「類」を設定 した。

1 類 :円錐形。

2a類 :台形 (幅広 )。

2b類 :台形 (幅狭)。

3 類 :九形。

4 類 :方形。

5 類 :両刃。

6 類 :基部再生が行われているもの。

7 類 :剥離調整段階。

8 類 :敲打調整段階。

9 類 :研磨調整段階。

加えて、残存率をもとに以下の種を設定 した。

a 種 :完形 (略完形 )。 b 種 :500/O以 上の残存。 c 種 :500/O以下の残存。

以下、群毎に記述する。なお、補足 として分群不可のものが112点あり、その内25点 を掲載 した。

I 群 (分類指標モデル 7617、 7922)

基部から刃部にかけて末広が りとなる撥形を呈するもの。33点 出土 し、23点掲載 した (No7528・

7574・ 7576・ 7578・ 7612・ 7617・ 7620'7677・ 7710・ 7726・ 7853 ・7878・ 7891 '7902・ 7922・ 7983・

7984・ 8001・ 8026・ 8043・ 8070'8217・ 8227)。 完全な完形品はないが、概ね全体を推定できる 2点

(7617、 7922)は 、長さ10～ 1lcm、 幅3.4～ 4.5cm、 厚 さ2.5cm、 重さ200g以下である。また欠損品の

中で幅と厚 さが計測可能なものをみると、幅 5cm前後、厚さ2～ 4cmである。基部形態を把握でき

る資料は22点で、内訳は、 1類 2点、 2a類 9点、 2b類 9点、 3類 1点、 4類 1点である。刃部が

残存する資料は4点で、その内刃部角度が計測可能なものは 3点である。7617が50° 、7922が 56° 、

8227が62° である。欠損率は a種 2点、 b種 18点 、 c種 13点で、完形率は 60/0と 非常に低い。石材は

全て北上山地産で、内訳は、坊岩製15点 、頁岩製10点、細粒閃緑岩製 4点、ホルンフェルス製 2点、

凝灰岩製 1点、安山岩製 1点である。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～�期の遺構に伴って出土 してお り、

主体はⅦ～Ⅷ期である。7617は、本遺跡資料では非常に希少な基部が円錐を呈する (1類)も のであ

る。ホルンフェルス製で、全体に長軸方向の研磨がみられる。刃部にみられる長軸方向の大 きなひび

割れは、使用時の欠損 と推定される。明瞭ではないが、胴部～基部側に黒色付着物が痕跡的に認めら

れる。 2a類 とした7922は緑色の頁岩製で、研磨痕に散 られる細かい敲打痕 (径約 lmm)力窮L分的
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V 出土遺物

轟

７９８

内爛卿内］］『］［い時）７９２

〔

胸

周

脚

畑

７６‐

乙組凸 幾1鯵
〔   〕     7525     (=)     3221

も

７６７

〔
剛
Ⅲ
脚
Ｖ

雨
脚
脚
脚
団
鰹
〇

③

恩懲9

―∞♀
〇

〇

〇

―〇
Ⅵ群

7622

I一第32図 石器分類図 (11)磨製石斧

-377-



恭劾御囚内陣日脚聰》８‐９８　　・換
◎               7609

①

』

響

Ⅷ群  8類〇

８２２

爾
嘲
Ⅶ

夙
園
＝
＝
Ｑ

縁

８００３　
　
　
　
襲

９

　

岬

‐耐
閲
脚
幣
０0              7854

7942            1    

⇔



V 出土遺物

にみられ、胴部側縁付近に再整形加工と思われる剥離が施される。

IA群 (分類指標モデル 7981、 8177)

基部から刃部にかけて末広が りとなる撥形を呈するもののうち、 9cm以下のもので幅 3cm以上の

小形品を抜 き出 した一群である。 4点出土 し、全点掲載 した (No7654・ 7981・ 8177'8223)。 完形

品・略完形品から推定される法量は、長さ8～ 9cm、 幅 4cm前後、厚さ 1～ 1.7cm、 重さ100g以下

である。基部形態は2a類が 3点、3類 1点である。刃部角は 4点中 3点が計測可能で、7654が52° 、

7981が 52～ 55° 、8177が55° である。欠損率は、 a種が 3点、 b種が 1点である。石材は、全て北上

山地産の頁岩製である。力持Ⅷ・�期の各遺構にそれぞれ 1点が伴ってお り、その他 2点は帰属時期

不明である。

IB群 (分類指標モデル 7525、 8221)

基部から刃部にかけて末広が りとなる撥形を呈するもののうち、長さ5cm以下のミニチュア品を

抜 き出した一群である。 2点出上 し、全点掲載 した (No8525'8221)。 2点 ともに完形品である。長

さ4.8cm、 幅 3cm以下、厚さ lcm以下、重さ20g以下となる。基部形態は 2点 ともに2b類である。

刃部角は7525が50° 、8221が51° を測る。欠損率は 2点 ともに a種である。石材はそれぞれ北上山地

産蛇紋岩製、同頁岩製である。力持Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。

IC群

撥形のうち、長さが 5～ 9cmで幅 3cm以下のノミ状の個体である。出土数は 1点である (不掲載 )。

欠損品で、長さは3 9cm以上、幅1 6cm、 厚さ0.5cm、 重さ5,8g以上となる。基部形態は2a類、刃部

は残存せず刃部角は不明、欠損率はb種である。石材は北上山地産の頁岩製である。遺構外出土であ

る。力持�期 より古期 となる可能性が高いものの、詳細な時期は推定できない。

Ⅱ 群 (分類指標モデル 7844)

細長 く短冊形 を呈するものである。28点 出土 し、14点掲載 した (No7524,7733・ 7766。 7801・

7844・ 7940'7978・ 7979'7980,8027・ 8029・ 8225'8632・ 8762)。 全体を推定できる資料は7844、

8027、 8225の 3点で、長さ9.1～ 15cm、 幅3.8～ 5 4cm、 厚 さ2.5～ 3.2cm、 重さ138～ 380gを測る。基部

形態の内訳は、 1類 1点、 2a類 6点、 3類 3点、 4類 2点、 6類 5点である。刃部角が計測可能な

のは 9点で、50～ 58° を測 り、4RIね 55° 前後に集中がみられる。欠損率は a種 5点、 b種 16点 、 c種

5点である。石材は全て北上山地産で、我岩製11点 、ホルンフェルス製 6点、細粒閃緑岩製 3点、砂

岩製・頁岩製が各 2点、粘板岩製 。安山岩製・花商閃緑岩製・斑 レイ岩製が各 1点である。本群の出

土 した遺構は力持Ⅶ～Ⅷ期のものが主体である。7733、 7978、 7979、 7980な どは、欠損部の周辺に二

次的な剥離がみられる。基部の再加工の痕跡 と推定される。なお、本群には長さ9cm以下の中で幅

3cm以下の河ヽ形品はなかった。

ⅡC群 (分類指標モデル 7619、 7670)

短冊形のうち、幅 3cm以下のノミ状のもの抜 き出した一群である。 9点 出土 し、 8点掲載 した

(7619,7670。 7715・ 7807'7915'79 49,7996・ 8042)。 何れも丁寧に研磨が施された精製品である。

全体を推定できる資料は、7619'7670。 7949,8042の 4点で、長さ62～ 8 9cm、 幅1,8～ 2cm、 厚 さ

08～ 1.4cm、 重さ20～42gと なる。基部形態を把握できる資料は4点で、 2b類 1点、 4類 2点、 5

類 1点である。刃部角は48～ 55° で、上下両端に刃部を持つ7949は 、上端 (基部側)が50° 、下端

(主要刃部)が53° を測る。欠損率は a種 4点、 b種 4点、 c種 1点である。石材は全て北上山地産

で、買岩製 5点、ホルンフェルス製 2点、粘板岩製・扮岩製が各 1点である。本群は、力持Ⅲ～V・

Ⅶ～llll・ �期の遣構に伴って出上 してお り、帰属時期の主体は力持Ⅷ期である。
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3 石器

Ⅲ 群 (分類指標モデル 7569、 7950)

やや寸胴で Ⅱ群 とⅣ群の中間的なものである。27点 出土 し、17点 掲載 した (No7569・ 7570'

7653・ 7675・ 7717,7752・ 7767・ 7811 ・ ・7946。 7947,7948・ 7950・ 8004・ 8044・ 8179'8218・

8220)。 全体を推定できる資料は、7569、 7950の 2点で、法量は、長さ10cm、 幅4.3～ 5cm、 厚さ25

～2,7cm、 重さ181～ 217gで ある。基部形態の内訳は、 2a類 2点、 4類 2点、 6類 12点 、欠損率は

a種 2点、 b種12点 、 c種 6点で、全般に基部再生が行なわれていると捉えられる資料が主体であ

る。元来はⅡ群の短冊形であつた可能性を有するものが多い。刃部角は48～ 68° を測る。石材は全

て北上山地産で、か岩製10点、細粒閑緑岩製 6点、砂岩製 3点、頁岩製・閃緑岩製が各 2点、花商

斑岩製・花筒閃緑岩・ホルンフェルス製・粘板岩製が各 1点である。本群は力持Ⅲ・Ⅷ・�期の遺

構に伴って出土 してお り、主体はⅧ期 とみられる。7569は 、全体的に再生が行なわれていると推定

される資料で、刃部付近の研磨痕を我 り、胴部～基部にかけて敲打痕及び剥離がみられる。8044は

胴部が全体的には研磨が施されているものの、刃部は鋭利的ではなく (研磨が弱い)、 刃部再生途中

と判断される。7950な どは欠損後に基部再生が行なわれたとみられる資料で、8220、 8179は 欠損後

に行われた基都再生の途上 と思われる資料である。また、8220は刃部再生が行なわれていると推定

される。

ⅢA群

やや寸胴でⅡ群 とⅣ群の中間的なもののうち、長さ9cm以下の小形品である。 1点 出上 し、不掲

載とした。刃部の破損は著 しいものの全体形が窺える資料であり、長さ6 6cm、 幅3.5cm、 厚さ15cm、

重さ62,7gを 測る。基部形態は 6類、刃部角は欠損により計測不可能である。欠損率は a tt。 北上山

地産の砂岩製である。遺構外であることから詳細な時期は不明であるが、出上下位から力持Ⅶ～Ⅷ期

の遺構が検出されている。

Ⅳ 群 (分類指標モデル 8002、 8134)

長さに比 して幅広な形状を呈するものである。14点 出土 し、 8点掲載 した (No7529,7732,7876・

7952・ 8002・ 8035・ 8134・ 8145)。 完形品はなく、Ⅲ群 と同様に基部再生が行なわれている資料が主

体 となることから、元来はⅡ群若 しくはШ群であった可能性がある。全て欠損品で幅と厚さは計測可

能なものがあるものの、全長を推定できる資料はない。長さは残存径で 7cm以上 (10cm前後 )、 幅

4.6～ 7.6cm、 厚さ1.9～ 3.8cm、 重さ100g以 上となる。基部形態は、 2a類が 1点、 3類 1点、 4類 1

点、 6類 7点である。刃部角が計測可能なのは 7点で51～ 68° を測 り、概ね55° 前後に集中がみられ

る。欠損率は、a種 1点、b種 4点、 c種 1点である。石材は全て北上山地産で、細粒閑緑岩製 5点、

分岩製 4点、砂岩製 2点、閃緑岩製・頁岩製 。安山岩製が各 1点である。本群は、力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～

Ⅷ期の遺特に伴って出土 している。8134は 、緑色の頁岩を素材 とし、刃部再生により偏刃状を呈する。

わずかではあるが、正面 。裏面にアスファル トと思われる付着物がみられる。研磨時の擦痕も明瞭に

確認できる。正面側に、胴部の欠損後に基部再生を行なった痕跡がみられるが、途中で断念 した可能

性が窺える。

V 群 (分類指標モデル 7622、 7644、 7994)

胴部中位付近に最大幅をもつ ものである。10点 出土 し、 9点掲載 した (No7622・ 7644。 7852・

7916,7926・ 7994・ 8109・ 8172・ 8226)。 完形品は7622だ けであるが、他に全体を推定できる資料 と

して7644、 7916、 7994の 3点があげられる。長さ8cm以上、幅3.8～ 7.3cm、 厚 さ1,9～ 4.lcm、 重さ

500g前後となる。長さは12cm前 後が多いと推定される。基部形態は、 1類 1点、 2a類 1点、 3類

1点、5類 1点、6類 3点である。刃部が残存 し刃部角が計測可能な資料は 8点で、45～ 64° を測る。
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V 出土遺物

集中が認められずばらつきがある。欠損率は a種 3点、 b種 7点である。石材は全て北上山地産で、

我岩製 4点、砂岩製 3点、安山岩製・頁岩製・ホルンフェルス製が各 1点である。本群は、力持Ⅲ～

V・ Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。7994は両端部に刃部が作出されている。7644は胴部の欠

損後に基部再生を行なった際の細かい敲打痕が密にみられる。7852な どのように、刃部付近にみられ

る剥離が使用時の欠損に拠るものか若 しくは刃部再生に伴う意図的なものか判断が難 しいものも多々

みられる。

VC群 (分類指標モデル 7521)

胴部中位付近に最大幅をもつもののうち、幅 3cm以下のノミ状を呈するものである。 1点出上 し、

掲載 した (No7521)。 長さは残存値から6 6cm以上、幅2,9cm、 厚 さ1.5cm、 重 さ38g以上である。胴

部幅に対 し刃部幅は1.5cmと 幅を大 きく減 じている。基部は欠損 している。刃部角は54° 、欠損率は

b種である。石材は北上山地産頁岩製である。本個体は力持Ⅷ期に伴って出土 したものである。

Ⅵ 群 (分類指標モデル 8071)

欠損品のうち再加工が施されている途上の個体 と推定されたものである。17点 出土 し、 6点掲載 し

た (No7503'7626・ 7709'7843・ 8071・ 8192)。 略完形品は8071だ けであるが、全体を推定できる資

料が比較的あり、長さ12cm前 後、幅 5cm前後、厚さ2～ 3.8cm、 重さ200g以上となる。基部形態を

確認できる個体は比較的多 く、内訳は2a類 3点、 3類 3点、 6類 5点 となっている。欠損率は、 a

種 9点、 b種 6点、 c種 2点である。石材は全て北上山地産で、分岩製 8点、頁岩製 3点、砂岩製・

細粒閃緑岩製が各 2点、閃緑岩製・花筒閃緑岩製が各 1点である。本群は力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～�期の遺

構に伴つて出土 している。8071は 刃部と基部に再加工と思われる剥離が施 されている。正面、裏面の

側縁付近の一部にも裁る剥離が施されていることから、刃部等の一部の再生にとどまらず全体の再整

形を意図したものである可能性がある。7503は 、刃部付近～胴部にかけて楕円形の広が りを持つアス

ファル トの付着がみられる。

Ⅶ 群 (分類指標モデル 7601)

他の用途に転用されたとみられるものである。 4点出土 し、 1点掲載 した (No7601)。 7601は 、長

さ10 5cm、 幅5.3cm、 厚さ3cm、 重さ272gである。基部が把握できる資料は 1点で、 2b類である。

欠損率は a種 1点、 c種 3点である。石材は全て北上山地産で、今岩製・頁岩製が各 2点である。本

群は力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 している。7601は端部に敲打痕が観察されることから、刃部再

生途中で石斧としての用途を放棄 し、敲石へ転用 した可能性が考えられる。また、不掲載個体の中に

は、擦 り切 り技法によると思われる頁岩製磨製石斧の薄い破片を用いて、縁辺に剥離を施 し、刃部を

作出したスクレイパー的なものがみられた。

Ⅷ 群

未成品と推定されるものである。350点 出上 し、75点掲載 した。

磨製石斧の製作工程を「剥離調整段階」→「敲打調整段階」→「研磨調整段段階」と考え、上記の

類別に加えて、各段階をそれぞれ 7～ 9類に充て、以下に分類・記述する。

7類 (分類指標モデル 7609、 8008、 8198)未成品のうち剥離調整段階と推定されるものである。

234点 出土 し、46点 を掲載 した (No7501・ 7504・ 7515'7523'7546。 7562・ 7571'7611・ 7679・

7682・ 7725。 7808'7901 ・7903・ 7953'7982・ 7995'7999・ 8008'8047・ 8198・ 8224・ 7604・ 7609・

7625'7652・ 7727・ 7728' 7730'7743・ 7749 ,7783' 7787・ 7788'7806 。 7841 ・7842・ 7906'7923・

7945。 7951・ 8068・ 8069・ 8131・ 8158・ 8163)。 法量は、完～略完形 (a種 )イ団体では長さ8～ 22cm、

幅3.5～ 9.2cm、 厚さ16～ 5,8cm、 重さ86～ 1547gと なる。長さは12cm前後、幅 6cm前後が多い。欠
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損率は a種95点、 b種56点、 c種83点である。石材は全て北上山地産で、今岩製77点、砂岩製48点 、

細粒閃緑岩製23点、ホルンフェルス製43点 、安山岩製 8点、アプライ ト製 2点、花商岩Ⅱ帯製 1点、

花商閃緑岩製 2点、花商斑岩 2点、凝灰岩製 3点、石英斑岩製 1点、閃緑岩製 4点、チャー ト製 2点、

花商岩製 1点、斑 レイ岩製 1点、頁岩製15点 、宏武岩製 1点である。本類は力持Ⅲ～�期の遺構に伴

うが、力持Ⅶ～Ⅷ期が主体 となる。

剥離調整工程段階の中においても初期段階に位置づけられるのが、原石そのものの一部に剥離がみ

られる7727、 8138な どの個体である。ある程度剥離作業がすすんだ段階に位置づけられるのが8198な

どで、表裏面に自然面を残 しながらも周縁に剥離が施されている。本段階の終盤には7609や8008な ど

のようにほぼ全面に剥離が施されたものが該当するだろう。76091よ 石斧様の形状に仕上が りつつある

が、片側に自然面が広 く残る。基部側に相当する端部には研磨された面が認められ、これを剥離が切

っている。側縁の一部に形成された研磨面を剥離が切る様相は、半円状扁平打製石器に類似する磨石

Ⅵ群 5類 b・ c種に共通するものであり、同様の資料は不掲載 としたものの中にも相当数みられる。

本段階 (剥離調整段階)の初期に、剥離作業に先行 して部分的な研磨が行われていた可能性 もあるが、

磨石等、他の器種 と本群 との峻別は難 しい。

8類 (分類指標モデル 8053、 8165) 未成品のうち敲打調整段階と推定されるものである。59点

出上 し、14点掲載 した (No7556・ 7575'7603・ 7634・ 7645'7731・ 7745。 8025・ 8046・ 8053・ 8153・

8162・ 8165。 8688)。 法量は、完形～略完形 (a種)の もので、長 さ66～ 16.2cm、 幅35～ 9.5cm、 厚

さ2.1～ 5 4cm、 重さ58～ 1258gを測る。欠損率は、 a種 9点、 b種31点、 c種 19点 である。石材は全

て北上山地産で、分岩製21点、砂岩製13点、細粒閃緑岩製 8点、斑 レイ岩製 5点、安山岩製 4点、閃

緑岩製 3点、頁岩製 3点、ホルンフェルス製 2点である。本類は力持Ⅲ～�期の遣構に伴い出土 した

もので、主体となるのは力持Ⅷ期である。

本段階の初期段階に位置づけられる資料 としては、8053や8165な どがあげられる。8053は正面の中

央付近に、剥離、敲打調整に我 られる磨面の広が りがみられる。Ⅷ群 7類の7730と 同様に原石の段階

で、ある程度研磨が行われた後に荒割 りされた可能性を示す資料 と考えられる。8165は荒割 り後に敲

打調整が施されている途中に胴部中位が欠損 したと考えられる。

本類における全般的な傾向として、敲打が全面に及ぶ個体には胴部中位付近で欠損するものが多い。

不掲載とした個体の中には、平面形は石斧のそれに近づきながらも、胴部や刃部側が厚 く残ったまま

で放棄されたものが数点認められた。これらの個体は全面が敲打調整に覆われているが、胴部や刃部

を整える手間と破損のリスクを考慮の結果、製作の途上で放棄されたものと思われる。敲打調整段階

における欠損のリスクは相当程度高かったことがうかがえる。

9類 (分類指標モデル 7854、 8033、 8228)未成品のうち研磨調整段階と推定されるものである。

研磨が全面に及ぶものの刃部が鋭利でないものについても本類に含めた。57点 出上 し、15点掲載 した

(No7520・ 7522,7526,7572・ 7573・ 7640。 7729,7854・  7925'8003・ 8033・ 8034・ 8191 ・8222 ・

8228)。 法量は、完形～略完形 (a種)の もので、長さ1lcm前後、幅 4～ 6cm、 厚さ1.4～ 4cm、 重

さ86～ 417gを 測る。欠損率は a種 10点 、 b種22点、 c種25点 である。刃部側に寄った箇所で折損す

る場合が多い。石材は全て北上山地産で、玲岩製22点、砂岩製10点 、閃緑岩製 8点、細粒閃緑岩 6点、

ホルンフェルス製 4点、斑 レイ岩製・頁岩製 。安山岩製が各 2点、アプライ ト製 1点である。本類は

力持Ⅵ～WIll期 の遺構に伴って出上 している。全体的な傾向としては、敲打痕が広 く残 り部分的に研磨

が施されている研磨調整段階の初期に位置づけられる資料が多い。
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(13)石    鍬

全体の形状が鍬形に仕上げられている礫石器を石鍬 とした。 2点出土 し、 1点掲載 した (7855)。

2点 ともに長さllcm前後、厚 さlcm強、重さ100g以上で、大 きさには規格性が窺える。7855は基郡

側に深い快 りを持ち、刃部 と思われる先端は欠損 している。残存する側縁は使用によるものかは判断

できないが、かなり摩減 している。石材はいずれも北上山地産の頁岩製である。力持Ⅷ期の遺構に伴

つて出上 している。

(14)半円状 扁 平 打 製石 器

外縁を全周打ち欠き、一側縁が直線状、反対側縁が弧状の半円形に仕上げているものである。素材

自体が半円形の形状をした扁平な礫を用いているものは、「磨石Ⅵ群 5類 a～ c種」に含め本器種 と

は区別 している。29点出土 し、16点掲載 した。以下の「類」を設定 した。

1類 :弦 にあたる側面に磨面を形成するもの。

2類 :弦 にあたる側面に磨面を持たないもの。

3類 :弦 にあたる部分が折れ面そのままのもの。

1類 (分類指標モデル 7661、 8214) 弦面に磨面を形成するものである。14点 出上 し、 8点掲載

した (No7588・ 7661・ 7662,7678・ 7813・ 8048,8155'8214)。 法量は、長さ8～ 15cm、 幅 6～

10cm、 厚さ1.5～ 3cm、 重さ130～ 500gで ある。磨面の幅は、0.3～ 1.5cmで 05～ lcmに集中する。

全ての個体で磨面が剥離に裁 られている。この剥離は、磨 り減 り過 ぎた使用面の再生や、磨面幅を減

じることを意図して行われた可能性があるが、詳細は不明である。石材は全て北上山地産で、ホルン

フェルス製 4点、花筒岩 I帯製 3点、花筒閃緑岩製 2点、花筒岩製・花商岩 Ⅱ帯製・花筒斑岩製・斑

レイ岩製・アプライ ト製が各 1点である。本類は力持Ⅶ～Ⅷ期に伴って出土 している。

2類 (分類指標モデル 7918、 8183) 弦面に磨面を持たないものである。12点 出土 し、 6点掲載

した (No7646・ 7707'7918'7921,7935。 8183)。 法量は、長さ10～ 15cm、 幅 7～ 11.6cm、 厚さ1.5

～3cm、 重さ100～ 500gである。石材は全てが北上山地産であ り、ホルンフェルス製・花商閃緑岩

製・頁岩製が各 3点、花筒岩製 2点、花南岩 I帯製 1点である。本類は、力持Ⅲ～V・ Ⅶ～Ⅷ・�期

の遺構に伴って出土 している。

3類 (分類指標モデル 7939、 7942) 弦にあたる部分が折れ面そのままのものである。 3点出土

し、 2点掲載 した (No7939。 7942)。 完形品と推定される7989は 、長さ16 9cm、 幅 8cm、 厚さ2cm、

重さ322.3gを 測る。石材の全てが北上山地産であり、内訳は花筒岩製 2点、アプライ ト製 1点であ

る。本類は力持Ⅲ・Ⅵ期の遺構に伴って出土 している。

(15) 房野       疋三

研磨痕跡の観察される礫石器である。1579点 出土 し、323点 掲載 した。本器種の認定に際 しては、

敲石・石棒 。自然礫などとの区別が困難な個体 も多かった。以下の基準で他器種と区別を行った。

・磨面が他の使用加工痕を我っているもの。

・磨面の広が りが顕著 (他の痕跡に比 して優勢)と 判断したもの。

・自然礫の可能性を持つ もので も、出土状況等から、意図的に遺跡内に持ち込まれたと思われるも

σ )。

本器種の分類に際し、形状等から以下の各「群Jを設定した。
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3 石器

I 群 :円形及び精円形の形状を呈する扁平な礫を用いるもの。

Ⅱ 群 :棒状礫を用いるもの。

Ⅲ 群 :球状の礫を用いるもの。

Ⅳ 群 :三角柱・四角柱の礫を用いるもの。

V 群 :多面外の礫を用いるもの。

Ⅵ 群 :半円形の礫を用いるもの。

Ⅶ 群 :その他。

さらに諸要素に基づ き、以下の各「類・種」を設定 した。

1類 :正面・裏面若 しくは両面に磨面を有するもの。

a種 磨面以外に敲打痕若 しくは凹痕が複合的にみられるもの。

b種 磨面以外に剥離若 しくは打ち欠き行為がみられるもの。

2類 :上下の端部何れかに磨面を形成するもの。

a種 磨痕が敲打痕を萩るもの。

b種 磨面以外に剥離若 しくは打ち欠き行為がみられるもの。

3類 :正面 。裏面・端部・側面において、複数辺 (面 )に磨面が形成されるもの。

a種 磨面以外に敲打痕若 しくは凹痕が複合的にみられるもの。

b種 磨面以外に剥離若 しくは打ち欠き行為がみられるもの。

4類 :多面部に磨面を形成するもの。若 しくは正面、裏面、上下・左右の側面以外に磨面を形

成する面を有するもの。

5類 :側面に磨面を有するもの。

a種 自然礫そのものを用いて、側面に磨面のみをもつもの (磨製石斧の未製品の可能性が

あるものも含まれる)。

b種  自然礫そのものを用いて、側面の磨面の縁に剥離がみられるもの。磨面の幅を剥離に

より減 じるもの (特殊磨石若 しくは半円状扁平打製石器的なもの)。

c種 側面の磨面に剥離がみられるものの中で、反対側の側縁が剥離により整形が施される

もの (特殊磨石若 しくは半円状扁平打製石器的なもの)。

6類 :両側面に磨面を有するもの。

a種 両側面に磨面のみを有するもの。

b種 両側面に剥離と磨面の両者がみられるもの。

7類 :磨面が縁全周若 しくは端部・側面に亘ってみられるもの。

8類 :全面に磨面若しくは自然現象による磨耗がみられるもの。

a種 磨面以外に敲打痕若 しくは凹痕が複合的にみられるもの。

b種 磨面以外に剥離若 しくは打ち欠き行為がみられるもの。

以下、各群ごとに記載する。

I 群 (分類指標モデル 7581、 7586、 7613)

円形及び楕円形の形状を呈する扁平気味な礫を用いるものである。1056点 出土 し、179点掲載 した

(No7505～ 7511・ 7519・ 7535。 7537・ 7541～ 7544・ 7547～ 7549,7552・ 7567・ 7568,7580～ 7582・

7584^ヤ 7586。 7596^-7600。 7607・ 7613・ 7618。 7623・ 7629,7637・  7641 ・7647'7651 ・7655 ・

7656・ 7659・ 7663^-7666・ 7671 ・7672・ 7683-7691 ・7693 ・7694・ 7696・ 7698^-7702,7712 ・

7720。 7723'7734・ 7735。 7747・ 7748'7751 ・7757・ 7761 ・ 7762・ 7768・ 7771-7777・ 7789・ 7796
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3 石器

～7798・ 7803'7804・ 7817・ 7819・ 7821 ・7823・ 7824'7834・ 7836・ 7846・ 7847・ 7856・ 7866・

7867・ 7872^ヤ 7874・ 7880・ 7881 ・7883,7885,7887,7889,7893^ヤ 7895'7897⌒ヤ7899・ 7924・

7927・ 7928,7931 ・7936,7958。 7964・ 7986^ヤ 7988・ 8010'8012・ 8013・ 8016・ 8031 ・8037・

8038・ 8040・ 8049・ 8050・ 8054・ 8055'8061 ・8075'8077・ 8081 ・8083・ 8085^ヤ 8087・ 8106・

8115・ 8116・ 8118・ 8120^ヤ 8122・ 8130'8135。 8137・ 8141-8144・ 8146・ 8164・ 8174・ 8176・

8202・ 8204～ 8206・ 8229～ 8234・ 8236～ 8238)。 法量 は、長 さ 8～ 1lcm、 幅 6～ 8cm、 厚 さ 2～ 5

cm、 重さ450g前後が平均的にみられる。機能面形態は、多い順に 8類 590点 、 1類 359点 、 3類 48

点、 2類 18点 、 5類 16点 、 6類 12点 、 7類 11点 、 4類 1点、分類不可 1点である。石材は全て北上

山地産で、内訳は、砂岩製314点 、か岩製65点、花聞岩製l13点、花商岩 I帯製38点、花南岩Ⅱ帯製

64点、花筒閃緑岩製207点、花商斑岩製47点、花聞斑紋岩 I帯製 2点、斑 レイ岩製 4点、斑岩製 9点、

閃緑岩製33点、細粒閃緑岩製29点、ホルンフェルス製72点、安山岩製10点 、頁岩製19点 、珪質頁岩

製 2点、アプライ ト製12点 、チヤー ト製 1点、デイサイト製 5点、凝灰岩製 3点 (内 2点産地不明)、

溶結凝灰岩製 2点、流紋岩製 1点、礫岩製 3点、石材不明 1点である。本群は力持Ⅲ～�期の遺構

に伴って出土 してお り、力持Ⅶ～Ⅷ期に多 く、力持Ⅲ～Ⅵ期は少ない。本群の中には複数条の線刻

を確認できるものが数点あ り、明瞭なものとしては7656、 7735があげられる。狭 りはみられないが、

紐若 しくは網を巻きつけた痕跡の可能性がある。

Ⅱ 群 (分類指標モデル 7610、 7835、 7848)

棒状の礫を用いたものである。102点出土 し、15点掲載 した (No7516。 7536。 7540。 7595。 7610・

7648'7650'7737・ 7822・ 7835,7848・ 7864。 7943・ 8030・ 8117)。 法量は、長さ8～ 12cm、 幅 4

～ 7cm、 厚さ3～ 5cm、 重さ300～ 600gが平均的にみられる。なお、重さ l kg以 上の大形が 7点

みられる。機能面形態は、多い順に、 8類 65点 、 1類 19点 、 3類 10点、 5類 a種 3点、 2類 3点、

7類 2点である。全面が磨かれているものや自然礫 との区分の困難なものが主体である。石材は全

て北上山地産のものであ り、砂岩製33点 、分岩製 8点、花筒岩製 9点、花商岩 I帯製 4点、花聞閃

緑岩製17点、花開斑岩製 9点、斑 レイ岩製 2点、閃緑岩製 3点、細粒閃緑岩製 5点、ホルンフェル

ス製 9点、頁岩製 1点、アプライ ト製 2点である。本群は力持Ⅲ・Ⅵ～Ⅷ・�期の遺構に伴い出土

している。

Ⅲ 群 (分類指標モデル 7512、 7518、 7865)

球状の礫を用いたものである。168点出上 し、18点掲載 した (No7512,7517・ 7518・ 7532,7538・

7545。 7606・ 7630。 7758'7865'7919'7965。 8056・ 8082・ 8126・ 8173・ 8184・ 8200)。 法量は、長

さ・幅・厚さが 4～ 10cm、 重さはばらつきが大 きいが200～ 500gが平均的にみられる。機能面形態

は、 1類が 9点、 2類 3点、 3類 3点、 4類 2点、 8類 151点 (内 8類 b種26点 )である。主体を占

める8類は、花商閃緑岩 (43点 )、 砂岩 (34点 )、 花闇岩 (24点 )が多い。石材は全て北上山地産のも

のであり、内訳は、砂岩製39点、冷岩製 2点、花商岩製24点、花商岩 I帯製10点、花商岩 Ⅱ帯製17点、

花聞閃緑岩製46点 、花商斑岩製 8点、閃緑岩製 2点、細粒閃緑岩製 2点、ホルンフェルス製 5点、頁

岩製 3点、アプライ ト製 6点、チャー ト製 4点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～�期の遺構に伴って出上 し

てお り、力持Ⅷ期が主体で次いで力持Ⅲ期に伴っている。

Ⅳ 群 (分類指標モデル 7628、 7756、 8207)

三角柱・四角柱の礫を用いたものである。47点 出土 し、11点掲載 した (No7579'7627'7628・

7636・ 7756・ 7825・ 8127・ 8132・ 8136・ 8207・ 8540)。 法量は、長さ10～ 13cm、 幅 5～ 8cm、 厚 さ

4cm前後で、重さにはばらつきあるが概ね300～900gで ある。機能面形態は、 1類20点、 2類 1点、
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3類 15点、 5類 5点、 6類 b種 2点、 8類35点 (内 8類 b種26点)で、 8類 b種と3類が多い。全て

の石材が北上山地産のものであ り、内訳は、砂岩梨16点 、分岩製 5点、花商岩 I帯製 1点、花商岩Ⅱ

帯製 1点、花南閃緑岩製 7点、花商斑岩製 3点、斑 レイ岩製 1点、閃緑岩製 1点、細粒閃緑岩梨 3点、

ホルンフェルス製 6点、安山岩製 1点、アプライ ト製 2点である。力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出土

してお り、力持Ⅷ期、力持Ⅲ期、力持Ⅵ期の順に多い。

V 群 (分類指標モデル 7989、 8089)

多面体の礫 を用いたものである。 4点出上 し、 2点掲載 した (No7989・ 8089)。 法量は、長 さ 。

幅・厚 さが 6cm前後、重さ130～422gで ある。機能面形態は、 3類 2点、 4類 2点である。全ての

石材が北上山地産のもので、分岩製 2点、花闘岩製・花闘閃緑岩製が各 1点である。力持Ⅷ期の遺構

に伴って出上 している。

Ⅵ 群 (分類指標モデル 7681、 7837、 7967、 7954)

半円形の礫 を用いたものである。136点 出土 し、89点掲載 した (No7534・ 7539・ 7551'7553・

7554・ 7557・ 7561 '7564・ 7587・ 7602・ 7614・ 7633'7635'7639。 7660'7681 ・7692・ 7719。 7736・

7746'7754・ 7755。 7760'7769・ 7800'7802・ 7812・ 7814^マ 7816・ 7818'7820,7826・ 7833・ 7837・

7857・ 7892・ 7914・ 7929・ 7944・ 7954^ヤ 7956・ 7959・ 7960。 7963・ 7966--7968・ 7985'8005・ 8006・

8009・ 8011 ・8014・ 8019・ 8020・ 8036・ 8039・ 8041・ 8057^ヤ 8059'8072^-8074・ 8078・ 8079・ 8084・

8098・ 8100^ヤ 8104・ 8112・ 8123・ 8139'8147・ 8150・ 8159・ 8171 ・8181 ・8182・ 8196・ 8197・ 8199・

8201・ 8208)。 長さは 7～ 16cmで、1lcm前後が平均的である。幅は2.5～ 13cmで 6～ 7cmに集中す

る。厚 さは13～ 57cmで、 3～ 4 5cmが平均的である。重さは25g～ 1000gで 、150～500gが平均的

である。重さはばらつきが大きいが、長さや幅には規格性が窺える。また、分岩製に重いものが多い。

機能面形態の内訳は、 1類 12点 、 3類 3点、 5類 106点 (a種 60点 、b種35点、 c種11点 )、 6類 2点、

8類 12点 である。石材は全て北上山地産で、内訳は砂岩製58点 、分岩製19点 、花商岩梨 4点、花筒岩

I帯製 4点、花商閃緑岩製 3点、花商斑岩製 3点、斑 レイ岩製 2点、閃緑岩製 3点、細粒閃緑岩製18

点、細粒斑 レイ岩 2点、ホルンフェルス製13点、安山岩製 1点、頁岩製 1点、アプライ ト製 2点、チ

ャー ト製 1点、凝灰岩製 1点 (産地不明)、 蛇紋岩製 1点である。力持Ⅲ・V～ Ⅷ期の遺構に伴 うが、

力持Ⅶ～Ⅷ期が圧倒的に多い。さて、本群に特徴的なのは機能面形態が 5類の、いわゆる半円状扁平

打製石器 (本稿の半円状扁平打製石器 l類)に類似するものである。特にboc種 は、側面に形成さ

れる磨面が剥離に我 られる点で半円状扁平打製石器と同じ用途が想定される。 しか しながら、半円状

扁平打製石器は花闘岩 I帝製が主体なのに対 し、本群 5類 a種 。同 b種は砂岩製が主体で、選択され

る石材に相違が認められる。なお、 5類 c種は、11点 の出土に対 して 8種類の石材が用いられてい

る。

Ⅶ 群

I～ Ⅵ群以外のものである。66点出土 し、 9点掲載 した (No7649,7884・ 7908・ 8018・ 8076・

8088・ 8119・ 8160'8239)。 法量は、長さ10cm以 下、幅 4～ 6cm、 厚 さ1.5～ 5cmで 、重さ200g以

下が平均的にみられる。機能面形態は、 1類、 3類、 8類が一定量みられる。石材は全て北上山地産

で、内訳は砂岩製18点、冷岩製 4点、花筒岩製 2点、花筒岩 I帯製 1点、花筒閃緑岩製 6点、花筒斑

岩製 4点、斑 レイ岩製 1点、斑岩製 1点、閃緑岩製 3点、細粒閃緑岩製 3点、細粒斑 レイ岩製 1点、

ホルンフェルス製11点、安山岩製 3点、頁岩製 2点、チヤー ト製 1点、粘板岩製 1点、石材不明 4点

(内 3点産地不明)である。本群は、力持皿～�期の遺構に伴って出土 してお り、力持Ⅷ・Ⅶ・�期

の順に多い。
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(16)敲   石

敲打痕が観察される礫石器である。他の使用痕等が複合する場合、敲打痕がもっとも新 しい痕跡で

あると判断されたものをここに含めた。252点 出上 し、112点掲載 した。

本器種の分類に際 し、形状等から以下の各「群」を設定 した。

I 群 :円形及び楕円形の形状を呈するやや扁平な礫を用いるもの。

Ⅱ 群 :棒状礫を用いるもの。

Ⅲ 群 :球状礫を用いるもの。

Ⅳ 群 :平面形状が楕円形基調で厚みがあ り、 I群 とⅢ群の中間的な形状の礫をもちいるもの。

V 群 :三角柱・四角柱の礫を用いるもの。

Ⅵ 群 :多面体の礫を用いるもの。

Ⅶ 群 :半円形の礫を用いるもの。

Ⅷ 群 :その他。

さらに、敲打痕の位置をもとに、以下の類・種に分類 した。

1類 :正面・裏面に敲打痕若 しくは敲打による打ち欠かれた痕跡を有するものを一括する。敲

打痕が両面にみられるものも含めた。

2類 :上下の端部何れかに敲打痕を有するものを一括する。

3類 :複数面若 しくは多面的に敲打痕を有するものを一括する。

4類 :側面に敲打痕を有するものを一括する。

a種 一側面のみに敲打痕を有するもの。

b種 両側面に敲打痕を有するものを一括する。

5類 敲打痕が縁全周若 しくは端部・側面に亘ってみられるもの。

以下、各群ごとに記載する。

I 群 (分類指標モデル 7502、 7533、 7668、 7930、 8188)

円形及 び楕 円形の形状 を呈するやや扁平 な礫 を用 いる ものである。 106点 出上 し、54点掲 載 した

(No7502・ 7513,7533・ 7555。 7558,7583,7589・ 7591 ・7605'7621 ・7624・ 7638,7668'7713・

7738,7763・ 7786。 7790^ヤ 7794。 7799,7828^ヤ 7830,7849。 7911 ・7930・ 7987・ 7961 '7969。 7970・

7972・ 8021 ・8045・ 8064・ 8091 ・8092・ 8108・ 8110・ 8138・ 8156。 8161 ・8167・ 8175・ 8185 ・8187・

8188・ 8189・ 8240,8242・ 8243・ 8676)。 法量 は、長 さ 8～ 1lcm、 幅 6～ 7cm、 厚 さ 3～ 4cmで、

重 さ300～ 400gが平均的にみ られる。機能部形態はの内訳 は、 1類が 6点、 2類が49点 、 3類 14点 、

4類 a種 4点、 4類 b種 5点、 5類27点である。 2類 とした上下の端部に敲打痕をもつ場合が多い。

石材は全てが北上山地産で、内訳は砂岩製48点、チャー ト製17点 、今岩製13点、花筒閃緑岩製 1点、

花商斑岩製 1点、細粒閃緑岩製 7点、ホルンフェルス製 7点、頁岩製 3点、珪質頁岩製1点 、安山岩

製 2点、凝灰岩製 4点、アプライ ト製 2点である。本群は力持Ⅲ～�期の遺構に伴って出上 してお り、

力持Ⅶ～Ⅷ期を主体 とする。

Ⅱ 群 (分類指標モデル 7863、 8124、 8157)

棒状礫 を用いたものである。20点 出土 し、 7点掲載 した (No7779・ 7863,7875'7991・ 8124・

8128・ 8157)。 石製品の中で、石棒 2類 とした23点 も本群 と同じ類の石器 と考えられる。法量は、長

さ12～ 15cm、 幅 5～ 6cm、 厚 さ3～ 5cm、 重さ100～ 850gである。機能部形態は、 2類 18点 、 3

類 1点 、 4類 a種 1点である。石材は全てが北上山地産であ り、内訳は砂岩製 8点、今岩製 4点、
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花筒岩 I帯製 2点、花南閃緑岩製 1点、細粒閃緑岩製 1点、閃緑岩梨 1点、ホルンフェルス製 2点、

頁岩製 1点。本群は力持Ⅶ～Ⅸ期の遺構に伴っており、主体は力持Ⅷ期である。

Ⅲ 群 (分類指標モデル 7785、 7993、 8154)

球状礫を用いたものである。37点 出上 し、13点掲載 した (No7559'7560'7592・ 7785'7858・

7859'7993・ 8022・ 8113'8154・ 8241・ 8244・ 8245)。 法量は、長さ 。幅・厚 さが 4～ 6cm、 重さ

100～ 250gが平均的である。機能部形態は、 1類 4点、 2類 13点 、 3類 12点、 5類 8点である。石材

は全てが北上山地産であ り、内訳は砂岩製 4点、チヤー ト製27点 、分岩製 1点、花商閃緑岩製 1点、

頁岩製 2点、アプライ ト製 1点、デイサイ ト製 1点である。力持Ⅷ期を主体に出土 している。

Ⅳ 群 (分類指標モデル 7716、 7724、 7910)

平面形状が楕円形基調で厚みがあ り、 I群 とⅢ群の中間的な形状の礫をもちいたものである。37点

出土 し、17点掲載 した (No7590・ 7657・ 7695'7716。 7724・ 7764・ 7910。 7932,7933・ 7971・ 7992・

8060・ 8095'8107・ 8114・ 8170・ 8186)。 法量は、長さ6～ 9cm、 幅 5～ 8cm、 厚さ3～ 5cm、 重

さ200g以上が平均的である。機能部形態は、 1類 3点、 2類 21点、 3類 6点、 5類 7点で、 2類が

主体である。石材は全てが北上山地産で、内訳は砂岩製13点、チヤー ト製 6点、扮岩製 4点、細粒閃

緑岩製 2点、閃緑岩製 1点、ホルンフェルス製 4点、頁岩製 2点、珪質頁岩製 1点、安山岩製 2点、

アプライ ト製 1点 (力持Ⅷ期 1点 )、 デイサイ ト製 1点である。力持Ⅵ～�期に伴って出土 している。

V 群 (分類指標モデル 7674、 7697)

三角柱 。四角柱の礫を用いるものである。5点出上 し、4点掲載 した (No7674・ 7697・ 7839'8169)。

法量は、長さ11～ 13cm、 幅 4～ 9cm、 厚 さ5cm前後、重さ200～ 1300gが平均的である。機能部形

態は、 2類 2点、 3類 1点、 5類 2点である。石材は全てが北上山地産で、内訳は砂岩製 2点、チヤ

ー ト製 1点、細粒閃緑岩製 1点、頁岩製 1点である。力持Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ・�期の遺構から出上している。

Ⅵ 群 (分類指標モデル 7759、 7907、 8063)

いわゆる多面体の敲石である。19点出土 し、 9点掲載 した (No7759'7827。 7888・ 7907・ 7938。

8032,8063・ 8065・ 8203)。 法量は、長さ5～ 7cm、 幅 5～ 6cm、 厚 さ5.5cm前後、重さ100～ 550g

が平均的である。機能部形態は 2類が 2点、 3類が17点である。使用痕は敲 き擦ったような痕跡をも

つものが多 く、磨製石斧の加工具である可能性が高い。石材は全てが北上山地産で、内訳は砂岩製 4

点、チヤー ト製 5点、扮岩製 1点、花筒閃緑岩製 2点、細粒閃緑岩製 1点、ホルンフェルス製 3点、

頁岩製 1点、凝仄岩製 1点、アプライ ト製 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 し

ている。

Ⅶ 群 (分類指標モデル 8062、 8090)

半円形の礫を用いたものである。円形の扁平礫を分割 したものは本群 と区別 しI群に含めた。法量

は、長さ10～ 15cm、 幅 6～ 9cm、 厚 さ4cm前後、重 さ200～ 900gが平均的である。12点 出上 し、

5点掲載 した (No7770'7990・ 8062・ 8090・ 8194)。 機能部形態は、 2類 6点、 3類 1点、 4類 a種

2点、 5類 3点である。石材は全てが北上山地産であり、砂岩製 5点、チャー ト製 3点、細粒閃緑岩

製 3点、安山岩製 1点である。力持Ⅷ期に伴い出土 している。

Ⅷ 群 (分類指標モデル 7904)

I～Ⅶ群以外のものである。16点 出上 し、 3点掲載 した (No7778・ 7784・ 7904)。 法量は、長さ6

～12cm、 幅6 5cm前後、厚 さ4～ 6cm、 重さ200～ 1000gが平均的である。機能部形態は、分類可能

な 4点のうち、 1類が 1点、 2類が 2点、 5類が 1点である。石材は全て北上山地産で、内訳は、砂

岩製 3点、チャー ト製 2点、花商岩製 1点、花商閃緑岩製 4点、花筒斑岩製 1点、斑 レイ岩製 2点、
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細粒閃緑岩製 1点、デイサイ ト製 1点、石材不明 1点である。力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出上 して

お り、主体は力持Ⅷ期である。

(17)凹    石

明瞭な凹部を確認できるものを凹石 とした。32点 出上 し、12点掲載 した (No7608・ 7642,7703・

7890,7905・ 8023・ 8080。 8093・ 8094・ 8105。 8151・ 8235)。 法量は、長さ8～ 12cm、 幅 5～ 7cm、

厚 さ3～ 5cm、 重さ250～ 500gが平均的である。石器の中心軸線上で石器中央部よりやや上に凹部が

形成されているものが多い。凹部の】犬況 としては、7890、 8023、 8094、 8105な どにみられるクレータ

ー状に比較的深い凹みを形成するものは少なく、浅い凹みのものが多い。石材は全てが北上山地産で、

内訳は、ホルンフェルス製19点 、砂岩梨 8点、花商閃緑岩製 2点、花筒岩 Ⅱ帯製・安山岩製・アプラ

イ ト製が各 1点である。本器種は力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴い出土 している。また、8023・ 8094・ 8105

の 3点は使用痕分析を実施 し、オニグルミ殻の先端を敲 き飛ばす道具である結果を得 られている。

(18)砥   石

溝砥痕など、研磨に使用 したと思われる痕跡を有する石器である。99点出土 し、17点掲載 した (No

7631 ・7643・ 7658・ 7739'7740。 7840。 7868^-7870。 7896'7917・ 7973・ 8096・ 8125'8210・ 8249・

8599)。 石材は全てが北上山地産で、内訳は、ホルンフェルス製56点、砂岩製31点 、頁岩製 3点、ア

プライ ト製 2点、花筒岩製 2点、花商閃緑岩製 2点、今岩製 2点、粘板岩製 1点で、砂岩製とホルン

フェルス製が主体である。砥石に用いられている砂岩は、石皿に用いられているものに類似 してお り、

板状の薄いものが多 く、磨製石斧や磨石に用いられる砂岩に比 して粗 く軟質である。砥石や石皿に用

いられている砂岩は、北上山地久慈層群 もしくは久慈～野田地方の所産と鑑定されたものが多い。ホ

ルンフェルス製の砥石は厚手のものが多 く、また、砂岩製に比 して砥痕が不明瞭なものが日立つ。本

器種は、力持Ⅲ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 している。主体は力持Ⅲ期で、力持Ⅳ～Ⅵ期に伴うものも

一定量あることから前期前～末葉に時期の主体があるとみられる。

(19)石   皿

主に大形の扁平礫を素材とし、周縁に高まりが巡らされ、その内部の形成された使用面に研磨痕・敲

打痕・磨耗痕 (砥痕を含む)な どが観察される礫石器である。58点 出土 し、28点掲載 した (No7514・

7593・ 7673'7705'7714・ 7741 ,7831 ・7832・ 7850。 7882,7886。 7900'7920'7934・ 7974・ 8024・ 8066・

8111・ 8129・ 81埒・81硲・8211・ 8212・ 8213・ 82写・8248・ 8661・ 8726)。 記載に際し、以下の「類」を設

定した。

1類 :磨耗痕をもつもの。

2類 :敲打痕をもつもの。

3類 :砥痕をもつもの。

4類 :研磨痕と敲打痕が複合的にみられるもの。

5類 :研磨痕と砥痕が複合的にみられるもの。

6類 :研磨痕、敲打痕、砥痕が複合的にみられるもの。

なお、これらは、周縁の高まりなどの形態的な特徴をもとに本器種に帰属させたものであるが、先

述の通 り、砥石と同様の軟質な砂岩を採用 したものが多 く、特に欠損品の場合、帰属させるべ き器種

を峻別することは極めて困難であつた。上掲の分類では、 3類・ 5類・ 6類が砥痕をもってお り、石
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皿片を砥石として再利用 したものが含まれている可能性が高いことを付記 してお く。

以下、各「類」ごとに記載する。

1類 磨耗痕が観察されるものである。19点出上 し、 8点掲載 した (No7514・ 7593・ 7741,7850'

7886・ 8178・ 8661・ 8726)。 7514は完形品で、最大長53.6cm、 最大幅32.6cm、 最大厚 7.5cm、 重 さ

12.5kgを 測る。側面には成形時の敲打痕が残 り、表裏両面には発達 した磨面が観察される。本類の石

材の内訳は、北上山地産の砂岩製16点 、北上山地産のホルンフェルス製 1点、奥羽山脈産の安山岩溶

岩製 1点、北上山地産の動岩製 1点である。力持Ⅵ～�期の遺構に伴って出上 してお り、主体はⅦ～

Ⅷ期である。7514は複式炉を伴 うBⅡ b6住居跡 1号からの出上で、力持 X～ �期に相当する。

2類 敲打痕が観察されるものである。12点出上 し、 2点掲載 した (No8211・ 8247)。 掲載 した 2

点に認められる敲打痕は、本器種の用途に伴 う作業痕跡ではなく、整形時の敲打痕 とみられる。石材

の内訳は北上山地産の砂岩製 4点、北上山地産のホルンフェルス製 2点、奥羽山脈産の安山岩溶岩製

1点、北上山地産の花筒岩製 1点、北上山地産の花商閃緑岩製 3点、北上山地産の動岩製 1点である。

力持Ⅶ期に伴 うものの、全般に遺構外出土が多 く時期の特定ができない資料が多い。

3類 砥痕が観察されるものである。 3点出土 し、 2点掲載 した (No8129・ 8149)。 石材の内訳は、北上

山地産の砂岩製 2点、奥羽山脈産の安山岩溶岩製 1点である。力持V～Ⅵ期の遺構に伴い出土している。

4類 磨耗痕・敲打痕が複合するものである。 3点出土 し、 2点掲載 した (No7934・ 8248)。 7934

と8248は 、表面に敲打痕、裏面に磨耗痕がみられる。両者 とも表面にみられる敲打痕は整形時のもの

と推定される。7934の裏面は、中心部に向かって大きく窪んでお り使用頻度が高かったものと推定さ

れる。石材はいずれも北上山地産の砂岩製である。力持Ⅶ期の遺構に伴い出土 している。

5類 磨耗痕・砥痕が複合するものである。15点 出土 し、10点掲載 した (No7673・ 7705'7831・

7832・ 7920・ 8024・ 8066・ 8111・ 8212・ 罷 13)。 全て表裏両面に使用の痕跡が確認される。8066は 両面に

溝砥痕と磨耗痕がみられる。7673は 欠損品で全体に火を受けており、表面に深い溝と浅い溝が複数走 り、

裏面には磨耗痕と敲打痕がみられる。石材は、北上山地産の砂岩製が14点、北上山地産のホルンフェル

ス製が 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴い出土 しており、力持Ⅶ期が主体である。

6類 磨耗痕 。敲打痕・砥痕が複合するものである。 6点出上 し、 4点掲載 した (No7714。 7882・

7900・ 7974)。 7714は 表面に細かい敲打痕が多数みられ、裏面には脚部が残存する。石材は全て北上

山地産の砂岩製である。力持Ⅶ～�期の遺構に伴い出土 している。

(20) 台       石

作業台的な使用が想定される扁平な礫である。84点出土 し、13点掲載 した (No7563・ 7632,7669・

7706・ 7742・ 7750'7780'7781'7782・ 7805・ 7851・ 8148・ 8168)。 石皿 と同様に完形品は少なく、

7742、 7780、 7781の 3点だけである。長さ30cm以上、幅20cm前後、厚 さ10cm以下、重 さ1.5kg以 上

で、長さ43cm以上、重さ26.5kg以 上の大形品もある。大半が自然礫そのままの形状であ り、素材の

選択の段階で、扁平な礫が選ばれていると考えられる。作業面に磨痕が確認できるものも含まれるが、

石皿としたものと比べると磨耗の発達具合が弱い。7706と 8148は火を受けている可能性がある。石材

は全て北上山地産で、内訳は花商閃緑岩製20点、花商岩製16点、花商岩 I帯製 7点、花筒岩 Ⅱ帯製 5

点、花筒斑岩製 2点、細粒斑 レイ岩製 1点、閃緑岩製 1点、ホルンフェルス製13点 、砂岩製 8点、今

岩製 5点、アプライ ト製 2点、チャー ト製 1点、斑岩製 1点、石材不明 2点である。石皿 と比較 して、

用いられる石材の種類がバラエテイーに富む。本器種は、力持皿～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って出土

してお り、力持Ⅶ～Ⅷ期が主体である。

-393-
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(21)石    錘

狭りの状況から石錘と推定されるものを一括する。 5点出土し、 2点掲載した (No8097・ 8152)。

8097は 、狭 りが片方の端部のみに作られ、長さ5.8× 5cm、 重さ58gである。8152は 両端に両極打法

で狭りを作り出しているもので、長さ47× 3.7cm、 重さ38gである。石材は全て北上山地産で、砂岩

製が 3点、花尚岩製 1点、頁岩製 1点である。何れも力持Ⅷ期の遺構に伴い出上している。

(22)礫   器

上記の各器種に帰属させられなかった礫器、あるいは石器の可能性を持つが形態的な特徴や各種使

用痕が明瞭に確認できなかったものをここに一括 した。273点 出土 し、23点掲載 した (No7550'

7565,7566・ 7594・ 7667・ 7680'7704・ 7708'7744・ 7765'7838・ 7860'7871 ・7879・ 7941 ,7962・

7975'7976・ 8007・ 8099・ 8180・ 8195・ 8209)。 法量は、長さ5.2～ 16 2cm、 幅3.1～ 88cm、 厚さ09～

49cm、 重さ17.9～ 871gである。石材は全てが北上山地産で、内訳はホルンフェルス製69点、砂岩製

57点 (内 1点産地不明)、 頁岩製31点、分岩製30点、花筒閃緑岩16点 、チヤー ト製10点 、斑 レイ岩製

7点、粘板岩製 6点、細粒閃緑岩製 5点、閃緑岩製 5点、凝灰岩製 5点 (全て産地不明)、 溶結凝灰

岩製 1点、花尚斑岩製 4点、花尚岩製 3点、花南岩 王帯製 6点、花筒岩 Ⅱ帯製 2点、アプライ ト製 3

点、安山岩製 1点、珪質頁岩製 1点、斑岩製 1点、石材不明10点 (産地不明)である。力持Ⅲ～llll期

の遺構から出上 してお り、力持Ⅷ期のものが主体的である。

4石 製 品

石製品は総数485点 出土 し、228点 掲載 した。内訳は垂飾品 5点、瑛状耳飾 9点、石刀類106点、石棒

類193点 、岩偶 4点、石冠 9点、円盤状石製品23点、有孔石製品 7点、石玉 6点、不明石製品83点、

軽石製石製品40点 である。

(1)垂 飾 品

垂飾品と考えられる石製品である。5点出土 し、全点掲載 した (No8510・ 8616。 8551・ 8578・ 8694)。

完形品である8616イよ、長さ3.2cm、 幅1.9cm、 厚さ1.lcm、 重さ97g、 穿孔部の上端03～ 0.6cm、 下端

約0.2cmである。縁辺の一部が破損する8578は 、長さ3,8cm、 幅 2cm、 厚 さ0。7cm、 重さは5.5g以上、

穿子し部の上端約0 8cm、 下端約03cmである。欠損品である8510と 8551は 、長さは 3cm以上、幅1.2cm、

厚さ0.8～ 0.9cm、 重さ3.5g以上である。8551の穿孔部は、上端約0.4cm、 下端約0.2cmで ある。石材は、

8510は産地不明の滑石製、8551は北上山地産の大理石滑石製、8578と 8694は 北上山地産の滑石製、

8616は産地不明の翡翠製である。8616は 翡翠製の垂飾 りで、形状は半月形を呈する。全面に研磨が施

され、全体に淡い緑色であるが、孔より上部は風化して白っぽくなっている。また、表面の下部付近に

自然面が一部残る。8578は 木葉形の滑石製で、表狽1の孔部付近には未貫通子しが残る。8510、 8551、 8694

は半月状 (側面からみれば三日月状)を呈 し、8551と 8694は穿孔がみられる。8551は 大理石梨で、全体

に責色気味の光沢が強いものである。8510は 力持Ⅷ期の遺構から出土 した。8551の 大理石製は、力持Ⅶ

期の遺構より出土した。8578は 遺構の時期が断定できない。8616の硬玉は力持Ⅶ期の遺構から出上 した。

8694は 円筒下層 a式、白座式、大木 3式などに伴い出上 しており、力持Ⅳ～V期 と推定される。
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4 石製品

(2)映 状 耳 飾

9点出土 し、全点掲載する。完形品は 3点である。上半部に穿孔を持つものが 4点ある (No8542、

8547、 8650、 8651)。 形態から以下の群に大別 した。

I 群 :平面形が円～楕円形を呈するもの。

Ⅱ 群 :平面形が細長いもの。

Ⅲ 群 :I・ Ⅱ群に属さないもの。

I 群 (分類指標モデル 8536)

平面形が円～楕円形を呈するものである。 3点出土 し、全点掲載 した (No8536・ 8547,8707)。 全

般にやや厚手で、中央のやや上位に孔部が位置 し、B群 と比較 して孔部の径が大 きい。完形品は

8536の 1点で、長さ3.7cm、 幅3.4cm、 厚さ0.6cm、 重さ10.4gで ある。他 2点 は長さ不明、幅1.7cm

前後、厚さ0 6cm、 重さ4g以上である。石材は滑石が用いられてお り、入念な研磨が施されている。

石材は全て北上山地産の滑石製である。8536と 8547の 2点 は力持 Ш期の竪穴住居跡から出上 し、

8709は 遺構外出上で時期不明である。瑛状耳飾 I群が出上 したB Ⅱ t23住居跡 3号及びB Ⅱ u23住

居跡1号 は、何れも重複の激 しい部分に所在 してお り、力持Ⅲ期より古い時期の産物である可能性 も

ある。

Ⅱ 群 (分類指標モデル 8532、 8650)

平面形が細長いものである。 5点出土 し、全点掲載 した (No8532・ 8542・ 8555・ 8650。 8668)。 内

2点 は完形品である。全般に薄手の作 りである。平面形は 2つ に分割されたようにみえるが、8532、

8542、 8650は欠損品とは見えない。了し部は8650が約 lcmで、他は0.5cm前 後 と小さい。8532は、長さ

3.7cm、 幅1 4cm、 厚さ0.3cm、 重さ2.3gである。8650は、長さ4.6cm、 幅1.7cm、 厚さ0.4cm、 重さ48g
である。他 3点は久損品であるが幅と厚さは計測可能な資料である。幅 1～ 1.7cm、 厚さ03～ 0.4cm

である。石材は全て北上山地産で、内訳は、粘板岩製 2点、滑石製 1点、頁岩製 1点、ホルンフェル

ス製 1点である。滑石製の8542は他の 4点 より小形である。本群は、力持Ⅲ・Ⅵ～Ⅷ期の竪穴住居跡

に伴い出土 している。

Ⅲ 群 (分類指標モデル 8651)

1点出土 し、掲載 した (KTo8651)。 上下両端が欠損 している。長 さ2.8cm以上、幅1 6cm、 厚 さ

0 4cm、 重さ3g以上である。石材は北上山地産の頁岩製である。力持Ⅷ期の竪穴住居跡に伴い出土

している。

(3)石 刀 類

全体の形状が棒状を呈するもののうち、断面形が円形のもの以外を一括 した (断面形円形のものは

石棒類に登録 している)。 自然礫 との区別が難 しく、人為による製作品以外の個体が含まれた可能性

は高い。106点出土 し、52点掲載 した。全体の約770/0に相当する82点が欠損品である。

断面形から、以下の群を設定 した。

I群 :断面形が楕円形のもの。

Ⅱ群 :断面形が扁平気味のもの。

Ⅲ群 :欠損により断面形が推定できないもの。

Ⅳ群 :自 然礫の可能性があるもの。
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V 出土遺物

I群

断面形が楕円形を呈するものである。25点 出上 し、20点掲載した。刃部の形態から以下に細分 した。

1類 :断面形が楕円片刃のもの。

2類 :断面形が精円両刃のもの。

3類 :断面形が刃部を持たないもの。

4類 :断面形が刃をもたず方形に近いもの。

1類 (分類指標モデル 8692) 断面形が楕円片刃のものである。 5点出土 し、 4点掲載 した (No

8579・ 8634・ 8678・ 8692)。 全て欠損品で、長さと重さは不明である。幅は3.3～ 4.3cm、 厚 さは1.3～

2cmである。石材は全て北上山地産で、ホルンフェルス製 3点、凝灰岩製 1点、頁岩製 1点である。

力持Ⅷ期の遺構に伴い出上 している。

2類 (分類指標モデル 8531) 断面形が楕円両刃のものである。 2点出土 し、 1点掲載 した (No

8531)。 8531は 胴部中位に最大幅を持ち、先端は台形状を呈する。研磨は全面に施されるが、上半部

が丁寧な作 りであるのに対 し、下半部はやや粗雑である。長さは27 5cm、 幅3.6cm、 厚 さ1.5cm、 重

さ207gである。石材はどちらも北上山地産で、頁岩製およびホルンフェルス製である。力持 Ⅲ～Ⅳ

期の遺構に伴ってお り、To― Cu降下期より古い時期に製作されたものと判断される。

3類 (分類指標モデル 8629)

断面形が刃 を有 さないものである。15点 出土 し、12点掲載 した (No7753・ 8219。 8504・ 8514・

8557・ 8590・ 8603・ 8622・ 8629,8649・ 8700'8713)。 全て欠損品である。特徴的なものとしては、

基部 (柄)に穿孔をもつものが 3点出土 している (8557、 8603、 8629)。 7753は 刀身部で欠損 してい

るが全体の形状はバナナ形が想定され、基部に狭 りを持つ、燕尾形石製品に類似するものである。欠

損品につ き、長さと重さは不明である。幅2.2～ 4.7cm、 厚さ0.5～ 2.5cmで ある。残存長が最 も長いの

は8629で、25 7cmを はかる。石材は全て北上山地産で、内訳はホルンフェルス製 6点、粘板岩製 4

点、頁岩製 3点、チヤー ト製 1点、砂岩製 1点である。力持Ⅲ・Ⅶ～Ⅷ・�期の遺構に伴って出土 し

てお り、主体は力持Ⅶ～Ⅷ期である。8603は力持Ⅲ期、8514は力持�期に伴って出上 している。

4類

断面形が刃を有 さず方形に近いものである。 3点出上 し、全点掲載 した (No8577・ 8596・ 8612)。

いずれも欠損品で、長さと重さは不明である。計測部位の法量は幅3.2～ 4,7cm、 厚さ2.3～ 2 6cmで あ

る。石材は全て北上山地産のホルンフェルス製である。力持Ⅷ・X期 に伴って出上 してお り、そのう

ち8596は力持Ⅷ期のBⅢ x2住居跡 1号床面直上で出上 している。

Ⅱ 群 (分類指標モデル 8708)

断面形が扁平気味のものである。12点 出土 し、11点掲載 した (No8509'8511・ 8529・ 8548・ 8558・

8560・ 8611・ 8677・ 8684・ 8708・ 8712)。 全て欠損品で、長さと重さは不明である。計測可能な部位

の値は、幅16～ 3.8cm、 厚 さ0,3～ 12cmである。他の群 と比較 して、薄手のものが多い。石材 は全て

北上山地産で、内訳は粘板岩製 6点、ホルンフェルス製 5点、頁岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅷ・�期

の遺構に伴って出土 している。

Ⅲ 群

欠損により断面形が推定できないものである。 8点出土 し、全点掲載 した (No8546・ 8569・ 8594・

8643・ 8653・ 8696・ 8711)。 全て欠損品で、長さと重さは不明である。計測可能な部位の値は幅1,7～

4.2cm、 厚 さ0.5～ 1.5cmで ある。全て北上山地産で、内訳はホルンフェルス製 4点、頁岩製 2点、砂

岩製 1点、粘板岩製 1点である。力持Ⅶ～X期の遣構に伴い出土 している。
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Ⅳ 群 (分類指標モデル 8633、 8701)

自然礫の可能性があるものである。61点 出土 し、13点掲載 した (No8502・ 8515。 8522・ 8538・

8549,8566・ 8619・ 8625'8633・ 8665・ 8669・ 8701・ 8719)。 61点 中23点が完形品と推定された。法

量は、長さ3～ 12cm、 幅1.6～ 7.6cm、 厚 さ0.2～ 3.lcm、 重さ 9～207gで ある。石材は全て北上山地

産で、内訳はホルンフェルス製39点、頁岩製 9点、粘板岩製 6点、砂岩製 5点、珪化木製 2点である。

力持Ⅲ～V・ Ⅶ～Ⅷ・�期の遺構に伴い出上 している。

(4)石 棒 類

全体の形状が棒状を呈する礫の中で、断面形が円形に近いものである。本器種には、自然礫あるい

は磨石・敲石との区別が難しく、本来これらに帰属させるべき個体が混入している可能性があること

をお断りしておく。193点出上し、95点掲載した。193点中l18点が完形品と判断した。

諸要素に基づき、以下の「類」を設定した。

1類 :研磨が施されるもの。

2類 :敲石としての機能をも想定されるもの。

3類 :突出して大きいもの。

4類 :自 然礫の可能性が高いもの。

以下、各「類」別に記載する。

1類 研磨が施 されているものである。40点出土 し、21点掲載 した (No8512・ 8513・ 8516・ 8518・

8525・ 8533・ 8537・ 8556・ 8570・ 8584・ 8598'8614・ 8618。 8635・ 8645・ 8660・ 8662・ 8674・ 8675。

8685'8714)。 40点 中、24点が完形品と判断される。長さは1.6～ 34.6cm、 幅1.7～ 9.lcm、 厚 さ 1～

8.5cm、 重さ17.7～ 2228gで、長さ8～ 12cm、 幅 2～ 4cm、 厚 さ6.5cm以下が多 く、重さはばらつき

が目立つ。石材は全て北上山地産であ り、内訳は、頁岩製11点 、砂岩製10点 、ホルンフェルス製 9点、

花闘閃緑岩製 4点、アプライ ト製 3点、花商岩製 1点、花間斑岩製 1点、分岩製 1点である。力持Ⅲ

～X期の遺構に伴って出土 している。頁岩製は力持Ⅵ～WIll期 、花商閃緑岩は力持Ⅷ期、アプライ ト製

は力持Ⅶ～Ⅷ期に、砂岩製やホルンフェルス製は時期幅が広 く出土 している。

2類 敲石としての機能をも想定されるもの、言い換えれば、敲石 Ⅱ群 との区別に苦慮 したもので

ある。23点 出上 し、13点掲載 した (No8503・ 8517・ 8519。 8543・ 8571・ 8608・ 8621・ 8636・ 8654・

8656・ 8666・ 8699。 8718)。 23点 中18点 が完形品である。一端あるいは上下両端に敲打痕を有するも

のなどが認められる。頭部を作 り出したものはない。長さは4.7～ 15 5cm、 幅1.5～ 7.5cm、 厚 さ1.3～

6cm、 重さ12.9～ 812gで、長 さ9～ 15.5cm、 幅 4cm前後、厚 さ 3～ 5cmの ものが多い。重量はば

らつきがある。石材の内訳は、北上山地産のホルンフェルス製 2点、同砂岩製12点 、同砂粒閃緑岩製

1点、同細粒閑緑岩製 1点、同粘板岩製 3点、同分岩製 3点、奥羽山脈産の凝灰岩製 1点である。力

持Ⅶ～Ⅷ期の遺構に伴って出土 したものである。

3類 突出して大 きなものである。36点 出上 し、25点掲載 した (No7909・ 8015。 8017・ 8051・

8052・ 8527,8530,8534・ 8550。 8564・ 8574・ 8585^ヤ 8587・ 8609・ 8617・ 8620・ 8627・ 8637・ 8638・

8640,8655'8673・ 8680・ 8715)。 36点 中、26点が完形品と判断される。長さ23,7～ 48cm、 幅7.7～

18.5cm、 厚さ4.9～ 18.8cm、 重さ2.4～ 28,9kg(4 kg以上が多)と 、他類に比 して突出する大 きさを持

ち、意図的な整形 。研磨が施されているものである。石材は全てが北上山地産で、内訳はホルンフェ

ルス製 2点、花商閃緑岩製20点、花満岩 I帯製 4点、花筒岩 Ⅱ帯製 6点、花商岩製 2点、花商斑岩製
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1点、凝灰岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅸ期の遺構に伴って出土 してお り、力持Ⅶ期を主体に力持Ⅲ～

Ⅳ・Ⅷ期に多い。特記次項 として、8534・ 8638・ 8680は胴部中央付近で意図的に切断されている可能

性を持つものである。8527と 8530は 前期大形住居跡の柱穴から、8574は 中期中葉の住居跡の柱穴に刺

さるような状態で出土 した。前期・中期を問わず、大形住居跡の柱穴の中には、主に花筒岩を用いた

同規模の根固め石を設置 した例がみられ、これらに混在 して出土 したものである。その他のものは、

竪穴住居跡の床面～埋土中で出土 した。

4類  自然礫の可能性が高い ものである。94点 出土 し、36点掲載 した (No8505'8506・ 8507・

8520,8523・ 8524・ 8526・ 8544・ 8552・ 8561 ・8567・ 8572・ 8576・ 8582・ 8583・ 8597・ 8600・ 8604・

8628・ 8630・ 8631 ・8639'8644・ 8546・ 8652・ 8679'8681 ・8683・ 8689。 8698・ 8709・ 8710・ 8716・

8717・ 8720,8721)。 全点中48点が完形品とみられる。棒状の礫を選択的に遺跡内に運び込んだもの

と理解されるが、なめらかな表面が人為的な研磨によるものか否かについて判断が難 しかつた。長さ

は6.2～ 21cm、 幅1,6～ 5cm、 厚 さ0.9～ 3.7cm、 重さ157～ 51l gである。石材は全てが北上山地産で、

内訳はホルンフェルス製74点、砂岩製 5点、花商岩 I帯製 5点、頁岩製 2点、珪質頁岩製 1点、粘板

岩製 3点、今岩製 2点、デイサイ ト製 1点、珪化木製 1点である。力持Ⅲ～�期の遺構に伴って出土

してお り、うち力持Ⅶ～Ⅷ期が主体である。

(5)岩 偶

岩偶またはそれに類する石製品である。 4点出土 し、全点掲載 した (No8539・ 8670・ 8686。 8702)。

8670以外は欠損品である。8539は 線刻による文様が施文される。86701よ 歪な菱形を呈するもので、下

端 (足 ?)に平坦面を持ち、両端が腕を表現 していると推定される。8686は わずかに線刻が確認でき、

縁辺に敲打痕がみられる。8702は研磨による浮彫的な凹凸がみられる。完形品とみられる8670は、長

さ5.2cm、 幅4.7cm、 厚 さ1.lcm、 重さ234gで ある。その他は全て欠損品であるが、残存部の大きさ

は 6cm前後、厚さ0,9～ 1 6cmで ある。石材は全て北上山地産の砂岩製で、砥石や石皿 と同じ軟質の

石材が選択されている。この砂岩の産地 。年代は、石材鑑定で北上山地久慈～野田地方中生代白亜紀

～新生代古第三期とされたものである。8539は前期前～中葉、8670は 中期前～中葉、8686は前期末葉

の遺構から出土 している。なお、8702は BⅡ 区北部捨て場からの出上で帰属時期は不明である。相体

的には力持 V～Ⅷ期に伴 う可能性が高い。

(6)石 冠

先端が鋭利で底面が平坦若 しくは凹部を有 し、断面形が三角形状を呈するものを石冠 とした。 9点

出土 し、 8点掲載 した (No8508・ 8591・ 8610'8615・ 8671・ 8703・ 8704・ 8705)。 5点が完形品であ

る。法量は、長径 10.3～ 12.lcm、 短径69～ 8,9cm、 幅33～ 5.5cm、 重 さ479～ 616gで ある。石材は、

奥羽山脈産の凝灰岩製 1点 (8615)を 除き、他は全て北上山地産で今岩製 4点、デイサイ ト製 1点、

砂岩製 1点である。力持Ⅵ～Ⅷ期の可能性が高い。8615は 端部に孔を持つ。8704は メガネ風 (蕨状 )

の文様が浮き彫 り状に施されている。8610、 8615、 8704、 8705は被熱痕跡がある。8610、 8704は全体

に及ぶひびが顕考にみられる。8591は 上面に幅 1～ 1.5cmの 磨面 (磨 り敲いたような平坦面)がみら

れ、端部には整形に伴 う敲打痕が広 くみられる。遺構出土は力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構に伴 う。その他にB

Π区北部捨て場から3点 まとまって出上 しているが、共伴土器の状況から、力持Ⅶ期に製作された可

能性を指摘 しておきたい。
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(7)円 盤 状 石 製 品

縁辺を打ち欠く、または研磨することによって円盤状に整形されているものである。23点出土し、

9点掲載した (No8521・ 8528・ 8553・ 8563・ 8695'8722・ 8723・ 8724・ 8725)。 全点中16点 が完形品

である。法量は、長さが22～ 9.6cm、 厚さ0.8～ 2.lcm、 重さ12.4～ 127gで ある。全て北上山地産で、

内訳はホルンフェルス製 5点、砂岩製 4点、花商斑岩製 3点、花筒閃緑岩 2点、斑岩製・安山岩製・

花商岩製・細粒閃緑岩製・デイサイト製・頁岩製・斑レイ岩製・浴岩製・溶結凝灰岩製が各 1点であ

る。力持Ⅲ～�期の遺構に伴って出上しており、帰属時期の特定は困難である。

8521は磨くなどして薄手の楕円形に仕上げられおり、複数の破片に分かれて出上した。8528、 8563

は円形に近い扁平な礫を素材とし、研磨による整形が施されたものと判断したが、自然礫そのままの

可育ヒ性も残る。8725は 原石の縁辺に剥離を施し円形の形に整えている。8695。 8722・ 8723・ 8724は、

礫片の縁辺を打ち欠いて円形に仕上げている。8553は半円形で側縁が研磨されている。

(8)有 孔 石 製 品

穿孔が施された石製品のうち他器種に属さないものをまとめたものである。 7点出土し、3点掲載

した (No8588'8647・ 8727)。 8588は 長さ3 9cm、 幅2.2cm、 厚さ1.3cm、 重さ15.4gで ある。8647は 長

さ4cm前後、厚さ1.2cm、 重さ12gである。8727は 長さが残存部で4.3cm、 幅6.lcm、 厚さ0,9cm、 重

さ267g以上である。石材は、北上山地産の凝灰岩製 3点、奥羽山脈産の凝灰岩製 3点、北上山地産

のホルンフェルス製 1点である。力持llll～ Ⅸ期の遺構に伴い出土している。

8588は全体が研磨され上下端部に磨面が認められる。孔は両側から穿たれている。孔の位置は、中

心より右辺に近く、やや上に寄つた位置にある。磨石的な機能も想定される。8647は形状がドーナツ

形で、全体的に簡易な研磨が施されている。8727は板状を呈 し中央に円～楕円形の大きな透かしをも

つ。表面に線刻による方形区画部があり、その中に7個の穿了しをもつ。うち5個は未貫通孔である。

貫通孔は表裏両面から、未貫通了しは表面からの穿了し作業による。裏面には線刻が見られる。

(9)万百 玉

6点登録 し、 1点掲載する (No8580)。 川原石との区別が難 しい。8580は径31× 2.6cm、 重さ26.3g

である。石材の内訳は、北上山地産のチャー ト製 4点、北上山地産の玉髄製 1点、原地山層産の流紋

岩製 1点である。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅸ期の遺構に伴って出土 している。玉髄製は力持Ⅷ期、流紋岩製

は時期不明である。

(10)不 明 石 製 品

人工品と思われるものの、名称の付け難いものを一括した。83点登録し、13点掲載する (No8246・

8559,8581・ 8602・ 8605。 8641・ 8642,8657・ 8658・ 8667・ 8682・ 8693・ 8697)。 法量は、長さ2,7～

49cm、 幅1.8～ 3.5cm、 厚さ05～ 1.3cm、 重さ3～ 15.2gで ある。石材は、北上山地産の内訳は、ホル

ンフェルス製32点、頁岩製 9点、粘板岩製 6点、砂岩製 6点、花商閃緑岩 4点、扮岩製 3点、凝灰岩

製 3点、滑石製 1点、珪化木製 1点、チャート製 1点、奥羽山脈産の内訳は、凝灰岩製13点 と安山岩

製 2点、スコリア製 2点である。力持Ⅲ～�期に伴って出土している。奥羽山旅産石材に限れば全て

中期 (力 持Ⅶ～�期)に帰属する。
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(11)軽 石 製 石 製 品

遺跡内に持ち込まれている軽石を一括 した。人為的な加工が施されていない軽石片 も含んでいる。40

点出土 し、29点掲載 した。不掲載の多 くは小破片である。諸要素から以下の類を設定 した。

l類 :穿孔部を有するもの。

2類 :扁平なもの。

3類 :卵形のもの。

4類 :何 らかの人為的加工が認められるもの。

5類 :その他のもの。

以下、各「類Jごとに記載する。

1類 穿子し部を持つものである。 5点出土 し、全点掲載 した (No8573'8589・ 8592・ 8601・ 8706)。

8592、 8601の 2点 は完形品で他 3点は欠損品である。長さは 5cm前後、厚 さ 1～ 2cm、 重さ17～ 35

gである。力持Ⅶ～Ⅸ期の遺構に伴って出土 している。

8573と 8601は 平面形が環状で、断面形状が乳房状を呈 し、中央に約 8mmの孔が穿たれている。紡

錘車であろうか。8706は 平面形が円形の扁平な作 りで、中心よりやや上に寄った位置に約 8mmの孔

が穿たれている。8589と 8592も 中央に約15～ 20mmの大 きめの孔が穿たれている。8592の 上下両縁に

は、糸を巻 きつけたような溝状の刻み痕跡が認められる。

2類 扁平なものである。 6点出上 し、全点掲載 した (No8575、 8593、 8606、 8607、 8613、 8626)。

8613以外は欠損品である。平面形は楕円形基調で、扁平な板状を呈する。全体に磨 り面が顕著に確認

できる。意図的に扁平に加工されたものか、研磨具としての使用によってこの形状に至ったのかにつ

いては判断することは難 しい。ほとんどが欠損品であり本来の大 きさは不明であるが、長 さは 5cm以

上、幅 5cm前後、厚さ 1～ 2cm、 重さ10g以上である。力持V～Ⅶ期の遺構に伴って出土 している。

3類 卵形を呈するものである。 2類 に比 して厚みがある。 4点出土 し、全点掲載 した (No8501'

8541・ 8623・ 8691)。 完形品と捉えられるのは8541と 8623の 2点で、他の 2点 は残存部か ら全体形状

を推定 した。長さは 6～ 10.3cm、 幅 4～ 7.3cm、 厚 さ2.6～ 4.8cm、 重さ44～ 528gで ある。力持Ⅵ～

Ⅶ・�期の遺構に伴って出土 している。8501は裏面全面が磨られてお り、平坦面を形成 している。何

らかの研磨具であろうか。

4類 何 らかの人為的加工が認められるものである。 6点出上 し、 4点掲載 した (No8545・ 8562・

8663・ 8687)。 何れも磨面若 しくは擦痕が確認 される。その中で、8687は上下両端に決入がみられる。

紐などがが巻き付けられた痕跡であろうか。本類中8687が突出して大きい (30.2g)が、他は長さ4cm

前後、幅3.5cm前後、厚 さ2cm以下、重さは10g以下である。力持Ⅵ～Ⅷ・�期の遺構に伴って出土

している。

5類  1～ 4類以外のものを一括 した。19点 出土 し、10点掲載 した (h8535'8554・ 8568・ 8624・

8648・ 8659・ 8664・ 8690・ 8728・ 8729)。 破損のない 7点の法量は、長さ3.5～ 6.lcm、 幅24～ 5.6cm、

厚さ1.3～ 3.6cm、 重さ2.1～ 96gである。力持Ⅲ～Ⅳ・Ⅵ～Ⅸ期の遺構に伴って出上 している。

5骨 角 器

動物遣存体の中から、骨角器と思われるもの 4点を抽出し、全点掲載 した (No9001・ 9002・ 9003・

9004)。 4点 ともにニホンジカの鹿角製である。9001は ヘラと推定される。人的な加工痕は定かでは
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ないが、身部表面の中央付近にみられる凹部の一部や裏面は研磨痕の可能性がある。力持Ⅷ期の竪穴

住居跡埋土から出上 している。9002は棒状で釣 り針の可能性がある。欠損部位同士が接合関係を持つ。

力持Ⅷ～Ⅸ期の竪穴住居跡床面直上から出土 している。9003は 釣 り針で、全体の形状は細身でやや弧

状の形態である。先端部が欠損 している。力持Ⅷ～Ⅸ期の竪穴住居跡埋土から出上 している。9004は 、

9002・ 9003と 比較 してやや厚みがあ り、棒状角器と推定される。全体的に研磨痕がみられる。力持Ⅷ

の竪穴住居跡の埋土から出土 している。

6動 物 遺 存 体

遺構精査時に肉眼で見えたもの以外に、土壌サンプルやフローテーシヨンやウォーターセパレーシ

ョンし、多量に抽出することができた。238データを表掲載し、一部残存状況の良いものを種類毎に

写真掲載した。

今回の調査で出土が顕著なものとしては、ムラサキインコ、カツオ、ニホンジカ、イノシシなどが挙

げられる。また、出土数が希少なものとして鳥網、ニホンジカ・イノシシ以外の哺乳網などが挙げられ

よう。ムラサキインコは、力持Ⅵ～Ⅷ期の遺構から出上しており、力持Ⅵ期に多い。カツオは、力持Ⅲ

～Ⅷ期で力持皿期の遣構に多い傾向が窺える。アイナメは力持V～Ⅷ期、ニホンジカは力持Ⅵ～Ⅷ期、

サケは力持Ⅶ～Ⅸ期で特に力持Ⅷ期に多い。イノシシは、力持Ⅲ～Ⅷ期まで出上が確認できる。

(1)獣 骨 類

[ニ ホンジカ]:(Ⅳ 一写真図版419・ 420)… 。9001,9002・ 9003・ 9004・ 9032・ 9041・ 9043・ 9045・

9047・ 9048・ 9052・ 9062・ 9077・ 9094・ 9095。 9097・ 9098・ 9101 ・9102・ 9104・ 9105。 9107'9109・

9127・ 9140'9141・ 9208。 9230。 9238 [イ ノシシ]:(Ⅳ 一写真図版420)…・9044。 9060。 9076・

9106 [ム ササビ]:(Ⅳ 一写真図版420)中●9218・ 9007 [ネ ズミ]:(Ⅳ 一写真図版420)―・9139

[ノ ウサギ]:(Ⅳ 一写真図版420)… 。9219 [イ ヌ]:―・掲載なし

(2)鳥 類

[キ ジ〕(Ⅳ 一写真図版420)― 。9018・ 9039 [種不明]―・9020

(3)ク ジラ・サ メ・エ イ

[ク ジラロ]:(Ⅳ 一写真図版420)中 ●9072 [ホ オジロウザメ]:(Ⅳ ―写真図版420)…・9033・

9079 [ア オザメ]:(Ⅳ 一写真図版420)‥ 。90869088.9142 [ホ シザメ]:(Ⅳ ―写真図版420)

…9133 [ネ ズミザメ]:(Ⅳ ―写真図版00)。 中写真掲載なし [ツ ノザメ]:―・写真掲載なし

[エ イ]:(Ⅳ 一写真図版420)…・9143

(4)魚 骨 類

[サ ケ]:―・写真掲載なし [ブリ属]:(Ⅳ 一写真図版420)―・9225。 9227 [カ ツオ]:(Ⅳ 一写

真図版420)中 ●9022・ 9023・ 9028。 9037・ 9129・ 9148・ 9197・ 9206。 9212・ 9213 [マ ダイ]:
(Ⅳ ―写真図版420)中 ●9135'9136・ 9144 [タ イ科]:(Ⅳ ―写真図版420)… 。9087・ 9134 [ア イ

ナメ属]:(Ⅳ 一写真図版420)中 09131・ 9132,9193 [フ サカサゴ科]:(Ⅳ 一写真図版420)・…

9065。 9119・ 9199'9200 [ウ ミタナゴ]:―・写真掲載なし [ア ナゴ]:…・写真掲載なし [サ
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バ]:…写真掲載なし

(5)貝   類

[ア カフジツボ]:(Ⅳ 一写真図版421)中 09163 [イ ガイ]:(Ⅳ ―写真図版421)…・9179。 9180。

9184 [イ シマフジツボ]・ [エ ゾアワビ]:"・写真掲載なし [オ カジュウジカイ]:中●写真掲載

なし [カ モガイ]:(Ⅳ 一写真図版421)… '9188 [オ オバフンウニ]:(Ⅳ 一写真図版421)・ 中

9182 [ク ボガイ]:(Ⅳ 一写真図版421)…・9236 [チ シマフジツボ]:(Ⅳ 一写真図版421)。 中

9155 [チヂミボラ]:(Ⅳ 一写真図版421)…・9053・ 9111・ 9164。 9181・ 9231 [ハ ツラマイマ

イ]:…写真掲載なし [ム ラサキインコ]:(Ⅳ 一写真図版421)―・9120。 9157・ 9165・ 9187・

9189 [ユ キノカサガイ科]:(Ⅳ ―写真図版421)…・9113 [レイシガイ]:(Ⅳ ―写真図版421)

―・9110

(6)そ の 他

<ア カガエル>…Ⅳ一写真掲載なし

7琥 珀

今回の調査では521サ ンプル、約600gに 及ぶ多量の琥珀が出土 した。垂飾品や玉類などの加工され

たものは無 く、原石は最大で50mm(一塊のみ)、 平均的には10～ 20mm(約0.5g)で、細片 (砕片 )

は 2～ 5mm(約 0.lg)で ある。全般的な傾向として、脆 く壊れやすいという特徴が看取される。

<主な出土地点 。出土状況 >出土地は、そのほとんどが竪穴住居跡やフラスコピットの埋土中から出

上 したが、個々の遺構からの出土状況は、特殊性は窺えず、土器や石器と一緒に廃棄された様相で捉

えられた。出土地点などのデータは、CD― Rに収録 した。

<産地>(財)元興寺文化財研究所による熱分析で琥珀の成分の違いを検討 した。その結果、全て同一

産地ではない可能性が示唆された。ただし、遺跡の性格および地理的な条件を考慮すると、非常に近い

位置にある久慈市産の琥珀および北海道産の琥珀の両者が含まれている可能性はかなり高いと考えられ

た。

<時期>琥珀の時期は、出土遺構の時期や共伴遺物などから、前期前葉～中期末葉力持Ⅲ～�期まで

みられ、特に中期前葉～中期中葉力持Ⅶ期～llll期 に多い。

<所見 >本遺跡出土の琥珀について、寺村光晴氏に実見・鑑定 していただいたところ、出土 している

琥珀は研磨痕や孔を穿たれた痕跡を有するものは無 く、全て原石 と砕片であることがわかった。寺村

氏によると「力持遺跡で出土 した琥珀の使用用途は、製品への加工用ではなく、蚊いぶし (現在の蚊

取 り線香)や住居内の臭い消 し、若 しくは何 らかの手法で煎 じて飲むなど医薬的用途に使用された可

能性が考えられる」 との見解を戴いた。

琥珀の原産地については、元興寺文化財研究所の植田直見氏に分析を委託 した。琥珀は熱分析の結

果からは、全て同一産地ではなく、久慈市産、北海道産、いわき市産が混在 している可能性が示唆さ

れた。また、時代の違いにより産地が異なる傾向があることと、現時点では産地の特定は困難なもの

が多いことが併せて判明 した。
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8 その他

8 その他 (近世陶磁器 )

Btt t l掘 立柱建物跡 1号のPP 7か ら小久慈焼 1点が出上した。器体上半を欠くが筒形の香炉と

考えられる。高台は貼り付け高台で、径6.5cmである。釉は灰利で色調は深緑である。年代は19世紀

初頭と考えられる。
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1 カ持遺跡出土琥珀の分析

1 カ持遺跡出土琥珀の分析

働元興寺文化財研究所 植田直見

1分 析 資 料

分析資料は数百′点の遺物から表 1に示すような26点 を選んだ。資料は表に示す場所およ洲目から確

認され、搬出土器などからいずれも縄文時代前期前葉から中期末葉のものである。それぞれの時期と

発掘年度ごとにAか らGの 7グループに分けた。なお、資料は破片になっており製品としての出土は

確認されていない。分析資料は報告書の掲載呑号で示した。

第 1表 分析資料一覧

グループ 番号 場 所 時期 (搬出土器) タイプ

A 9776 C Ⅱ h25住居跡 1号 3層 円筒下層a～ b式 I

9779 C Ⅱ h25住 居跡 2号 2層 円筒下層d式 I

C H d24Ti居 跡 3号lb層 大木 2式 I

C Ⅱ d24住居跡 2号埋土中 円筒下層d式 Ⅱ

B 9596 B Ⅱ v24住居跡 1号Ql埋土下位 大木7b&円筒上層b～c式 Ⅱ

9601 B Ⅱ v24住居跡 1号Q2埋土上位 大木7b&円筒上層b～c式 Ⅱ

9606 B Ⅱ v24住居跡 1号Q2埋土中 大木7b&円筒上層b～c式 Ⅲ

C C Ⅱ d25住居跡 1号埋土中 円筒上層b～c式 Ⅲ

9774 C Ⅱ d25住居跡 1号埋土中 円筒上層b～c式 Ⅲ

9777 C Π d25住 居跡 1号Q3埋土中位 円筒上層b～c式 Ⅱ

D BⅡ dユ 住居跡 1号B一 Bベルト2層 大木8a式 Ⅱ

9523 BIdユ 住居跡 1号Q3埋土下位 大木8a式 I

BI dl 住居跡 1号Q3埋土下位 大木8a式 Ⅱ

E CⅢ cl住居跡 1号埋土中 大木8a式 皿

9872 CⅢ cl住居跡 1号Q2埋土中 大木8a式 Ⅲ

9874 CⅢ cl住居跡 1号Q2埋土中 大木8a式 Ⅱ

F 9501 BIa4住 居跡 1号Ql埋土下位 大木10式 H

9502 BⅡ a4住居跡 1号Q2埋土中 大木10式 I

9503 BⅡ b6住居跡 1号Q2埋土中 大木10式 I

BⅡ b6住居跡 1号Q3床面直上 大木10式 ]

B Ⅱ g13住 居跡 1号埋土下位 大木9～ 10式 I

9530 B Ⅱ g13住居跡 1号東部床面直上 大木9～ 10式 I

B Ⅱ y21住 居跡 1号床面直上 大木10式 I

B Ⅱ y21住 居跡 2号床面 大木9～ 10式 I

G B Ⅱ t22住居跡 2～ 4号埋土上位 大木 2式 ]

9560 B Ⅱ u24住居跡 1号出入口埋土中 大木8a式 Ⅲ
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

2分 析 目 的

力持遺跡出土琥珀が、琥珀であるかどうかの確認と、産地同定を行う。

3 使用機器お よび原理

測定はフーリエ変換型赤外分光光度計 (FT― IR)(日 本電子伽製 」IR-6000)と 熱分析装置

(DTA・ TGA)(い島津製作所製 DTG 60)を 使用した。FT―IRに よる分析では、試料に赤外線を照

射することにより得られる分子の構造に応じた固有の周波数の吸収を解析し、化合物の種類を同定

することができる。また、DTA・ TG☆は試料に熱を加え、得られる質量変化から蒸発・気化温度、

また酸化・熱分解などの化学変化を知ることができる熱重量測定 (TGA)と 、試料の融解などの状

態の変化や化学反応の温度を知ることができる示差熱分析 (DTA)があり、これらから試料の熱に

対する挙動を調べることができる。熱分析は今回新たに導入した分析方法でFT― IRに よる分析結果

と併用することによりさらに精度の高い分析が行なえる。

4 分析方法お よび条件

FT IR分析は試料を臭化カリウム (KB r)と 混合、圧縮し錠剤を作製して行うKBr錠剤法により

測定を行った。測定条件は分解能 2 cm-1、検出器としてTGSを 用いた。

DTA・ TGA分析は試料を粉状に粉砕したものを白金セルに入れ、毎分100mlで空気を流しながら

毎分20℃ で昇温させ、その時の重量変化と熱量変化を測定した。

5 結果お よび考察

FT―IR分析においては劣化していない部分の赤外吸収スペクトルが得られればその産地同定は可能

である。しかし、劣化が激しいと、全体的に吸収はブロードになり特徴的な吸収が消失し、新たに

異なった位置にピークが表れることがある。今回分析に使用した破片は、肉眼による観察では、失

透しているものが多く、全体的に劣化が進んでいると思われた。その中で堅くてより健全な部分を

選んでFT IRに よる分析を行った。その結果、3500～ 2800、 1710、 1500～800cm l付近の吸収から26

点全てが琥珀であることが確認できた (図 1-1～ 図 1-7)。 次に、1800～ 800cm l付 近の吸収位

置および強度より、産地の判明している標準となる琥珀から得られたスペクトルと比較し、産地同

定を試みた (図 3-1)。 今回分析した試料は比較的劣化しているものが多く、26点のスペクトルは

ほぼ同一の吸収位置および強度を示した。なお、1300～ 800cm lの吸収位置および強度が久慈市産お

よびいわき市産の琥珀に近い吸収位置を示したが劣化により吸収がブロードになりFT―IR分析からで

は産地の違いを見極めることはできなかった (図 1-1～図 1-7)。

そこで、今回新たに導入した熟分析によりそれぞれの琥珀の成分の違いを検討した。その結果、

分析した26点 は大きく3グループに分けることができた (表 1)。 最も点数の多かった第一のグルー

プは400℃付近でははっきりしたピークは検出されず、一方550℃付近のピークが非常に鋭くなるも

のである (タ イプ I)。 第二のグループは400℃付近と550℃付近にほぼ同じ強度のピークが検出され

る場合である (タ イプⅡ)。 第三はその他で400℃から550℃の間に一つ以上のピークが観察されるも

のである (タ イプm)(図 2-1～ 2-7)。 これらの代表的なものを図2-8に示した。このうち

タイプⅡは比較的久慈市、いわき市、北海道産琥珀に近い曲線を示した。タイプ Iの 550℃の付近の

鋭いピークは今のところ分析した標準琥珀には見られないものでこれらは他の産地あるいは劣化が

-407-



1 カ持遺跡出土琥珀の分析

進んだためなどの理由が考えられるが現時点では限定できない。さらに、400～ 500℃ の間にピーク

が観察されるタイプⅢは銚子市産にも見られるが550℃付近のピーク強度が異なるなど銚子市産に限

定することはできなかった。一方、時期的には縄文時代前期末葉および中期末葉の資料にタイプ I

のものが、中期前葉および中葉にタイプⅡとタイプⅢのものが比較的多 く検出された。これは力持

遺跡の南系の縄文人と北系の縄文人の変遷により、琥珀の産地 もそれとともに変化 した可能性が推

測される。

今回分析 した琥珀は熱分析の結果からは全て同一産地ではない可能性を示 した。また、時代の違

いにより産地が異なる傾向があると思われる結果が得 られた。現時点では産地の特定は困難なもの

が多いが、今後の研究の進展によっては産地を断定できる可能性を示 した。また、力持遣跡の性格

および地理的な点を考慮すると非常に近い位置にある久慈市産の琥珀および北海道産の琥珀の両者

が含まれている可能性はかなり高いと考えられる。以上より、現時点ではこの琥珀は久慈市産およ

びいわき市産、北海道産が混在 している可能性を示唆 している。 しかし、少量産地など標準試料に

ついてまだ全てのデータを収集 しておらず断定はできなかった。今後は他の標準産地のデータを収

集する、あるいは琥珀の劣化状態の違いによる測定データの違いを検討することで産地の限定が可

能になると考えられる。

琥珀の産地は国内でも、少量産出地も含めると10ヶ 所以上 もある。また国外でも各地で産出する。

そのなかで、主産地についてのFT―IR分析はすでに報告されている。 しかし、出土琥珀は劣化状態が

様々でそれによって吸収位置や強度が変化する。そのため、劣化が進行 したものはそのスペク トル

が変化 し産地同定が不可能になる場合がある。そこで、今回新たに熱分析を実施 し、両者の分析結

果を検討することでこれらの産地同定が可能になると考えた。今後は、少量産地の分析 も行い、よ

り多 くの標準 となる分析値を収集するとともに、複数の分析法を併用することで様々な状態の琥珀

の産地同定を可能にしたい。
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第 1図-1 カ持遺跡出土琥 I自 (グ ループA)の赤外吸収スペク トル
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第 1図-2 カ持遺跡出土琥珀 (グループB)の赤外吸収スペク トル
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第 1図-3 カ持遺跡出土琥珀 (グループC)の赤外吸収スペクトル
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第 1図-4 カ持遺跡出土琥I自 (グループD)の赤外吸収スベク トル
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第 1図-5 カ持遺跡出土琥珀 (グループ E)の赤外吸収スペク トル
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第 1図-6 カ持遺跡出土琥珀 (グループF)の赤外吸収スベク トル
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第 1図-7 カ持遺跡出土琥珀 (グループG)の赤外吸収スベク トル
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1 カ持遺跡出土琥珀の分析

第 2図 -1 カ持遺跡出土琥珀の熱分析 (グループA)
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第 2図-2 カ持遺跡出土琥 I自の熱分析 (グループB)
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

配瑞

第 2図-4 カ持遺跡出土琥珀の熱分析 (グループD)
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第 2図 -6 カ持遺跡出土琥I自 の熱分析 (グループ F)
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第 2図-7 カ持遺跡出土琥珀の熱分析 (グループG)
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第 2図 -8 時期の違いおよびタイプ別の代表的なDTA曲線
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第 3図 -2 標準琥珀の熱分析



Ⅵ 力持遺跡分析関係

2 カ持遺跡の樹種同定

パリノ・サーヴェイ棚

は  じ め に

岩手県下閉伊郡普代村に所在する力持遺跡は、力持川と刺畑沢の流れる谷底の平坦面及び谷斜面

に位置している。発掘調査の結果、縄文時代前～中期と考えられる竪穴住居跡や焼土遺構、柱穴状

土坑等の遺構や、当該期に比定される土器や石器、土製品や骨製品などが確認されている。

本報告では、上記の竪穴住居跡や土坑から出上した炭化材の樹種同定を行い、当該期の木材利用

を検討する。また、当遣跡では過去にも自然科学分析を行い、これらの遺構より出土した炭化材の

調査事例を蓄積している。したがって、これらの成果も含め比較・検討を行う。

1試 料

試料は、縄文時代前期及び中期の住居跡 2基及び縄文時代前期の土坑 (フ ラスコピット)か ら出

土した炭化材 5点 (試料呑号 1-5)で ある。これらの試料中には、細片化した炭化材が複数認め

られたことから、各試料より遺存状況の良好なものを無作為に5点 を抽出し、分析試料とした。した

がつて、分析対象とした炭化材は計25点 となる。試料の詳細は、結果とともに表 1に示す。

2分 析 方 法

木口 (横断面)・ 柾日 (放射断面)・ 板目 (接線断面)の 3断面の割断面を作製し、実体顕微鏡

および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織を観察し、その特徴から種類を同定する。

3結 果

第 1表 力持遺跡の樹種同定結果結果を表 1に 示す。炭化材

は、全て落葉広葉樹で、4種類

(カ バノキ属・コナラ属コナラ

亜属コナラ節・クリ 。モクレン

属)に同定された。以下に、各

種類の解剖学的特徴等を記す。

・カバノキ属 (Bcι y′a)

散孔材で、管孔は放射方向に2-4個 が複合 して散在する。道管は階段穿孔を有 し、壁孔は対列

状～交互状に配列する。放射組織は同性、 1-4細 胞幅、 1-3餅田胞高であまり目立たない。

・コナラ属コナラ亜属コナラ節 (Qyercus subgen.L攣 だobガ孤 ys sect Prttys) ブナ科

環孔材で、孔圏部は 1-2列、孔圏外で急激に管径をげんじたのち、漸減しながら火炎状に配列

する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、 1-20細胞高のも

のと複合放射組織とがある。

・クリ (Cβsttmea crenatt Sieb.et Zucc.) ブナ科クリ属

環孔材で、子し圏部は1-3列、子し圏外で急激～やや緩やかに管径を減じたのち、漸減しながら火炎状

に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1-15細胞高。

番 号 遺構  出上位置 出上位遭 点 数 樹  種

1 BⅡ t22住 居跡 4号 焼± 1 5 クリ ([

2 BIt熟 住居跡 2号 床面直上 5 クリ (G

3 BI t25土 坑 1号 11層 (埋土下位 ) 5 コナラ属コナラ亜属ヨナラ節 (1

ク リ

カバ ノキ属 (3)

4 BI v22土 坑 2号 l a層 (埋土最上位 ) 5 コナラ属 コナ ラ亜属 ヨナラ節 (1)

ク リ

モクレン属 (3)

BⅢ 口 l十坊 1号 3層

`理

十下作) クリ (5)

カバ ノキ科

モクレン属 (MattЛ力) モクレン科
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2 カ持遺跡の樹種同定

散孔材で、管壁厚は中庸～薄 く、横断面では角張った楕円形～多角形、単独および2-4個 が放

射方向に複合 して散在する。道管は単穿孔を有 し、壁孔は階段状～対列状に配列する。放射組織は

異性、 1-2細 胞幅、 1-40細胞高。

4考 察

竪穴住居跡から出土 した炭化材は、地床炉内の焼土中 (試料番号 1)や焼失住居跡の床面直上

(試料番号 2)か ら検出されている。地床炉から出土 した炭化材は、恐らく燃料材の一部に由来する

と考えられる。また、試料番号 2は、発掘調査所見でも示唆されるように住居構築材に出来すると

考えられる。これらの炭化材の樹種は、いずれもクリであつた。また、前報の408号住居跡の床面付

近より出土 した炭化材の分析調査でもクリが認められている (未公表資料 )。 岩手県内では前報で示

したように住居跡から出土する炭化材にクリが多数確認されている (松田、1987;パ リノ・サーヴ

ェイ株式会社、1993、 1995)。 クリは重硬で強度が高 く、耐朽性にも優れている種類である。これら

を考慮すると、クリの材質等を考慮 した木材の利用があつたと推測される。

一方、土坑から出土 した炭化材は、一括廃棄の可能性がある試料、覆土上位から出上 した試料、

覆土下位から出土 した試料 と、それぞれ出土状況が異なっている。分析結果では、落葉広葉樹が各

4種類 (カ バノキ属・コナラ属コナラ亜属コナラ節・クリ・モクレン属)が確認されている。一方、

覆上下位では、クリのみが確認されてお り、土坑間でも種類構成の異なる状況が確認される。前報

では、470号土坑の底部付近の人為的な層の上よリクリの炭化材が確認されている。以上の炭化材の

出土状況と樹種などから、これらの土坑に認められる炭化材は、不要となった炭化材等を廃棄 した

痕跡と考えられる。

本分析結果で確認 された樹種は、宮脇 (1987)の 潜在性植生の所見によれば、落葉広葉樹林に普

通に見 られる種類であることから、本遺跡周辺に生育 していた木材を利用 したと推測される。また、

クリについては、縄文時代における管理栽培が指摘 されている (千野、1983)が、現段階では有用

植物 としてクリを利用 した痕跡 (種実遺体など)や 、花粉分析等による周辺植生に関する資料がな

いため言及することはできない。この点については、本遺跡周辺の古植生等の調査事例 を蓄積 し、

総合的に判断する必要がある。

引用文献
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867-872頁

パリノ・サーヴェイ株式会社 1993 花粉分析 炭化材同定 種子同定「御所野遺跡 I 縄文時代中期の大集落跡」一戸町教

育委員会 341-355頁
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425髯
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1.カバノキ属 (言式料番号3)

2.ヨ ナラ属コチラ亜属コナラ鉾 (試料番号3)

3.クリ(試料番号3)

ai木 目,b:柾 隠,c:板 目

Ⅵ 力持遺跡分析関係

…
200μ 緻:a

…
200 μ mibic

第 1写真図版 力持遺跡の炭化材 (1)

-419-



2 カ持遺跡の樹種同定

■口■B200μ  m:a

…
200 μ mib,C

第 2写真図版 力持遺跡の炭化材 (2)

-420-



Ⅵ 力持遺跡分析関係

3 カ持遺跡の火山灰分析

伽古環境研究所

は じ め に

岩手県北部には、十和田火山をはじめとする東北地方北部に分布する火山のほか、北海道や九州

地方などの火山から噴出したテフラ (tephra、 火山砕屑物、いわゆる火山灰)が多く分布している。

テフラの中には、すでに噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、それらとの関係を求め

ることにより、地層の堆積年代や土壌の形成年代のみならず、遺構や遺物の層位や年代などについ

ても知ることができるようになっている。そこで、普代村力持遺跡においても、発掘調査担当者に

よリテフラの可能性が考えられ採取された試料を対象に、テフラ組成分析と屈折率測定を行って、

指標テフラの検出同定を試みることになった。調査分析の対象となった試料は、「C Ⅱ b25住居跡 1

号」、「C Ⅱ d24住居跡 3号」、「B Ⅱ h12住居跡 1号 1層」、「B Ⅱ v20土坑 7号」の4試料である。

2 テ フラ組成分析

(1)分析試料と分析方法

4試料を対象に、火山ガラス比分析と重鉱物組成分析を合わせたテフラ組成分析 (早 田、1999)

を行い、指標テフラとの同定のための基礎的資料を収集した。分析の手順は次の通りである。

1)試料10gを 秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3)80° Cで恒温乾燥。

4)分析師により1/4-1/8mmの 粒子を箭別。

5)偏光顕微鏡下で250粒子を観察し、火山ガラスの色調形態別比率を求める (火山ガラス比分析)。

6)偏光顕微鏡下で重鉱物250粒子を観察し、重鉱物組成を求める (重鉱物組成分析)。

(2)分 析 結 果

テフラ組成の分析結果をダイヤグラムにして図 1に、火山ガラス比分析と重鉱物組成分析の結果

の内訳を表 1お よび表 2に示す。

「C Ⅱ b25住居跡 1号」には、スポンジ状に発泡した軽石型火山ガラスがごく少量含まれている

(0.40/O)。 重鉱物としては、量が多い順に、黒雲母 (71.60/0)、 磁鉄鉱 (1760/0)、 斜方輝石 (5.20/0)、

角閃石 (4.40/O)、 単斜輝石 (04%)が含まれている。

「C Ⅱ d24住居跡 3号」には、スポンジ状に発泡した軽石型火山ガラス (0.8%)や繊維束状に発

泡した軽石型火山ガラス (0.40/0)が ごく少量含まれている。重鉱物としては、量が多い順に、黒雲

母 (67.6%)、 磁鉄鉱 (17.20/0)、 斜方輝石 (68%)、 角閃石 (5.60/0)、 単斜輝石 (2.0%)が含まれている。

「B Ⅱ h12住居跡 1号 1層 」には、多くの火山ガラスが含まれている。火山ガラスは、量が多い

順に、繊維束状に発泡した軽石型火山ガラス (19.60/0)、 スポンジ状に発泡した軽石型火山ガラス

(11.20/0)、 分厚い中間型ガラス (080/c)で ある。重鉱物としては、量が多い順に磁鉄鉱 (47.20/0)、

斜方輝石 (34.00/O)、 単斜輝石 (17.6%)が含まれている。

「B Ⅱ v20土坑 7号」には、スポンジ状に発泡した軽石型火山ガラスがごく少量含まれている

(0.4%)。 重鉱物としては、量が多い順に黒雲母 (77.6%)、 磁鉄鉱 (1200/O)、 角閃石 (9.2%)、 斜方

輝石 (0.8%)が含まれている。
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3 カ持遺跡の火山灰分析

3屈 折 率 測 定

(1)測 定 方 法

4試料について、日本列島とその周辺のテフラカタログ (町田・新井、1992)の作成にも利用さ

れた温度一定型屈折率測定法 (新井、1972、 1993)に より、テフラ粒子の屈折率の測定を行った。

(2)測 定 結 果

屈折率測定の結果を表 3に示す。「C Ⅱ b25住居跡 1号」に含まれる斜方輝石の屈折率 (γ )は、

1.708-1.713で ある。また「B Ⅱ h12住居跡 1号 1層」に含まれる火山ガラス (n)と 斜方輝石 (γ )

の屈折率は、各々1.509-1514と 1.705-1.708である。なお「C Ⅱ d24住居跡 3号」と「B Ⅱ v20土坑 7

号」については、屈折率測定に十分な量の火山ガラスや斜方輝石は検出されなかった。

4 考 察

分析の対象となった試料のうち、「B Ⅱ h12住居跡 1号 1層 」に含まれるテフラについては、火山

ガラスの形態、重鉱物の組合せ、さらに火山ガラスや斜方輝石の屈折率などから、約5,500年 前*1に 十

和田火山から噴出した十和田中椒テフラ (To― Cu、 大池ほか、1966、 早川、1983b)|こ 由来すると考

えられる。この試料に含まれるTo―Cuの純度は、非常に高いようである。

「C Ⅱ b25住居跡 1号」に含まれるテフラ粒子のうち、斜方輝石については、その屈折率から、

約3.3万年前以前半1に 十和田火山から噴出した十和田大不動テフラ (To― Of、 中川ほか、1972、 大池・

中川、1979、 Hayakawa、 1985、 松山・大池、1986、 町田 。新井、1992)*2ゃ 、約13～ 1.6(?)万年前半1

に秋田駒ヶ岳火山から噴出した秋田小岩井軽石 (Ak― K、 大上・土井、1978、 磯、1976、 豊島、1984、

町田 。新井、1992)な どに由来する可能性が考えられる。ただし、本試料に含まれる多 くの粒子に

ついては、その特徴から基盤岩に由来すると考えられる。同様のことは、「C Ⅱ d24住居跡 3号」 と

「B Ⅱ v20土坑 7号」についても言えよう。

なお、普代村 とその周辺には、噴出年代が比較的新 しいものだけでも、ほかに約24～ 2.5万年前キユ

に姶良カルデラから噴出した姶良Tn火山灰 (AT、 町田 。新井、1976、 1992、 松本ほか、1987、 村山

ほか、1993、 池田ほか、1995)、 約 1.2～ 1.3万 年前半1に 十和田火山から噴出した十和田八戸テフラ

(To HP、 早川、1983、 Hayakawa、 1985)、 約8,600年前キ1に 十和田火山から噴噴出した十和田南部軽

石 (To― Nb、 大池ほか、1966、 中川ほか、1972)、 さらに915年 に十和田火山から噴出したと推定され

ている十和田 a火山灰 (To― a、 大池、1972、 町田ほか、1981)な どが分布 していると考えられる。

したがって、これら指標テフラを利用 した火山灰編年学による詳細な編年研究が可能である。引き

続いて発掘調査の際にテフラに関する分析が継続されることが期待される。

ま  と  め

普代村力持遺跡において採取された試料を対象に、テフラ組成分析と屈折率測定を行った。その

結果、十和田中諏テフラ (To Cu、 約5,500年 前*1)に 由来する可能性が高いテフラ粒子などを検出す

ることができた。

放射性炭素 (ユC)年代 .

十和国大不動テフラ (To Of)の 14c年代について、青木・新井 (2000)は 、年代測定値にばらつきが大きいことを指摘
している。今後、より古い年代の測定が可能な加速器質量分析 (AMS)法による年代値の増加が期待される。青木・新
井 (2000)は 、酸素同位体比層序法により、To Ofの 年代を29～296万 年前と推定している。

＊

＊
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第 1表 火山ガラス比分析結果

試  料 bw(cl) bw(pb) bw(br) md pm(sp) pm(fb) その他 合計

C Ⅱ b25住居跡 1号 0 0 0 0 1 250

C Ⅱ d24住居跡 3号 0 0 0 0 2 1 247

B I h12住 居跡 1号 1層 0 0 0 2

B Ⅱ v20土坑 7号 0 0 0 0 ユ 249

3 カ持遺跡の火山灰分析

数字は粒子数 bw:バブル型、md:中 間型、pm:軽石型、cl i透明、pb i淡褐色、br i褐 色、sp:ス ポンジ状、Itb:繊維束状

第 2表 重鉱物組成分析結果

数字は粒子数 ol iカ ンラン石、opx:斜方輝石、cpx:単斜輝石、ho:角閃石、bi:黒雲母、mti磁鉄鉱

第 3表 屈折率測定結果

火山ガラス比

10   20   30   40

C Ⅱ b25住居跡1号

C Ⅱ d24住居跡3号

B Ⅱ h12住居跡1号 1層

BⅡ v20土坑 7号

□
醐
罐
目
Ⅷ
雲

バブル型 (無色透明)

バプル型 (淡褐色 )

バブル型 (褐色)

中間型

軽石型 (スポンジ状)

軽石型 (繊維東状 )

カンラン石

単斜輝石

黒雲母

その他

囮
目
饉

斜方輝石

角閃石

磁鉄鉱

試  料 Opx cpx bi rnt その他 合計

C Ⅱ b25住 居跡 1号 0 1 179

C H d24住 居跡 3号 0 7 5 169

B Ⅱ h12住 居跡 1号 1層 0 0 0

B I v20土 坑 7号 0 2 0 1

試  料 火山ガラス (n) 斜方輝石 (γ )

C Ⅱ b25住居跡 1号 1708--1713

C Ⅱ d24住居跡 3号

B Ⅱ h12住居跡 1号 1層 1509-1514 1705--1708

B I v20土坑 7号

屈折率の測定は、温度一定型屈折率測定法 (新井、1972、 1993)に よる。

□
圏
嚢
躙
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Ⅵ 力持遣跡分析関係

4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

lal京都フイッション・トラック

1 試料 の分析方法

以下に処理工程について説明を加える。

(1)前 処 理

まず半湿状態の生試料を適宜採取秤量し、50℃で15時間乾燥させる。乾燥重量測定後、 2ゼ ビー

カー中で数回水替えしながら水洗し、そののち超音波洗浄を行う。この際、中性のヘキサメタリン

酸ナトリウムの溶液を濃度 1～ 20/0程度となるよう適宜加え、懸濁がなくなるまで洗浄水の交換を

繰り返す。乾燥後、舗別時の汚染を防ぐため使い捨てのフルイ用メッシュ・クロスを用い、 3段階

の舗別 (60.120、 250mesh)を 行い、各段階の秤量をする。こうして得られた120-250mesh(1/8-

1/16mm)粒径試料を比重分別処理を加えることなく、封入剤 (Nd=154)を 用いて岩石薄片を作成

した。

(2)全鉱物組成分析

前述の封入薄片を用い、火山ガラス・軽鉱物・重鉱物・岩片 。その他の 5項 目について、 1薄片

中の各粒子を無作為に200個 まで計数し含有粒子数の量比百分率を測定した。

(3)重 鉱 物 分 析

主要重鉱物であるカンラン石 (01)。 斜方輝石 (Opx)・ 単斜輝石 (Cpx)。 褐色普通角閃石

(BHb)。 緑色普通角閃石 (GHb)・ 不透明 (鉄)鉱物 (Opq)・ カミングトン閃石 (Cum)。 ジル

コン (Zr)・ 黒雲母 (Bt)・ アパタイト (Ap)を 鏡下で識別し、ポイント・カウンターを用いて無

作為に200イ固体を計数してその量比を百分率で示した。なお、試料により重鉱物含有の少ないものは

結果的に総数200イ固に満たないことをお断りしておきたい。この際、一般に重鉱物含有の少ない試料

は重液処理による重鉱物の濃集を行うことが多いが、特に火山ガラスに包埋された重鉱物はみかけ

比重が減少するため重液処理過程で除外される危険性がある。さらに風化による比重変化や粒径の

違いが分析結果に影響を与える懸念があるため、今回の分析では重液処理は行っていない。

(4)火山ガラス形態分類

前処理で作成した検鏡用薄片中に含まれる火山ガラス形態を、吉川 (1976)*lに 準拠してH:扁平

型 (Ha、 Hb)、 Ci中 間型 (Ca、 Cb)、 T:多孔質型 (Ta、 Tb)に分類 した。またこれ

らの形態に属さないものを、 It:不規則型として一括し示した。なお含有率を測定するため200イ固

の粒子を測定した。その過程で着色したものやスコリア質のものおよび亀ノ甲型と呼ばれる特異な

形態をもつ火山ガラスの有無もチェックした。さらに火山ガラスの水和現象を観察し、山下・檀原

(1995)キ
2に基づき水不日(hydration)や スーパーハイドレーション (super hydration)の 程度につい

ても可能な限り半定量的に記載した。

(5)火山ガラスの屈折率測定

前処理により調製された120-250mesh(1/8-1/16mm)粒径試料を対象に、温度変化型屈折率測

定装置 (RIMS)キよ4を用い火山ガラスの屈折率を測定した。測定に際しては、精度を高めるため

原則として 1試料あたり30個の火山ガラス片を測定するが、火山ガラスの含有の低い試料ではそれ

以下の個数となる場合もある。

-425-



4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

温度変化型屈折率測定法*5は 火山ガラスと浸液の屈折率が合致 した温度を測定することにより、各

浸液ごとに決められた浸液温度 と屈折率の換算温度から火山ガラスの屈折率を計算 して求める方法

である。

具体的な測定データは巻末にデータシー トとしてまとめられ、以下に述べるように表示されてい

る。まず最上位に試料名 (Seriesお よびSample Name)が表示され、次に測定者名、Materialは 対象

鉱物名、Immersion Oilは 測定に使用 した浸液の種類を示す。カッコ内の式は浸液温度 tか ら浸液の

屈折率を算出するのに用いたものである。 _

測定された屈折率値は最終的にTotalの 項にまとめられる。count、 min、 max、 range、 mean、

st,dev、 skewnessは それぞれ屈折率の測定個数、最小値、最大値、範囲、平均値、標準偏差、そして

歪度である。屈折率のhistogramの 図は縦方向に屈折率を0.001き ざみで表示 し、横方向にその屈折率

をもつ火山ガラスの個数が表現される。*1つが 1個の火山ガラス片の測定結果を示す。

(6)鉱物の屈折率測定

基本的には火山ガラスの屈折率 と同様な操作を経て測定作業を行 うが、鉱物の屈折率測定は光学

的方位をチェックする必要がある点で大 きく異なっている。今回の測定は、屈折率値の精度を高め

るため30結晶の測定を目指 しているが、含有結晶量が少ない場合にはそれ以下になる場合 もある。

対象鉱物は斜方輝石 (Opx)で、鎌田・檀原 (1994)*6に 準 じ対象鉱物片の屈折率を測定 した。

具体的な測定データは巻末にデータシー トとしてまとめられ、以下に述べるように表示されてい

る。まず最上位に試料名 (Seriesお よびSample Name)が表示され、次に測定者名、Materialは 対象

鉱物名、Immersion Oilは 測定に使用 した浸液の種類を示す。カソコ内の式は浸液温度 tか ら浸液の

屈折率を算出するのに用いたものである。

測定された屈折率値は最終的にTotalの 項にまとめられる。count、 min、 max、 range、 mean、

st,dev、 skewnessは それぞれ屈折率の測定個数、最小値、最大値、範囲、平均値、標準偏差、そして

歪度である。屈折率のhistogramの 図は縦方向に屈折率を0.001き ざみで表示 し、横方向にその屈折率

をもつ鉱物片の個数が表現される。*1つが 1個の鉱物片の測定結果を示す。

2結 果 と 考 察

今回の分析結果は、テフラ分析結果および巻末の屈折率データーシー トなどに示されるとお りで

ある。ここではそれらの結果の中から特徴的なものに注目して考察 し、以下に簡潔に述べる。

最初に、対象となる 6試料の状態と分析結果につき概観する。

まずテフラ (火 山灰)の純度についてみると、ほぼ純層あるいは純層部分を含む層 といってよい

ものが 3試料あ り、具体的にはB Ⅱ h12住居跡 1号、B Ⅱ v24土坑1号、B Ⅱ x23土坑 2号試料がそ

れにあたる。次にかなり純度は低下するが C Ⅱ a21土坑 1号が前 3者 に準 じ、一応テフラ層 として

認めてよい。 しか し残る 2試料、 C Ⅱ a23住居跡 1号およびC Ⅱ d24住 居跡 3号は基本的に砂層で

あ り、テフラ層 と呼ぶのは困難である。ただし幸逗にもこれら砂層中に微量混入するテフラは、分

析結果からほぼ 2種類程度に過 ぎないものとみられ、慎重なる分析 と検討を加えれば混入テフラの

同定は可能と考えられる。

次にテフラの対比について述べる。 6試料中に含まれる火山ガラスは、共通 してほぼ珪長質の軽

石質 (pm型 )の もので占められ、 しかも火山ガラスの水和層厚が 1-2μ mと 非常に薄 く、およそ

数千年前の噴出年代 をもつことが推測 (山 下・檀原、1995)で きる。火山ガラスの屈折率は n=

1.510-1.516の 範囲にあることも共通するが、モー ドに若干の違いがみられ細か くみると2群 に分け
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

られる可能性 もある。随伴する斑晶鉱物は、火山ガラスが付着する自形結晶に限定すると斜方輝石

(Opx)。 単斜輝石 (Cpx)・ 不透明鉱物 (Opq)が 共通 し、このうちOpxの屈折率はγ=1,703-

1,711の範囲にすべて含まれ、モー ドはγ=1,707で 6試料 とも共通 し、安家火山灰 (菊池ほか、1981)

とも一致 した。

以上の岩石記載的特徴をもつテフラと新編火山灰ア トラス (町 田 。新井、2003)*7中 で検索すると、

噴出年代 6 Ka(6000年前)の十和田中lTX(To Cu)テ フラのみが該当する。なお十和田中掠 (To―Cu)

テフラに比較的近似するものとして十和田南部 (To― Nb、 8.6Ka)テ フラがあるが、火山ガラスの屈

折率が n=1512-1.517、 斜方輝石の屈折率がγ=1.708-1.712(モ ー ド1,710)と 十和田中lTRテ フラと

比較 して高 く一致 しない。

以下に各試料についてコメントを付す。

1)BⅡ h12住居跡 1号

ほぼTo―Cuテ フラ純層と判断される。

2)BⅡ v24土坑 1号

ほぼTo―Cuテ フラ純層からなる部分を含むと判断されるが、微量の十和田人戸 (To―H)テ フラ起

源の火山ガラスが混入する徴候がある。なお本試料の火山ガラスの屈折率は n=1.514と やや高いが、

標準試料 (岩手県岩泉町安家元村)と測定値がよく一致 し、対比に問題はないと考えられる。

3)BⅡ x23土坑 2号

ほぼTo― Cuテ フラ純層からなる部分を含むと判断される。なお本試料の火山ガラスの屈折率モー ド

は n=1.515と やや高いが、標準試料 (岩手県岩泉町安家元村)と 測定値がよく一致 し、対比に問題

はないと考えられる。

4)CⅡ a21土坑 1号

純度は低いがTo―Cuテ フラ層 と判断され、微量の十和田八戸 (To―H)テ フラ起源の火山ガラスが

混入する徴候がある。

5)CⅡ a23住居跡 1号

花聞岩質砂質土層に少量のTo Cuテ フラが混入するものと判断される。また極微量の十和田八戸

(To H)テ フラ起源の火山ガラスが混入する徴候がある。

6)CⅡ d24住居跡 3号

花商岩質砂質土層に少量のTo―Cuテ フラが混入するものと判断される。また極微量の十和田八戸

(To―H)テ フラ起源の火山ガラスが混入する徴候がある。

なお本試料中における十和田大不動 (To―Of)テ フラ含有の可能性について検討 した。その結果以

下の 2点から、同テフラ含有の可能性は否定される。まず第一に、To―Ofテ フラガラスが混入すれば、

完全に水和の完了した屈折率 n=15051.511(モ ー ド1.506-1.508)の ガラスが検出されるはずである。

しかし本試料中には該当する特性をもつものは、まったく観察ができなかった。第二に、斜方輝石

の屈折率 レンジがTO―Ofテ フラではγ=1.707-1,711(モ ー ド1.709)と 狭 く高めに集中するはずで、

本試料の屈折率分布パターンと明らかに異なることがその根拠である。

上以
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No 報告名

胆理 生試準

乾燥重量

(gl

希別試料重量 (gl

色調判定 備 考テ
声

1 1/8-
1/16
mm

1
① B I h12

住居跡 1号
25.4 026 487

2
② B I v24

土坑 1号

3
③ B I x23

土坑 2号
204

④ C I a21

土坑 1号
047 056

⑤ C I a23
住居跡 1号

202

⑥ C I d24
住居跡 3号

302

以下余白

保存用試料一覧表

注 :※ (1)表中の数字は保存試料の重量を示す。

(2)1/8-1/16段 階の保存試料は、一部岩石薄片作成に使用したため

実際 よりわずかに少なくなっている。

(3)色調判定は、新版標準上色帳 (農林省農林水産技術会議事務局監修、1970)による。

Ⅵ 力持遺跡分析関係
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:① BⅡ h12住居跡1号

全 鉱 物 組 成

bw7ヽ
゛
フ
°
ルウォール、pm:軽 石、sco:スコリア、pl:斜長石、Qz:石英、K■カリ長石,chal:カ ルセドニー

重 鉱 物 分 析

火山
力
゛
ラス

軽
醐

重
鉱物

岩片 つ
他

合計 備  考 ´

118 47 8 22 5 200 火山gI!若 い珪長質pmtto To一 Cuテフラ純層。
軽鉱物 i pl.

重鉱物:Opq,Opx,Cpxtto Ap,GHb少量。
岩 片 :gI質でincI.多 し。 その他 :黄褐色の火山gI変質物。59.0 23.5 4.0 11.0 2.5 100,C

Ol
Pyroxene Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap t6tal 備 考
Opx Cpx BHb GHb

26 1 92 4 200

0.0 38.5 13.0 0.0 0.5 46.0 00 00 0.0 20 100.0

O助ンラン石、Opx Cp々斜方、単斜輝石、BHb,GH脱緑色・褐色角閃石、Op年不透明鉱物、

Cum:カミングトン閃石、Z庶シ
゛
ルヨン、Bt:鼻華雲母、Ap:アハ

°
タイト

火山ガラス形態分類

Ha Hb Ca Cb Ta Tb ■ 合 討 色付」 備 考

1 5 73 1 112 57 1 250
+

珪長質pm型主。水和層厚=■2μ m
が主。
その他にbwttgI微量含む。0.4 2.0 29.2 0.4 44.8 22.8 04 100C

H:扁平、C:中 間型、T:多子と質、比:不規則型、incl:イ ンクルーヅョン、devt:失透化、RI屈折率

火山ガラス屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱］ｍ
屈折率最頻値

(mode)
火山ガラス形態

(glass type)
口頭 最 大

1.5103 1.5158 1.5126 40 1.512 T,C,H,鉱 物に付着

鉱物の屈折率測定

屈折率範囲
(range) 鵬帥ぐｍｅａｎ，

脱］⑩
屈折率最頻値

(mode)
鉱物の種類

Opx
一硬 最 大

1.703 1.709 1.707 40 1,707 ハイハ
°
―シン

斜方輝石 :勢開片上での最大屈折率n2≒ γ、角閃石 n2(β <nl〈 γ)、

斜長石 :勢開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )
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テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:② BⅡ V24土坑1号

全 鉱 物 組 成

bw:ハ
｀
フ
｀
,レウォール、pm:軽石、scoェスコリア、pl:斜長石、Qz:石英、KFカ リ長石,chal:カ ルセドニー

重 鉱 物 分 析

Ol坊ンラン石、OpX Cp�斜方、単斜輝石、BHb,GH脱緑色・褐色角閃石、Op年不透明鉱物、

Cumれミンク
・
トン閃石、ZEシ

°
ルヨン、Bt:黒 雲母、Ap:アハ

°
タイト

火山ガラス形態分類

H:扁平、C:中 間型、T:多孔質、比:不規則型、indィンクルーヅヨン、devt:失透化、RI屈折率

火山ガラス屈折率測定

Ⅵ 力持遺跡分析関係

火山
力
Ⅲ
ラス

軽
幽

重
胞

岩片 つ
他
．

合計 備   考

128 41 23 8 200 火山gI:若 い珪長質pm型。To― Cuテフラに少量のT∝Hテフラ混入

するか?  軽鉱物 :pl

重鉱物iOpq,opX,Cpx主。GHb,Bt,Apモ 會年む。

岩 片 :gi質でincI.多 し。 その他 :一 。640 205 115 4.0 0.0 100C

Ol
Pyroxene _Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap total 備 考

Opx Cpx BHb GHb

67 34 10 74 10 5 200 GHb,Btには火山gIの

付着するものなし→外来
結晶の可能性高い。00 33.5 170 0.0 50 370 0.0 00 5.0 2.5 100.0

Ha Hb Ca Cb Ta Tb 合 計 色付」 備 考

2 5 1 157 33 2 200 珪長質pm型主。水和層厚 1-2μ mが
主。
その他に珪長質bw型 ,sco.」 微量含む。0.0 10 2.5 0.5 785 16.5 ■0 100。C

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

測 定
個体数
(個 )

屈折率最頻値
(mode)

火山ガラス形態

(giass type)
最小 最 大

1.5053

1.5119

1.5075

1.5155

1.5065

1.5143

３

４０ 1.514

T,C,←To―H?
T,C,H,鉱 物 に付 着 (―To―Cu

鉱物の屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱ｍｍ
屈折率最頻値

(mode)

鉱物の種類
Opx

最 rl、 最 大

1.703

1.721

1.710

1.721

1.707

1.721

４０

１

1.707 ハイハ
°
―シン

ハイハ
°
―シン

斜方握石 :撃 FJTR片上での選大屈折率n2≒ γ、角閃石n2(β <nl〈 γ)

斜長石 :勢開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )

-431-



4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:③ BⅡ x23土坑2号

全 鉱 物 組 成

bwィヽ
｀
フ
・
ルウォール、pm:軽石、scofスコリア、pl:斜長石、Qz:石英、Ktカ リ長石,chal:カ ルセドニー

重 鉱 物 分 析

火山
力'ラス 軽

飽
重
醜

岩片 徊
他

合計 備   考

134 46 13 7 200 火山gI:若い珪長質pm型。To― Cuテフラに少量の外来テフラ混入。
軽鉱物 :pl.

重鉱物 :opq,Opx,Cpx主 。Bt,Ap,GHb含 む。
岩 片 :gIあいつでincI多 し。 その他 :― 。67.0 23.0 65 3.5 00 100.C

Ol
Pyroxene Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap total 備 考

Opx I Cpx BHb GHb

24 1 83 10 200

00 385 120 0.0 05 415 00 00 5.0 25 1000

Olれンラン石、Opx Cpx:斜 方、単斜輝石、BHb,GHよ緑色・褐色角閃石、Op年不透明鉱物、

Cum:カミンク
・
トン閃石、Zrシ

°
ルヨン、Bt:景挙景母、Ap:アハ

°
タイト

火山ガラス形態分類

Ha Hb Ca Cb Ta Tb 合 計 色付」 備 考

3 16 1 134 46 200 珪長質pm型主。水和層厚 1-2μ mが
主。
微量のscotta含む。0.0 1.5 80 05 670 230 0.0 100C

H:扁平、C:中 間型、T:多孔質、比:不規則型、indイ ンク,レーン
｀
ョン、devt:失透化、RL屈折率

火山ガラス屈折率測定

屈折率範囲
(range) 醇帥くｍｅａｎ，

測 定
個体数
(個 )

屈折率最頻値
(mode)

火山ガラス形態
(giass type)

最 小 最 大

1.5120

1.5216

1.5157

1.52H6

1.5144

1.5216

４０

１

1.515 T,C,H,鉱 物 に 付 着 ← To―Cu
lt,

鉱物の屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱］硼
屈折率最頻値

(mode)
鉱物の種類

Opx
】巨 巨 天

1.703 1.711 1.707 40 1.707 ハイハ
°
―シシ

斜方輝石:労開片上での最大屈折率n2≒ γ、角閃石n2(β <nl〈 γ)、

斜長石:努開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )
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テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:④ CIa21土坑1号

全 鉱 物 組 成

bwvヽ
｀
フ
°
ルウォール、pm:軽石、scoスコリア、pi:斜長石、Qz石英、訛カリ長石,chal抗ルセト七―

重 鉱 物 分 析

Ⅵ 力持遺跡分析関係

Olカシラン石、Opx Cp来斜方、単斜輝石、BHb,GHb:緑 色・褐色角閃石、Op年不透明鉱物、

Cum:カミンゲトン閃石、Zrヅ,レヨン、Bt:黒 雲母、Ap:アハ
°
タイト

火山ガラス形態分類

H:扁平、C:中間型、T:多孔質、比:不規則型、indィンクルーヅョン、devt:失透化、RL屈折率

火山ガラス屈折率測定

γ、角閃石n2(β <nl〈 γ

火山
力
Ⅲ
ラス

軽
醐

重
胞

岩 片 つ
他

合計 備   考

78 62 20 37 3 200 火山gi:若い珪長質pm型主。ややコンタミするがTo― Cuテフラ。
軽鉱物 :pl.

重鉱物 :Opq,Opx,Cpx主。GHb,Bt,Ap,01含む。
岩 片 :gI質でincI.含む。 その他 :風化粒子。39,0 31,0 10.0 18.5 100.(

Ol
Pyroxene Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap total 備 考

OpX I Cpx BHb GHb

1 67 1 30 8 87 5 2 200

05 33.5115,0 0.0 40 435 0.0 0.0 2.5 1.0 100.0

Ha Hb Ca Cb Ta Tb 合 討 色付」 備 考

0.0

3 19 118 44 16 200
+

珪長質pm型主。水和層厚卜2μ mが
主。比型は大部分淡褐～褐色でブロック
状→obsidian片。9.5 0,0 59.0 22.0 8.0 100.C

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

測 定
個体数
(個 )

屈折率最頻値
(mode)

火山ガラス形態
(「 ass type)

最 小 最 大

1.5072

1.5106

1.5072

1.5158

２

８

７

２

０

１

５

５

１

４０ 1.513

It,  ← To―H?
T,C,H,鉱 物 に付 着 ← To―Cu

鉱物の屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

測 定
個体数
(個 )

屈折率最頻値
(mode)

鉱物の種類
Opx

最 71ヽ 最 大

1.703 1710 1.707 40 1.707 ,ヽイハ
彰
―シン

輝石 :努開片 PAq死]n2( 1〈

斜長石 :努開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:⑤ CIa23住居跡1号

全 鉱 物 組 成

bwイ フゞ
｀
ルウォール、pm:軽 石、sco:スコリア、pl:斜長石、Qz:石英、Kf:カリ長石,chal:カ ルセドニー

重 鉱 物 分 析

火山
力
゛
ラス

軽
幽

重

鉱物
岩片 ０

他
合 計 備   考

2 160 38 200 火山gI:珪 長質pm型主。少量の火山gIの大部分はTo―Cu由来
か。 ′軽鉱物 :pl,吼Qz
重鉱物 :Bt,GHb,Opq,Opx主 。Cpx含む。
岩 片:― 。 その他 :― 。1.0 800 19.0 00 0.0 100.(

Ol
Pyroxene Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap total 備 考

Opx Cpx BHb l GHb

0.0

20 4 52 27 97 200

100 20 00 260 135 00 0.0 48.5 00 1000

Ol抗ンラン石、Opx Cpx:斜 方、単斜輝石、BHb,GHL緑色・褐色角閃石、Op年不透明鉱物、

Cum:カミングトン閃石、Zrシ
゛
ルコン、Bti黒 雲母、Ap:アハ

°
タイト

火山ガラス形態分類

Ha Hb Ca Cb Ta Tb 合 討 色付」 備 考

2 10 26

130

2 98 47 15 200
+

珪長質pm型が主。
水和層厚 =1-2μ mが主。

■0 50 1.0 490 23.5 75 100.(

H:扁平、C:中間型、T:多孔質、■:不規貝J型、incI:イ ンクルーヅョン、devt失透化、RI:屈 折率

火山ガラス屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱］⑩
屈折率最頻値

(mode)
火山ガラス形態

(giass type)
最 小 最 大

15044
1.5099

1.5087

15145
15064
1,5124

６

３０ 1.513

H,C,It,← To―H?
T,it,鉱 物に付

'音

←To―Cu

鉱物の屈折率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

測 定
個体数

(1回 )

屈折率最頻値
(mode)

鉱物の種類
Opx

一硬 最 天

１

４

０

０

０

２

７

７

７

1.702

1,711

1.723

1.701

1707
1,722

２

３５

５

1.707

ハイハ
ψ
―シン

ハイハ
°
―シン

ハイハ
°
―シン

斜方輝石 :労開片上での最大屈折率n2≒ γ、角閃石n2(β <nl〈 γ)、

斜長石 :労開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

テ フ ラ 分 析 結 果 表

分析試料名:⑥ CId24住居跡3号

全 鉱 物 組 成

bw:ハ
Ⅲ
フ
Ⅲ
ルウォール、pm:軽石、scoェ スコリア、pl:斜長石、Qな石英、Kf・ カリ長石,cha励ルセドニー

重 鉱 物 分 析

火山
力
゛
ラス

軽
幽

重
胞

岩片 つ
他

合計 備   考

1 161 36 2 200 火山gi:珪長質pm型。微量の火山gIの大部分はTo―Cu由 来
か。 軽鉱物 :pl,旺Qz
重鉱物 :Bt,GHb,Opq主 。Opx,Cpx含む。
岩 片:一 。 その他 :風化粒子。05 805 18.0 0.0 ■0 100.C

Ol
Pyroxene Amphibole

Opq Cum Zr Bt Ap total 備 考

Opx Cpx BHb GHb

4 1 18 100 200

0.0 20 0.5 0.0 38.5 9.0 00 00 500 00 1000

Ol的シラン石、Opx Cp准斜方、単斜輝石、BHb,GH脱緑色・褐色角閃石、Opq:不透明鉱物、

Cum:カミンゲトン閃石、ZRシ
｀
ルヨン、Bt:黒 雲母、Ap:アハ

°
タイト

火山ガラス形態分類

Ha Hb Ca Cb Ta Tb ■ 合 計 色付」 備 考

5 22 12 5 44
珪長質pm型のみ。
水和層厚 =1-2μ mが主。

0.0 00 11.4 0.0 500 273 11.4 100.C

H:扁平、C:中 間型、T:多孔質、比:不規則型、indインク,レーヅョン、de�:失透化、RL屈折率

火山ガラス屈折率測定

鉱物の屈析率測定

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱］⑩
屈折率最頻値

(mode)
鉱物の種類

Opx
頭 /1ヽ 最 大

1.699

1.703

1.720

1.701

1.709

1.723

1.700

1.707

1.722

３

３２

５

1.707

フ
゛
ロンサ

゛
イトーハイハ

°
―シン

ハイハ
°
―シン

ハイハ
°
―シン

斜方輝石 :労開片上での最大屈折率n2≒ γ、角閃石n2(β <nl〈 γ)、

斜長石 :勢開片上での最小屈折率nl(α <nl<β )

―な35-

屈折率範囲
(range)

屈折率
平均値
(mean)

脱］⑩
屈折率最頻値

(mode)
火山ガラス形態

(giass type)
最 小 最 大

1.5035

1.5101

1.5050

1.5156

1.5043

1.5123

３

２３ 1.512

T,C,←To― H?
T,It,鉱物に付着←To―Cu
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pq

隆
鉱

物
:P
I,
Qz

史
山

ガ
ラ
ス

:水
和

層
厚
2w
mが

主

辞
方

輝
石

:火
山

ガ
ラ
ス

付
着



岩
手

県
文
化
振
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事

業
国
岩

手
県
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー

テ
フ
ラ
分

析
6試

料

DA
TE
:2
00
4-
01
-0
5

試
料

到
着

:2
00
3‐

12
17
 

処
理

完
了

20
03
‐

12
‐
18
 
火

山
ガ

ラ
ス

属
折

率
測

定
完

了
:2
00
3‐

12
‐
27
鉱

物
屈

折
率

測
定

完
了

20
03
‐
12
?9

通 番
試
 

料
 

名
粒

度
有 況

含 状
全

測
定

数
屈

折
率

頻
度

分
布

屈
折

率
n

団 数
集 定

各 測
火

山
ガ

ラ
ス

形
態

水
和
お
よ
び
累
帯
構
造

類
似

テ
フ

ラ
備

考

力
持
遺
跡

B 
I 
h1
2住

居
跡

1号
#1
20
‐
#2
50

Ａ 朝
■

  
|

t5
10
16
16
(1
51
2)

Tb
,T
a,
Cb
,C
a,
Hb
,付

着
水

和
層

厚
1～

2口
m5
wm
褐

色
片

微
ヨ

To
‐
Cu

ヨ
鉱

物
Cp
x,
Op
x,
Op
q

壁
鉱

物
PI
.Q
z

軒
方

輝
石

i火
山

ガ
ラ
ス
付

着

2
力
持
遺
跡

B 
I 
v2
4土

坑
1号

#1
20
辞

25
0

Ａ 磁

「

|

15
05
‐
15
08

15
12
‐

l 
S1
6(
15
14
)

３

４
０

Ta
,C
b

Tb
 T
a 
Cb
 C
a,
Hb
,付

着

水
和

完
了

水
和

層
厚

1～
2μ
m

菫
鉱

物
Cp
x,
Op
x,
Op
q

軽
鉱

物
:P
l,
Qz

斜
方

輝
石

1火
山
ガ
ラ
ス

付
着

3
力
持
遺
跡

B 
I 
x2
3土

坑
2号

#1
20
42
50

63
%

止
|
_ 
|

15
12
15
16
(1
51
5)

15
22

４
０

４

Tb
,T
a,
Cb
,C
a,
Hb
,付

着
К

水
和

層
厚

1～
2ぃ
m

7k
和

層
厚

4μ
m.
掲

色

ｒ
ｏ

つ

室
鉱

物
IC
px
,O
px
.O
pq

雲
鉱

物
:P
l,
Qz

秘
芳

輝
石

!火
山
ガ
ラ
ス
付

着

4
力
持
追
跡

C 
Ⅱ 
a2
1土

坑
1号

#1
20
‐
42
50

Ｃ 賜
■

1 
50
7

15
11
‐

15
16
(1
51
3)

１ ４
。

h Tb
,T
a,
Cb
,C
a,

Hb
,付

着

k和
層

厚
8口
m

k和
層

厚
1～

25
口
m褐

色
片

微
量

的 的

重
鉱

物
:O
pq
,C
Px
,O
px

軽
鉱

物
PI
,Q
z

斜
方

輝
石

!火
山

ガ
ラ
ス
付

着

5
力
持
遺
跡

C 
I 
a2
3住

居
跡

1号
#1
20
鞘

25
0

Ｖ
Ｒ 嘉

ユ
15
04
‐
15
09

15
10
‐

15
45
(Ч

51
3)

６

３
５

Hb
,C
a,
Cb
,に

Ta
,に

,付
着

k和
完

了
～

水
和

層
厚

5μ
m

k和
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厚
1～

2口
m.
5w
m.
褐

色
片
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量

「
o‐
H?

「
o‐
Cu
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鉱

物
:G
Hb
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t,
Op
q.
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x
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物
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Af

6
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持
遺
跡

C 
I 
d2
4住

居
跡

3号
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辞
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0

Ｖ
Ｒ 協
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4-
15
05
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0‐

l 
S1
6(
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)

３

２
３
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,c
b
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着
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和

層
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5w
m
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1～
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5w
m.
褐
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片

微
量

「
o‐
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「
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Cu

宜
飢

物
(G
Hb
,B
t,
Op
q

至
鉱

物
:P
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7
十
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田
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中
板
テ
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Cu
)
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県
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元
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度
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含 状
全

測
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数
屈
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頻
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布

屈
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率
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

1)屈 折 率 範 囲 :

5)火 山ガラス形態 :

6) 備  考  :

値

数

値的期的
屈

測

屈

２

３

４

火山ガラスの屈折率測定結果三覧表

塀打〔堵誕拶副墨覇露τ輩房亀4新董鍔盲護幕盈;課蘇赫籠誰韓難督
なる

同一グループに属するとみなした場合の平均屈折率値。下線は未水和部の値。
測定対象とした個体数。

恐Rぐ、万嚢慮蟹鷺密Υ監偽雫
臥によ妙鎌第3,で赫する。

義襲議    窪覇ξヨ聾隷量ヨみNttp

No 試 料 名
屈折率範囲 屈折率

平均値

定
数体

測
個

率
値

折
頻

屈
最

火山ガラス

形態
備 考

最小 最大

1
力持遺跡
B I h12住居跡 1号

1.5103 1.5158 1.5126 40 1.512 T,C〕 H,付着

含有 :A
水和層厚1～ 2μ mが主
水和層厚5μm少量
褐色片微量

2 力持遺跡
B I v24土坑 1号

1.5053

1.5119
1.5075

1.5155
1.5065

1.5143

３

４０ 1.514
T,C

T,C,日 ,付着

含有 :A
水和層厚1～ 2μmが主
水和層厚5wm少量
褐包片微量

3 力持遺跡
B I x23土坑2号

1.5120

1.5216

1.5157

1.5216
1.5144

1.5216

４０

１

1.515 T,C,H,付着
k

含有 :A
水和層厚1～ 2μ mが主
水和層厚5μm少量
褐色片徹量

4 力持遭跡
C Ⅱ a21土坑 1号

1.5072

1.5106
1.5072

1.5158
1.5072

1.5128

１

４。 1.513
性

T,C,H,付着

含有 iC
水和層厚1～ 2μ mが圭
水和暦厚5rm少量
褐色片微量

5
力持遺跡
C I a23住居跡 1号

1.5044

1.5099

1.5087

1.5145

1.5064

1.5124

６

３５ 1.513

1,C,h

「 ,k,付着

含有 :VR
水和層厚1～ 2Pmが主
水和層厚5wm少量
掲色片徴量

6
力持遺跡

C I d24住居跡 3号
1.5035

1.5101

1.5050

1.5156

1.5043

1.5123

３

２３ 1.512
「 ,C

「 ,h,付着

宮有 :VR
水和層厚1～ 2μmが主
水和層厚5μm少量
掲色片微量

以 下 余 白
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

鉱 屈折率測定結果一覧表

1)屈 折率範囲:写
ぉ議夕η賢多泰贄憲!趨財罰誌♂謝産       。

2)屈 折率平均値 :同一グループに属するとみなした場合の個体ごとの平均屈折率値。小数点第3位まで表示。
3)測 定 個 体 数 :測定対象とした個体数。

4)屈 折率最頻値 :ヒストグラム中で最頻値を判断し、四捨五入により少数点第3位までで表示する。

(ex.1.500:1.4995≦ nd<1.5005)
5)鉱 物 の種 類 :都城・久城(1972】 こ準拠し、斜方輝石はエンスタタイト,プロンザイト,ハイパーシン,フェロハイパーシ

ン,ユーライト,フェロシライトの6種類に分類する。角閃石はホルンブレンド,カミングトナイト等に分類
する。斜長石はアルバイト,オリゴクレイス,アンデシン,ラブラドライト,バイトウナイト,アノーサイトの
6種類に分類する。

6) 備  考  :測定対象とする屈折率を示ず。例えば,斜方輝石はγ,角 関石はn2,斜長石はnlを対象とする。

No 試 料 名
屈折率範囲 屈折率

平均値
測 定
個体数

率
値

折
頻

屈
最 鉱物の種類 備 考

最小 最 大

1

力持遺跡
B I h12住居跡 1号

斜方輝石(Opx)

1.703 1.709 1.707 40 1,707 ハイ′く―シン γ (=n2)

2
力持遺跡

B I v24土 坑 1号

斜方輝石(Opx)

1,703

1.721

1,710

1,721

1.707

1.721

４０

１

1.707 ハイ′く―シン
ハイパーシン

γ (=n2)

3
力持遺跡

B I x23土坑 2号

斜方耀石(Opx)

1.703 1.711 1.707 40 1.707 ハイパーシン γ (=n2)

4
力持遺跡

C工 a21土坑 1号

斜方輝石(Opx)

1.703 1.710 1.707 40 1.707 ハイパーシン γ (=n2)

5
力持遺跡

C I a23住居跡 1号

斜方耀石(Opx)

1.701

1.704

1.720

1.702

1,711

1.723

1.701

1.707

1,722

２

３５

５

1.707
ハイパーシン
ハイ′`一シン
ハイパーシン

γ (=n2)

6
力持遺跡

C Ⅱ d24住居跡 3号

斜方輝石(Opx)

1.699

1.703

1,720

1.701

1.709

1.723

1.700

1.707

1.722

３

３２

５

1.707
ブロンザイト～ハイパーシン
ハイパーシン
ハイパーシン

γ (=n2)

以 下 余 白

-439-



4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

火 山 ガ ラ ス屈 折 率

デ ー タ  シ ー ト
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count   mln.    max.    range   mean    median
40     1.5103  1.5158  0.0055  1.5126  1.5124

*=1
0        10        20        30

― 一 一 ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― 一 ― 一 一 ― ― ― ― +― ― 一 ― ― ― 一 ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― ― ― ― ― ― 一 一 ― 十 一 一 ― ― ― ― ― ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十

Ⅵ 力持追跡分析関係

2003/12/19
17:26:24

se�潔紫漱疑|?隅 霊花振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター

Sample Narne i l.力 持遺跡 B Ⅱ h12住居跡 1号
Analyst   i Yama� i協

Wfa俺五al     i V.Gl.
Immersion Oil :AD52(nd=1.53143-0.000395't)

AD51a, AD52

1.5103  1.5115  1.5121  1.5136  1.5147  1.5140  1.5127  1.5118  1.5111  1.5118
1.5122  1.5130  1.5128  1.5125  1.5120  1.5117  1.5112  1.5119  1.5130  1.5138
1.5142  1.5139  1.5135  1.5124  1.5112  1.5107  1.5113  1.5121  1.5124  1.5131
1.5132  1.5125  1.5121  1.5113  1.5120  1.5122  1.5126  1.5150  1.5158  1,5133

Total     :

*** Histogram ***

st.devo skew.
0.0012  0.6174

50

1.4895=〈 nd(1.4905   0
1.4905=〈 nd(1.4915   0
1.4915=〈 nd(1.4925   0
1.4925=〈 nd(1.4935   0
1.4935=〈 nd(1.4945   0
1.4945=く nd〈 1.4955   0
1.4955=〈 nd(1.4965   0
1.4965=〈 nd〈 1.4975   0
1.4975=(nd〈 1.4985   0
1.4985=く nd(1,4995   0
1.4995=〈 nd〈 1.5005   0
1.5005=く nd〈 1.5015   0
1.5015=〈 nd〈 1,5025   0
1.5025=〈 ndく 1.5035   0
1.5035=く nd(1.5045   0
1.5045=〈 nd(1.5055   0
1.5055=く nd(1.5065   0
1.5065=〈 nd〈 1.5075   0
1.5075=〈 nd〈 1.5085   0
1.5085=〈 nd〈 1.5095   0
1.5095=く nd(1.5105   11*
1.5105=〈 nd(1.5115   61******
1,5115=く ndく 1.5125  14
1.5125=〈 nd(1.5135  10
1.5135=〈 nd〈 1.5145   6
1.5145=く nd(1.5155   2

**************
**********
******
**

1.5155=〈 nd(1.5165   11*
1.5165=く nd(1.5175   0
1.5175=〈 nd(1.5185   0
1.5185=〈 nd(1.5195   0
1.5195=〈 ndく 1.5205   0
1.5205=く ndく 1.5215   0
1.5215=〈 nd(1.5225   0
1.5225=〈 nd(1.5235   0
1,5235=く nd(1.5245   0
1.5245=〈 nd(1.5255   0
1.5255=〈 nd(1.5265   0
1.5265=〈 nd(1.5275   0
1.5275=〈 nd(1.5285   0
1.5285=〈 nd(1.5295   0
1.5295=〈 nd(1.5305   0
1.5305=〈 nd(1.5315   0
1.5315=〈 nd(1.5325   0
1.5325=く nd(1.5335   0
1.5335=〈 nd(1.5345   0
1.5345=〈 nd〈 1,5355   0
1.5355=〈 ndく 1.5365   0
1.5365=く nd〈 1.5375   0
1.5375=〈 ndく 1.5385   0
1.5385=〈 nd〈 1.5395   0
1.5395=〈 nd(1.5405   0

一 ― ― ― ― 一 ― ― 一 ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― 一 一 ― +― ― ― ― ― ― 一 ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― 一 ― ― ― 一 一 キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ ー … … ― ― ― ― ― 一 キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十

Measured by RIMS2000
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

***0五 ginal

Serles Name
Salnple Nalne
Analyst
Matenal
lnwnersion 011

Group.01
1.5053  1.5067

Group.02
1.5119  1.5130
1.5140  1.5140
1.5143  1.5143
1.5149  1.5150

Group.01  :
Group.02  :

Total     i

*** Histogram ***

Data Sheet***
(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター

2.力持遺跡 B Ⅱ v24土坑 1号
Yamashita
V.Gl.
AD51a(nd=1.52145-0.000388't)
AD51a, AD52

2003/12/19
17:29120

1.5075

1.5133
1.5140
1.5144
1.5150

1.5134  1.5134  1.5136  1.5138  1.5138  1.5139  1.5139
1.5141  1.5141  1.5142  1.5142  1.5142  1.5143  1.5143
1.5144  1.5144  1.5144  1.5146  1.5147  1.5147  1.5147
1.5150  1.5150  1.5151  1.5151  1.5153  1.5154  1.5155

1.4895=〈 nd(1.4905   0
1,4905=く nd(1.4915   0
1.4915=〈 ndく 1.4925   0
1.4925=〈 ndく 1.4935   0
1.4935=〈 nd〈 1.4945   0
1.4945=〈 nd(1.4955   0
1,4955=〈 nd〈 1.4965   0
1.4965=〈nd〈 1.4975   0
1。 4975=〈 nd(1.4985   0
1.4985=くnd〈 1.4995   0
1.4995=く nd〈 1.5005   0
1.5005=く ndく 1.5015   0
1.5015=く ndく 1.5025   0
1.5025=〈 ndく 1.5035   0
1.5035=〈 nd(1.5045   0
1.5045=〈 ndく 1.5055   1
1.5055=く nd〈 1.5065   0
1.5065=〈 nd(1.5075   1
1.5075=〈nd〈 1.5085   1
1.5085=〈 nd(1.5095   0
1.5095=〈 nd〈 1.5105   0
1.5105=〈 nd〈 1.5115   0
1.5115=くnd〈 1.5125   1
1.5125=くndく 1.5135   4
1.5135=〈 nd(1.5145  21
1.5145=〈 nd〈 1.5155  13
1.5155=〈 nd〈 1.5165   1

C°

ttnt   !::b53  1Fき b75  0F85ε 2  1'3865  1':IB,  S:bi阜 {・
_OⅢ旱と彦2

40     1.5119  1.5155  0.0036  1.5143  1.5143  0,0007 -0.8942

43     1.5053  1.5155  0.0102  1.5137  1.5143  0.0021 -3.0011

*=1
0        10       20

Grouping Boundary = 1.5095 __

*
****
*********************
*************
*

＊

　

　

＊

＊

1.5165=く ndく 1.5175   0
1.5175=〈 ndく 1.5185   0
1.5185=(nd(1.5195   0
1.5195=く nd〈 1.5205   0
1.5205=く nd(1.5215   0
1.5215=(nd(1.5225   0
1.5225=〈nd〈 1.5235   0
1.5235=〈 nd〈 1.5245   0
1.5245=〈 nd(1.5255   0
1.5255=く nd(1.5265   0
1.5265=く ndく 1.5275   0
1.5275=〈 nd(1.5285   0
1.5285=〈 nd(1,5295   0
1.5295=〈nd〈 1.5305   0
1.5305=く nd(1.5315   0
1.5315=〈 nd(1.5325   0
1.5325=〈 nd(1.5335   0
1.5335=〈 nd〈 1.5345   0
1.5345=〈 nd〈 1.5355   0
1.5355=〈 nd(1.5365   0
1.5365=〈 nd〈 1.5375   0
1.5375=〈 nd(1.5385   0
1.5385=〈 nd〈 1.5395   0
1.5395=〈 nd〈 1.5405   0

―――――一――一―――――――――――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーー+―――一―――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーー十一一―――一―――キ

Measured by RIMS2000
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*** 0五 ginal

Serles Name
Sample Name
Analyst
Mate五証
ImHlersion 01

Ｄ

・

ta Sheet ***
(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター

3.力持遺跡 B Ⅱ x23土坑 2号
Yamas�ta

V.Gl.
AD52 (nd=1.53143-0.000395't)
AD51a, AD52

1.5135  1.5136
1.5143  1.5143
1.5147  1.5147
1.5154  1.5154

mean    median
l.5144  1.5145
1.5216  1.5216

1.5145  1.5145

Ⅵ 力持遺跡分析関係

2003/12/19
17129:21

1.5138  1.5139
1.5143  1.5145
1,5148  1.5148
1.5156  1.5157

st.dev. skew.
0,0008 -0.6480
0.0000  0.0000

0.0014  3.3245

50        60

Group.01
1.5120
1.5140
1.5145
1.5150

Group.02
1.5216

Group.01  :
Group.02  :

Total     :

*** Histogram ***

1.5132  1.5133  1.5134  1.5135
1.5140  1.5141  1.5141  1.5142
1.5146  1,5146  1.5146  1.5146
1.5151  1.5151  1.5153  1.5153

count   mln.    max.    range
40     1.5120  1.5157  0.0037
1     1.5216  1.5216  0.0000

41     1.5120  1.5216  0.0096

*=1

２９

４０

４５

５０

５

５

５

５

40302010

1.4895=〈 nd〈 1,4905
1.4905=〈 nd(1.4915
1.4915=く nd(1.4925
1.4925=〈 nd(1.4935
1.4935=く ndく 1.4945
1.4945=〈 ndく 1.4955
1.4955=〈 ndく 1.4965
1.4965=く nd〈 1.4975
1,4975=く nd(1.4985
1.4985=〈 ndく 1.4995
1,4995=く nd(1.5005
1.5005=く ndく 1.5015
1.5015=〈 nd(1.5025
1.5025=く ndく 1.5035
1.5035=く nd(1.5045
1.5045=〈 nd(1.5055
1.5055=く nd(1.5065
1.5065=く nd(1.5075
1.5075=〈 nd(1.5085
1.5085=〈 nd(1.5095
1.5095=〈 nd(1.5105
1.5105=く nd(1.5115
1.5115=〈 nd(1.5125
1.5125=く nd(1.5135
1.5135=〈 nd(1.5145
1.5145=く nd(1.5155
1.5155=く ndく 1.5165
1.5165=く nd(1.5175
1.5175=〈 ndく 1.5185
1.5185=〈 ndく 1.5195
1.5195=く ndく 1.5205
1.5205=く nd(1.5215
1.5215=〈 nd(1.5225
1.5225=く nd(1.5235
1.5235=〈 nd〈 1.5245
1.5245=(nd(1.5255
1.5255=〈 ndく 1.5265
1.5265=〈 nd〈 1.5275
1.5275=〈 nd〈 1.5285
1.5285=〈 nd(1.5295
1.5295=く nd(1.5305
1.5305=(ndく 1.5315
1.5315=〈 ndく 1.5325
1.5325=く ndく 1.5335
1.5335子〈nd〈 1.5345
1.5345=〈 nd〈 1.5355
1.5355=く nd(1.5365
1.5365=〈 nd(1.5375
1.5375=(nd(1.5385
1.5385=〈 ndく 1.5395
1.5395=〈 nd(1.5405

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

４

４

９

２

０

０

０

０

０

１

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

*
****
**************
*******************
**

Grouping Boundary = 1.5185 __

Measured by RIMS2000
――――――――――――――――――――……+―――一―――――+―――一―
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

齢拠ぎ縫議ぎ?雪褐設琴隼貴支花振興事業団岩手県埋蔵文化財センター
Sample Name : 4.力 持遺跡 C Ⅱ a21土坑 1号
Analyst     i Yamashita
Matettal     i lヽ Gl.

Immersion O■ :AD51a(nd=1.52145-0.000388・ t)

*** Histogram ***
0

Group.01
1,5072

Group.02
1,5106  1.5107
1.5120  1.5120
1.5129  1.5129
1.5136  1.5137

Group.01  :
Group.02  :

Total     :

1.4895=く nd(1.4905   0
1.4905=〈 nd(1.4915   0
1.4915=〈 nd〈 1.4925   0
1.4925=〈 nd〈 1.4935   0
1.4935=く nd(1.4945   0
1,4945=く nd(1.4955   0
1.4955=〈 ndく 1.4965   0
1.4965=〈 nd(1.4975   0
1.4975=〈 nd(1.4985   0
1.4985=く nd〈 1.4995   0
1.4995=くnd〈 1.5005   0
1.5005=〈 ndく 1.5015   0
1.5015=く nd(1.5025   0
1.5025=〈 nd〈 1.5035   0
1.5035=く nd(1.5045   0
1.5045=〈 nd(1.5055   0
1.5055=くnd〈 1.5065   0
1.5065=く nd(1.5075   1
1.5075=〈 ndく 1.5085   0
1.5085=〈 ndく 1.5095   0
1.5095=〈 nd(1.5105   0
1.5105=〈 nd〈 1.5115   4
1.5115=〈 nd〈 1.5125  11
1.5125=く nd(1.5135  12
1.5135=〈 nd(1.5145   9
1.5145=〈 nd(1.5155   3
1.5155=〈 nd〈 1.5165   1
1.5165=〈 nd(1.5175   0
1.5175=〈 nd〈 1.5185   0
1.5185=く ndく 1.5195   0
1.5195=〈 nd(1.5205   0
1.5205=〈 nd〈 1.5215   0
1.5215=〈 nd〈 1.5225   0
1.5225=く nd〈 1.5235   0
1.5235=(ndく 1.5245   0
1.5245=〈 nd〈 1.5255   0
1.5255=〈 nd〈 1.5265   0
1.5265=〈nd(1.5275   0
1.5275=〈 nd(1.5285   0
1.5285=〈 nd〈 1.5295   0
1.5295=〈 nd(1.5305   0
1.5305=〈 nd〈 1.5315   0
1.5315=〈 nd(1.5325   0
1.5325=〈nd(1.5335   0
1.5335=(nd(1.5345   0
1.5345=〈 nd(1.5355   0
1.5355=〈 nd〈 1,5365   0
1.5365=〈 nd(1.5375   0
1.5375=〈 nd(1.5385   0
1.5385=く nd(1.5395   0

2003/12/26
17:04:20

Grouping Boundary = 1.5095 __

1.5111  1.5111  1.5115  1.5116  1.5117  1.5117  1.5118  1.5120
1.5122  1.5122  1.5124  1.5126  1.5126  1.5128  1.5128  1.5128
1.5129  1.5130  1.5130  1.5131  1.5133  1.5135  1.5136  1.5136
1.5139  1.5141  1.5143  1.5144  1.5145  1.5146  1.5148  1.5158

C°

Int   llBb72  1Fき b72  0Fと思30  1,:372  1;:;子 B  S:bi3も
。
 SⅢ3も6o

40     1.5106  1.5158  0.0052  1.5128  1.5128  0.0012  0.2125

41     1.5072  1.5158  0.0086  1.5127  1.5128  0.0015 -1.0921

*三 1

10       20        30
――――一―一―一―キーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーー十一一―――――――+―――――――――+

****
***********
************
*********
***
*

1                    1.5395=〈 nd〈 1.5405   01
1                   -― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― ― 一 一 ―

十
一 ― ― ― ― +― 一 ― 一 ― ― ― 一 ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― 一 ― ― ― ― ― ― ― 十 一 ― 一 ― ― ― 一 ― 一 +
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Ⅵ 力持遺跡介析関係

2003/12/26
17:04:35

齢拠ぎ母鑑ぎPat絡計薯隼賞契花振興事業団岩手県埋蔵文化財センター
Sample Name : 5,力 持遺跡 C Ⅱ a23住居跡 1号
Analyst   i Yamashi協
Matettal    : lヽ Gl.

Immersion 011 :AD51a(nd=1.52145-0.000388。 t)

Gr♀

|:b!1  1.5046  1.5056  1.5071  1.5078  1.5087
Gr!‖

:b89  1.5107  1.5111  1.5113  1.´ 5114  1.5115  1.5115  1.5115  1.5116  1.5118

i::iちと  I::i9;  i::19急   ii:i9急   |::IB3  i::iζ;  I::i:志   ii:iζ B  I::Iζユ  |::l:二
1.5135  1.5135  1.5138  1.5138  1.5145

Group.01  :
Group.02  :

Total     :

*** Histogram ***
0

count   mln.    max.    range
6     1.5044  1.5087  0.O043

35     1.5099  1.5145  0.0046

41     1.5044  1.5145  0.0101

mean    median  st.dev. skew.
1.5064  1.5064  0.0018  0.1344
1.5124  1.5125  0.0010 -0,2784

1.5115  1.5123  0.0024 -1.7830

一 ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 ― ― ― ― 一 ― ― 一 一 ― ― ―
キ

ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― ― ― 一 ― ― ― +― ― ― ― ― ― ― 一 ― キ
ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― ― 一 ― ― ― ― ― ―

キ
ー ー ー ー ー ー ー ー ー +

1.4895=く nd〈 1.4905   0
1.4905=く nd〈 1.4915   0
1.4915=〈 nd〈 1.4925   0
1.4925=く nd〈 1,4935   0
1.4935=〈 nd〈 1.4945   0
1,4945=〈 ndく 1,4955   0
1.4955=〈 nd(1,4965   0
1.4965=く nd〈 1.4975   0
1.4975=〈 nd〈 1.4985   0
1,4985=〈 nd(1.4995   0
1.4995=〈 ndく 1.5005   0
1.5005=〈 nd(1.5015   0
1.5015=〈 nd〈 1.5025   0
1.5025=く nd〈 1.5035   0
1.5035=〈 nd(1.5045
1.5045=〈 nd(1.5055
1.5055=く nd(1.5065
1.5065=〈 nd〈 1.5075
1.5075=〈 nd(1.5085
1.5085=く nd(1.5095
1.5095=〈 nd(1.5105

*=1
10       20

*
*
*
*
*
*                              Grouping Boundary = 1.5095 __
*
****1.5105=〈 nd〈 1.5115   4

1.5115=く nd〈 1.5125  12
1.5125=〈 nd(1.5135  13
1.5135=〈 nd(1.5145   4
1.5145=く nd〈 1.5155   1
1,5155=〈 ndく 1.5165   0
1.5165=く ndく 1.5175   0
1.5175=〈 nd(1.5185   0
1.5185=〈 nd(1.5195   0
1.5195=く ndく 1.5205   0
1.5205=く nd(1.5215   0
1.5215こ くnd〈 1.5225   0
1.5225=〈 ndく 1.5235   0
1.5235=〈 nd〈 1.5245   0
1.5245=く nd(1.5255   0
1.5255=〈 nd(1.5265   0
1.5265=く nd(1.5275   0
1.5275=〈 nd〈 1.5285   0
1.5285=〈 nd(1.5295   0
1.5295=〈 nd〈 1.5305   0
1.5305=〈 nd(1.5315   0
1.5315=く nd〈 1.5325   0
1.5325=〈 nd(1.5335   0
1.5335=〈 nd〈 1.5345   0
1.5345=〈 nd〈 1.5355   0
1.5355=(nd(1.5365   0
1.5365=〈 nd〈 1.5375   0
1.5375=く nd(1.5385   0
1.5385=〈 ndく 1.5395   0
1.5395=〈 nd(1.5405   0

************
*************
****
*

― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 一 一 ― 一 ― ― ― ― ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― 一 ― ― ― 一 ― ― 十 一 ― 一 一 ― ― ― ― ― +― ― ― ― ― 一 ― 一 ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― 一 ― ― ― ― ― +

Measured by RIMS2000
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

seneぎ冬裁 ぎ Pa名瀧 柴 貫隻花 th興事業団 岩手県埋蔵文イ団 センター

Sample Narne : 6.力 持遺跡 C Ⅱ d24住居跡 3号
Analyst     i Yamashita
Mate五』     : lヽ Gl.

ImHlersion 011 : AD51a(nd=1.52145-0.000388・ t)
AD51a, AD51

Group.01
1.5035  1.5045  1.5050             ´

Group.02
1.5101  1.5106  1.5109  1.5110  1.5111  1.5112  1.5115  1.5116
1.5120  1.5123  1.5124  1.5125  1.5125  1.5127  1.5127  1.5128
1.5140  1.5148  1.5156

2003/12/26
17:04:37

1.5117  1.5117
1.5134  1.5135

st.devo skew.
0.0008 -0.9352
0.0013  0。 7602

Grouping Boundary = 1.5085

*
*****
*******
******
**
*

11*

―――+―――――――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーー+――――一――――キ

Measured by RIMS2000

Group.01  :
Group.02  :

Total     :

*** Histogram ***

1.5155=く nd〈 1.5165
1.5165=〈 ndく 1.5175   0
1.5175=〈 nd〈 1.5185   0
1.5185=く nd〈 1.5195   0
1.5195=〈 nd(1.5205   0
1,5205=〈 nd(1.5215   0
1.5215=(nd〈 1.5225   0
1.5225=〈 nd(1.5235   0
1.5235=〈 nd(1.5245   0
1.5245=〈 nd(1.5255   0
1.5255=く ndく 1.5265   0
1.5265=〈 ndく 1.5275   0
1.5275=く nd(1.5285   0
1.5285=〈 nd(1.5295   0
1.5295=〈 nd〈 1.5305   0
1.5305=〈 ndく 1.5315、   0
1.5315=く nd(1.5325   0
1.5325=〈 nd(1.5335   0
1.5335=(nd〈 1.5345   0
1.5345=〈 nd(1.5355   0
1.5355=〈 nd(1.5365   0
1.5365=〈 nd(1.5375   0
1.5375=〈 nd〈 1.5385   0
1.5385=〈 ndく 1.5395   0
1.5395=〈 nd〈 1.5405   0

count   min.    max.    range   mean    median
3     1.5035  1.5050  0.0015  1.5043  1.5045

23     1.5101  1.5156  0.0055  1.5123  1.5123

26     1.5035  1.5156  0.0121  1.5114  1.5118  0.0029 -1.6342

*=1
0        10        20        30        40        50        60

―一――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーー+―一――一―――一十一――――――一―キーーーーーーーーー+
1.4895=〈 ndく 1.4905   0
1,4905=〈 nd(1,4915   0
1.4915=く nd(1.4925   0
1,4925=〈ndく 1.4935   0
1,4935=〈 nd〈 1.4945   0
1.4945=く nd(1.4955   0
1.4955=く nd(1.4965   0
1,4965=(nd(1.4975   0
1.4975=〈 nd(1.4985   0
1.4985=〈 ndく 1.4995   0
1.4995=〈 nd(1.5005   0
1.5005=〈 nd(1.5015   0
1.5015=く nd(1.5025   0
1.5025=く nd〈 1,5035   0
1.5035=く nd〈 1.5045   1
1.5045=く nd(lr 5055   2
1.5055=く nd(1.5065   0
1.5065=く ndく 1,5075   0
1.5075=く nd(1.5085   0
1.5085=〈 nd(1.5095   0
1.5095=〈nd〈 1.5105   1
1.5105=くnd(1.5115   5
1.5115=く nd〈 1.5125   7
1.5125=〈nd(1.5135   6
1.5135=〈nd(1.5145   2
1.5145=〈 nd(1.5155   1

*
**
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

2003/12/29
14:51:27

*** 0五 ginal

Serles Nalne
Sample Name
Analy説
Matenal
lmmersion 01

Total     i

*** Histogram ***

1.6895=〈 nd(1.6905
1.6905=〈 nd(1.6915
1.6915=〈 nd(1.6925
1.6925=〈 nd〈 1.6935
1.6935=く nd(1.6945
1.6945=〈 nd(1.6955
1.6955=〈 nd〈 1.6965
1.6965=(ndく 1.6975
1.6975=〈 nd(1,6985
1.6985=〈 nd〈 1.6995
1.6995=〈 nd(1.7005
1.7005=〈 nd(1,7015
1.7015=〈 nd(1.7025
1,7025=〈 nd〈 1.7035
1,7035=〈 nd(1.7045
1.7045=く nd(1.7055
1,7055=〈 nd〈 1.7065
1.7065=〈 nd(1,7075  1
1.7075=〈 nd(1.7085
1.7085=〈 nd(1.7095
1,7095=〈 nd(1.7105

Yamashita
°

:置予3 (nd=1.74024-0.000676・ t)

1.7092  1.7083
1.7074  1,7057
1,7069  1.7079
1.7071  1,7075

range   mean
O.0063  1.7067

Data Sheet***
(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター
1.力持遺弥 B Ⅱ h12住居跡 1号

と。7074  1.7039  1.7059  1.7074  1.7084
1.7055  1.7068  1.7071  1.7074  1.7081
1.7073  1.7071  1.7066  1.7059  1.7060
1.7063  1,7093  1.7076  1,7030  1,7066

count   m■ n.    max.
40     1.7030  1.7093

1.7066  1,7048  1.7037
1.7053  1,7039  1.7051
1,7083  1.7078  1,7065
1,7082  1,7074  1,7053

median  st.dev. skew.
1.7070  0,0015 -0,6126

*=1
0        10       20 60504030

―――――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーー+―――――――――キ
０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

３

４

６

５

９

２

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

*
***
****
******
***************
*********
**

1,7105=〈 nd〈 1,7115
1.7115=く nd〈 1.7125
1,7125=〈 nd(1.7135
1.7135=〈 nd(1.7145
1.7145=〈 ndく 1.7155
1.7155=〈 nd(1.7165
1.7165=〈 ndく 1,7175
1.7175=〈 nd(1.7185
1.7185=く nd〈 1.7195
1,7195=く nd(1,7205
1.7205=〈 nd(1.7215
1.7215=〈 nd(1,7225
1.7225=く nd〈 1.7235
1,7235=〈 nd(1.7245
1,7245=く nd(1.7255
1.7255=〈 nd(1,7265
1,7265=〈 nd(1,7275
1.7275=〈 nd(1.7285
1.7285=〈 nd(1.7295
1,7295=く nd(1.7305
1.7305=〈 nd〈 1,7315
1,7315=〈 nd(1.7325
1.7325=〈 nd(1.7335
1.7335=〈 ndく 1,7345
1.7345=く nd(1.7355
1,7355=〈 nd(1,7365
1.7365=〈 nd(1,7375
1.7375=く ndく 1.7385
1.7385=く nd(1.7395
1.7395=〈 nd〈 1.7405

一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 ― ― ― 一 ― ― ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― 一 ― 一 ― 一 ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― ― ― 一 一 ― ― キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十

Measured by RIMS2000
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

2003/12/29
15:11:12

sene早く鍬招
l Pa盈

祭崖鏑撃筆奉ヒ振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター

Salnple Narne i 2.力 持遺跡 B Ⅱ v24土坑 1号
Analyst   :Yamashita

紹 餓。n飢 :鵬3 1nd■ 74024-α∞阿 ‐)

Grou
l.

1.

1.

1.

Grou

l.

1.6895=くnd〈 1.6905   0
1.6905=〈nd(1.6915   0
1,6915=く nd〈 1.6925   0
1.6925=くnd(1.6935   0
1.6935=〈nd〈 1.6945   0
1.6945=〈nd(1.6955   0
1.6955=くnd(1.6965   0
1.6965=〈nd(1.6975   0
1.6975=〈 ndく 1.6985   0
1.6985=〈nd〈 1.6995   0
1.6995=くnd〈 1,7005   0
1,7005=〈nd(1,7015   0
1,7015=〈 nd(1,7025   0
1,7025=く nd〈 1.7035   1
1,7035=(nd〈 1.7045   2
1.7045=(nd(1.7055   3
1.7055=〈 nd〈 1.7065   7
1.7065=〈 nd(1.7075  15
1.7075=〈 nd(1.7085   8
1.7085=〈nd(1.7095   3
1.7095=〈nd〈 1.7105   1
1,7105=〈nd(1.7115   0
1.7115=〈 nd(1.7125   0
1,7125=〈nd〈 1,7135   0
1.7135=〈nd(1,7145   0
1,7145=〈nd(1.7155   0
1.7155=くnd〈 1.7165   0
1.7165=〈nd(1.7175   0
1,7175=〈nd〈 1.7185   0
1.7185=くnd(1,7195   0
1,7195=〈 nd(1.7205   0
1.7205=〈nd〈 1,7215   1
1.7215=〈ndく 1.7225   0
1.7225=くnd〈 1,7235   0
1.7235=くnd(1,7245   0
1.7245=〈nd〈 1.7255   0
1.7255=(nd(1,7265   0
1.7265=〈nd〈 1.7275   0

1,7038  1.7042  1,7051  1.7052
1.7063  1,7063  1.7065  1.7065
1.7070  1.7071  1,7072  1.7073
1.7078  1,7080  1.7082  1.7082

1.7053  1.7056  1.7057
1,7065  1,7066  1,7067
1.7074  1.7074  1.7074
1.7082  1.7085  1.7093

1.7058  1.7059
1.7067  1.7069
1,7076  1,7077
1.7094  1.7097

st.dev. skew。
0,0014 -0.3005
0.0000  0.0000

0.0027  3.7873

50

1.7275=〈 nd(1,7285   0
1,7285=く nd(1,7295   0
1.7295=くnd(1.7305   0
1.7305=〈 ndく 1.7315   0
1.7315=〈nd(1.7325   0
1,7325=〈nd(1.7335   0
1.7335=〈 nd(1.7345   0
1,7345=〈nd〈 1.7355   0
1.7355=く nd(1,7365   0
1,7365=〈 nd(1,7375   0
1.7375=くnd(1.7385   0
1,7385=〈nd(1.7395   0
1.7395=〈ndく 1.7405   0

*
**
***
*******
***************
********
***
*

Grouping Boundary = 1.7145 __

十 一 ― ― ― ― ― 一 ― ― 十 一 ― ― 一 ― ― ― ― 一 キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― ― ― ― ― ― ― ― 一 キ
ー ー ー ー ー ー ー ー ー 十 一 ― ― ― ― ― 一 ― ― +

Measured by RIMS2000

１

４

９

９

８

２

３

０

３

５

６

７

０

１

・
０

０

０

０

　

ｏ
２

ｐ

７

７

７

７

ｐ

７

count   min,    max.    range   mean    median

[ユ:せ::Ij  :        4!     I:子 9i;  Ii子 9♀I  II188i  ti子9♀:  I:子】::
Total     :        41     1,7034  1.7213  0.0179  1.7072  1.7069

*** Histogran ***                   * = 1
0        10       20       30

-― ― ―
十

一 ―
十

一 一 一 ― ― ― ― ― 一 一 ― 一 一 ― +― ― ― 一 ― ― ― ― 一 +― ― ― ― ― ― ― ― ― キ ー ー ー ー ー ー
十

一 一 キ ー ー ー ー
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

2003/12/29
15:26:13

*** O� gin』

Serles Name
Salnple Name
Analyst
Ma俺五al

lnllnersion Oil

0
―――――一一―一――一―――一――――――十

Data Sheet ***
(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財 センター

3.力持遺跡 B Ⅱ x23土坑 2号
Yamashita
Opx.
MA73 (nd=1.74024-0.000676・ t)

1.7097  1.7082  1.7069  1,7068  1,7066  1.7058  1.7053  1.7045  1.7065  1.7069
1.7077  1.7084  1.7110  1.7084  1,7069  1.7065  1,7057  1,7052  1.7057  1,7067
1.7071  1.7094  1.7086  1.7068  1.7062  1,7039  1.7061  1.7069  1.7072  1,7077
1,7080  1.7082  1.7088  1,7081  1,7060  1,7034  1.7060  1,7070  1.7073  1.7082

count   mln.
Total     i        40     1.7034

*** Histogram ***

max.    range   mean median  st.devo skew.
1,7110  0,0076  1,7070  1.7069  0.0015  0.0503

*=1
40        50 60

十
一 一 一 一 一 一 一 一 一 キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー キ

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
十

302010

1.6895=〈nd(1.6905
1.6905=〈 ndく 1.6915
1.6915=〈nd(1.6925
1.6925=くnd(1.6935
1.6985=〈 nd〈 1.6945
1.6945=くnd(1.6955
1.6955=く nd〈 1.6965
1.6965=〈nd(1.6975
1.6975=くnd(1.6985
1.6985=(ndく 1,6995
1.6995=く nd〈 1.7005
1.7005=〈nd(1.7015
1,7015=くnd(1.7025
1.7025=〈 nd〈 1,7035
1,7035=〈nd(1,7045
1.7045=くnd(1.7055
1,7055=く nd(1.7065
1,7065=〈nd(1.7075
1.7075=〈 ndく 1.7085
1.7085=く nd(1.7095
1,7095=く nd〈 1,7105
1.7105=〈 nd〈 1.7115
1.7115=〈nd(1,7125
1.7125=く nd〈 1.7135
1.7135=くnd(1,7145
1.7145=〈nd(1,7155
1.7155=〈 nd(1.7165
1.7165=くnd(1.7175
1,7175=〈nd(1.7185
1.7185=くnd(1,7195
1.7195=〈 ndく 1.7205
1.7205=〈 nd(1,7215
1,7215=く nd〈 1.7225
1.7225=くnd(1.7235
1.7235=〈nd(1.7245
1,7245=〈 ndく 1,7255
1.7255=〈 nd(1,7265
1,7265=〈nd(1.7275
1,7275=く nd〈 1.7285
1.7285=く nd(1.7295
1.7295=く nd〈 1.7305
1.7305=(nd(1.7315
1,7315=く nd(1。 7325
1.7325=く ndくと,7335
1.7335=くnd(1.7345
1.7345=く nd〈 1.7355
1。 7355=〈 nd(1.7365
1。 7365=〈 nd〈 1,7375
1.7375=く nd〈 1.7385
1.7385=く ndく 1.7395
1,7395=〈nd(1,7405

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

3
7
14
9
3
1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*
*
***
*******
**************
*********
***
*
*

一空;0-

Measured by RIMS2000



Ⅵ 力持遺跡分析関係

2003/12/29
15:46:11

***Orlglnal
Serles Nalne
Sample Name
Analyst
Mattrial
lmolersion 01

Total     :

*** Histogram ***

Data Sheet***
(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター

4.力持遺跡 C Ⅱ a21土坑 1号
Yamashita

鵬 3俯卜■Z能4-α∞阿 ‐)

1,7088  1.7085  1,7081  1.7069  1.7063
1.7071  1.7068  1.7065  1,7058  1,7052
1,7057  1.7051  1,7030  1.7079  1.7104
1.7071  1.7074  1,7082  1.7073  1,7062

1.7059  1.7041  1,7076
1,7046  1.7050  1.7057
1,7087  1,7077  1,7068
1.7054  1.7043  1,7030

range   mean    median
O.0074  1,7065  1.7068

1.7086  1.7078
1.7070  1.7079
1,7038  1,7065
1,7059  1,7071

st.devo skew.
0.0017 -0。 2432

50

count   mlno    max.
40     1.7030  1.7104

*=1
0        10        20

一 一 一 一 ― 一 一 ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 ― 一 ― ― ― ―
十 一 ― ―

十

一 ― ― ― ― +― ― ― ― ― ― ― ― ― +― ― 一 ― ――一――――一十

1.6895=〈 nd(1.6905   0
1.6905=〈 nd〈 1.6915   0
1.6915=く nd(1.6925   0
1.6925=く nd(1.6935   0
1.6935=〈 nd(1.6945   0
1,6945=く nd〈 1.6955   0
1.6955=〈 nd(1.6965   0
1.6965=く nd〈 1.6975   0
1,6975=く nd(1.6985   0
1.6985=く ndく 1.6995   0
1.6995=〈 nd(1.7005   0
1.7005=く nd(1.7015   0
1.7015=く nd(1.7025   0
1.7025=〈 nd(1.7035   2
1.7035=く nd〈 1,7045   8
1.7045=〈 nd(1.7055   5
1.7055=く ndく 1.7065   7
1.7065=〈 nd(1.7075  11
1.7075=く nd(1.7085   7
1.7085=〈 nd(1,7095   4
1.7095=く ndく 1.7105   1

**
***
*****
*******
***********
*******
****
*

1,7105=く nd(1,7115   0
1,7115=く nd(1.7125   0
1,7125=〈 nd(1.7135   0
1,7135=〈 nd〈 1.7145   0
1.7145=〈 nd(1.7155   0
1.7155=く nd〈 1.7165   0
1.7165=く nd(1.7175   0
1,7175=〈 nd〈 1,7185   0
1.7185=〈 nd(1.7195   0
1.7195=〈 ndく 1.7205   0
1.7205=〈 nd(1,7215   0
1.7215=く nd(1,7225   0
1.7225=く nd〈 1.7235   0
1.7235=く ndく 1,7245   0
1,7245=〈 nd〈 1,7255   0
1.7255=〈 nd(1.7265   0
1,7265=く nd〈 1,7275   0
1.7275=〈 nd(1.7285   0
1.7285=く nd(1,7295   0
1.7295=〈 nd〈 1.7305   0
1,7305=〈 nd(1,7315   0
1.7315=〈 nd(1.7325   0
1,7325=〈 nd〈 1.7335   0
1.7335=〈 nd(1.7345   0
1.7345=〈 nd(1.7355   0
1,7355=〈 ndく 1.7365   0
1.7365=く nd〈 1,7375   0
1.7375=〈 ndく 1.7385   0
1,7385=〈 nd〈 1,7395   0
1.7395=〈 ndく 1.7405   0

Measured by RIMS2000
一―――――――一――一――――――――――キーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキーーーーーーーーーキ
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4 カ持遺跡出土火山灰分析鑑定

2003/12/29
15i47:40

齢亀ぎ冬鑑ぎPat絡計薯隼貫貿花振興事業団岩手県埋蔵文化財センター
Sample Name i 5。 力持遺跡 C Ⅱ a23住居跡 1号
Analyst    : Yamashita

阻 ぎ。n飢 :腸3伍卜■74024α∞附‐)

Group.01
1.7009  1.7017

Group.02                               ´
1,7041  1.7042  1.7047  1.7048  1.7049  1.7053  1.7053  1.7054  1,7056  1,7059
1.7061  1,7061  1.7063  1.7064  1,7068  1,7069  1.7071  1.7071  1.7071  1,7074
1,7074  1.7074  1,7075  1.7077  1,7077  1,7080  1,7082  1.7082  1.7083  1.7086
1,7088  1,7088  1,7092  1,7101  1,7107

Gr▼∵▼1931,7207■ 7220■ 砲24■ 7233

Group.01
Group.02
Group.03

Total

*** Histogram ***

count   mln.    max.    range
2     1.7009  1,7017  0,0008

35     1,7041  1.7107  0.0066
5     1,7199  1,7233  0.0034

42     1.7009  1,7233  0.0224

*=1
0        10        20

-――+―――――――――+――一―一―――一十一――――

st.dev. skew.
0.0006  0,0000
0.0016  0.1683
0.0014 -0.2466

0.0053  1.8298

50

Grouping Boundary = 1.7025 __

Grouping Boundary = 1,7145 __

mean    median
l.7013  1.7013
1.7070  1.7071
1.7217  1.7220

1,7035  1.7073

1.6895=〈 nd(1.6905   0
1.6905=〈 nd〈 1.6915   0
1.6915=〈 ndく 1.6925   0
1.6925=〈 nd(1.6935   0
1.6935=く nd〈 1.6945   0
1.6945=く nd(1.6955   0
1.6955=〈 nd(1.6965   0
1.6965二くndく 1.6975   0
1,6975=〈 nd〈 1.6985   0
1.6985=く ndく 1.6995   0
1.6995=〈 nd(1.7005   0
1.7005=〈 ndく 1,7015   11*
1,7015=〈 nd(1,7025   11主
1.7025=〈 nd(1,7035   0
1,7035=〈 nd(1.7045   2
1.7045=〈 nd(1,7055   6
1.7055=〈 nd(1.7065   6
1.7065=〈 nd(1.7075   8
1.7075=〈 ndく 1.7085   7
1,7085=(ndく 1,7095   4
1.7095=〈 nd(1.7105   1
1.7105=〈 nd〈 1,7115   1
1.7115=〈 nd〈 1.7125   0
1.7125=〈 nd(1.7135   0
1.7135=(nd〈 1.7145   0
1.7145=く nd〈 1.7155   0
1.7155=く nd(1,7165   0
1.7165=く nd(1,7175   0
1.7175=〈 nd(1.7185   0
1.7185=〈 nd(1.7195   0
1,7195=〈 nd(1.7205   1
1,7205=〈 nd(1,7215   1
1.7215=〈 nd(1,7225   2
1.7225=く ndく 1.7235   1
1,7235=〈 nd〈 1.7245   0
1.7245=〈 nd〈 1.7255   0
1.7255=〈 nd〈 1.7265   0
1.7265=〈 nd(1.7275   0
1.7275=〈 nd〈 1.7285   0
1.7285=〈 nd〈 1.7295   0
1.7295=〈 nd〈 1.7305   0
1,7305二〈nd〈 1.7315   0
1.7315=〈 nd〈 1.7325   0
1.7325=〈 nd(1,7335   0
1.7335=〈 nd(1,7345   0
1.7345三〈nd(1.7355   0
1,7355=〈 nd(1,7365   0
1.7365=〈 nd(1.7375   0
1.7375=〈 nd〈 1,7385   0
1.7385=〈 nd(1,7395   0
1.7395=〈 nd〈 1.7405   0

一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― 一 一 ― ― 一 ― 一 ― ―
キ

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
キ

ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― ― ― 一 ― ― ― 一 ― 十 一 ― ― 一 ― ― 一 ― 一 キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー +― ― ― ― ― 一 ― ― ― +

Measured by RIMS2000
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

2003/12/29
15:47:42*** 0五 gin』

Serles N劉阻e
Sample Name
Analy説
VIa俺五al

lmmersion 01

ね
／

Ｄ

・
Sheet ***

(財 )岩手県文化振興事業団 岩手県埋蔵文化財センター
6.力持遺跡 C Ⅱ d24住居跡 3号
Yamashita

腸 1伍卜.2∞9_α∞∝弔‐)

MA73,W阻71

7004  1,7005
Group.01

1.6992  1.
Group.02

1,7032  1.
1,7064  1.
1,7073  1.
1.7091  1.

Group.03
1.7201  1,

７

５

３

４

３

６

７

９

０

０

０

０

７

７

７

７

1.7044  1.7049  1.7052  1。 7056  1,7058  1.7061  1,7062  1.7064
1,7067  1,7067  1,7067  1.7068  1,7069  1.7069  1,7071  1,7071
1.7075  1,7077  1.7080  1.7081  1.7081  1,7083  1.7084  1.7088

7210  1.7214  1.7220  1.7233

Group.01
Group.02
Croup.03

Total

*** Histogram ***
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5 カ持遺跡の火山灰分析

触古環境研究所

は じ め に

岩手県域 とその周辺には、岩手、十和田、秋田駒ケ岳をはじめとする東北地方北部の火山のほか、

洞爺、御岳、三瓶、姶良、阿蘇など遠方の火山に由来するテフラ (火山砕屑物,いわゆる火山灰)が

数多 く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらとの層

位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっ

ている。そこで、普代村力持遺跡においても、地質調査、テフラ検出分析、火山ガラス比分析、屈折

率測定、EPMAに よる火山ガラスの主成分化学組成分析を行って、指標テフラの検出同定を試みた。

調査分析測定の対象となった試料は、BⅡ v24住居跡 l号セクション北壁およびCⅡ a23住居跡 1

号セクシヨンの 2地点である。

2土 層 の 層 序

(1)BⅡ v24住居跡 1号セクシヨン北壁

BⅡ v24住居跡 1号セクシヨン北壁では、下位 より砂混 じり褐色土 (層厚 5cm以上)、 砂混 じり黄

色がかった褐色土 (層厚 4cm)、 砂混 じり灰色がかった褐色土 (層厚 4cm)、 砂混 じり褐色土 (層厚

3cm)、 黄色砂層 (層 厚0.5cm)、 黄色軽石を多 く含む黄灰色砂層 (層厚 3cm,軽石の最大径 5mm)、

暗灰色砂層 (層厚 4cm)、 褐色土 (層厚18cm)、 灰色砂質土 (層厚 3cm)、 褐色土 (層厚 lcm)、 黄

色軽石混 じり責灰色砂層 (層厚 5cm)、 黄褐色土 (層厚 4cm)、 層理が発達 した黄色砂質土 (層厚

35cm以上)が認められた (図 1)。

(2)CⅡ a23住居跡 1号セクシヨン

CⅡ a23住居跡 1号セクシヨンでは、下位 より炭化物混 じり暗灰掲色土 (層厚 3cm以上 )、 灰白色

砂層 (層厚 7cm)、 炭化物混 じり暗灰褐色土 (層厚29cm)、 炭化物混 じり灰色砂層 (層厚 9cm)、 暗

灰褐色土 (層厚 9cm)が認められた (図 2)。

3 火 山ガラス比分 析

(1)分 析 方 法

BⅡ v24住居跡 1号セクシヨン北壁およびCⅡ a23住居跡 1号セクションにおいて採取された試料

のうち、10点 を対象として火山ガラス比分析を行い、試料に含まれる火山ガラスの色調・形態別比

率を把握した。分析の手順は次の通りである。

1)試料10gを 秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3)80° Cで恒温乾燥。

4)実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や特徴を観察 (テ フラ検出分析)。

5)分析師により1/4-1/8mmの 粒子を師別。

6)偏光顕微鏡下で250粒子を観察し、火山ガラスの色調・形態別比率を求める (火山ガラス比分析)。

(2)分 析 結 果

BⅡ v24住居跡 1号セクシヨン北壁における火山ガラス比分析の結果を、ダイヤグラムにして図 3
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に、その内訳を表 1に示す。この地′点では、試料10と 試料 2に比較的多くの火山ガラスが認められ

る。試料10に含まれる火山ガラスは、量が多い順に、無色透明のバブル型ガラス (1.2%)、 分厚い中

間型ガラス (12%)、 繊維束状に発泡した軽石型ガラス (0.8%)、 スポンジ状に発泡した軽石型ガラ

ス (0.40/0)で ある。また試料 2に含まれる火山ガラスは、量が多い順に、繊維束状に発泡した軽石

型ガラス (2.8%)、 スポンジ状に発泡した軽石型ガラス (16%)、 無色透明のバブル型ガラス (0.80/o)、

分厚い中間型ガラス (040/0)で ある。

ただし、いずれの試料にも含まれる火山ガラスの比率は高 くなく、テフラの一次堆積層を示唆す

るような火山ガラスの濃集層準は認められない。

CⅡ a23住居跡 1号セクシヨンの試料 1の 火山ガラス比分析の結果を、ダイヤグラムにして図4に

示す。この試料には、スポンジ状に発泡した軽石型ガラスがごく少量含まれている (0.40/0)。

4屈 折 率 測 定

(1)測定試料と測定方法

CⅡ a23住居跡 1号セクシヨンの試料 1に含まれる火山ガラスについて、古澤地質調査事務所製作

の温度変化型屈折率測定装置 (MAIOT)に より屈折率測定を行った。

(2)測 定 結 果

屈折率測定の結果を表 2に示す。試料 1に含まれる火山ガラスの屈折率 (n)は 、1505± 、1.510-

■514、 ■519士 である。

5 火 山ガラスの主成分化学組成分析

(1)分析試料と分析方法

指標テフラとの同定精度をさらに向上させるために、CⅡ a23住居跡 1号セクシヨンの試料 1に含

まれる火山ガラスについて、波長分散型エレクトロンプローブX線マイクロアナライザー (以下、

WDSttEPMAと する)に より主成分化学組成分析を行った。分析に使用した分析機器は、山形大学

理学部の日本電子」XA8600MWDSttEPMAで ある。加速電圧15kV、 照射電流0.01μ A、 ビーム径5μ

mの条件で行った。補正法はOxide ZAF法 を用いた。

(2)分 析 結 果

火山ガラスの主成分化学組成分析結果を、表 3に示す。さらにこの表には、915年 に十和田火山か

ら噴出したと推定されている十和田 a火山灰 (To― a、 大池、1972、 町田ほか、1981、 町田 。新井、

1992)、 約5,500年 前キユに十和田火山から噴出した十和田中孤テフラ (To一 Cu、 大池ほか、1966、 早川、

1983a、 福田、1986、 町田・新井、1992)、 約1.2～ 1.3万年前*1に 十和田火山から噴出した十和田人戸

テフラ (To― HP、 早川、1983b、 Hayakawa、 1985)に含まれる火山ガラスの主成分化学組成分析結

果も合わせて示した。

6考 察

火山ガラスの形態、色調、屈折率、主成分化学組成などをみると、検出された火山ガラスの多く

がTo Cuに 由来すると考えられる。ただし、そのほかにTo―HPや 約8,600年前キユの十和田南部軽石

(To― Nb、 大池ほか、1966、 中川ほか、1972、 町田・新井、1992)な どに由来する火山ガラスも含ま

れているようである。

*1 放射性炭素 (HC)年代
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7 ま と め

力持遺跡において地質調査、火山ガラス比分析、屈折率測定、EPMAに よる火山ガラスの主成分

化学組成分析を行った。その結果、CⅡ a23住居跡 1号セクションの試料 1に は、十和田中抑テフラ

(To―Cu、 約5,500年 前半1)のほか、To‐HPや To―Nbに由来すると考えられる火山ガラスも含まれている

ことが明らかになった。

山形大学教育学部の人木浩司助教授には、́火山ガラスの主成分化学組成に関する未公表のデータ

を提供いただいた。ここに記して御ネL申 し上げます。
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早川由紀夫 1983b 火山豆石として降下堆積した十和田火山八戸火山灰 火山 28 25-40頁
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

第 1表 火山ガラス比分析結果

地 点 議ミ1斗  bw(cl) bw(pb) bw(br) pm(sp)pm(fb)そ の他 合計

B Ⅱ v24住居跡 1号セクション 22001
40000
60001
80000
103003
121000
130000
140000

236

250

249

250

241

248

250

250

250

C Ⅱ a23住居跡 1号セクション  1

数字は粒子数.bw:バ ブル型,md i中 間型,pm:軽石型,cl:透明,pb:淡褐色,br i褐 色,sp:ス ポン

ジ状,fb i繊維束状 .

第 2表 屈折率測定結果

地 点 試 料 火 山ガラス

C Ⅱ a23住居跡 1号セクション 1.505± , 1.510-1.514, 1.519±

屈折率の測定は,温度変化型屈折率測定装置 (MAIOT)に よる.

第 3表 CIa23住居跡 1号セクション・試料 1に含まれる火山ガラスの主成分化学組成分析結果

試料/テ フラ  SiO, T102 Alっ OR FeO MnO MgO CaO Na,O K,O P90氏   TOtal

75.60  0 46  13.06   2.38  0.10  0.57  2.54  3.97  1.23  0.09  100.00   10

0.41  0.06   0.11   0。 20  0.07  0.04  0。 19  0.05  0.06  0.05

78.51  0。 31  12.14   1.57  0.15  0.37  1.78  3.82  1.28  0.06  100.00    2

To―a       77.87  0,37  12.31   1.75  0。 10  0.42  2.00  3.29  1,34  0.06  100.00    -

TO―Cu     75.08  0.44  13.28   2.46  0.08  0.63  2.63  4.04  1.29  0.09  100.02    -

T。一H      77.98  0,32  12.70   1.34  0.09  0.34  1.71  4.01  1.52    -   100.0    10

山形大学理学部のWDSttEPMAに よる.n:分析ポイン ト数.上段が平均値,下段は標準偏差 .

To aお よびTo Cuは ,人木浩司山形大学教育学部教授の未公表資料.To―Hは,青木・新井 (2000)
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第 3図  BI v24号住居跡 1号セクション北壁の火山ガラス比ダイヤグラム
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バブル型 (無色透明)
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第 4図 CI a23号住居跡 1号セクションの火山ガラス比ダイヤグラム
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6 カ持遺跡 出土竪穴住居跡覆土 と焼土のル ミネ ッセ ンス年代

長友恒人・西村誠治 (奈良教育大学)

総古環境研究所

11よ じ め に

竪穴住居跡覆土と床面の焼土を試料としてルミネッセンス年代測定を行った。焼土は熱ルミネッ

センス (TL)法で測定することができるが、覆土はテフラ起源であればTL法で測定可能であり、そ

うでない場合には光ルミネッセンス (OSLま たはIRSL)法で測定することが必要である。このこと

を念頭において、以下のようにTL測定とIRSL測 定を行った。

2試 料 処 理

測定を粗粒子法によるTL測定と微粒子法によるIRSL測定で行うことを想定して、粗粒子 (CG)処

理と微粒子 (FG)処理を行った。以下に、それぞれの試料処理の概要を記す。

○ 粗粒子処理

1 水簸によって選別した500μ mよ り微粒の鉱物を水中で撹拌し、 5分間放置して沈殿した鉱物を

試料として、以下の処理を行った。

2 有機物を除去するため、過酸化水素 (H202)10%溶 液で17時 間処理をした。

3 炭酸塩鉱物を除去するため、塩酸 (HCl)200/O溶液で90分問処理をした。

4 標準ふるいで、50～ 250μ mの鉱物を選別した。

5 強磁性鉱物を永久磁石により除去した後、さらに電磁分離器で磁性鉱物を除去した。

6 フッ化水素酸 (HF)20%溶液で120分間の処理をして、石英以外の非磁性鉱物を溶解除去した。

7 酢酸 (CH3COOH)200/0溶液で120分間処理をして、HF処理をした石英の表面の透明度を向上さ

せた。

8 標準ふるいで75μ mよ り粗粒の石英を選択 して、測定試料 とした。

○ 微粒子処理

1 粗粒子処理のために 5分間放置 して も沈殿 しなか った鉱物が水 中で沈澱す るのを待 ち、

H20210%溶液で 1時間の処理をした。

2 アセ トン中での沈降速度が粒径によって異なる現象を利用 して粒度分けを行った。試験管中で

攪拌 した 後に沈降が 2分より遅 く、20分 より早い成分 (1～ 8μ m)を微粒子試料 とした。

3 HC1 200/O溶 液で 2時間処理をして、炭酸塩鉱物を溶解除去 した。

○ 準微粒子処理

竪穴住居跡覆土は、微粒子処理後の試料の量が微量で、測定に十分な量を得ることができなかっ

たので、準微粒子法による測定を行うために、H202及 びHCl処理後に標準ふるいで50μ mよ り微粒の

鉱物を選択した。

3測 定 と 解 析

3-1 蓄積線量

以下に述べるように、付加線量法によるTL(粗粒子試料)ま たはIRSL測定 (準微粒子試料)を行

い、直線回帰で等価線量を評価して、スプラリニアリテイ補正測定を行った。蓄積線量は等価線量
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6 カ持遺跡出土竪穴住居跡覆土と焼上のルミネッセンス年代

とスプラリニアリテイ補正値の和である。

○ 竪穴住居跡覆土

TL測定は、試料処理をした試料 (以下、ナチュラル試料)と ナチュラル試料に付加線量 として、

20Gy、 40Gy、 60Gy及び80Gyを 照射 した試料を測定 した。そのグローカーブを図 1に示 したが、ナチ

ュラル試料 と付加線量を与えた試料のTL強度に差がないことから、この試料は焼土のように人為的

に加熱されたものではなく、またテフラのように自然現象で加熱されたものでもない。

加熟されていない試料であっても、堆積時に太陽光などに露光されていれば、OSL測定によって年

代を推定することが可能である場合がある。そこで、ナチュラル試料の他に、TL測定の場合と同じ

条件で付加線量を照射した準微粒子試料を用意してIRSL測定を行った。測定の結果 (シ ャインダウ

ンカーブ)を 図 2に示す。シャインダウンカーブの51～ 90秒の発光量を積算してIRSL強度とし、生

長曲線を作成して等価線量を評価した (図 3)。 また、スプラリニアリテイ補正値を評価するために、

ナチュラル試料を350℃で60分間アニールして、5Gy、 10Gy、 15Gy、 20Gy、 40Gy、 60Gyの 放射線を

照射して等価線量測定と同様に測定した。

○ 床面の焼土

TL測定の測定結果は図 4の とおりであり、竪穴住居跡の覆土とは異なり、加熱を受けたことが明

らかである。温度領域290～ 300℃ の発光を積算してTL強度として、生長曲線 (図 5)か ら等価線量

を評価した。また、350℃ 、60分のアニール後に、竪穴住居跡覆土測定の場合と同様に付加線量を照

射した試料を測定してスプラリニアリテイ補正値を評価した。

3-2 年間線量

年間線量は蓄積線量を測定した鉱物の粒度と試料処理の方法によって評価法が異なる。粒径が100

μm程度と大きく、HF処理によって表面をエッチングする粗粒子法ではβ線、γ線及び宇宙線を評

価するのに対して、 8μ m以下の鉱物を測定試料とする微粒子法ではα線も年間線量に寄与する。縦

穴住居跡覆土の蓄積線量測定で用いた50μ m以下の準微粒子の年間線量評価法は微粒子法と同様であ

るが、α線が鉱物の中心部まで到達しないので、α線の年間線量に対して透過度を考慮 した補正を

しなければならない。

また、γ線の年間線量評価法には現場で測定する直接法と現場の上の放射性元素濃度を実験室で

測定して、その結果を年間線量に換算する間接測定法がある。現地におけるγ線と宇宙線の直接測

定は古環境研究所の早田氏に依頼し、出土層と同じ地層で高感度TLD素子を銅パイプに封入したも

ので47日 間測定して年間線量に換算した。α線とβ線の年間線量は、蓄積線量を測定した試料と同

一の試料30gを用いてγ線スペクトトロメトリーによりU、 Th、 Kの合有量を決定し、年間線量に換

算する間接測定法によって評価した。

4結 果 と 考 察

蓄積線量と年間線量の測定結果を表 1と 表 2に示す。年間線量評価において、間接測定では試料

の含水率に対して補正を行うのが通例であるが、今回は試料採取時の状況が明確ではないので、表

2に は含水率補正をした値としない値を並記した。また、竪穴住居跡覆上の準微粒子法に対する年

間線量では、既述したようにα線年間線量に透過率を考慮した補正を行った結果を示している。こ

れらの値から、ルミネッセンス年代を算出すると表 3の ようになる。表 3は年間線量値として含水

率補正をした値としない値について 2通 りの年代を記しているが、ルミネッセンス年代はこの間に

入る確率が大きい。
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竪穴住居跡覆土はTL測定の結果、加熱されていないことが明らかであったので、IRSL法で測定し

て表 3の ような結果を得た。IRSL法では長石の発光を測定しているが、長石のIRSLは ナチユラルの

発光量が時間の経過とともに減衰するフェイデイング現象を伴うことがある。フェイディング現象

が起きているかどうかの確認は少なくとも半年以上の期間を要するため、今回の測定ではフェイデ

ィング現象の有無の確認ができていない。仮に測定した長石がフェイデイング現象を起こす性質が

あるならば、測定された IRSL年代は真の年代より若くなる。表 3に示した竪穴住居跡覆土は年代の

下限 (こ れよりは若くない)を示していると理解すべきであろう。

以上のことから、表 3に示した結果について、測定誤差は大きいが床面の焼上の年代は約5900年

前、住居跡覆上はおよそ4700年前よりは古いと結論される。
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6 カ持遺跡出土竪穴住居跡覆土と焼上のルミネッセンス年代

第 1表 蓄積線量の測定結果

等価線量 (Gy) スプラリエアリティ補正(Gy) 蓄積線量 (Gy)

覆い土 19.8(注 )

床面焼土 13.4± 0.9 4.6± 1.8 18.0± 2.0

(注)多項式フィッティング

第 2表 年間線量の測定結果

α線(Gy/ka) β線(Gy/ka) γ線(Gy/ka) 総年間線量(Gy/ka) 含水率補正の有無

覆い土
1.13± 0.08 2.37± 0。 24 1.04± 0.09 4.54± 0。 27 無

0.92± 0.07 1.99± 0.10 1.04」三0.09 3.95± 0。 15 有

床面焼土
2.29上 0。 25 1.04± 0,05 3,33± 0。 25 無

1.78± 0.09 1.04± 0.05 2.82± 0。 10 有

第 3表 ルミネッセンス年代

蓄積線量 (Gy) 年間線量(Gy/ka) ルミネッセンス年代 (年前 )

覆い土
4.54± 0。 27 4,400

3.95」三0。 15 5,000

床面焼土 18.0± 2.0
3.331三 0。 25 5,400± 1,300

2.82」三0.10 6,400± 1,200

上段は年間線量の含水率補正なし、下段はあり。
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

7 カ持遺跡 出土遺物 の放射性炭素年代測定

パリノ・サーヴェイ触

は  じ め に

岩手県下閉伊郡普代村に所在する力持遺跡は、三陸海岸にある力持川河口から約1.5km上流に広が

る狭小な谷底平野に位置している。発掘調査では、標高約55～ 65mの斜面部から、縄文時代前～中

期の竪穴住居跡等の遺構や、これらの遺構に伴い土器や石器等の遺物が確認されている。

本報告では、縄文時代前～中期の竪穴住居跡から出土した炭化材を対象に放射性炭素年代測定を

実施し、これら遺構の年代観に関わる資料を作成する。

1試  料

試料は、 5基の竪穴住居跡から採取された炭化材 5点 (BE c3住居跡 1号 :試料番号 5、 BⅡ v24

住居跡 1号 :試料番号11、 CⅢ a4号住居跡 1号 :試料番号22、 CⅢ a2住居跡 1号 :試料番号30、 C

Ⅱ d24住居跡 3号 :試料番号31)である。これら炭化材を対象に、放射性炭素年代測定を実施する。

なお、各試料の詳細は、結果を示した表 1に合せて併記する。

また、分析試料とした炭化材については、試料の由来を確認するため木口 (横 断面)・ 柾目 (放

射断面)・ 板目 (接線断面)の 3断面の割断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用

いて木材組織の観察を実施している。分析の結果、試料はいずれもクリに同定された。

2分 析 方 法

測定は株式会社加速器研究所の協力を得ている。測定方法は、気体計数法によるβ線測定を実施

する。なお、放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,570年 を使用した。また、測定年代は1950年 を

基点とした年代 (BP)であり、誤差は標準偏差 (One Sigma)に 相当する年代である。

なお、δ13Cの値は、加速器を用いて試料炭素の13C濃度 (13C/12C)を 測定し、標準試料

PDB(白 亜紀のベレムナイト類の化石)の測定値を基準として、それからのずれを計算し、千分偏

差 (%。 ;パ ーミル)で表したものである。今回の試料の補正年代は、この値に基づいて補正をした

年代である。

3結  果

結果を表 1に示す。 5基の住居跡から採取した炭化材の放射性炭素年代測定値は、約4000～ 4800

年前という結果であつた。試料番号31が約4800年前と最も古 く、試料番号11,22・ 23は 約4400～

4200年前、試料呑号 5は約4000年前と5試料の中で最も新しい年代を示す。

第 1表 放射性炭素年代測定結果

試料

番号
試料名 樹種

重量

(g)

測定年代

BP

δ13C

(%。 )

補正年代

BP
Code NO

5 TM‐01 0830 BH c3住 居跡 1号Q3埋土 ク リ 209 4050」と80 -264 4030」三80 IAA-353

TM01 0724 BIv24住 居跡1号床面直上遣物ブロック ク リ 4250」=90 -264 4230」=90 IAA-354

TM-02 0808 CⅢ a4住居跡 1号bどベルト3層 ク リ 4230J=90 -259 4220490 IAA-355

TM-02 0807 CⅢ a2住居跡 1号Q4埋土中位 ク リ 4460J=80 -270 4430=L80 IAA-356

TM-02 1017 CⅡ d24住居跡3号jギベルト13a層 ク リ 4810」=80 -270 4780=L80 IAA-357
(1)測定年代および補正年代は、1950年 を基点に何年前であるかを示した値。

(2)誤差は、標準偏差 (ONE SIGMA)に 相当する年代。
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4考 祭

力持遺跡の竪穴住居跡から採取された炭化材の放射性炭素年代測定結果、約4000～ 4800年前の年

代値が得 られた。縄文時代の年代観について土器型式と放射性炭素年代測定結果による検証例

(キ ーリ・武藤、1982)に よれば、本分析結果は、試料番号31は 縄文時代前期の年代とされる6000～

4600年前 (BP)に 一致し、試料番号 5。 11・ 22・ 23の 4点 については、若干新しい縄文時代中期に

相当する年代となる。          ´

なお、放射性炭素年代は、放射性炭素年代測定法自体の精度と、測定の前提条件である大気中の

14Cの濃度が過去において一定ではなかったことにより、いわゆる暦年代とは一致しない (こ れは

単に暦年代よりも何年ずれるというだけでなく、互いに対応する年代値が複数存在することもしば

しばある)。 また、最近の更新世後期における環境変動の研究などでは、放射性炭素年代を暦年代に

直して (暦年較正)表示されており、考古学分野でも暦年較正された年代が一般的に用いられるよ

うになっている。暦年較正については、年輪年代による暦年代既知の年輪の材について放射性炭素

年代測定を実施することにより、暦年代 と放射性炭素年代を両軸とする補正曲線が作られている

(Stu� er eど aF,1998)。 この補正曲線によって、測定された放射性炭素年代を暦年代に改正すること

が可能である。

本報告では、データの煩雑を避けるため詳細な補正計算は行っていないが、今回得られた放射性

炭素年代を暦年代幅で示すと、試料番号 5。 11・ 22・ 23の年代は約4800～ 4900年前に、試料番号31

の年代は約5300～5600年前となる。

ところで、本遺跡の発掘調査では遺構覆土から約5500年前が降灰年代とされる十和田中諏 (To―Cu)

テフラと考えられる堆積物が検出されている。また、縄文時代前～中期に比定される土器などが出

上しており、本分析結果と発掘調査時の所見は概ね一致する。今後は、各遺構のこれら堆積物の堆

積状況や炭化物や土器の出土状況と合せて評価する必要がある。

引用文献

キーリ CT・ 武藤康弘 1982 縄文時代の年代 縄文文化の研究1 雄山閣 246-275買

Stuiver,ふ 7【 Reimer,PJ"Bard,E,Beck,Jヽ V"Burr,GS,Hughen,KA,Kromer,B,ふ 71cCormac,FG"  v d Plicht,」 "and Spurk,

A/1(1998)INTCAL98 radiocarbon age calibration,24,000-OcalBP Radiocarbon,40,p■ 041-1083
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8 カ持遺跡 の放射性炭素年代測定

パリノ・サーヴェイ伽

は  じ め に

岩手県下閉伊郡普代村に所在する力持遺跡は、力持川と刺畑沢の流れる谷底平坦面及び斜面に位

置している。発掘調査の結果、縄文時代前～中期と考えられる竪穴住居跡や焼土遺構、柱穴状土坑

等の遺構や、当該期に比定される土器や石器、土製品や骨製品などが確認されている。本遺跡では、

これまでに住居跡や土器の年代を検証するため、これらの遺構から出上した炭化材や土器に付着し

た炭化物を対象に放射性炭素年代測定を行い、年代に関する資料の作成を行っている。

本報告では、本遺跡で検出された縄文時代前期と考えられる住居跡や、大形住居跡の新旧関係を

検討するため、これらの遺構から採取された炭化材を対象に放射性炭素年代測定を行う。

1試  料

試料は、縄文時代前期前～中葉と考えられる住居跡 (BⅡ t24住居跡 1号、BⅡ v23住 居跡 1号 )

と大形住居跡 (BII t 22住居跡 1～ 4号)か ら採取された炭化物 7点 (サ ンプル 1～ 7)である。こ

れらの試料は、いずれも炭化物混じり上壌として採取されていたことから、土壌中より炭化物の抽

出を行った (表 1)。 その結果、サンプル 3・ 7は、分析手法としたβ線計数法の測定に必要な量に

満たなかった。そのため、調査担当者と協議・検討し、サンプル 3について加速器質量分析法で測

定を行うこととした。

したがって、放射性炭素年代測定はサンプル 1～ 6の 6点 を対象とし、サンプル 1・ 2・ 4・

5。 6の 5点 についてはβ線計数法を行う。一方、サンプル 3についてはAMS(加速器質量分析 )

法を行う。また、対象試料となる戊化材の由来を調査するため合せて炭化材同定を行う。

以下に、各サンプルの概要を示す。

・サンプル1 (BⅡ t24住居跡 1号 特殊土坑)

縄文時代前期前～中葉の住居跡床面で検出された特殊土坑の底面直上から採取された戊化物であ

る。当遺構からは、円筒下層 b式などが出土しているが、床面で検出した特殊土坑からは大木 2式

と推定される土器が出上している。

・サンプル2 (BⅡ t22住居跡 3号 Ql周溝内)

縄文時代前期前～中葉の大形住居跡の壁溝埋土中より採取された炭化物である。

・サンプル3 (BⅡ t22住居跡 4号 床面)

縄文時代前期前～中葉の大形住居跡床面から採取された炭化材である。発掘調査時の所見によれ

ば、本分析試料としたサンプル2～ 6の 中で最も新しい住居跡と推定されている。

・サンプル4 (BⅡ t22住居跡 2号 埋上下位)

縄文時代前期前～中葉の大形住居跡のほぼ床面直上から採取された炭化材である。

・サンプル5 (BⅡ t22住居跡 1号 埋土下位)

縄文時代前期前～中葉の大形住居跡の埋上下位から採取された炭化材である。

・サンプル6 (BⅡ v23住居跡 1号 床直)

縄文時代前期前葉と考えられる小形住居跡で床面から採取された戊化材の一部である。当遺構は、

サンプル2～ 5が採取された大形住居跡構築時に人為的に埋立てされたと推定されている。
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8 カ持遺跡の放射性炭素年代測定

・サンプル 7 (CⅡ a23住居跡 1号 Q2埋土下位 )

縄文時代前期前葉～中葉の大形住居跡で、埋土下位 より採取された炭化材である。本遺構の埋土

上位からはTo―Cuが検出されている。

2分 析 方 法

(1)放射性炭素年代測定

測定は株式会社加速器分析研究所の協力な得て、β線計数法・AMS(力日速器質量分析)法により

行った。放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年 を使用し、測定年代は1950年 を基点とした年

代 (BP)で ある。誤差は標準偏差 (One Sigma)に 相当する年代である。なお、暦年改正は、

RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV4.4(Copyright 1986 2002 M Stuiver and

P」 Reimer)を 用い、ヤヽずれの試料 も北半球の大気圏における暦年校正曲線を用いる条件を与え計算

を行っている。

(2)炭 化 材 同 定

木口 (横 断面)。 柾目 (放射断面)・ 板 目 (接線断面)の 3断面の割断面を作製 し、実体顕微鏡

を用いて木材組織を観察 し、その特徴から種類を同定する。

3 結 果 及 び 考 祭

(1)放射性炭素年代測定

結果を表 1・ 2に示す。試料の測定年代 (補正年代)は、サンプル 1・ 5。 6は 5300～ 5400BP、

サンプル4は約5200BP、 サンプル2は約4900BP、 サンプル3は約4700BPの値を示した。既存の東北

地方における縄文土器型式と放射性炭素年代との対応関係 (キ ーリ・武藤、1982)イこよれば、縄文

時代前期の年代は6000～ 4600BPと されている。本分析結果は、発掘調査時の所見として想定された

年代と概ね調和的な結果と言える。

大形住居跡 (B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号)は 4720～ 5310BPと いう年代を示し、古い順に 1号→ 2号

→ 3号→ 4号といった新旧関係を見出すことができる。なお、BⅡ t22住居跡 4号 (サ ンプル3)で

最も新しい年代値が得られ、発掘調査所見を支持する結果と言える。また、大形住居跡構築時に人

為的に埋立てされたとされるB Ⅱ v23住居跡 1号は、B Ⅱ t22住居跡 1号 とほぼ同じ年代値を示し

ている。

(2)炭 化 材 同 定

放射性炭素年代測定試料に用いた炭化材は、落葉広葉樹のクリ (サ ンプル 2・ 6)と オニグルミ

(サ ンプル 4・ 5)に 同定された。なお、これらの炭化材は、いずれも床面付近から出上 していること

から、当時利用された木材に由来する可能性があるが、現段階ではその用途については不明である。

本遺跡における過去の調査事例では、縄文時代前～中期の住居跡内の地床炉内から出土 した炭化

材や住居構築材 と考えられる炭化材にはクリの利用が認められている。一方、当該期の土坑から出

土 した炭化材には、落葉広葉樹が 4種類 (カ バノキ属・コナラ属コナラ亜属コナラ節・クリ 。モク

レン属)が確認 されてお り、検出される樹種の傾向が異なる点が確認されている。本分析結果は、

概ねこれまでの調査成果 と同様な樹種が認められたが、この他にオニグルミが検出されている。今

後、これらの炭化材の出土状況等 と合わせて検討 し、さらに、本遺跡及び周辺地域における調査事

例 も蓄積 し、評価することが望まれる。
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第 1表 放射性炭素年代測定および樹種同定結果

試料名 遺 構 出上位置
重量

(g)

樹種 測 定 * 補正年代

BP

δ13C

(%。 )

測定年代

BP

Code No

サンプル1 BI t24住居跡 1号 掘り姫姥状の凹地床面直上 1350 不 明 β線 5400=L110 -227 IAA-465

サンプル2 BⅡ t22住居跡 1号 Ql周溝内 1823 ク リ β線 4940=L100 -245 LヽA-466

サンプル3 BI t22住居跡 2号 床面 不 明 AMS 4720± 40 23品±Oi5 4700± 411 IAAA-31冊 l

サンブル4 BI t22住居跡 3号 埋土下位 1664 オニグルミ β線 5170ΞL 90 -259 IAA-467

サンプル5 BI t22住居跡 4号 埋土下位 2152 オニグルミ β線 5310± 90 -256 IAA-468

サンプル6 B I v23住居跡 1号 床直 1190 β線 5300± 80 -263 IAA-469

サンブル7 CI a23住居跡 1号Q2 埋上下位 >010

1)年代値の算出には、Libbyの 半減期5568年 を使用。

2)BP年代値は、19働年を基点として何年前であるかを示す。

3)付記した誤差は、測定誤差σ (測定値の680/oが 入る範囲)を年代値に換算した値。

*測定方法 :β 線…・β線計数法、AMS―加速器質量分析法

第 2表 暦年較正結果

1)計算に1よ 、RADIOCARBON CALBRATION PROGRAM CALIB REV44(Copyright 1986 2002 hr Stu� er and P」 Reimer)を 使用

2)計算には表に示した丸める前の値を使用している。

3)付記した誤差は、測定誤差σ (測定値の68%が入る範囲)を 年代値に換算した値。

引用文献

キーリ CT・ 武藤康弘 1982 縄文時代の年代縄文文化の研究1 縄文人とその環境 雄山閣 246-275買

Ⅵ 力持遺跡分析関係

試料

番号

補正年代

(BP)

暦年較二年代

(cal)

相対比 COde No

1 5409-「 107 cal   BC   4,345   -    cal   BC   4,219

cal   BC   4,198   -    cal   BC   4,159

cal   BC   4,148   -    cal   BC  4,1零

cal   BC   4,124   -    cal   BC  4,107

cral   BC   4,101   -    cal   BC  4,050

cal   BP   6,295   -   6,169

cal   BP   6,148   -   6,109

cal    BP   6,098    -    6,093

cal    BP   6,074    -    6,057

cal   BP   6,051   -   6,OЭ 0

0586

0161

0017

0066

0171

IAA-465

4943=L100 3,929   -    cal   BC  3,923

3,914   -   cal   BC  3,878

3,803   -   cal   BC  3,64文

Ｃ

　

Ｃ

　

Ｃ

Ｂ

　

Ｂ

　

Ｂ

Л

　

江

　

Л

cal   BP   5,879   -   5,873

cal   BP   5,864   -   5,828

cal   BP   5,753   -   5,591

・８

　

２９

　

５３

LヽA-466

3 4721± 38 cal   BC  3,627   -    cal   BC   3,584

cal   BC  3,532   -   cal   BC  3,503

cal   BC  3,429   -    cal   BC   3,380

cal   BP   5,577   -   5,534

cal   BP   5,482   -   5,453

cal   BP   5,379   -   5,330

３５

　

２３

　

幻

LttAA-31891

4 5170ΞL 93 BC  4,217   -    cal   BC   4,202

BC  4,155   -    cal   BC   4,154

BC   4,138   -    cal   BC   4,131

BC   4,047   -    cal   BC   3,910

BC   3,879   -    cal   BC  3,801

瓜

ａｌ

ａｌ

ａｌ

ａｌ

cal   BP   6,167   -   6,152

cal   BP   6,105   -   6,104

cal   BP   6,088   -   6,081

cal    BP   5,997    -    5,860

cal   BP   5,829   -   5,751

0050

0003

0024

0633

0292

IAA-467

5 53文 5二L 89 cal   BC   4,245   -    cal   BC  4,041

cPal   BC   4,011   -    cal   BC  4,004

cal   BP   6,195   -   5,991

cal   BP   5.961   -   51954

0972

0028

IAA-468

5306二と 82

cal

cЛ   BC   4,225   -    cal   BC   4,040

BC   4,017   -    cal   BC  4,001   cal

cЛ   BP   6,175   -   5,990

BP   5,967   -   5,951  0066

0934 IAA-469
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9 カ持遺跡出土炭化物放射性炭素年代測定

9 カ持遺跡出土炭化物放射性炭素年代測定

パリノ・サーヴェイ触

は  じ め に

岩手県下閉伊郡普代村に所在する力持遺跡は、力持川と刺畑沢の流れる谷底の平坦面及び谷斜面

に位置している。発掘調査の結果、縄文時代前～中期と考えられる竪穴住居跡や焼土遺構、柱穴状

土坑等の遺構や、当該期に比定される土器や石器、土製品や骨製品などが確認されている。

本報告では、上記した遺構から出土した土器に付着した黒色物質を対象に放射性え素年代測定を

行い、遺構や遺物の年代の推定を行う。

試料は、土器器面に付着 した黒色物質 5点 (サ ンプル 8～ 12)で ある。試料の選択は、付着物の

観察等から、土器使用時に付着 したと考えられる煤、あるいは、おこげ状の付着物を対象とし、採

取は、調査担当者によって行われている。いずれも微量であったことから、黒色物質 5点 より試料

の状態や重量を考慮 して、 3点 (サ ンプル 9。 11・ 12)を 分析対象試料 とした。以下に、分析試料

とした各サンプルの概要を示す。

・サンプル 9 BⅡ v23土坑 2号 (No 4295)

縄文時代前期前葉～中葉に比定される大形住居跡の 4時期 目の床面から検出されたフラスコ土坑

内出土土器の器面に認められた付着物である。当土器は、大木2a式並行 とされている。付着物は、

土器口縁部外面に施文された文様内に残存 していた黒色物質を採取 している。

・サンプル1l CⅡ d24住居跡 3号 (No 2836)

縄文時代前期前葉～中葉の焼失住居跡床面から出上 した土器の器面に認められた付着物である。

当土器は、大木1～ 2b式期 と推定されるが、土器型式は不明である。付着物は、土器外面の胴部に

認められた黒色物質を採取 している。

・サンプル12 BⅡ w22土坑 1号 (No零83)

縄文時代中期初頭 と考えられるフラスコ土坑から出上 した土器の器面に認められた付着物である。

当土器は、円筒上層 a式中期初頭 と推定される。付着物は土器外面の口縁部付近文様帯に認められ

た黒色物質を採取 している。

2分 析 方 法

沢1定 は株式会社加速器研究所の協力を得て、AMS法により行った。なお、放射性炭素の半減期は

LIBBYの半減期5,568年 を使用する。また、測定年代は1950年 を基点とした年代 (BP)であり、誤差

は標準偏差 (One Sigma)に 相当する年代である。なお、暦年較正は、RADIOCARBON CALIBRA―

TION PROGRAM CALIB REV44(Copyright 1986-2002 M Stuiver and P」 Reimer)を 用い、 ヤヽず

れの試料も北半球の大気圏における暦年校正曲線を用いる条件を与え計算を行っている。

3結 果

結果を表 1・ 2に示す。試料の測定年代 (補正年代)は、サンプル 9は約4800年前、サンプル11

は約5200年前、サンプル12は約4500年前の値を示す。なお、これらの測定年代 (補正年代)に基づ

料試
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

く暦年較正年代 は、サ ンプル 9は 約5000～ 5500年 前 (calBP)、 試料番号11は 約6200～ 5900年 前

(calBP)、 サンプル12は約5300～ 5000年前 (calBP)と いう値を示す。

既存の東北地方における縄文土器型式 と放射性炭素年代 との対応関係 (キ ーリ・武藤、1982)を

参考にすると、縄文時代前期の年代は6000～ 4600BP、 縄文時代中期の年代は4600～ 4000BPと されて

いる。本分析結果は、これらの所見や発掘調査時の所見と概ね調和する年代 と言える。

1)年代値の算出には、Libbyの 半減期5568年 を使用。

2)BP年代値は、1950年 を基点として何年前であるかを示す。

3)付記した誤差は、測定誤差σ (測定値の68%が入る範囲)を 年代値に換算した値。

第 2表 暦年較正結果

計算に1よ 、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CAL]3 REV44(Copyright 1986 2002 h/1 Stuiver and PJ Reimer)を 使用。

計算には表に示した九める前の値を使用 している。

付記した誤差は、測定誤差σ (測定値の680/oが入る範囲)を 年代値に換算した値。

引用文献

キーリ CT・ 武藤康弘 1982 縄文時代の年代 縄文文化の研究1 縄文人とその環境 雄山閣 246-275頁

10 岩手県力持遺跡出土試料のユC年代測定

小林謙-1)。 坂本稔う。宮田佳樹D。 新免歳靖1)・ 村本周三分

岩手県力持遺跡出土土器付着物および炭化材の“C年代測定を試みた。試料は、岩手県埋蔵文化財

センターにおいて、今村峯雄とともに小林が土器49個体の付着物、炭化材 1点 を採取した。このう

ち半数の試料は不純物が多いため処理は保留し、30試料について前処理を行い、20試料について炭

化物を回収した。うち15個体の土器付着物と炭化材 1点 について、17測定例の炭素14年代を測定す

第 1表 放射性炭素年代測定結果

試料名 遺構・地点名 試料の質 乾燥重量

(g)

補正年代

BP

δ13C

(‰ )

測定年代

BP

Code No

サ ンプル 9 B I v23土 坑 2号埋土中 土器付着物 01g< 4780± 50 -2296」L098 4750± 40 IAAA弓 1718

サンプル11 C Ⅱ d24住 居跡 3号床面 土器付着物 01g< 5210ΞL60 -3153」L098 5320こと60 IAAA 31719

サ ンプル12 B I w22土 坑 1号埋土上位 土器付着物 4480ΞL50 -2553EL081 4490三L50 IAAA‐31720

サンプル

番号

出上位置 補正年代

(BP)

暦年荻二年代

(cal)

ホロ文↓ナヒ Code No

9 B I v23土 抗

2号埋土中

4781± 46 cal  BC 3,640  -  cal  BC 3.622

cal  BC 3,600  -  cal  BC 3,523

cal   BP  5,590  -  5,572

cal  BP 5,550  -  5,473

0184

0816

IAAA 31718

11 C Ⅱ d24住居

跡 3号床面

5210」 =63 cal  BC 4,218  -  cal  BC 4,199

cal  BC 4,上 58  -  cal  BC 4,149

cal  BC 4,142  -  cal  BC 4,126

cal  BC 4,049  -   cal  BC 3,957

BP  6,168  -  6,149

BP  6,108  -  6,099

BP  6,092  -  6,076

BP  5,999  -  5,907

ａ‐

　

ａ‐

0107

0042

0075

0776

IAAA 31719

B Ⅱ w22土坑

1号埋土上位

4482二L50 cal  BC 3,335  -   cal  BC 3,210

cal  BC 3,191  -   cal  BC 3,153

cal  BC 3,137  -  cal  BC 3.093

cal  BP 5,285  -  5,160

ctt  BP 5,141  -  5,103

cal  BP 5 087  -  5043

0621

0180

0199

IAAAお 1720

1)国立歴史民俗博物館、2)総合研究大学院大学
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10 岩手県力持遣跡出土試料のMC年代測定

ることがで きた。なお、IW-35に ついては、同一の前処理済みの試料か ら分取 した試料 を用い、IW―

35と IW-35-a― (rt)と して 2つの機関で測定 した。

試料 については、一覧を表 1に付す。

1 炭 化 物 の 処 理

試料については、以下の手順で試料処理を行った。 (1)の作業は、国立歴史民俗博物館の年代測

定資料実験室において小林 。新免・村本、(2)(3)は 、坂本 。宮田が行つた。

(1)前処理 :酸・アルカリ・酸による化学洗浄 (AAA処理 )。

AAA処理に先立ち、土器付着物については、アセ トンに浸け振 とうし、油分など汚染の可能性の

ある不純物 を溶解 させ除去 した (1～ 2回 )。 AAA処理 として、80℃ 、各 1時 間で、希塩酸溶液

(lN― HCl)で岩石などに含 まれる炭酸カルシウム等 を除去 (2～ 3回 )し 、さらにアルカリ溶液

(NaOH、 01N)で フミン酸等を除去 した。アルカリ溶液による処理は 3～ 4回行い、ほとんど着色

がなくなったことを確認 した。さらに酸処理 (lN―HCl 12時間)を行いアルカリ分を除いた後、純

水により洗浄 した (4回 )。

(2)二酸化炭素化 と精製 :酸化銅により試料 を燃焼 (二酸化炭素化 )、 真空ラインを用いて不純

物を除去。

AAA処理の済んだ乾燥試料を、500mgの酸化銅 とともに石英ガラス管に投 じ、真空に引いてガス

バーナーで封 じ切つた。このガラス管を電気炉で850℃ で 3時間加熟 して試料を完全に燃焼させた。

得 られた二酸化炭素には水などの不純物が混在 しているので、ガラス製真空ラインを用いてこれを

分離・精製 した。

(3)グ ラフアイ ト化 :鉄触媒のもとで水素還元 し、二酸化炭素をグラフアイ ト炭素に転換。アル

ミ製カソー ドに充填。

15mgの炭素量を目標にグラフアイ トに相当する二酸化炭素を分取 し、水素ガスとともに石英ガラ

ス管に封 じた。これを電気炉でおよそ600℃ で12時間加熱 してグラフアイ トを得た。ガラス管にはあ

らか じめ句虫媒 となる鉄粉が投 じてあ り、グラフアイ トはこの鉄粉の周囲に析出する。グラフアイ ト

は鉄粉 とよく混合 した後、穴径 lmmの アルミニウム梨カソー ドに600Nの 圧力で充填 した。

2 測 定 結 果 と暦 年 較 正

AMSに よるИC淑1定 は、試料によって、同時に調製 した標準試料 とともに、加速器分析研究所 (機

関番号IAAA)に委託 したもの、地球科学研究所 を通 してベータアナリテイック社 (機関番号Beta)

へ委託 したもの、東京大学原子力研究総合センターのタンデム加速器施設 (機関番号MTC)で 行っ

たもの、山パレオ 。ラボ (機関番号PLD)へ委託 したものがある。IW-35については、残余の試料が

あったため、同一の前処理済み試料をグラフアイ ト化 し、IW-35-卜 (rt)と して加速器分析研究所 (機

関呑号 IAAA)に委託 した。

年代データのИCBPと いう表示は、西暦1950年 を基点にして計算 した望C年代 (モ デル年代)である

ことを示す (BPま たはyr BPと 記すことも多いが、本稿ではμC BPと する)。
ИC年代を算出する際の

半減期は、5,568年 を用いて計算することになっている。誤差は測定における統計誤差 (1標準偏差、

680/O信頼限界)である。

AMSで は、グラフアイ ト炭素試料の14c/セc比 を加速器により測定する。正確な年代 を得るには、

試料の同位体効果を測定 し補正する必要がある。同時に加速器で測定 したおC/ワC比 により、14c/鬱c比
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に対する同位体効果を調べ補正する。Ec/鬱c比は、標準体 (古生物belemnite化石の炭酸カルシウム

のBCぬ2c比)に対する千分率偏差 δ tt C(パ ーミル,%。)で示され、この値を-25%。 に規格化 して得られ

るИCμ2c比 によつて補正する。補正 した14cμ2c比から、HC年代値 (モデル年代)が得られる。

測定値を較正曲線Intca104(望 C年代 を暦年代に4公正するためのデータベース、2004年版)(Reimer

et a1 2004)と 比較することによって暦年代 (実年代)を推定できる。両者に統計誤差があるため、

統計数理的に扱 う方がより正確に年代 を表現できる。すなわち、測定値 と較正曲線データベースと

の一致の度合いを確率で示すことにより、暦年代の推定値確率分布 として表す。暦年較正プログラ

ムは、国立歴史民俗博物館で作成 したプログラムRHCal(OxCal Programに 準 じた方法)を用いてい

る。統計誤差は 2標準偏差に相当する、95%信頼限界で計算 した。年代は、較正された西暦 cal Bc

で示す。( )内 は推定確率である。

3年 代 的 考 察

年代測定に適 した試料であったかどうかを検討するには、試料の状態観察及び炭素含有率からの

チャックが有効である。試料の重量について、AAA処理を行った量 (処理量 )、 処理後回収 した量

(回収量 )、 二酸化炭素を得るために燃焼 した量 (燃焼量 )、 精製 して得 られた二酸化炭素の量に相当

する炭素量 (ガス)を mg単位で、処理 した量に対する回収量の比 (回収/処理 )、 燃焼量に対する炭

素相当量の比 (含有率 )、 処理量に対する炭素相当量の比、すなわち前者 と後者の積 (ガ ス/処理 )

を°
/。 で、表 2に記す。IW-31は炭素含有率が 10°/O以 下ときわめて悪い。特に不良であるIW-31に つい

て今回測定は行わなかった。また、IW-25。 30'75も 含有率が300/o程度 と、比較的不良であるが、測

定可能な炭素量は確保されたため、測定 した。それ以外の試料は、炭素含有率が50～ 600/O以 上と高い

炭素含有率であり、良好な年代測定用試料 といえる。なお、IW-31と 62については、二酸化炭素化精

製後のライン操作の不備のため、測定不可となった。

次に海洋リザーバー効果など、試料の由来について検討するために、安定同位体であるδ BC値 に

ついて検討する。 δ BC値 については、加速器による測定は同位体効果補正のためであり、必ず しも

13c/レc比 を正確に反映 しないこともあるため、試料に残余があるものは、前処理 したサンプルを分与

して、 (株)昭光通商に委託 し、安定同位体質量分析計により、 δおC値を測定 した。昭光通商に委託

する残余分がない試料については、東京大学で測定 した加速器によるδ哺C値 を参考として ( )で

付す。IW-35。 58・ 64・ 66・ 75に ついては、ベータアナリテイック社の測定で、硝C用 ガス試料を安定

同位体質量分析計により測定 した湾C/ワC比の値を示 してある。 δ ttC値 が測定できたものについてみ

ると、 コ肝-22は ―-236%。 、 F肝 -35イ よ―-241%。 、 IW-42イよ―-23.2%0、 い肝-69イ よ―-239%。 と上ヒ車交白勺彊三ヤヽもてつが

あ り、これらは、海洋リザーバー効果の影響があり得る。ほかは、-25%。程度 と、陸生のC3植物の値

と考えられ、通常の植物の燃料材または食料に由来する可能性が考えられる。

時期ごとにみる。縄文前期では、IW-41,42が 円筒下層 b式期である。IW-41は 、炭素年代で4685士

25ИC BP、 改正年代で前3695～3635年 (cal BC)が 950/Oの 確率、IW-74は 、炭素年代で4950± 40“C

BP、 較正年代で前3800～3645年 (cal BC)が 95%の確率、IW-42(海洋 リザーバーで古い)は、炭素

年代で5330± 594c BP、 較正年代で前4265～4040年 (cal BC)870/Oで ある。小林による三内丸山遺跡

などでの測定結果による縄文前期の推定 (小林2004)か らみると、炭素年代で50094c BPが 円筒下層

a式期の上器の測定値であ り、IW-41は 円筒下層 b式期の年代に含まれると思われる。

縄文中期前半では、IW-63が大木 7a式期、IW-25、 31(43は 胴一住居の炭化材 )、 64、 75が大木7b

式、IW-30が 円筒上層 c式、IW-56が 円筒上層式である。
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大木 7a式期IW-63は 、炭素年代で5005± 434c BP、 較正年代で前3825～3700年 (cal BC)が60%の

確率と古い年代が測定されている。IW-64は 、炭素年代で4700± 40望 C BP、 較正年代で前3630～ 3370

年 (cal BC)が 950/Oの確率である。

大木7b式期IW-25は 、炭素年代で4550± 40望C BP、 破正年代で前3370～3100年 (cal BC)が 940/Oの

確率、IW-71は、炭素年代で4590± 40望C BP、 較正年代で前3510～ 3105年 (cal BC)が 940/0の確率、

IW-75は 、炭素年代で4580± 40ИC BP、 較正年代で前3500～ 3105年 (cal BC)が 95%の 確率 と、これ

までの測定から見て整合的である。IW-69は 、炭素年代で4940± 6Cl14c BP、 較正年代で前3810～ 3635

年 (cal BC)が850/Oの確率 とやや古 くでているが、上述のように、海産物のお焦げなどに由来するた

めに、海洋中にとけ込んでいる古い大気による海洋 リザーバー効果の影響により、古 くでていると

考えられる。

IW-43は 、炭素年代で4510± 40ИC BP、 較正年代で前3860～ 3090年 (cal BC)が94%の確率である。

円筒上層 c ttIW-30は 、炭素年代で4480± 4014c BP、 較正年代で前3345～ 3080年 (cal BC)が 870/O

の確率、IW-66は 、炭素年代で4560± 4014c BP、 破正年代で前3370～ 3100年 (cal BC)が 91°/oの確率

と、小林による三内九山遺跡などでの測定結果による円筒上層 c式期の推定 (小林2004)と 矛盾 し

ない。

円筒上層式IW-56は 、炭素年代で4430± 3伊4c BP、 較正年代で前3120～2925年 (cal BC)が 60%の

確率でもっとも高い。

縄文中期後半では、IW35が大木 8a式期、IW-22,58が大木 8b式である。

IW-35は 、前処理後の残余の試料を別機関において (rt)と して再測定 しているが、ほぼ同一の測

定値を得ている。測定誤差の少ないBeta-168194でみると、炭素年代で4770± 40望C BP、 較正年代で

前3640～ 3380年 (cal BC)が 95%の 確率 と、同時期の試料に比べ300年程度古い炭素年代が測定され

ている。同様にIW-22も 炭素年代で4920± 40望C BPと 、中期後半の土器としては500年近 く古い。前述

のように、これらの上器は、 δ BC値が-24%。 よりも重 く、海洋 リザーバー効果の影響が疑われる。

特に日本列島の北側 (東北・北海道)に位置する遺跡の場合、400～ 500年程度古 くなることが確認

されている (小林2004)。

大木 8 b ttIW-22は 、上述のように海洋リザーバー効果の影響が疑われ、4920± 40“C BPと 、明ら

かに古い年代が測定されている。

IW-58は 、炭素年代で4470± 40コ C BP、 較正年代で前3345～3020年 (cal BC)が950/0の 確率である。

2003年 度までの分については、平成15年度科学研究費補助金「基盤研究 (A。 1)(一般)縄文弥生

時代の高精度年代体系の構築」 (代表今村峯雄 課題番号13308009)(科研業績報告に、2003年度ま

での炭素14年代測定結果のみ報告 してある (今村編2004))、 2004年度以降の再測定については、平

成17年度科学研究費補助金 (学術創成研究)「弥生農耕の起源 と東アジア炭素年代測定による高精度

編年体系の構築―」 (研究代表 西本豊弘 課題番号16GS0118)、 平成17年度科学研究費補助金「基

盤研究 (C)AMS炭素14年代測定を利用 した東 日本縄紋時代前半期の実年代の研究」 (研究代表 小

林謙一 課題番号17520529)の成果を用いている。

本稿を草するにあたり、暦年較正については今村峯雄氏のご教示を得た。感謝 します。本稿は、 1

を坂本、他を小林が執筆 した。
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第 1表 力持遺跡炭素14年代測定試料一覧

試料 番号 掲載番号 出 土 区 種  類 時  期 備  考

IW  22 3020 CⅡ h25住 居跡 2号 1層 下位 土器付着 口縁内 縄文中期 大木8b式 海洋リザーバーか

1ヽA/  25 BⅡ v24住 居跡 1号 Ql 坦土中位 (却冒) 土器付着 口縁外 縄文中期 大木7b式

I耶「  30 BI v24住居跡 1号 埋上下層 (8層 ) 土器付着 胴外 縄文中期 円筒上層c式

IヽV  31 1226 BI v24住居跡 1号 Ql 埋土上位 (2b層 ) 土器付着 口縁外 縄文中期 大木7b式 炭素畳不足で未測定

IヽV  35 BI d■住居跡 1号 Q3 2層 ・3層 中位 土器付着 胴内 縄文中期 大木8a式新 海洋リザーバーか

IW  36 4409 B I w25土坑 1号 床面壁際 土器付着 胴内 縄文中期 大木6～ 7a式 未測定

IM「  41 3046 CⅡ h25住居跡 2号 Q1 2層 上位 土器付着 胴内 縄文前期 円筒下層b式

IW  42 CⅡ h25住 居跡 1号 Q2 床面直上 土器付着 胴内 縄文前期 前葉 (円筒下層b式 ) 海洋リザーバーか

IヽV  43 BⅡ v24住 居跡 1号 Q2 8層 炭化材 縄文中期 円筒上層b～ c

・大木7b式
住居埋土資料

IヽA「   56 BⅡ u20住 居跡 1号 床面 土器付着 口縁外 縄文中期 円筒上層

IヽA′   58 1556 BI y22住居跡 2号 埋上下位 土器付着 口縁外 縄文中期  大木8b式

IM「  62 1570 BI y21住居跡 1号Q処上下位、B Ⅱ y22

住居跡 2号Q3埋上下位

土器付着  口縁外 縄文中期 最花式
未測定

IヽV  63 2942 CI d25住居跡 1号 埋上下位～床面直上 土器付着 胴内 縄文中期 大木7a式 海洋リザーバーか

IW7  64 3702 CⅢ e2住居跡 1号 埋土中～下位 土器付着  口縁外 縄文中期 大木7b式 海洋 リザーバーか

IヽV  66 3823 Cme2住居跡 3号 床面 土器付着  口縁外 縄文中期 円筒上層a式新

IヽA/  69 3819 CⅢ e2住居跡 2号 25・ 26層 土器付着 胴内 縄文中期 大木7b式 海洋リザーバーか

IM「  71 2924 CⅡ d25住 居跡 ltt Q3 埋土中位・下位 土器付着 胴内 縄文中期 大木7a式新

IW  74 3443 CⅢ b3住居跡 1号 床面 土器付着  胴外 縄文前期 円筒下層dl式 海洋 リザーバーか

IヽV  75 3522 CⅢ cl住居跡 1号 Q1 5層 土器付着  口縁外 縄文中期  大木7b式
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10 岩手県力持遺跡出土試料の
“
C年代測定

採取量 処理量・回収量 燃焼は、炭化物の重量 (mg)、 ガスは二酸化炭素の炭素相当量 (mg)、 含有率はガス/燃焼 (%)

第 3表 測定結果 と暦年較正年代

第 2表 試料の重量と炭素量

試料 番号 採取量 処理量 回収量 回収/処理 前処理後 燃焼 ガス 含有牽 ガス/処理

I郡 F 13526 9282 932 1009る 良 400 510% 51%

IW 5755 56% 良 340% 19%

IW 3691 1093 2960/o ミネラル微 526 359% 106%

IWV 7330 7330 55% 良 020 78% 04%

IヽW 37155 12876 1137 88% 良 204 4989る 44%

I郡「 12523 8414 317 38% 良 不 明 不 明 不 明 不 明

IW 36750 4733 78% 良 072 554% 43%

IM「 32127 4684 1552 3319る 良 352 635'る 211%

IM「 43 14584 72% 炭化材 不 明 不 明 不 明 不 明

IM「 1711 上711 174% 良 221 7429る 129弓る

IW 3758 3758 354 94% 良 296 4539る 43%

IW 880/o 良 253 231 913% 81%

I∬ハ「 X5517 4367 620 上42% 良 620 375 605% 86%

IM「 3514 3514 280 80% 良 232 117 504% 40%

IM「 1906 1906 160% 良 26] 5339る 85%

IW 24211 6965 1589 28% 良 357 640% 146%

IW「 2300 上16% 良 709% 82%

IMr 17525 4244 830/O 良 2719る 23%

IW 2784 2784 262 94% 良 4750/O 45%

試料番号 測定機関番号 δ lBC‰ 坦C BP(補 正値) 暦年敬正cal BC (%)は 確率密壊 試料番号 測定機関番号 δ19C%。 HC BP(補正値) 暦年較正c』 B( (OO)は確率密巖

[W-22 Beta 168195 -236 4920± 40 3775-3640 955% IW-64 Betと 209314 (-245) 4700 ±40 363113575

3575-3560

3535-3485

3475-33ηЭ

195%

21%

217%

525%

とW-25 Beta 173516 -258 4550■ 40 3485‐ 3475

33703260

3%5-3100

13%

373%

568%

IW弓0 IAAA■0511 -255 4480± 40 3345-3080

3065-3025

872%

83%

IW 66 Beta 209315 (-259) 4560± 40 3490‐ 3470

33703260

3240‐ 3100

43%

389%

523%IW‐35 Betと168194 -242 4770± 40 3640-3505

3425-3380

8500/o

104% IW 69 IAAA 40513 -239 4940± 60 394113870

3865-3860

3810-3635

99%

04%

850%

IW-35a(rt) IAAA 30268 -241 4710± 50 3635-3550

3540-3485

3守53印Э

294%

215%

446% IW‐ 71 Bet分 190356 (-291) 4590± 40 3510-3425

33803315

3295‐ 3285

3275‐ 3265

3235-3165

3165-3105

303%

372%

05%

07%

147%

121%

IW 41 PLD望 435 (-253± 25) 4865± 25 3695‐ 3635 952%

IW‐42 IAAA-40512 -232 5330± 50 4325-4285

犯65-4040

4010‐ 4000

69%

875%

10%

IW-43 Beta 168193 -264 4510± 40 3860-3090

3040-3040

943%

02% IW-74 MTC 04316 -248 4950± 40 3895-3880

3800お 645

16%

938%IW-56 MTC‐ 06405 (-236) 4430± 35 3325■ 215

3175お 155

31拗認925

245%

29%

681%

IW 75 Beta 209316 (-261) 4酪0■ 40 350113430

3375-3310

3295-3285

3275-3265

3240お 105

189%

372%

10%

13%

370%

IW-58 Bet2塾Э9313 -250 44紹Э±40 3345‐ 3020 955%

IW-63 MTC l14315 (-230) 5005± 40 3945‐ 3855

3845‐ 3825

3825‐ 3700

322%

29%

604%
註 :(rt)は、同一試料を前処理後に分取した試料を用いた再測定
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Ч 力持遺跡分析関係

11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

伽アルカ 考古学研究所 池谷勝典

は  じ め に

力持遺跡 (岩手県下閉伊郡普代村・縄文前期中葉～中期末葉)か ら出上 したヘラ状石器 6点、敲

石 3点、多面体敲石 2点、特殊磨石 4点、摩耗している扁平礫 1点 について低倍率と高倍率による

顕微鏡観察をおこなった。この分析によりこれらの器種がどのような作業に使用されていたのかと

いう点について考察する。

分 析 方 法

キーエンス社のデジタルHDマ イクロスコープ (VHX-100)に よる低倍率ズーム (VH―Z05)と 高倍

率ズームレンズ (VH―Z100)を用いて低倍率と高倍率の使用痕光沢の観察をおこなった。観察倍率は、

5倍～40倍 と200倍 ～1000倍 (倍率はマイクロスコープでの倍率で従来の金属顕微鏡の倍率比とは異

なる)である。観察面は、中性洗剤で洗浄をおこない、適宜アルコールを浸 した脱脂綿で軽 く拭き

取 り、手の脂分などの汚染を取 り除いた。観察範囲は、石器表面全体を詳細に観察し、使用痕光沢

および線状痕の認定をおこなった。使用痕光沢分類は東北大学の分類基準梶原・阿子島1981、 芹沢

他1982、 阿子島1989)、 および池谷 (2003)に よっている。

分析 資料 の観察所見

分析No 6632(掲 7040) ヘラ状石器 (チ ヤート)図 1

背面側に礫面を残す横長の礫端片を素材としている。刃部は反方向 (背面側から主要剥離面側に

剥離する)に直接打撃で剥離し、刃角が50-55度前後になる片刃状の刃部を形成している。低倍率の

観察では、刃部縁辺にわずかな摩耗と微細剥離が観察される (写真 1、 2)。

高倍率の観察では、裏面側の刃部縁辺に摩減がみられ、弱い線状痕とEタ イプに類似する光沢が観

察される (写真 3、 4)。 線状痕は刃部にほぼ直交するものである。また、裏面側中央部のごく限ら

れた部分に写真 6の ような明るい滑らかな光沢 (輝斑)が観察される。このような光沢は、着柄時

の摩擦によって生じる可能性があり、着柄痕と考えられる。

以上のことからこの石器は、柄に着柄されて皮などの柔らかいもののスクレイピングに使用され

たと推定される。

分析No 5010(掲 7231) ヘラ状石器 (チ ヤート)図 2

背面側に礫面を残す横長の礫端片を素材としている。刃部は反方向に直接打撃で剥離 し、刃角が

5055度前後になる片刃状の刃部を形成 している。低倍率の観察では、刃部縁辺の背面側にわずかに

摩耗が観察され、主要剥離面側には微細剥離がみられる (写真 1、 2)。

高倍率の観察では、やや鈍い光沢が裏面側の刃部縁辺に顕著に観察される (写真 3)。 刃部以外の

所にはさらに弱い光沢が散漫に分布している (写真 4、 5、 6)。

以上のことからこの石器は、刃部の摩耗と微細剥離のパターンは6632(掲 7040)と 同じものであ

り、スクレイピングに使用された可能性がある。被加工物は、典型的な使用痕光沢が観察できない

ため不明であるが、摩耗、微細剥離の状況から柔らかいものと推定される。
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11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

分析No 2032(掲 6082) ヘラ状石器 (凝灰岩)図 3

背面側に礫面を残す横長の礫端片を素材 としている。刃部は反方向に直接打撃で剥離 し、刃角が

40-45度前後になる片刃状の刃部を形成 している。低倍率の観察では、裏面側刃部の縁辺 にわずかな

摩耗 と正面側には微細剥離が観察される (写真 1、 2)。

高倍率の観察では、表面風化の影響で明瞭な使用痕光沢は観察されない (写真 3-7)。

以上のことからこの石器は、刃部の摩耗 と微細剥離のパターンは分析KIo 6632(掲7040)と 同じも

のであ り、スクレイピングに使用された可能性がある。被加工物は、不明であるが摩耗、微細剥離

の状況から柔らかいものと推定される。

分析No l1372(掲 6166) ヘラ状石器 (硬質砂岩)図 4

背面側に礫面を残す縦長の礫端片を素材 としている。刃部は反方向に直接打撃で剥離 し、刃角が

50-55度 前後になる片刃状の刃部を形成 している。低倍率の観察では、主要剥離面側の刃部縁辺およ

び背面側には明瞭な摩耗や微細剥離は観察されない (写真 1)。

高倍率の観察では、背面側の刃部縁辺に弱い線状痕を伴 う微弱な光沢が観察される (写真 2、 3、

5)。 線状痕は刃部に直交するものである。

以上のことからこの石器は使用痕の発達度合いから使用頻度が低い可能性があるが、刃部の加工を

見る限 りでは、刃部再生がなされている可能性がある。被加工物、使用法等については不明である。

分析No l1493(掲 6299) ヘラ状石器 (硬質砂岩)図 5

背面側に礫面を残す礫端片を素材 としている。刃部は反方向に直接打撃で剥離 し、刃角が50-55度前

後になる片刃状の刃部を形成 している。刃部の平面形は偏刃であり、他のヘラ状石器と違う点である。

低倍率の観察では、主要剥離面側の刃部縁辺および背面側には明瞭な摩耗や微細剥離は観察され

ない (写真 1、 2)。

高倍率の観察では、背面側の刃部縁辺に微弱な光沢が観察される (写真 3)。 刃部以外の部分には

明瞭な使用痕光沢は観察されない。

以上のことからこの石器は使用痕の発達度合いから使用頻度が低い可能性があるが、刃部形態が

偏刃 となってお り、刃部再生がなされている可能性がある。刃部再生後、わずかに使用 されたと考

えられる。被加工物、使用法等については不明である。

分析No 2061(掲 6083) ヘラ状石器 (閃緑岩)図 6

背面側に礫面を残す礫端片を素材 としている。刃部は反方向に直接打撃で剥離 し、刃角が50-55度

前後になる片刃状の刃部を形成 している。低倍率の観察では、主要剥離面側の刃部縁辺および背面

側には明瞭な摩耗や微細剥離は観察されない (写真 1、 2)。

高倍率の観察では、背面側の刃部縁辺に弱い線状痕を伴 う微弱な光沢が観察される (写真 3、 5)。

他の部分でも微弱な光沢が観察される (写真 4、 6、 7)。

以上のことから、この石器は使用痕の発達度合いから使用頻度が低い可能性がある。刃部の加工を見

る限 り、刃部再生が行われた可能性は低いと考えられる。被加工物、使用法等については不明である。

分析No 2559(掲 7968) 特殊磨石 (硬質砂岩)図 7、 8

長楕円礫を素材 としている。素材礫の長軸方向の長い一側面に敲打により細長い平坦面 を作出し、
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

使用面 としている (写真 1、 2)。 細長い使用面はザラザラしてお り、摩耗 もみ られる。線状痕は明

瞭ではないが、短軸方向に見 られるようである。このザラザラの使用面の縁には剥離が伴ってお り、

使用面の作出と再生の際に形成されたものではないかと考えられる。

また、主面部には側面のザラザラの使用面の縁から対辺に欠けて部分的に線状痕を伴 う摩耗面が

見 られる (写真 3)。 線状痕は短軸方向にみられる。

高倍率の観察では、主面部によく発達 したBタ イプの使用痕光沢が観察される (写真 4、 7、 9)①

線状痕は部分的に短軸方向にみられる。正面側の剥離面内には凸部に写真 8の ような明るい平坦で

滑 らかな光沢が観察された。側面のザラザラの使用面は、表面の凹凸が激 しく、凸部に微弱な光沢

(写真 6)が観察されるが、部分的であ り明瞭な光沢は観察されない。

以上のことからこの石器は、主面部で植物質などの柔 らかいものを磨っていた可能性が高 く、対

象物が直接的に磨面に接 している使用法が考えられ、磨石のように下に石皿等があ り、石皿面 と磨

石の磨面が直接磨 りあうような使用法ではないと考えられる。

ザラザラの使用面のほうは、わずかに摩耗が伴ってお り対象物を擦っていたと推定されるが、摩

耗の程度が弱いことから石皿等の石の面 と接するような使用法ではないと考えられる。線状痕は明

瞭ではないがわずかに短軸方向にみ られることから、石器を横軸方向に保持 しながら擦っていたと

考えられる。対象物は、不明であるが摩耗の程度が弱いこと、線状痕が不明瞭であることから比較

的柔らかい物ではないかと考えられる。

分析No 1743(掲 7681)特殊磨石 (閃緑岩)図 9、 10

長楕円礫を素材 としている。素材礫の長軸方向の長い一側面に敲打により細長い平坦面を作出し、

使用面 としている (写真 1、 2)。 細長い使用面はザラザラしてお り、摩耗 もみられる。線状痕は明

瞭ではないが、短軸方向に見 られるようである。このザラザラの使用面の縁には剥離が伴ってお り、

使用面の作出と再生の際に形成されたものではないかと考えられる。

また、主面部には側面のザラザラの使用面の縁から対辺にかけて部分的に線状痕を伴 う摩耗面が

見 られる (写真 3)。 線状痕は短軸方向にみられる。

高倍率の観察では、主面部によく発達 したBタ イプの使用痕光沢が観察される (写真 5、 6、 7、 8、

10)。 線状痕は部分的に短軸方向にみられる。側面のザラザラの使用面は明瞭な光沢は観察されない。

以上のことからこの石器は、主面部で植物質などの柔らかいものを磨っていた可能性が高 く、対

象物が直接的に磨面に接 してお り磨石のように下に石皿等があ り、石皿面 との接触があるような使

用法ではないと考えられる。

側面のザラザラの使用面のほうは、明瞭な使用痕光沢や線状痕が観察されないため対象物、使用

法については不明である。 しか しながら、摩耗の程度が弱いこと、線状痕が不明瞭であることから

比較的柔らかい物ではないかと考えられる。

分析No 2510(掲 7954)特殊磨石 (凝灰岩)図 11

長楕円礫を素材 としている。素材礫の長軸方向の長い一側面に敲打により細長い平坦面を作出し、

使用面 としている (写真 1、 2)。 細長い使用面はザラザラしてお り、摩耗 もみられる。線状痕は明

瞭ではないが、短軸方向に見られる (写真 2)。 このザラザラの使用面の縁には剥離が伴っており、使

用面の作出と再生の際に形成されたものではないかと考えられる。主面部には磨面は観察されない。

高倍率の観察では、主面部および側面のザラザラの使用面には使用痕光沢は観察されない (写真 3-6)。
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以上のことからこの石器は、側面のザラザラの使用面の特徴は分析No 1743な どと同じであ り、同

じような使用法が推定される。主面部については、風化等の影響により明瞭な使用痕光沢が観察 さ

れないため不明である。

分析No 10918(掲 7837) 特殊磨石 (閃緑岩)図 12

長楕円礫 を素材 としている。素材礫の長軸方向の長い一側面に敲打により細長い平坦面を作出 し、

使用面 としている (写真 1、 2)。 細長い使用面はザラザラしてお り、摩耗 もみられる。線状痕は明

瞭ではないが、短軸方向に見 られる。このザラザラの使用面の縁には剥離が伴ってお り、使用面の

作出と再生の際に形成されたものではないかと考えられる。

また、主面部には側面のザラザラの使用面の縁から対辺にかけて部分的に線状痕を伴 う摩耗面が

見られる (写真 3)。 線状痕は短軸方向にみられる。

高倍率の観察では、主面部および側面のザラザラの使用面には使用痕光沢は観察されない (写真 4-6)。

以上のことからこの石器は、側面のザラザラの使用面の特徴は分析No 1743(掲 7681)な どと同じ

であ り、同じような使用法が推定される。主面部については、磨面 と線状痕が観察される。風化等

の影響により明瞭な使用痕光沢が観察されないため不明であるが同じような使用法 と考えられる。

分析No 10249(掲 8023)敲石 (片麻岩)図 13

素材は、歪な形の亜角礫である。全体的に風化が激 しい。正裏面に敲打痕の集中が観察される (写

真 1-4)。 正面側には縦軸方向に上下に並ぶ敲打痕の集中がある。敲打痕の分布は石器の中心から

上下に偏る位置に分布 している。裏面には敲打痕の集中が一カ所あり、中央部よりわずかに下に偏る

位置に分布 している。敲打痕の広が りは、横方向に広がるものである。敲打痕の集中部の特徴は、風

化により表面が滑 らかになりつつも、凸凹してお リーつ一つの敲打痕の集積であることがわかる。

分析No l198(掲 8105) 敲石 (花商岩)図 14

素材は、やや縦長の楕円礫である。全体的に風化が激 しい。正裏面に敲打痕の集中が観察 される

(写真 1-4)。 正裏面側には縦軸方向に上下に並ぶ敲打痕の集中がある。敲打痕の分布は石器の中

心から上下に偏る位置に分布 している。敲打痕の広が りは、横方向に広がるものである。敲打痕の

集中部の特徴は、風化により表面が滑 らかになりつつ も、凸凹してお リーつ一つの敲打痕の集積で

あることがわかる。

分析No 10715(掲 8094) 敲石 (砂岩)図 15

素材は、やや歪な形の楕円礫である。全体的に風化が激 しい。正裏面に敲打痕の集中が観察 され

る (写真 1-4)。 正裏面側には縦軸方向に上下に並ぶ敲打痕の集中がある。敲打痕の分布は石器の

中心から上下に偏る位置に分布 している。敲打痕の広が りは、横方向に広がるものである。敲打痕

の集中部の特徴は、風化により表面が滑 らかになりつつ も、凸凹してお リーつ一つの敲打痕の集積

であることがわかる。

分析No 2238(掲 7910) 多面体敲石 (疑灰岩)図 16

素材は、歪な形の楕円礫である。手の平の中に収まる程の大 きさである。素材の角の部分 を敲打

し、敲打面を形成 している (写真 1-4)。 この敲打面が複数面形成 されている。敲打面の特徴 は、
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平坦面 を形成 してお り、一つ一つの敲打痕が見 られるが敲打の進行 によ り敲打痕が潰れて滑 らかに

なっている部分がある。 また、写真 1は長期 間の使用 による手ズ レ痕の可能性がある。 自然面の部

分 も相当 に摩耗 してお り、手ズ レによる影響 と考 えられる。図22は 、 この敲 き石の持 ち方 を復原 し

たものであるが、上記の摩耗部はち ようど保持 したときに指が当たる部分であることがわかる。

対象物は、石であると推定される。図22は 、剥片石器の製作に使用された実験敲石である。実験

者は、太田圭郁氏で 5年ほど使用したものである。その間にサヌカイトの原石 ,100kg程度を剥片剥

離したものである。分析No 2238(掲 7910)の 敲打面と比較すると非常によく似ていることがわかる。

やはり、敲打の進行により敲打痕が潰れ滑らかになっている様子がうかがえる。このことから分析

No 2238も 石の敲きに使用されたものと考えられる。

分析No l1211(掲 8064)多面体敲石(閃緑岩)図 17

素材は、楕円礫である。手の平の中に収まる程の大きさである。素材の上下端部側に縁辺に沿って

斜面が形成されるような敲打面が形成されている。傾斜角度は60度前後である。この敲打面が複数面

形成されている。敲打面の特徴は、平坦面を形成しており、一つ一つの敲打痕が見られるが敲打の進

行により敲打痕が潰れて滑らかになっている部分がある (写真 5)。 また、側面にも浅 く内湾する敲

打面が形成されている。敲打面の潰れは上下の敲打面よりも程度が弱いものである (写真 1)。

対象物は、分析No 2238(掲 7910)と 同じように石であると推定される。

分析h ll139(掲 7920)扁 平礫 (砂岩) 図18

素材は、扁平礫であり断片資料である。表裏に摩耗がみられるが低倍率の観察では、斑晶の摩滅

や線状痕がなく、人為的な磨面が観察されない (写真 1-4)。 このことから観察される摩耗につい

ては自然摩耗であると考えられる。

ま と め

今回の分析結果から石器に観察される主要な使用痕の特徴が明らかとなった。以下、器種ごとに

使用痕の特徴および使用法について箇条書 きで挙げていきたい。

(ヘ ラ状石器 )

・礫面側 (背面側)の刃部縁辺にわずかな摩耗 と刃部に直交する線状痕がみられる。

・主要剥離面側にみられる刃部には、微細剥離がわずかに見 られる。

・刃部の使用痕光沢は、微弱なものが多いが、 1点だけEタ イプに類似する光沢が見 られる。

・復原される使用法は、スクレイピングが推定される。

・対象物は、柔らかいものであると推定される。

(特殊磨石 )

・側面の細長いザラザラの使用面には、敲打痕 とわずかに摩耗がみられ、明瞭ではないが、短軸方

向に線状痕がみられる。

・主面部には、磨面が形成され、短軸方向の線状痕とBタ イプの使用痕がみられる。

・復原 される使用法は、ザラザラの使用面を使用する場合は図19の左側の写真のように保持 し前後

に動かす動作で、主面部を使用する場合は、図19の 右側の写真のように保持 して前後に動かす動作

が復原される。
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11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

・対象物は、ザラザラの使用面 と主面部を使用する場合 とも柔 らかいものが推定される。磨ってい

る状況は、対象物 とのみ接触 してお り、磨石 と石皿のセッ ト関係のように対象物を挟んで、お互い

の石材面 どうしも磨 り合うようなものではないと考えられる。

(敲石)

・主面部の敲打痕は一つ一つの敲打痕の集積によって形成されている。

・敲打痕の集中は、縦軸方向の対称軸線上に石器中央部から上下にやや偏った位置に分布する。

・敲打痕の広がりは横軸方向に広がり、縦軸に対してやや斜めに傾 く傾向がある。

・復原される使用法は、図20の ように保持し、斜め前方に振 り抜 くような敲き方をしていたと推定

される。

・対象物は、敲打痕の特徴からクルミなどの先端が尖ったものであると推定される。図21は クルミ

の打割実験をおこなった敲石である (池谷2003)。 400個 ほど割った後の敲打痕の特徴は、石器中央

部からやや上に偏る位置に集中部が形成され、一つ一つの敲打痕が明瞭であり、横軸方向に広がつ

ているのがわかる。

(多面体敲石)

・端部に平坦な敲打痕面が形成されている。

・敲打痕は敲打が進行 し、潰れがみられ凸部が摩耗している。

・復原される使用法は、図23の ように保持し、上下に運動させて対象物を打撃していたと考えられる。

・対象物は、敲打痕の状態から石であると推定される。図22は剥離実験用の敲石であるが、敲打面

が形成され、敲打の進行により敲打痕が潰れて摩耗 している状況である。観察資料と同じ敲打面の

状況を呈している。

以上のように使用痕の特徴を個別に観察し、特徴を把握 していくことで遺跡内でどのような使用

痕が主体であり、どういう使用痕が少ないのか明らかにしていければ、遺跡内の活動内容がより具

体的に復原できるのではないかと考えられる。

本遺跡は、縄文前期から中期にかけての遺跡であり、北東北の円筒式上器と南東北の大木式上器

の両方が出土 しており、両方の土器文化圏の境界にあたる。このような遺跡の内容を詳細に分析す

ることで円筒式土器文化と大木式土器文化の石器の内容に違いがあるのかないのかという点が明確

になっていくことだろう。今後、本遺跡での石器群の全体的な使用痕の内容把握が重要になってい

くと思われる。
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属性表

図版番号・掲載番号 分析h 器種 石材 素材形態 残存度 使用痕 所  見 重さ(g)

1

7040

6632 ヘラ状石器 チャー ト 礫端片 完形 微細剥離、摩耗、線状痕、

Eタ イプ類似

背面側の刃部縁辺に線状

痕を伴う、Eタ イブ類似

の光沢が見られる。主要

剥離面側の刃部に微細剥

離

223

2

723ユ

5010 ヘラ状石器 チャー ト 礫端片 完形 微細剥離、摩耗、線状痕、

微弱光沢

背面側の刃部の縁辺にわ

ずかに摩耗。主要剥離面

側の刃部に微細剥離

3

6082

2032 ヘラ状石器 凝灰岩 礫端片 完形 微細剥離、摩耗 背面側の刃部の縁辺にわ

ずかに摩耗。主要剥離面

側の刃部に微細剥離

4

6166

11372 ヘラ状石器 硬質砂岩 礫端片 完形 微細剥離、摩耗、線状痕、

微弱光沢

背面収Iの刃部縁辺に弱い

線状痕と微弱光沢

5

6299

11493 ヘラ状石器 硬質砂岩 礫端片 完形 微細剥離、摩耗 背面側の刃部縁辺に弱い

線状痕と微弱光沢

792

6

6083

2061 ヘラ状石器 閃緑岩 礫端片 完形 微細剥離、摩耗、線状痕、

微弱光沢

背面側の刃部縁辺に弱い

線状痕と微弱光沢

7、  8

7968

特殊磨石 硬質砂岩 長楕円礫 完形 摩耗、線状痕、Bタ イプ 主面部にBタ イプの使用

痕光沢と線状痕

6587

9、  10

7681

1743 特殊磨石 閑緑岩 長楕円礫 完形 摩耗、線状痕、Bタ イプ 主面部にBタ イプの使用

痕光沢と線状痕

5558

11

7954

2510 特殊磨石 凝灰岩 長楕円礫 完形 摩耗、線状痕 主面部に摩耗と線状痕 4625

12

7837

10918 特殊磨石 凝灰岩 長楕円礫 完形 摩耗、線状痕 主面部に摩耗と線状痕 7041

13

8023

10249 敲 石 片麻岩 歪な楠円礫 完形 敵打痕 主面部に敲打痕の集中 3522

14

8105

敲石 花筒岩 楕円礫 完形 蔽打痕 主面部に敲打痕の集中 4408

15

8094

10715 敲石 砂岩 歪な楕円礫 完形 敲打痕 主面部に蔽打痕の集中 3172

16

7910

2238 多面体敲石 凝灰岩 歪な楕円礫 完形 敲打痕 敲打面が複数形成、手ズ

レの痕跡がみられる

3395

17

8064

11211 多面体敲石 凝灰岩 楕円礫 完形 敲打痕 敲打面が複数形成 3691

18

7920

11139 扁平礫 砂岩 扇平礫 断片 な し 使用痕は観察されない 3072

Ⅵ 力持遺跡分析関係
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11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

4 3

掲載Nα 7040 s=2/3

1 裏面刃郡拡大、微細剥離と摩耗

2 正面刃郡拡大、微細剥離と摩耗 3 摩耗光沢と線状痕

摩耗光沢 5 摩耗光沢

7 微弱光沢
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第 1図 ヘラ状石器の低・高倍率観察 *数字の天地が写真の天地に対応



-   1渇

載 Nα 7231 s=2/3

6 摩耗光沢

。高倍率観察

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-487-

I 裏面刃部拡大、微網剥離と摩耗 正面刃部拡大、微細剥離と摩耗

3 摩耗光沢と線状痕

第 2図 ヘラ状石器の低



11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

縁辺の摩耗

6 縁辺の摩耗

掲載 Nα 6082 s=2/3 1 裏面刃部拡大、縁辺摩耗

3 使用疫光沢なし

5 使用痕光沢なし

7 使用痕光沢なし

第 3図 ヘラ状石器の低・高倍率観察    *数字の天地が写真の天地に対応
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

掲載 Nα 6166 s=2/3

*数字の天地が写真の天地に対応

-489-

1 裏函刃部拡大

6 微弱光沢

第 4図 ヘラ状石器の低・高倍率観察



n 力持遺跡出土石器の使用痕分析

掲載叱 6299 s〓 2/3

5 使用痕光沢なし

1 裏面刃部拡大

4 使用痕光沢なし

-490-

第 5図 ヘラ状石器の低・高倍率観察 *数字の天地が写真の天地に対応



掲載 Nα 6083 s=1/3

5 微弱光沢

7 微弱光沢

・高倍率観察

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-491-

, 正面刃部拡大

3 微弱光沢

第 6図 ヘラ状石器の低



■ 力持遺跡出土石器の使用痕分析

掲載 Nα 7968 s!1/3

2 写真1の拡大

主面部の磨面拡大

l 側面のザラザラの使用面拡大

4 Bタ イプの使用痕光沢

-492-

第 7図 特殊磨石の低 。高借率観察 *数字の天地が写真の天地に対応



5 使用痕光沢なし

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-493-

6 微弱光沢

7 Bタイプ使用痕光沢

9 Bタイプ使用痩光沢 iO 使用痕光沢なし

第 8図 特殊磨石の低・高倍率観察



11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

掲載Nα 7681 s=1/3

側面のザラザラの使用画拡大

3 主函部の磨面拡大

-494-
第 9図 特殊磨石の低 。高倍率観察 *数字の天地が写真の天地に対応



5 Bタイプの使用痕光沢

8 Bタイプ使用痕光沢と線状痕

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-495-

6 Bタイプの使用痕光沢と線状痕

7 Bタイプ使用痕光沢と線状痕

9 使用痕光沢なし 10 8タ イプ使用痕光沢と線状疫

第10図 特殊磨石の低・高倍率観察



11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

3 使用痕光沢なし

5 使用痕光沢なし

掲載 Nα 7954 s=1/3

2 写真 1の拡大、摩耗と線状痕

6 使用痕光沢なし

第11図 特殊磨石の低・高倍率観察    *数 字の天地が写真の天地に対応

I 側面のザラザラの使用面拡大

4 使用痕光沢なし
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掲載 Nα 7837 s=1/3

Ⅵ 力持遺跡分析関係

2写 真1の拡大

4 使用疲光沢なし

6 使用痕光沢なし

局倍率観 察     半数字の天地が写真の天地に対応

-497-

側面のザラザラ

3 主面部の磨面拡大

5 使用痕光沢なし

第12図 特殊磨石の低・



11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

正面敲打痕大

掲載 Nα 8023 s=1/3

2 写真 1敲打痕の拡大

3 裏面敲打痕の拡大

蘊
一Ｌ

雲

4 写真3敲打痕の拡大
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第 13図  敲石の低倍率観察 *数字の天地が写真の天地に対応



掲載 Nα 8105 s=1/3

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-499-

1 正面敲打痕大 2 写真I敲打痕の拡大

3 嚢面敏打痕の拡大 4 写真3敲打痕の拡大

第14図 敲石の低倍率観察



写真3敲打痕の拡大

掲載NQ8094 s=1/3

11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

裏面敲打痕の拡大

2 写真l敲打痕の拡大I 正面敲打痕大

半数字の天地が写真の天地に対応第 15図 敲石の低倍率観察
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]正 面敲打痕と摩耗

掲載 Nα 7910 s=1/3

下端部側敲打痕

Ⅵ 力持遺跡分析関係

*数字の天地が写真の天地に対応

-501-

2 上端部敲打痕と摩耗の拡大

3 止端郡敲打痰の拡大

第 16図  多面体敲石の低倍率観察
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野ゝ
  ォ

11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

4 下見敲打痕の拡大

掲載 Nα 8064 s=1/3

5 写真4の敲打痩拡大

第17図 多面体敲石器の低倍率観察    *数 字の天地が写真の天地に対応

1 側面の敲打痕拡大
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Ⅵ 力持遺跡分析関係

掲載 Nα 7920 s=1/2

2 正面拡大

4 裏面拡大

第18図 扁平礫の低倍率観察 *数字の天地が写真の天地に対応

-503-

1 正面拡大



1 

ザラザラの使用面を使用した場合

11 カ持遺跡出土石器の使用痕分析

第 19図 特殊磨石の持ち方復原

第20図 敲石の持ち方復原

主画部の磨面を使用した場合

オニグルミ (鋭く堅い尖頭部をもつ)

-504-

第21図  クルミとクルミ割り実験石器 (敲打痕が集中し横軸方向に連続 している)



剥離実験用敲石 (珪質凝灰岩)

第22図  実験敲石の使用痕

Ⅵ 力持遺跡分析関係

上端部敲打痕、よく打撃される端部のほうは敲打痕が潰れている
(破線より上側の部分)

破線の部分
`こ

摩耗が顕著である。保持 した際にちょうど

指があたる部分と一致する

第23図 多面体敲石の持ち方復原
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12 カ持遺跡出土動物遺存体について

12 カ持遺跡出土動物遺存合について

熊谷 賢 (陸前高田市海と貝のミュージアム)

今回の力持遺跡の発掘調査で出土 した動物遺存体は1000点 を超える。これらの中から同定に有効

な特徴 を残す破片について種同定を行った。種同定できたのは腹足綱 8種、二枚貝綱 3種、甲殻綱

2種、ウエ綱 1種、軟骨魚綱 6種、硬骨魚綱13種、両生綱 1種、鳥綱 1種、哺乳綱 7種の計42種約

800点 である。多 くが受熱のため白色化 した細片であった。出土内容については表に示 した。以下分

類に従ってその概要について触れる。

軟 体 動 物 門

腹足綱 8種 (う ち 2種は陸産種 )、 二枚貝綱 3種が出土 している。食用 とならない微小な陸産種を

除 くと、すべて岩礁性の貝類である。砂泥底性種の出土は見 られない。最小個体数から見た組成で

はこれら貝類が全体の560/0強 を占めるが個体数は多いとは言えず、貝類全体では、ムラサキインコが

70%弱 (最小個体数133個体)を 占める。遺構別出土状況を見ると、B Ⅱ u21土坑 8号 とCⅢ cl住

居跡 1号からの出土が非常に目立ち、他の種についてもこの 2つの遺構からの出土が多 く見られた。

ムラサキインコは、潮間帯の岩礁に足糸で付着 し、二枚貝床を形成する種であ り中沢浜貝塚に代

表されるような岩礁性貝塚などでは出土する貝類の主体的な位置を占める。これは潮間帯に二枚貝

床を形成するため比較的容易に採集することができるためと考えられる。一方、近縁種であ り、ム

ラサキインコより大型で肉量の多いイガイは、垂直分布においてムラサキインコよりも分布範囲が

広 く、その多 くは潮下帯に生息 してお り、採集はやや難 しいため個体数はムラサキインコよりも少

ない傾向がこれまでの多 くの貝塚の調査結果から見 られる。力持遺跡においても出土 した貝類の中

で 2番 目に出土数の多いイガイは25イ団体 とムラサキインコの約五分の一であった。

ムラサキインコは、中沢浜貝塚の例で見ると岩礁からヘラ状のものを利用 してブロックのまま採

集されているものと思われる。ブロックで採集されたムラサキインコには、二枚貝床中に含まれる

同種の幼貝や殻表に付着 しているヒメコザラなどの小型のカサガイ類などが含まれてお り、これら

が比較的多 く出土する。今回出土 したムラサキインコは明らかに幼貝である個体は 1点のみであっ

たが、最も出土数の多いB Ⅱ u21土坑 8号の個体を見ると、殻高が6.2～ 44.311ulと かなりのばらつきが

見 られている。このようなばらつきから見ると、ムラサキインコを主体 とする他の岩礁性貝塚同様、

力持遺跡においてもブロックで採集 し、遺跡内に持ち込んだものと推測できる。また、表面が磨耗

した り、破砕 しているためユキノカサ科の一種 としたものには、ヒメコザラと思われる個体 も含ま

れていた。

ムラサキインコを主体 とする貝塚では、その足糸間に生息する殻長 241mほ どのチリハギガイが見

られる。チリハギガイは潮間帯中下部に生息するムラサキインコの足糸間に生息 してお り、採集 し

たムラサキインコを観察すると、 1個体に多いもので約20イ団体ほどが足糸間に生息 している。 した

がって、ブロックでムラサキインコを採集 した場合、単純に考えるとムラサキンコの個体数をはる

かに上回る個体数のチリハギガイが含まれていることになる。 しか し、ムラサキインコをブロック

のまま煮ると開いた貝の中にブロックに含まれていた細かい貝の破片などと共にチリハギガイが入

り込み、非常に食べにくい状態 となる。 したがって、ムラサキインコはブロックで採集 したのち、

足糸を外すなどの処理が必要であり、処理を行 うことで足糸と共にチリハギガイは除去される。本

遺跡からは、このチリハギガイの出土はなく、このような処理が行われていた可能性を示唆 してい
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るものと思われるが、ムラサキインコの出土数が少ないため推測の域を脱 しない。

腹足綱 (巻貝)については、陸産種を除 くと、わずかに 6種が出土 しているのみで、軟体動物全

外の15%と 少ない。ムラサキインコを主体 とする貝塚では定呑 とも言えるエブアワビ、クボガイ、

チヂミボラ、レイシガイが出土 しているが、出土数は非常に少なく、タマキビ、イボニシなどは出

上 していない。 したがって、軟体動物に関しては、岩礁性二枚貝、特にもムラサキインコを選択的

に採集 していたものと思われるが、遺構別の出土状況を見るとB Ⅱ u21土坑 8号から集中的に出土

している。               ‐

節 足 動 物 門

甲殻綱のチシマフジツボ、アカフジツボの 2種が出上 している。チシマフジツボは、寒流域に生

息する種で岩礁部の潮間帯に普通に見 られる種であり、ムラサキインコのブロックと共に遺跡内に

搬入された可能性が高い。アカフジツボは、外海の低潮線以下から陸棚の岩礁、または、船底、養

殖用の浮標などに付着 してお り、岩礁部の潮間帯ではほとんど目にすることはない。 したがって、

その採集場所は不明である。個体数的にはチシマフジツボが46個合、アカフジツボが 4個体 と少な

い。ムラサキインコ同様 B Ⅱ u21土坑 8号から集中的に出土 している。

棘 皮 動 物 門

ウニ綱の棘片 1点のみがB Ⅱ u21土坑 8号 より出土 している。小破片であるためオオバフンウニ

科の一種に留めたが、キタムラサキウエのものと思われる。最小個体数の算定に有効な顎骨、中生

骨、上生骨などの出土はなく、殻板の出土 も見られなかった。

脊 索 動 物 門

脊索動物は、CⅢ cl住居跡 1号 -la層 出土資料を除 くと、その多 くが受熱による色調変化が

見 られ、白色化 している。また、貝類がB Ⅱ u21土 坑 8号から集中的に出土 しているの対 し、脊索

動物はCⅢ cl住居跡 1号から比較的まとまって出土 しているが、全体的には特定の遺構からの集

中した出土は見られない。

(1)軟 骨 魚 綱

ホホジロザメ、アオザメ、ネズミザメ科の一種、ホシザメ属の一種、ツノザメ科の一種 (ア ブラ

ツノザメ ?)、 エイロの一種の 6種が出上 している。ホホジロザメ、アオザメは歯のみ、その他は椎

骨のみである。歯はすべて歯根部を欠 き、歯冠部のみである。 C Ⅱ d24住居跡 2号 -la層 出上の

ホホジロザメの歯は、全体に磨耗が顕著であり、装飾品としての利用 も考えられる。アオザメの歯

も装飾品としての利用 も考えられるが歯根部を欠いているため不明である。

(2)硬 骨 魚 綱

13種が出上 している。最小個体数の多い種はカツオが15個 体 と全体の 3割強を占める。次いでア

イナメ属の一種、タイ科の一種 (マ ダイか ?)が 6個体、ソウダガッオ属の一種 5個体、フサカサ

ゴ科の一種 4個魯である。個体数的には、多 く出土 しているようにも解釈できるが、各部位骨の出

土数は少なく、ほとんどが脊椎骨であ り、内臓骨の出土は少なかった。特に、カツオについては、

尾椎骨の尾柄部の出土が若干目に付いた。

この他、アナゴ科の一種、マイワシ、カタクチイワシ、サケ属の一種、ブリ属の一種 (椎骨の大

きさからイナダ大の個体と推定される)、 マダイ、ウミタナゴ、サバ属の一種が出上 している。
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(3)両 生 綱

CⅢ a2住居跡 4号炉内の埋設土器よリアカガエル科の一種の右寛骨が 1点出土している。受熱

により白色化している。今回の調査での両生綱の出土はこの 1点のみである。

(4)鳥   綱

キジ科の一種のものが 3点出上している。B Ⅱ t22住居跡 1号焼± 1よ り左中足骨遠位端が 1点、

同埋土下位より右尺骨遠位端 1点、B Ⅱ v23住居跡 1号埋土中位より趾骨 1点である。すべて受熱

により白色化している。この他に趾骨、都位不明の小破片が若干出上しているが、種同定には至ら

ず、種不明とした。

(5)哺  乳 糸岡

7種が出上している。受熱により白色化した小破片が多い。最小個体数はニホンジカ20イ固体 (う

ち若い個体 2個体)、 イノンシ7個体 (う ち若い個体 2個体)、 ムササビ2個体、ノウサギ ?、 ネズ

ミ科の一種、イヌ科の一種、クジラロの一種がそれぞれ 1個体である。表中の哺乳綱種不明の部位

不明の獣骨とした資料は、ほとんどがイノンシあるいはニホンジカの四肢骨の骨幹部破片と思われ

る。各部位骨の出土数は複数の部位が出土しているものは、出土量の多いイノシシ、ニホンジカで

あり、その他の種については、 1点 のみのものが多く、量的に非常に少なく、小破片がほとんどで

ある。

力持遺跡出土動物依存体種名一覧

軟体動物門 MOLLUSCA
腹足綱 GASTROPODA

カサガイロ PATELLOGASTROPODA
ユキノカサ科 Lottiidae

カモガイ とοιtt Jors口οsa rGouF砂

ユキノカサ科の一種 Lotiidae gen.et sp.indeto                  i
古腹足目 VETIGASTROPODA

ミミガイ科 HaliOtidae

エゾアワビ Httiott rNOr」。施,五露ysね attar ln。

ニシキウズガイ科 TrOchidae

クボガイ 働 forOstoma施説たer Tapparone― Ctte2

新腹足目 NEOGASTROPODA
アッキガイ科 Muricidae

チデミボラ NtteFFa Fttβ

`G口

勧り

レイシガイ η蛯た rRer説ヵ,bronnf rDynた cr9

柄限目 STYLOMMATOPHORA
オカクチキレガイ科 Subulinidae

オカチョウジガイ スFFopeas breviψ ira(PILSBRY&HIRASE)

パツラマイマイ科 Discidae

パツラマイマイ D'scus pavper ttOυZjり

二枚貝綱 BIVALVIA
イガイロ MYTILOIDA

-508-



イガイ科 Mytilidae

イガイ科の一種 Mytilidae gen.et sp.indet.

イ ラゲ イ  リ する 口 GοrLESCLIS GOuFご

ムラサキインコ Septtr Иrgatus`N掩騨 2塑 ,

節足動物門 ARTHROPODA
甲必跡岡 CRUSTACEA

完胸 目 THORACICA
ムカシフジッボ科  Archaeobalanidae

チシマフジツボ Semゴわ江盟ys∽rFOSuS ttallas'

フジツボ科 Balanidae

アカフジッボ 肋晩築励 yS rOsa ttrsゎっリ

棘皮動物門 ECHINODERMATA
ウニ綱 ECHINOIDEA
ホンウニロ ECHINOIDA

オオバフンウニ科 StrOngylocentroidae

オオバフンウニ科の一種 StrOngylocentrotidae gen.et sp.indet.

脊索動物門 VERTERATA
軟骨魚綱 CHONDRICHTHYES

ネズミザメロ LAMNIFORMES
ネズミザメ科 Lalnnidae

ホホジロザメ 働 rcharo」on∽rc脆節as(Linnaeus)

アオヨデメ  ぬurys 3可r�ChLIS Rガれesαre

ネズミザメ科の一種 Lamnidae gen.et sp.indet.

メジロザメロ CARCHARHINIFORMES
ドチザメ科 Triakididae

ホシザメ属の一種 ? MLESteFus sp.れ Jeよ 7

ッノザメロ SQUALIFORMES
ッノザメ科 Squalidae

ッノザメ科の一種 Squalidae gen.et sp.indet.

エイロ RA」IFORMES
エイロの一種 Raiiformes fam.indet.

硬骨魚綱 OSTEICHTHYES
ウナギロ ANGUILLIFORMES

アナゴ科 Congridae

アナゴ科の一種 Congridae gen.et sp.indet.

ニシンロ CLUPEIFORMES
ニシン科 Clupeidae

マイワシ arttnops meFanos捷と口s rTem盟れ孟 eι Sc打3S

カタクテイワシ科  Engraulidae

カタクテイワシ Engraytt」aponたws rroyどどVyn'

Ⅵ 力持遺跡分析関係
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12 カ持遺跡出土動物遺存体について

サケロ SALMONIFORMES
サケ科 SalmOnidae

サケ属の一種 On∞れ/nttus sp.indet.

カサゴロ SCORPAENIFORMES
フサカサゴ科 Scorpaenidac

フサカサゴ科の一種 Scorpaenidae gen.et sp.indet,

アイナメ科 Hexagrammidae

アイナメ属の一種 且甑attaロロοs spれごet

スズキロ PERCIFORMES
アジ科  Carangidae

ブリ属の一種 SeriOla spれ がeι

タイ万斗 Sparidae

タイ科の一種 Sparidae gen,et sp.indet.

マダイ Pagrus口agor(Tamminck et Schlegel)

ウミタナゴ科 Embiotocidae

ウミタナゴ科の一種 Embiotocidae gen et sp.indet.

■トバ不半  Scornbridae

サバ属の一種 髭ο阿わer sp.indet.

ソウダガツオ属の一種 Ayズfs sp.indet.

カツオ KattЫ voEaVS peFamる (Linnaeus)

両生綱 AMPHIBIA
カエアレロ ANURA

アカガエル科 Ranidae

アカガエル科の一種 Ranidae gen,et sp.indet.

鳥糸岡 AVES
キジロ GALLIFORMES

キジ科  Phasianidae

キジ科の一種 Phasianidae gen.et sp.indet.

哺乳綱 MAMMALIA
ウサギロ LAGOMORPHA

ウサギ科 Leporidae

ノウサギ ?  LepLIS bra説ァyrys Temminck?

ネズミロ (薯歯目)RODENTIA
リス科  Sciuridae

ムササビ PettLErFS物 んycogenys Temminck

ネズミ科 Muridae

ネズミ科の一種 Muridae gen.et sprindet.

食肉目 CARNIVORA
イヌ牙斗 Canldae

イヌ科の一種  Canidae gen.et sp.indet.
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偶蹄目 ARTIODACTYLA
イノンシ科 Suidae

イノシシ Sys scrora Linnacus

シカ科 Cer�dae

ニホンジカ GttyIIs mppon Temminck

クジラロ CETACEA
クジラロの一種.Ce協∝a fammdet.

参考支献

半分頚は岩波生物学辞典第4版に従い、種名の記載、配列については、以下の図鑑を参考とした。

岡田 要 1065   F新 日本動物図鑑上巻J北降館

岡田 要 1965  「新日本動物図鑑中巻』北隆館

岡田 要 1965  『新日本動物図鑑下巻』北―隆館

東 正雄 1995  「原色日本陸産貝類図鑑増補改訂版』保育社

肥後・後藤 1998 『日本及び周辺地域産軟体動物総目録エエル只類出版局

中坊徹次 1993  『日1本産魚類検索―全種の同定―』東海大学出版会

西村三郎 1992  「原色検索日本海岸動物図鑑 [I]』 保育社

西村三郎 1995  『原色検索日本海岸動物図鑑 [Ⅱ ]』 保育社

同部 永 1995  『日本の哺乳類』東海大学出版会

奥谷喬司 2000  『日本近海産貝類図鑑』東海大学出版会

内山りゆう 2002 『決定版日本の両生爬虫類』平凡社

VI 力持遺跡分析関係
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第 1表 力持遺跡動物遺存体出土数表

出土地点 層  位 分類 種   名 部   位 教 色 調 備 考

1 B Ⅱ dXl住居跡1号 坦上下位 哺乳綱 ニホンジカ 種子骨 白色

2 BⅡ t22イ主居跡2～ 4号 埋土中 「南予し類 イノシシ 第3 第4末節骨遠位端 灰白色 PP291

3 B Ⅱ t22住居跡2～ 4号 埋土中 Π甫予L類 ムササ ビ ? 基節骨 白色 PP291

4 B Ⅱ t22イ主居跡2～ 4号 埋土中 硬骨魚綱 カツオ 尾 椎 白色 PP303

5 B Ⅱ t22住居跡2～ 4号 埋土中 硬骨魚綱 タイ科の一種 歯 白色 PP303

6 B Ⅱ t22住居跡1号 埋土中 哺乳綱 イヌ科の一種 距骨 (R) 白色

7 B I t22住 居跡 1号 狸土 中 硬骨魚綱 サバ属の一種 尾椎 白色

8 B I t22住居跡1号 焼± 1 鳥綱 キジ科の一種 中足骨遠位端 (L) 白色

9 BI t22住 居跡 1号 焼±2 硬骨魚綱 種不明 腹椎片 白色

BI t22住 居跡1号 焼±3 「南ラL和可 イヌ科の一種 中手・中足骨遠位端 白色

B Ⅱ t22住居跡1号 2層 (焼土範囲の北側) 鳥綱 種不明 j7■ 骨 白色

B I t22住 居跡1号 床下 硬骨魚綱 種不明 椎骨片 白色

3 B I t22住 居跡1号 埋上下位 鳥綱 種不明 部位不明の鳥青片 2 白色

B Ⅱ t22住居跡1号 埋上下位 鳥綱 キジ科の一種 尺骨遠位端 (R) 白色

5 B I t22住居跡1号 埋上下位 軟骨魚綱 アオザメ 歯 白色

7 B Ⅱ t22住居跡1号 埋上下位 軟骨魚4Π サメ類 椎骨片 白色 ネズミザメ科?

B Ⅱ t23住居跡1号 埋土中位 硬骨魚綱 カッオ 尾 椎 白色

B Ⅱ t25住居跡4号 埋土中 硬骨魚綱 カツオ 尾椎 3 白色 PPl

B I t25住居跡4号 埋土中 硬骨魚綱 種不明 方骨 (L) 1 白色 PPl

B I u21住居跡1号 3層 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 腹椎 2

B Ⅱ u21住居跡1号 3層 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 尾 椎 2

B Ⅱ u24住居跡l号 埋土中 軟骨魚綱 サメ類 椎骨 l 白色 ネズミザメ科?

B Ⅱ u24住居跡l号 床 面 直 上 硬骨魚綱 カッオ 腹 椎 l 白色

B Ⅱ u24住居跡1号炉 炉内埋土 Π南乳類 ニホンジカ 庇角片 3 白色

B]u24住居跡1号炉 炉内埋土 軟骨魚綱 アオザメ 歯 l 黒色

B Ⅱ u24住居跡2号 埋上下位 Π南▼L糸同 ニホンジカ 鹿角片 1 白色

B Ⅱ u24住居跡2号 埋土中位 軟骨魚綱 ホホジロザメ 歯 1

B Ⅱ u24住居跡2号 6層 Π南子L糸同 ニホンジカ 鹿角片 4 白色 細片

B I u24住居跡2号炉 炉内埋土 呼言▼し糸岡 ニホンジカ 第2 第5末節骨 ユ 白色

B Ⅱ u24住居跡2号 床面直上 呼言子と糸岡 ニホンジカ 種子骨 ユ 白色

B Ⅱ v23住居跡1号 埋土中 硬骨魚綱 カツオ 尾 椎 2 白色 尾柄部

B Ⅱ v23住居跡1号 埋土中位 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 1 白色 尾柄部

B Ⅱ v23住居跡1号 埋土中位 ′鳥卒岡 キジ科の一種 趾 骨 ユ 白色

B Ⅱ v24住居跡1号 埋土上位 ‖南▼し和可 種不明 部位不明の獣骨片 2 白色

B I v24住居跡1号 床面直上 H市乳綱 ニホンジカ 大腿骨近位端 (R)

B Ⅱ v24住居跡1号 床面直上 H南乳綱 ニホンジカ 大腿骨遠位端 (L) 内側穎

B I v24住居跡1号 床面直上
'甫

▼し和可 ニホンジカ 寛骨中間部 (L) 寛骨臼部

B I v24住居跡1号 床面直上
'甫

▼しniH イノシシ 距骨 (R)

B I v24住居跡1号 埋上下位
'市

▼し率Π ニホンジカ 寛骨中間部(L) 寛骨臼

B Ⅱ v24住居跡1号 埋上下位 「南乳綱 イノシシ 歯片 細 片

B I v24住居跡1号 南壁際土 I甫▼し糸同 ニホンジカ 鹿角片 角座骨残存

B I v24住居跡1号 南壁際土 H甫▼し率同 ニホンジカ 中足骨中間部

B I w20住居跡2号 炉直上埋土 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 腹椎

BⅢ t2住居跡 号 3層 H南▼L糸同 ニホンジカ 第3・ 第4基節骨近位端 白色

BⅢ t2住居跡 号 埋上下位 H甫▼と和司 ニホンジカ 第3 第4中 節骨近位端 白色

BⅢ t2住居跡 号 埋上下位 哺乳綱 ニホンジカ 庇角片 白色 擦痕あり

BⅢ u2住居跡 口〓 埋土中 腹足綱 テデ ミボラ

BⅢ v2住居跡 号 炉 炉内 硬骨魚fF4 タイ科の一種 歯 白色 臼歯状歯

BⅢ v2住居跡 号 床面直上 (3層 ) ]甫▼L和可 イノシシ 第2・ 第5末節骨 白色 幼 獣

BⅢ w3住居跡 号 埋土上位 腹足綱 エゾアワビ

BⅢ w3住居跡 号 埋土上位 二枚貝綱 イガイ 左殻

BⅢ w3住居跡 号 埋土上位 二枚貝綱 イガイ 右殻

BⅢ w3住居跡 号 埋土上位 腹足綱 カモガイ 2

BⅢ w3住居跡 号 埋土上位 呼打▼L糸同 イノシシ 下顎第1切歯(R) ユ

BⅢ xl住居跡 号 3層 哺乳綱 ニホンジカ 鹿角片 (骨 角器) ユ 白色 ヘラ ?
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出土地点 層  位 分類 種  名 部  位 数 色調 備 考

B tt x2住居跡1号 埋土上位 蔓脚亜綱 アカフジツボ 殻 板 2

BⅢ x2住居跡1号 床面 H南▼し率Π ニホンジカ 中足骨中間部 ユ 白色

BⅢ x2住居跡1号BB'ベ ルト l層 H南▼し率同 ニホンジカ 鹿角片 l 白色

BⅢ x2住居跡1号 埋土中位 H甫▼し糸同 ニホンジカ 鹿角片 2 白色

C I a23住居跡 百万 坦上下位 硬骨魚綱 フサカサゴ科の一種 尾 椎 l 白色

C Ⅱ a23住居跡1号 埋上下位 秋骨魚綱 ツノザメ科の一種 椎骨 1 白色 7ブラツノザメ?

C Ⅱ a23ti居 跡 号 埋土中位 硬骨魚綱 カッオ 尾 椎 l

C Ⅱ a23住居跡l号 埋土上位
'市

▼し率Π 種不明 部位不明の獣骨 1 白色

C I a23住居跡1号PP67 埋土中
'市

乳綱 イノシシ け,骨遠位端(L)骨 端未癒 1 白色 若い個体

67 C Ⅱ b23住居跡2号炉 炉内埋設土器 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 尾椎 1 黒色

C Ⅱ b23住居跡4号 焼 土 軟骨魚綱 サメ類 椎骨片 1 白色 ネズミザメ科?

C Ⅱ b24住居跡1号 2層 岬富▼し率Π クジラロの一種 部位不明 1 白色 小骨片

C Ⅱ b24住居跡1号 埋上下位 硬骨魚綱 タイ科の一種 歯 1 臼歯状歯

C Ⅱ b24住居跡 1号 坦上下位 軟骨魚綱 ホホジロザメ 歯 1

C Ⅱ b24住居跡l号 坦上下位 鳥綱 種不明 部位不明の鳥骨片 上 白色

C I c231■ 居跡l号 床面直上 呼富▼LttΠ ニホンジカ 鹿角 (骨角器 ?棒状 ) 上 白色 棒状角器 ?

C I c23住居跡l号 埋上下位 Π南▼L率同 イノシシ 瞳骨(L) 1

C I c250け吾跡l号 埋 土 中 呼宮ラL率同 ニホンジカ 歯片 1

C I d240三 居跡2号 la層 硬骨魚綱 カツオ 尾椎 1 白色 尾柄部

C Ⅱ d24住居跡2号 la層 歌骨魚綱 ホホジロザメ 歯 (磨耗顕者) 1 白色 装飾品 ?

C Ⅱ d24住居跡4号炉 炉内埋土 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 腹椎 2 白色

C Ⅱ d24住居跡4号炉 炉 内埋 土 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 尾椎 ユ 白色

Cm a2住居跡1号 埋土上位 呼言▼LttΠ ニホンジカ 鹿角片 2 白色

CⅢ a2住居跡2号炉 炉内埋土 二枚貝綱 ムラサキインコ 左殻 ]

CⅢ a2住居跡2号炉 炉内埋土 二枚貝綱 イガイ 左殻 ] 幼貝

CⅢ a2住居跡2号炉 炉内埋土 硬骨魚綱 タイ科の一種 歯 ユ 大歯状歯

Cm a2住居跡2号炉 炉内坦土 軟骨魚綱 アオザメ 歯 2 1点 は黒色

C Ⅲ a2住居跡2号炉 炉内焼土 硬骨魚綱 タイ科の一種 歯 臼歯状歯

CⅢ a2住居跡2号炉 炉内焼土 硬骨魚綱 サケ属の一種 椎骨片 白色

C Ⅲ a2住居跡2号炉 炉内坦土 二枚貝綱 ムラサキインコ 右殻

C Ⅲ a2住居跡2号炉 炉内埋土 腹足綱 ユキノカサ科の一種 ヒメコザラ?

C Ⅲ a2住居跡4号炉 炉内埋設土器 両生綱 アカガエル科の一種 寛骨(R) 白色

CⅢ a4住居跡 号 3層 日甫乳綱 ニホンジカ 鹿角 (骨角器 :釣針) 白色 釣針

CⅢ a4住居跡 号 3層
'南

乳綱 種不明 頭骨片 イアンシoriホ ンジカ

CⅢ c 住居跡 号 埋土下位 日甫子と綱 ニホンジカ 胸椎片 ?(椎間板外れ 若い個体

CⅢ c 住居跡 号 埋土下位 日甫子し和] ニホンジカ 寛骨(R) 腸 骨

CⅢ c 住居跡 号 埋上下位 日南▼し和可 ニホンジカ 中心足根骨+第4足根骨(R)

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 )

'南

ラし和司 ニホンジカ 腫骨近位端 (L)

CHc 住居跡 号 la層 貝層 Π南▼し率Π ニホンジカ 携骨中間部 (L)

cmc 住居跡 号 la層 貝層 呼博ラLttΠ ニホンジカ 第3・ 第4基節骨遠位端 2

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 Π南ラL率同 ニホンジカ 第3・ 第4中節骨遠位端 1

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝 層 呼冨平L率岡 ニホンジカ 中足骨 (L) 1 遠位端欠損

cmc 住居跡 号 la層 貝層 哺乳綱 ニホンジカ 中心足根骨+第4足根骨(R) l

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 哺乳綱 種不明 部位不明の獣骨片 l

103 cmc 住居跡 号 la層 貝層)

'南

乳綱 ニホンジカ 寛骨 (L) l 寛骨臼

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層
'甫

▼と和] イノシシ 携骨中間部 (L) l

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) ‖南▼し和] ニホンジカ 上腕骨中間部 (R) l

CⅢ c 住居跡 号 埋土上～下位 (3層 ) ‖南▼し和可 ニホンジカ 鹿角片 2

108 CⅢ c 住居跡 号 埋土上～下位 (3層 ) ‖南手しなΠ ニホンジカ 踵骨 (R) 1

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) 腹足綱 レイシガイ 文

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) 腹足綱 チヂ ミボラ 〕

l CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) 腹足綱 エゾアワど ]

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) 腹足綱 ユキノカサ科の一種 6

3 CⅢ c 住居跡 号 a層 貝層 ) 二枚貝綱 イガイ 左殻 1点灰色

CⅢ c 住居跡 号 la層 貝層 ) 二枚貝細 イガイ 右殻 7

5 CⅢ c 住居跡 号 a層 貝層 ) 二枚貝綱 ムラサキインコ 左 殻

Ⅵ 力持遺跡分析関係
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12 カ持遺跡出土動物遺存体について

lWo 出土地点 層  位 分 類 種   名 部  位 数 色調 備  考

6 CⅢ cl住居跡 号 la層 (貝層 ) 二枚貝綱 ムラサキインコ 右殻

7 CⅢ c上住居跡 号 la層 (貝層 ) 蔓脚亜綱 チシマフジツボ 殻板 2

C tt c l住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 フサカサゴ科の一種 上擬鎖骨 (L) l

CⅢ cl住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 サケ属の一種 権骨片 2

CⅢ cl住居跡
=

la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 カタクチイワシ 尾 椎 l

CⅢ cl住居跡
=

la層 (貝層) 硬骨魚綱 種不明魚類 尾権 1

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 哺乳綱 ニホンジカ 寛骨 (L) 1 座骨結飾

CⅢ cl住居跡 号 la層 (貝層) 硬骨魚綱 カツオ 腹権 2

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 3

CⅢ cl住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 マイワシ 尾椎

C tt c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 前上顎骨 (L)

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 尾椎

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 軟骨魚綱 ホシザメ属の一種 ? 椎骨

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 タ イ科の一種 歯 2

CⅢ c 住 居 跡 号 la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 マダイ 舌顎骨 (L)

CⅢ c 住居跡 口▼ la層 (貝層 ) 硬骨魚綱 マダイ 主饂蓋骨 (L) l

CⅢ c 住居跡 百万 la層 (貝層) 腹足綱 パツラマイマイ

CⅢ c 住居跡 口， la層 (貝層) 腹足綱 オカチ ョウジガイ

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層 ) 哺▼し綱 ネズ ミ科の一種 基節骨

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層) 奸打▼L冷岡 ニホンジカ 下顎骨 (L)〔P2-M2〕 歯槽植立

CⅢ c 住居跡 口， la層 (貝層 ) 奸打子と糸Π ニホンジカ 携骨近位端 (L)

CⅢ c 住居跡 号 la層 (貝層) 好ヨ▼LttΠ ニホンジカ 鹿角片 (骨角器) 棒状角器

CⅢ c 住居跡 号 西壁際土 軟骨魚綱 アオザメ 歯

CⅢ c 住居跡 号炉 炉内埋設土器 軟骨魚綱 エイロの一種 ? 椎骨 白色

CⅢ e2住居跡 号炉 炉内焼土 硬骨魚綱 マダイ 方骨 (R) 白色

CⅢ e2住居跡 号炉 炉内焼土 硬骨魚綱 ソウダガツオ属の一種 腹椎 白色

Cme2住 居跡 号 炉 炉内焼土 硬骨魚綱 タ イ科の一種 歯 白色 臼歯状歯

B Ⅱ f13土坑1号 1層 二枚貝綱 ムラサキインコ 右 殻

48 B Ⅱ t25J二 坑 l号 埋土中 硬骨魚綱 カツオ 尾椎 ユ 白色

B I t25土坑1号 埋土中 硬骨魚綱 カツオ 腹椎 ユ 白色

B Ⅱ t25■

'九

1号 埋土中 硬骨魚綱 種不明 椎骨 ユ 白色

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 (貝 層ブロツク) 二枚貝綱 イガイ 左殻

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 二枚貝綱 ムラサキインコ 左殻 殻高lM―襲3

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 二枚貝綱 ムラサキインコ 右 殻 殻高62-427

B Ⅱ u23土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 霊脚亜綱 チシマフジツボ 殻板 3

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 蔓脚亜綱 チシマフジツボ 殻 板 253

BⅡ u 土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 蔓脚亜綱 アカフジッボ 殻板 2

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 腹足綱 ユキノカサ科の一種

BⅡ u 土坑8号 埋上下位 貝層ブロツク 二枚貝綱 イガイ 右殻

163 B Ⅱ u21土坑8号 埋土下位 貝層ブロック 蔓脚亜綱 アカフジツボ 完存個体 l

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 貝層ブロック 腹足綱 チヂ ミボラ 3

B Ⅱ u21土坑8号 埋土下位 貝層ブロック 腹足綱 レイシガイ 1

B Ⅱ u21」ュ坑8号 埋土下位 貝層ブロック 廃足綱 クボガイ 1

上73 B Ⅱ u21土坑8号 埋土下位 貝層ブロック 蔓脚亜綱 チシマフジツボ 楯板 (L) 1

B Ⅱ u23土坑8号 埋土下位 貝層ブロック 二枚貝綱 ムラサキインコ 左殻 2

B Ⅱ u23土坑8号 埋土下位 貝層ブロック 二枚貝綱 ムラサキインコ 右殻 2

B Ⅱ u23■

'九

8号 埋土下位 只層ブロック 二枚貝綱 イガイ 左殻 1

182 BⅡ u 土坑8号 埋土下位 貝層ブロツク ウニ綱 オオバフンウエ料の一種 棘片 1 キタムラ十キウエ?

BⅡ u 土坑8号 埋上下位 貝層プロック 二枚貝綱 イガイ科の一種 左殻 4 1点灰白色

185 BⅡ u 土坑8号 埋土下位 只層プロツク 二枚貝綱 イガイ科の一種 右殻 l

BⅡ u 土坑8号 埋上下位 貝層ブロック 腹足綱 カモガイ 2

BⅡ u 土坑8号 埋土下位 貝層プロツク 「南▼し糸岡 ニホンジカ 下顎第1切歯 (乳歯)(R) l 若い個体

BⅡ u 土坑8号 埋上下位 貝層ブロック 呼宮▼L糸岡 ニホンジカ 下顎第2切歯 (乳歯)(R)? l 若い個体

193 BⅡ u 土坑8号 埋上下位 只層プロック 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 腹椎 椎体後面積径46～ 47 5

B Ⅱ v23土坑 1号 12層 軟骨魚綱 ネズミザメ科の一種 椎骨 1 白色

195 B I v25土 坑4号 埋土中位 軟骨魚綱 ツノザメ科の一種 椎骨片 l 白色
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No 出土地点 層  位 分 類 種  名 部  位 数 色 調 備 考

B I v25土 坑4号 埋土中位 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 尾椎 1 白色

B Ⅱ v25土坑4号 埋土中位 硬骨魚綱 カッオ 尾推 3 白色 尾柄部

B Ⅱ v25土坑4号 埋土中位 硬骨魚綱 フサカサゴ科の一種 第一脊推骨 1 白色

B Ⅱ v25土坑4号 埋土中位 硬骨魚綱 フサカサゴ科の一種 腹推 3 白色

B Ⅱ v25土坑4号 埋土中位 硬骨魚網 フサカサゴ科の一種 尾 椎 9 白色

B I v25土坑4号 埋土中位 硬骨魚網 フサカサゴ科の一種 前上顎骨 (R) 1 白色

B I v25土坑4号 坦土中位 硬骨魚網 種不明 椎 骨 2 白色

B Ⅱ w25土坑 号 底面 真脚亜綱 チシマフジツボ 殻板

B I w25土坑 号 底 面 二枚貝綱 ムラサキインコ 右殻 (幼 貝) 殻長7 11na

B I x24土坑 号 埋上下位 硬骨魚綱 アナゴ科の一種 尾椎 白色

B Ⅱ x24土坑 号 埋上下位 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 白色

207 BⅢ t2土坑1号 埋土中 二枚貝綱 ムラサキインコ 右 殻

C Ⅱ a23土坑1号 埋上下位 H甫▼しネΠ ニホンジカ 鹿角片 白色

C Ⅱ a23」ュ】九8号 埋土下位 蔓脚亜綱 チシマフジツボ 殻板

C Ⅱ a23」ュJ九8号 坦土上位 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 腹椎 白色

C Ⅱ a23土二九8号 坦土上位 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 尾椎 白色

212 C Ⅱ a25土坑1号 坦土中位 硬骨魚綱 カツオ 尾椎 白色 炭化物混入層

C Ⅱ a25土坑1号 坦土中位 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 白色

C Ⅱ a25土坑1号 埋土中位 硬骨魚綱 アイナメ属の一種 尾部棒状骨 白色

215 C Ⅱ a25土坑1号 埋土中位 硬骨魚綱 サバ属の一種 腹権 白色

216 C I b23焼土 号 埋土上位 硬骨魚綱 フサカサゴ科の一種 尾権 白色

C Ⅱ b23焼土 号 埋土上位 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 白色

C I c24蒻註上 号 焼土内 ‖市乳綱 ムササ ビ 尺骨近位端 (R) 白色

C I c24焼土 号 焼土内 哺乳4Π ノウサギ ? 胸椎 白色

C I c25〃監上 号 埋上下位 硬骨魚綱 カッオ 尾推 白色

BⅢ t2柱穴土抗1号 埋上下位 二枚貝綱 ムラサキインコ 右 殻

222 B Ⅱ t25列 石 号 列石下位 H甫乳綱 ニホンジカ 鹿角片 白色

223 B Ⅱ t25テJ石 号 列石上位 硬骨魚綱 カッオ 尾椎 3 白色

224 B I t25ア J石 号 列石上位 硬骨魚綱 ブリ属の一種 尾椎 2 白色 イナダ大

225 B I t25列 石 号 列石上位 硬骨魚綱 ブリ属の一種 腹 椎 l 白色 イナダ大

226 B I t25ア J石 号 列石上位 硬骨魚綱 ウミタナゴ科の一種 尾椎 l 白色

227 B I t25ア J石 号 列石上位 硬骨魚綱 ブリ属の一種 方骨 (L) 1 白色

228 B I t25ア J石 号 列石上位 硬骨魚綱 ブリ属の一種 腹 稚 2 白色

229 BⅢ sl旧沢跡l号 埋土上位 (3層 ) 哺乳綱 ニホンジカ 鹿角片 1 白色

B I q24グ iブ ッド V層 哺乳綱 ニホンジカ 下顎第2前 臼歯 (乳歯)(L) l 若い個体

B Ⅱ r20グ リ ノ ド Ⅳ層 腹足綱 チヂ ミボラ 1

232 B I s25グ リッド Ⅲ～V層 腹足綱 エゾアワビ 2

234 BⅢ tlグ リッド Ⅲ層下位 腹足綱 エゾアワビ l 現生混入か?

235 BⅢ u3グ リッド Ⅱ層 夏脚亜綱 アカフジツボ 殻板 (カ ンザシゴカイ科付着) l 死減個体か?

236 BⅢ u3グ リッド Ⅱ層 腹足綱 クボガイ l

237 C I c23グ リッド Ⅳ層下位 硬骨魚綱 カツオ 尾稚 l 白色

238 C Ⅱ d24グ リッド Ⅳ層下位 哺乳綱 ニホンジカ 頭骨片 (後頭顆)(L) 1 白色

Ⅵ 力持遺跡分析関係
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13 分析 に関する調査担当者の所見 (コ メン ト)

星 雅之

今回の調査では、琥珀分析、炭化材樹種同定、火山灰分析、年代測定、石器使用痕分析、動物遺

存体、黒曜石原産地同定などについて、それぞれ分析 を委託実施 した。ここでは、それ らの鑑定結

果から導かれた内容やその整合性などについて、調査担当者として若干の所見を付記する。

(1)琥 珀 分 析

琥珀の分析は、働元興寺文化財研究所によりFT―IR分析 と熱分析の併用により行なわれた。FT―

IR分析では、産地の判明 している標準 となる琥珀から得 られたスペク トルと比較 し、産地同定を試

みた。その結果、久慈産およびいわき産の琥I白 に近い数値を示 した。ただし、産地の違いを見極め

るには至 らなかった。熱分析では、それぞれの琥珀の成分の違いを検討 した。その結果、タイプ I

～Ⅲの 3グループに大別された。タイプ Iは今のところ標準琥珀には見 られないもので、他の産地

あるいは劣化が進んだためなどの理由が考えられるが、現時点では限定できない旨の結果が得 られ

た。タイプⅡは、久慈、いわき、北海道産の可能性が示唆された。タイプⅢは銚子産 と類似する要

素があるものの、銚子産に限定できないという結果であった。また、タイプ I～ Ⅲを時期別に見た

場合、縄文時代前期末葉および中期末葉の資料 にタイプ Iの ものが、中期前葉および中期 中葉にタ

イプⅡとタイプⅢのものが比較的多 く検出されていることがわかった。このことから、琥珀の産地

は、前期は円筒式上器の優位に関連 して北の地域 との繋が りが強 く、中期中葉以降は大木式上器の

進出 。優勢に伴い新たに南の地域 との繋が りが強化 され、久慈以外の産地が若干混入 している可能

性が推測された。

(2)炭 化 材 樹 種 同定

帆パリノ・サーヴェイに以下の出土地点、層位 より出上 した 5点のサンプルを分析委託 した。

サンプル l BⅡ t22住居跡 4号焼± 1出土炭化材 力持Ⅲ～Ⅳ期の大形住居跡の床面で検出された

地床炉と推定される焼土中より検出された炭化材である。

サンプル 2 BⅡ u24住居跡 2号床面直上出土炭化材 力持Ⅶ期の焼失住居跡で検出された炭化材の

一部。内容は、多量の炭化材が床面、床面直上、壁際より出土 したことか ら、当時の

住居跡の屋根若 しくは柱の部材 と判断された。

サンプル 3 BⅡ t25土坑 1号11層 (埋土下位)出土炭化材 力持Ⅵ期のフラスコピットの埋上下位

より出土 した炭化材である。上下の層 に比べて炭化材の量が際だつて多い状況か ら、

一括廃棄された戊化材と推定される。

サンプル 4 BⅡ v22土坑 2号 la層 (埋土最上位)出土炭化材 力持Ⅵ期と推定されるフラスコピット

出土の炭化材である。この上坑は、BⅡ t22住居跡 4号など大形住居跡を我る関係にある。

サンプル 5 BⅢ ul土坑 1号13層 (埋土下位)出土炭化材 力持Ⅵ期 と推定されるフラスコピット

出土の炭化材である。

分析の結果、上記のサンプル 1～ 5は、クリ、コナラ属コナラ亜属コナラ節、カバノキ属、モク

レン属であることがわかった。サンプル 1～ 5を 出土 した遺構の年代から、力持Ⅲ期～力持Ⅶ期 を

通 じて、クリが顕著にみられた。そして、クリは燃料材の一部や建築材など多様な使途が考察され

ている。そ して、上記以外に、仰パ リノ・サーヴェイに年代測定を委託 した力持Ⅲ～Ⅳ期の竪穴住
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居跡出上の炭化材の中に、 クリの他 にオニグル ミが含 まれていることが合わせてわかった。

また、仰パ リノ・サーヴェイ とは別 に、50点 の資料 を岩手県木炭協会早坂松次郎氏 に肉眼での鑑

定 をお願い した。早坂氏 による鑑定結果か らは、ナラを主体 にクリ、ケヤキ、アカマツが含 まれるこ

とがわかった。特記事項 として力持Ⅶ期のB Ⅱ u24住居跡 2号の焼失住居 にナラが顕著にみ られた。

第 1表 炭化材樹種同定表 (早坂)

No 出土地点 種類 備考

1 B Ⅱ u24住 2号Q2 埋上下位 ク リ

B Ⅱu24住2号 床面直上 ク リ ※Cl

3 B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ク リ ※C2

4 B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ク リ ※C4

5 B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ケヤキ ※C10

B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ク リ ※C15

7 B I u24住 2号 床面直上 ケヤキ ※C16

B Ⅱ u24住 2号 床面直上 アカマツ ※C22

B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ナ ラ ※C23

B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ナ ラ ※C24

B I u24住 2号 床面直上 ナ ラ ※C25

B Ⅱ u24住 2号 床面直上 ナ ラ ※C27

B Ⅱ u24住 2号 西壁際土 ク リ

B Ⅱ u24住 2号 西壁際土 ナ ラ

B Ⅱ u24住 2号Ql 東側壁溝内 ナ ラ

B Ⅱ u24住 2号Q4 炉周辺 ク リ

BⅢ t2住 3号PP2 埋上下位 ナ ラ

B I t23住3号 ク リ

B Ⅲul土坑2号 12層 ナ ラ

B Ⅱ u22土坑2号 埋土上位 ナラ・ケヤキ

B Ⅱ u25土坑1号 埋土下位 ナ ラ

B Ⅱ u25土坑1号  15層 ナ ラ

B Ⅲv2住 2号Q3 Ⅵ層 ケヤキ

B Ⅲx2住 1号 床面直上 ク リ

B tt x2住 1号Q3 床面直上 ク リ

B I t20住 11号 床面直上 ナ ラ

B Ⅱ u21土坑4号 埋土上位 ナ ラ

No 出土地点 種類 備考

B Ⅱ u21土坑4号 埋土上位 ナ ラ

B Ⅱ u21土坑4号 埋土上位 ナ ラ

B Ⅱ u21住 4号Q2 埋土下位 ナ ラ

B Ⅱ u21土坑8号 埋上下位 ナ ラ

B I u21土 坑8号 埋上下位 ナ ラ

B I v25土 坑4号 埋土中位 ナ ラ

B I w20住 1号 床面 ナ ラ 焼失住居

B Ⅲy4住ユ号炉 炉内埋土 ナ ラ

B Ⅱ y21住 1号炉 炉内埋土 ナ ラ

B Ⅱ y22住 2号Q6 床面 ナ ラ 焼失住居

C ma2住 2号炉 炉内埋土 ナ ラ

C Ⅲa4住1号 埋土中 ナ ラ

C Ⅱ a23住4号 埋土上位 ナ ラ

C Ⅱ b23住 2号炉 炉内埋設土器 ナ ラ

C Ⅲc3住1号炉 炉内埋土 ナ ラ

C I c25焼±1号 埋土下位 ナ ラ

C Ⅱ d24住 2号 a―a'ベ ル ト  6層 ナ ラ

C me2住 1号炉 炉内焼土 ナ ラ

B Ⅱ v24住 1号 床面直上 ク リ

B Ⅱ v24住 1号 Q1 2a層 ク リ

48 B I v24住 1号 Q2 2b層 ナ ラ

49 C Ⅱ d24住 3号  床面 ケヤキ若木

C Ⅱ d24住3号jl'ベルト 13a層 ク リ

C Ⅲa2住 1号 埋土中位 ク リ

C Ⅲa4住 1号b―」ベルト 埋土上位 ク リ

C Шc3住 1号Ql 埋土中 ク リ

(3)火 山 灰 分 析

今回検出されたテフラの中で、遺構・遺物の年代に深い関わりを持つのが十和田中諏テフラ (※

以後To―Cuと 呼ぶ)である。To―Cu以外のテフラについては、遺構・遺物の年代に関わりが弱いもの

の、噴出源から遠方に位置する本地域で確認できたことは、十和田系テフラの分布を研究する上で、

重要な資料提供になると思われる。

さて、今回の調査では、To_Cuと 推定されるテフラを5種類認知した。Ⅱ章で記述したとおり、性

状の違いから、Al種黄色の細粒軽石、A2種褐色の砂状、Bl種黄色の粉末状、B2種肌色の粉末状、

C種白色の砂状に区分した。今回は、Bl種、B2種、C種とした種類を分析対象とした。

① Bl種 :Bl種は、従来から安家火山灰 (菊池1981)と 呼ばれてきた種類に相当すると捉えられ

る。B Ⅱ h12住居跡 1号、B Ⅱ v24土 坑1号、B Ⅱ x23土坑 2号出上の 3資料の分析を行った。分
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析の結果、 Bl種 は、To―Cuと して支持できるとの結果を得 られた。併せて伽京都 フイッシヨン・

トラックの分析結果によれば、Bl種は純層若 しくは純層からなる部分を含むと判断された。

② B2種 :B2種は、調査区中央部の土坑などから検出された。その中で、 C Ⅱ a21土坑l号、BⅡ

v24住居跡 1号北壁 (同住居においては地山)の 2資料を分析資料 とした。 C Ⅱ a21土坑 1号 な

どの検出状況 としては、土坑の壁にへば り付 くように小ブロック状に観 られ、野外調査時は壁の

地山崩壊土 と判断し、To―Cuよ り古期のテフラ (To― Ofな ど)の再堆積層 と判断された。ただ、不

自然な入 り方 も看取できる場合があ り、今回分析対象 とした経緯がある。分析の結果、このB2種

は、かなり純度は低下するが一応テフラ層 として認めてよく、To―Cuと 考察された。

③ CttiC種 は、調査区中央部の竪穴住居跡や土坑から検出されてお り、併せて本遺跡の遺構埋

土に、最 も顕著に観 られたのがこの性状 を呈するテフラである。分析対象 としては、 C Ⅱ a23住

居跡 1号、 C Ⅱ b25住居跡1号、C Ⅱ d24住居跡 3号、B Ⅱ v20土坑 7号の 4資料を用いた。

このC種 としたものは、当初伽古環境研究所による火山ガラス比分析 と重鉱物組成分析 を合わ

せたテフラ組成分析の結果からは、「屈折率測定に十分な量の火山ガラスや斜方輝石は検出されな

かった。そ して、それらに含まれるテフラ粒子のうち、斜方輝石については、その屈折率から、

約33万年前以前に十和田火山から噴出した十和田大不動テフラや、約1.3～ 16(?)万 年前に秋田

駒ケ岳火山から噴出した秋田小岩井軽石などに由来する可能性が考えられ、これら試料 に含まれ

る多 くの粒子については、その特徴から基盤岩に由来する」 との考察を得 られた。伽古環境研究

所のテフラ組成分析の考察にあったTo Ofと した場合、野外調査時に把握 した考古学年代 とは矛盾

があり、この白色のテフラがTo―Cuな のか否かの問題は最重要と判断された。 したがつて、伽古環

境研究所には同様のテフラを対象に、分析方法を変更 して (テ フラ検出分析、火山ガラス比分析、

屈折率測定、EPMAに よる火山ガラスの主成分化学組成分析)再度委託 した。また、同じテフラ

を、伽京都 フイッシヨン・ トラックに火山灰分析 を委託 し (分析内容は全鉱物組成分析、重鉱物

分析、火山ガラス形態分類、火山ガラスの屈折率測定、鉱物の屈折率測定による)複数社による

分析を試みた。

その結果、古環境研究所からは、「火山ガラスの形態、色調、屈折率、主成分化学組成などをみ

ると、検出された火山ガラスの多 くがTo―Cuに 由来すると考えられる。ただし、そのほかにTo HP

や約8,600年 前の十和田南部軽石などに由来する火山ガラスも含まれているようである」 との考察

を得 られた。また、曲京都フイッシヨン・ トラックの分析結果からは、「純度が低 く花商岩質砂質

土層に少量のTo―Cuテ フラが混入するものと判断され、併せて極微量の十和田八戸 (To―H)テ フ

ラ起源の火山ガラスが混入する徴候がある。そ して、十和田大不動 (To―Of)テ フラ含有の可能性

についても検討 されたが、To― Ofテ フラガラスが混入すれば完全に水和の完了 した屈折率 n=

■505-1.511(モ ー ド1.506-1.508)の ガラスが検出されるはずであるがまったく観察がで きなかった

ことと、斜方輝石の屈折率レンジがTO_Ofテ フラではγ=1707-1711(モ ー ド1709)と 狭 く高めに

集中するはずであるのに屈折率分布パターンと明らかに異なることの 2点 により否定 される」結

果を得た。

今回の分析結果を総括すると、このC種 とした白色の砂状テフラは、To―Cuで ある可能性が高いこ

とを提示できると判断された。ただ、噴出物 自体が元来から白色であるものなのか、若 しくは水成

作用など後世のなんらかの要因により変色 して白いのか、今回の力持遺跡の調査結果か らはわから

なかった。To Cuに 関わる問題の一つとして提起 しておきたい。
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(4)年 代 測 定

年代測定は委託以外に、国立歴史民俗博物館今村峯雄氏、小林謙一氏を代表 とする研究プロジェ

ク トチームにより上器付着煤などの年代測定の協力を得た。測定結果から得 られた年代 を、本稿で

行った時期区分毎にまとめてみる。なお、これに対する所見や実年代 と考古学年代 との整合性の問

題については、Ⅶ総括で取 り上げることとする。補足 として、測定された放射性炭素年代 を暦年代

に改正 (暦年較正年代)し て提示する手法が用いられる場合がある。ここでは、データの煩雑を避

けるため、炭素年代で統一 して示すことをお断 りしてお く。なお、伽パ リノ・サーヴェイによる年

代測定値は、補正年代 と測定年代の両方が示されてきているが、ここでは測定年代で明示すること

をお断 りしておく。

① 力持Ⅲ・Ⅲ～Ⅳ期 :前期前葉と前期前～中葉に相当する時期を一括すると、5,400± 110 MC BP～

4,720± 40“C BPの時間幅の測定値を得られた。

② 力持 V期 :前期中～後葉に相当する時期である。円筒下層 a式相当の上器付着煤から4,865± 25

隧C BPの測定結果を得られた。

③ 力持Ⅵ期 :前期末葉～中期初頭に相当する時期である。測定資料の内訳は、円筒下層 dl式が

4,950± 40“C BP、 円筒上層 a式が4,490± 50望C BPと 4,560± 40堕C BP、 大木 7a式が5,005± 40望C

BP、 大木 7a式新段階が4,590± 40望C BPと いう測定結果を得られた。なお、大木 6式は年代測定

を行える資料がなかった。力持Ⅵ期は、5,050± 40 ИC BP～ 4,490± 50 μC BPの時間幅の測定値を得

られた。

④ 力持Ⅶ期 :中期前葉に相当する時期である。大木 7b式は、4,940± 40望C BP～ 4,550± 40 ИC BP

年の時間幅を、円筒上層 c式は4,480± 40“C BPの値を得られた。そして、大木 7b式と円筒上層

boc式が共伴した竪穴住居跡の炭化材資料からは4,530± 40望C BPの測定結果を得られた。

⑤ 力持Ⅶ～Ⅷ期 :中期前～中葉の過渡期に相当する。4,430± 35“C BPの 測定結果を得られた。

⑥ 力持Ⅷ期 :中期中葉に相当する時期で、今回の測定値は大木 8a式 に依存する。4,770± 40望C

BP～ 4,460± 80望C BPの 時間幅の測定値を得られた。

⑦ 力持Ⅷ～Ⅸ期 :中期中葉に相当する時期である。測定資料は、大木 8a式新～大木 8b式古段

階と推定される竪穴住居跡の炭化材資料による。4,230± 90 HC BPの 測定値を得られた。また、大

木 8b式は、4,900± 40望C BPの 測定値を得られたが、該期年代とするには、古過ぎると考えられる。

③ 力持 X～ �期 :中期後～末葉に相当する時期である。大木 9～ 10式は4,050± 80 ИC BPの 測定値

を得られた。

(5)石器使用痕分析

今回分析を実施したのは、ヘラ状石器 6点、敲石 3点、多面体敲石 2点、特殊磨石 4点、扁平礫

1点である。今回の調査では、ヘラ状石器 (本稿では力持型スクレイパーと呼称 した)や特殊磨石

など、用途、動作、対象物を含め未解明の礫石器が多く出土した。剥片石器の使用痕分析例は増加

傾向にあると捉えられるが、礫石器の使用痕分析例は極めて少ない現状が看取されることから、今

回は主に礫石器を分析対象とした。本報告書中で使う石器の器種名と、分析を実施したいアルカと

は器種名に相違がみられるが、ここでは分析で示された器種名で所見を記述する。

ヘラ状石器は、本報告書中で「力持型スクレイパー」と呼称 したものである。刃部角度は全般に

60° 前後の鈍角を示すものが多い。今回の分析結果に共通するのは、裏面側の刃部縁辺に摩滅がみ
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13 分析に関する調査担当者の所見 (コ メント)

られ、弱い線状痕 とやや鈍い光沢がみられることにある。この光沢は、No7040の分析か らはEタ イ

プに類似することがわかった。用途はスクレイピングである可能性が高い。対象物は特定できない

ものの、柔らかいものであることが推定された。

敲石は、本報告書中では凹石 としたものである。分析の結果、用途がオニグルミの殻の先端部を

敲 き飛ばす、いわゆる敲石の用途であることが明らかとなった。これらの石器は、縦軸方向に敲打

痕の集中部があ り、敲打 (凹部)の分布は石器の中心から上下に偏る位置に分布 し、敲打痕の広が

りについては横方向に広がる特徴が看取された。

多面体敲石は、本報告書中では敲石 I群 3類、敲石Ⅳ群 5類 に分類 したものである。分析により、

敲打面は平坦面を形成すること、そして動作 に関わる手ズレ痕や敲打の進行により敲打痕が潰れて

滑 らかになっている部分がみられるなどの特徴が看取された。そ して、これらの石器は対象物が石

であることが明らかとなった。ただ、対象 とする行為が、原石の剥片剥離作業に伴 うものなのか、

若 しくは磨製石斧などの製作に関わるものなのかは明確には掴めなかった。

特殊磨石は、本報告書中ではⅥ群 5類 b種 とⅥ群 5類 c種に分類 したもので、形状や側面に磨面

を持つことなどから、半円状扁平打製石器に類似する石器である。分析の結果、KTo7681か らは、正

面 と裏面からBタ イプの使用痕光沢が観察された。対 して、側面の磨面部分からは明瞭な使用痕光

沢や線状痕が観察されなかった。この磨面部分は、磨耗の程度が弱いこと、線状痕が不明瞭である

ことから、比較的柔 らかいものが対象物ではないか と考察されている。また、側面の磨面部分は、

No7968の分析から、線状痕がわずかではあるが短軸方向に見 られることがわか り、石器 を横軸方向

に保持 しながら擦っていたという考察結果が得 られている。

扁平礫は、本報告書中では石皿 5類 に分類 したものである。これらの表裏にみられた磨面は人為

によるものではなく、自然磨耗と考えられることが半J明 した。このことは調査担当者の観察からは

判断ができなかった内容である。

最後に、今回実際に石器使用痕分析を行なった池谷典勝氏には、分析以外の石器についても実見

を戴き広 く御教示を賜つた。改めて、石器使用痕分析の重要性を再認識した。今後の使用痕分析事

例の増加と研究の進展を期待する。

(6)動 植 物 遺 存 体

今回の分析で種同定できた資料は、腹足綱 8種、二枚貝綱 3種、甲殻綱 2種、ウエ綱 1種、軟骨

魚綱 6種、硬骨魚綱13種、両生綱 1種、鳥綱 1種、哺乳綱 7種の計42種である。特に日立つのが、

ムラサキインコ、カツオ、ニホンジカ、イノシシなどである。また、装飾品の可能性が高いアオザ

メ、ホホジロザメの歯が合せて確認されたことも成果として評価される。

(7)黒 曜石原産地 同定

今回の調査では石器、剥片を含めて11点の黒曜石が出土した。その内、平成13年度の調査で出土

した掲載No6066不定形石器 (ス クレイパー)と 掲載No7145不定形石器 (ノ ッチ入り石器)の 2点 に

ついて、原産地の同定を委託した。その結果、掲載Kr。 6066は 岩手県岩手郡雫石町小赤沢産、掲載

No7145は 青森県西津軽郡木造町出来島産である可能性が高いことがわかった。
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Ⅶ 総 括

今回実施された力持遺跡の発掘調査の結果、縄文時代前期前葉～中期末葉に亘る多数の遺構 と、近

世と推定される掘立柱建物跡 l棟を検出し、また縄文時代早期～弥生時代の遣物 と近世陶磁器 1点が

出上 した。本稿では出土 した縄文時代早期～弥生時代の上器を、 I群～�群に分群 し、それを時間尺

として力持 I期～�期 と時期区分 した。ここでは、遺跡の主体を占める縄文時代前期前葉力持Ⅲ期～

中期末葉力持�期の遺構 と遺物を中心に調査成果を総括する。なお、今回の調査では縄文時代 (以後

本章では「縄文時代」は省略する)早期力持 I期、前期初頭～前葉力持 Ⅱ期、後期力持�期、晩期力

持�期、弥生時代力持�期は、遺物のみで当該期の遣構は認知 していない。

前期前葉～中期末葉の遺構

今回の調査で検出された遺構は、竪穴住居跡195棟、土坑253基 、埋設土器 6基、焼±23基、列石・

集石20基、掘立柱建物跡 2棟、柱穴群 6箇所 (224イ回)、 捨て場 1カ 所、旧沢跡 4ヵ 所である。今回の

調査成果をもとに、下記の表に前期前葉力持Ⅲ期～中期末葉力持�期の各遺構数を時期別に示 した。

使用時期 と廃絶時期を区分できない場合が多 く、一括 して扱ったことから、遺構の同時性を示す資料

ではなく、あくまで近い時間幅に帰属する遺構 として明示する。

なお、表に示さなかった遺構には、掘立柱建物跡、柱穴群、旧沢跡、捨て場がある。また、土坑は

表から割愛した時期に、近世 ?3基、近現代 ?1基、不明 3基 (現代 ?)がある。

本遺跡の立地する地形は、基本的に西→東若しくは南西→北東に傾斜方向を持つ斜面地にあり、急

傾斜を呈する部分もある。この傾斜角度は、調査区中央部の西側の急斜面で25～ 40° 、調査区中央部

中央で約15° を測る。平坦地は、調査区中央都中央付近に狭小な場が存在するだけである。このよう

な地形的環境の中、竪穴住居跡と土坑 (特 にフラスコピット)を 中心とする多数の遺構がみられた。

時期 竪穴住居跡 土坑 埋設土器 焼 土 列石 集石

力持Ⅲ期 20棟 (2棟 ?含む) 15基 (2棟 ?含む) 6基

力持皿～Ⅳ期 23カ東 29基 (5基 ?含む)

力持Ⅲ～V期 1ラ肇

力持Ⅳ期 3棟 13基 (3基 ?含む) 1基 ?

力持Ⅳ～V期 10棟 (3棟 ?含む) 9基 1基

力持Ⅳ～Ⅵ期 1基

力持V期 8棟 (5棟 ?含む) 39基 (4基 ?含む 1基 1基

力持V～Ⅵ期 4棟 4基 (1基 ?含む 1基

力持Ⅵ期 24棟 (4棟 ?含む) 84基 (7基 ?含む 4基

力持Ⅵ～Ⅶ期 2棟 5基 (1基 ?含む 1基

力持Ⅶ期 21棟 (3棟 ?含む) 9基 1乏曇

力持Ⅶ～Ⅷ期 8棟 (6棟 ?含む) 1二聾 3基

力持Ⅷ期 29棟 (5棟 ?含む) 19基 (3基 ?含む) 2基 6基 9基

力持Ⅷ～Ⅸ期 13棟 8基 (8基金て ?)

力持Ⅸ期 1棟 2基 (2基 ?含む) 5基 (1基 ?含む)

力持 X期 3棟 8基 (7基 ?含む)

力持 X～�期 5棟

力持�期 21棟 1基 ? 5基
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Ⅶ 総括
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前期前葉～中期末葉の遺構
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前期前葉～中期末葉の遺構
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Ⅶ 総括

ここでは各時期の遺構数とその特徴を概観する。なお、帰属時期を特定できなかったものは、力持

Ⅳ～V期・V～ Ⅵ期・Ⅵ～Ⅶ期・Ⅶ～Ⅷ期 。X～�期などと、時期幅を広 く設定し明示した。また、

帰属時期の推定根拠の弱い遺構については、本文中や表中に?マークを添付して区分する。

さらに、今回の調査で時期を問わず顕著にみられた竪穴住居跡とフラスコピットについては、第38

～42図 に時期別に示し、それらから導かれる時期別の占地についても所見を加えたい。

補足事項として、本稿では時期の先頭に「力持」を付して力持Ⅲ期や力持Ⅳ期などと表記している

が、本章では節や区などへの記述を除いて、以後「力持」を省略し、Ⅲ期、Ⅳ期などと記述する。

(1)力持 Ⅲ期 ・ Ⅲ～ Ⅳ期・ Ⅳ期 の遺構

前期前葉Ⅲ期 (※今回の調査では確実な大木 1式期の遺構は認知していないことから、全て大木 2

a式期の範疇と捉えられる)、 前期前～中葉Ⅲ～Ⅳ期 (大木 2a～ 2b式、主体は大木2b式 )、 前期

中葉Ⅳ期 (大木 2b式期)の遺構を一括し概観する。

Ⅲ期とⅢ～Ⅳ期は十和田 中棘テフラ (以後To―Cuと 呼ぶ)降下期より古いと捉えられる。それに

対し、Ⅳ期は、To―Cu降下期を跨ぐ可能性を残すが、今回の調査では全般的に古いと捉えられる遺構

が多い。

追記として、本時期の段階においては、円筒下層 a式の存在を認知できなかった。従って、本遺跡

に円筒下層 a式が進出するのは、本期より後発と提えられる。ただし、大木 2式 と断定できかねる土

器もあり、併行関係を含め今後へ再検証の余地がある。

[竪穴住居跡];Ⅲ期の竪穴住居跡は20棟 (内 2棟 ?)である。平面形は方形を基調とし、隅九長方

形などがある。明確な円形基調はない。炉を検出した3棟は、長軸の長さが 4m以上と推定され、長

軸の長さが3m以下のものには伴わない。炉の種類は全て地床炉で、竪穴住居跡の中央より北壁寄 り

に位置する。該期で大形住居と呼ぶ規模のものは認知できなかった。

Ⅲ～Ⅳ期とⅣ期の竪穴住居跡は、一括して記述する。Ⅲ～Ⅳ期23棟、Ⅳ期 3棟で、全てTo‐Cuよ り

古いと判断された。平面形は、長方形基調を中心に円形を呈するものが少数見られる。長方形基調を

呈するものは、長軸の長さが3m程の小形から、10mを越える大形のものがあり、大形住居 (※本稿

では長軸長10m以上、若しくは床面積40ぽ以上と定義した)は該期より出現をみる。炉は全て地床炉

であるが、小形住居 (※本稿では床面積10ぽ未満と定義)には伴わない内容で捉えられる。

特記事項として、C Ⅱ d24住居跡 3号 (住 152)に床面が有段の構造を呈するものが認められる。

[土坑];Ⅲ期15基 (内 2基 ?)、 Ⅲ～Ⅳ期29基 (内 5基 ?)、 Ⅳ期13基 (内 3基 ?)で、合計57基あ

り、そのうち広義のフラスコピットは26基である。埋土は人為堆積と判断されるものが、自然堆積よ

りやや多い。底面の痕跡について検討すると、中央付近に副穴を有するものはⅢ期約470/O、 Ⅲ～Ⅳ期

250/O、 Ⅳ期500/0である。底面に溝を有するものは、Ⅲ期27%、 Ⅲ～Ⅳ期180/O、 Ⅳ期 7%である。

[焼土];Ⅲ期のものが 6基あり、全て重複遺構との関係から該期とした。そのうち3基は、BⅡ t

22住居跡 1号 (住 34、 ※長軸18mの大形住居)の床面下位より検出した。検出状況から、屋外炉的な

単独の焼上ではなく、既に破壊されたか、若しくは調査で明らかにできなかった該期の竪穴住居跡に

伴う炉跡の可能性が有力と考えられる。

[集石];Ⅳ期 ?1基が該当するものの、帰属時期の推定根拠は弱い。

[竪穴住居跡 。土坑の分布と占地];調査区北部では、該期の竪穴住居跡はB Ⅱ h12住居跡 l号 (住

16)があるのみで土坑は無く、該期の竪穴住居跡や土坑は、明らかに調査区中央部を中心に分布する。

該期の竪穴住居跡は、調査区中央部の中においては中央～南西付近にかけて占地する。占地する付
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1 前期前葉～中期末葉の遺構            .

近の地形は、斜面の傾斜角度が幾分緩 く、幅は狭小ではあるが微平坦地を形成する。長軸方向は、

南一北をみるものが主体的で、次いで北西一南東をみるものがみられる。この地形の傾斜方向に直交

するものはない (明確に東一西方向を長軸とするものはない)。

土坑は、調査区中央部西側の急傾斜地部分と調査区中央部中央付近の傾斜地部分を中心に占地する。

何れも地形の傾斜角度が急な部分である。土坑数■竪穴住居跡数からは、計算上竪穴住居跡 1棟あた

り約1.2基の土坑を持つ。勿論、同時性を証明できかねるため、単純にこの数字を評価できるかは検

討が必要である。ただ、 1棟の住居に対して 1基程の土坑を持つ可能性は考えられようか。

次に、竪穴住居跡が密な分布地を居住域、土坑が密な分布地を上坑域と呼称して稿を進めると、居

住域は上記した微平坦地部分に南一北に細長く占地し、土坑域は居住域の中心地より西側や東側を中

心に南東側に占地する様子が読み取れる。該期は、本遺跡に集落が形成された初期段階と推定される

が、これらの占地の様子から既に居住域と土坑域は別々の空間に設けられていたことが窺える。この

ことは集落内における、より共同性や協調性が高い社会性を示すものかもしれない。

(2)力持 Ⅳ～ V期・ V期の遺構

前期中葉の中でⅣ期とV期の過渡期と推定される遺構をⅣ～V期 (大木 2b式～円筒下層 a式)と

し、前期中葉～後葉V期 (円筒下層 a～ c式が主体で、大木 3～ 5式が極客体である時期)の遺構と

合わせて概観する。

Ⅳ～V期 とした時期は、大木 2b式期の可能性が残り、また相対的にTo―Cu降下期より新しい時期

と判断されたことを付記しておく。

V期は、円筒下層 a～ c式期の遺構を明示するため設定した分期とも言えるが、この 3型式を包括

する時間幅にしては、遺構数が少ない。ただ、大木 3～ 5式土器が非常に少ない状況からは、該期に

おいて円筒式上器の主体性が急激に進んだものと判断される。

[竪穴住居跡];Ⅳ～V期 と時期幅を広げて捉えたもの10棟 (3棟 ?含む)、 V期 8棟 (5棟 ?含む)

である。全般に残存状態が悪 く、平面形や規模の傾向を探ることは難しいが、残存部から推定すると、

隅丸長方形や楕円形気味が主体で、前時期に見られた大形住居は認知できない。炉は、地床炉と「石

添え炉」がみられた。「石添え炉」と仮称したものは、焼上の一端に石を添える内容の炉で、CⅡ d

24住居跡 4号 (住 153)か ら検出された。

[土坑];Ⅳ～V期 9基、V期39基 (内 4基 ?)で合計48基である。そのうち、フラスコピットは40

基で、該期土坑の830/Oを 占める。埋土は、人為堆積の割合をみると、Ⅳ～V期78%、 V期が820/0で、

自然堆積は少ない。底面の中央付近に副穴を有するものは、Ⅳ～V期670/o、 V期33%である。底面に

溝を持つものはV期 80/Oで、Ⅳ～V期は確認されていない。

[焼土];Ⅳ～V期 1基、V期 1基、時期を特定できないことからⅢ～V期 としたものが 1基とⅣ～

Ⅵ期としたものが 1基で、合計 4基である。何れも重複遺構との関係から帰属時期を推定したが、明

確な状況にはない。

[集石];V期 と推定されるC Ⅱ b25集石 1号 (石13)l基が検出されている。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];調査区北部は、該期の竪穴住居跡は無 く、土坑 1基が該当する

のみである。該期の竪穴住居跡や土坑は、前時期と同様に調査区中央部を分布の中心とする。

竪穴住居跡は、調査区中央部の中央～南西付近にかけて占地するが、前時期と一部重複 しながらも、

居住域はやや東側にまで拡大する。ただし、棟数自体は減少傾向をみる。長軸方向は、南一北を主体

に、東―西、北西一南東、北東一南西が少数みられる。なお、大形住居と判断されるものは認知され
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ていない。

土坑は、調査区中央部中央の微平坦地部分・西側の急傾斜地部分 。中央～東側の斜面傾斜変換点な

どを中心に分布する。該期は、計算上竪穴住居跡 1棟あたり2.8基の土坑を持つことから、前時期と

比較して、土坑数の増加傾向を指摘できる。そして、土坑域自体も拡大する。

該期は、円筒式上器の出現期で、大木式上器は極めて少なく急激な減少を示す。両者の主客性が変

容したことに関連してか竪穴住居跡の平面形や規模に若千相違が看取されるが、居住域や土坑域の占

地自体も若干推移したことが窺える。

(3)力持 V～Ⅵ期・ Ⅵ期 の遺構

前期後葉～末葉V～Ⅵ期 (円筒下層 c～ d式の過渡期)と 前期末葉～中期初頭Ⅵ期 (円筒下層 d式

～円筒上層 a式主体で大木 6～ 7a式が極客体的である時期)の遺構を合せて概観する。該期も前時

期から継続して、完全に円筒式土器が主体にある。

[竪穴住居跡];V～ Ⅵ期 4棟、Ⅵ期24棟 (内 4棟 ?)である。なお、Ⅵ期の中で、明確に中期初頭

(円筒上層 a式期)と 断定できるのは極少数で、そのほとんどが前期末葉 (円筒下層 d式期)、 若しく

は前期末葉～中期初頭と時間幅を持って捉えたものである。平面形は、隅丸長方形や楕円形が多い。

炉を持つものは全て地床炉である。前時期にみられなかった事象として、出土土器量がコンテナ10箱

を越えるものが 2棟出現することが挙げられる。

[土坑];V～ Ⅵ期 4基 (内 l基 ?)、 Ⅵ期84基 (内 7基 ?)である。そのうち、広義のフラスコピツ

トは65基で、該期土坑の約740/Oを 占める。埋土は、人為堆積の割合をみると、V～Ⅵ期100°/O(※全

て人為堆積 ?で断定できる資料ではない)、 Ⅵ期が660/Oで 、前時期と同様に自然堆積は少ない。底面

の中央付近に副穴を有するものは、Ⅵ期170/o、 V～Ⅵ期では確認できない。底面に溝を持つものはⅥ

期に3基であり、約4%と 低い割合を示す。V～Ⅵ期では確認されていない。溝を持つⅥ期の 3基は、

全て中央の副穴から延びる。

[埋設土器];Ⅵ期に相当するものを4基検出した。埋設されていた土器は、円筒下層 dl式 1基、

円筒上層 a式 1基、特徴的な文様は持たないが円筒下層 d式の並行期と推定されるもの 2基である。

この4基は比較的近接した位置に所在し、これらの埋設土器のわずか下位からB I t25住居跡 1～ 4

号 (住 46～ 49)力 S検出されている。埋設土器は、竪穴住居跡の床面より上部 (床面直上付近)で検出

されている状況から、竪穴住居の廃絶に関係した遺構である可能性も考えられる。

[焼土];V～ Ⅵ期のものを1基検出した。帰属時期の特定根拠が弱く、性格も不明である。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];竪穴住居跡は、調査区北部では 1棟が分布するのみで、前時期

と同様に調査区中央部を中心に分布する。調査区中央部全体で分布がみられ、棟数も増加を示す。長

軸方向は、南一北を主体に東―西 。北西一南東がみられる。前時期まで少なかった東―西方向に長軸

を取るものがやや増えることが特徴として挙げられる。

土坑は、前時期と比較して飛躍的に数が増加し、計算上竪穴住居跡 1棟あたり3.1基の上坑を持つ。

調査区西側の急斜面地を中心に、東側や北東側にかけて密に分布する。

両者の占地を総括すると、居住域自体は前時期との変化は少ないが、土坑域は西側急斜面地への依

存度が高くなる。また、空間占地的には環状気味に配列されているかのように見受けられる。ただし、

土坑同士の重複関係などを鑑みれば、同時に多くの土坑が存在したのではなく、短い時間幅で新しい

土坑に更新される過程において、このような空間占地になったものと考えておきたい。
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1 前期前葉～中期末葉の遺構

(4)力持 Ⅵ～ Ⅶ期 の遺構

中期初頭～前葉の時間幅をもって捉えたⅥ～Ⅶ期 (円筒上層 a～ b式主体に大木 7a～ 7b式)の

遺構を概観する。

[竪穴住居跡];2棟 である。何れも重複遺構により大部分を破壊され残存状態が悪い。平面形は前

時期と同様に隅九長方形である。 2棟ともに炉を検出していない。今回の調査における炉の形態は、

Ⅵ期までは地床炉を、Ⅶ期から石囲炉が出現することから、本時期は石囲炉の出現期を窺う上で重要

な鍵を握るが、今回の調査結果からは残念ながら不明である。

[土坑];5基 (内 1基 ?)である。フラスコピットは3基で、底面には副穴、溝などは有さない。

埋土は人為堆積の割合が600/0である。

[集石];B Ⅱ t25列石 1号 (石 2)1基 を検出した。この列石は、途中B Ⅱ v24住居跡 1号 (住76)

の東側付近が現代の家屋に破壊されているものの、全長9.5mに連なる。帰属時期は重複遺構との関

係から推定したが、特定根拠がやや弱い。細長く石が連なる形態や石の積み方は、Ⅶ～Ⅷ期のCⅢ e

l列石 1号 (石 16)と やや類似性がある。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];Ⅵ期やⅦ期の占地と重複することはわかるが、竪穴住居跡、土

坑ともに検出数が少なく、それ以上の情報は提示出来かねた。

(5)力持 Ⅶ期 の遺構

中期前葉Ⅶ期 (円筒上層 b・ c式主体で大木 7b式が客体的である時期)を槻観する。該期は依然

として円筒式上器主体にあるが、本遺跡において円筒式上器と大木式土器の主客性が最も措抗する。

[竪穴住居跡];21棟 (内 8棟 ?)である。平面形は長方形と隅丸長方形が多い。規模は、長軸の長

さが3.5～ 12mま でのものが見られ、特徴として本稿で中形住居 2と した普通規模のものが増加する

ことが挙げられる。炉は、石囲炉、石囲埋設土器炉などがある。該期から確実に石囲炉が存在し、併

せて炉内に埋設土器が設置されるものもみられる。

特記事項として、壁高 2mを測る突出して深いB Ⅱ v24住居跡 1号 (住76)が検出されている。こ

の竪穴住居跡からは、約23箱分 (497.8kg)に及ぶ土器が出土 しているが、その内容を見る限り、円

筒式上器と大木式土器の出土割合は7対 3程で円筒式上器が主体を示す。他にも10箱以上の土器を出

土している竪穴住居跡が 2棟みられるが、同様に円筒式上器を主体とする。

[土坑];9基 である。そのうちフラスコピットは6基 (出現率670/0)である。Ⅵ期と比較して、土

坑数は極端に減少するが、フラスコピットは少ないながらも継続してみられる。埋土は、人為堆積の

割合が55°/oで、前時期よりやや低 くなる。底面の中央付近に副穴を有するものは220/Oで ある。底面に

溝を持つものはない。

[焼土];1基 である。炉石の抜き取り痕と推定されるシミを伴うことから、既に破壊された竪穴住

居跡に伴う石囲炉跡と判断される。

[捨て場];BⅡ 区北部捨て場は、旧沢跡を捨て場とする。 I～ X群に及ぶ各時期の上器が出上して

いる。主体はⅦ群土器で、円筒上層boc式が多い。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];竪穴住居跡は、調査区北部では 1棟のみで、前時期と同様に調

査区中央部を中心に分布する。調査区中央部においては、中央～南側に中心的にみられる。長軸方向

は、南―北 。東一西・北西一南東・北東一南西の4方向がほぼ同様の割合でみられる。特に、東―西

方向に長軸をみるものは、西壁が深い傾向を看取できる。
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土坑は、計算上竪穴住居跡 1棟あたり04基 と、Ⅵ期 と比較 して極端な減少傾向をみる。その分布

も散発的な様相を示す。

占地を総括すると、調査区中央部における居住域は、中央～南側にかけて縦に配置される様相であ

る。併せて、斜面～斜面傾斜変換点に相当する地形部分に占地することから、必然的に西壁が深い竪

穴住居跡が多い。土坑は、数 も少なく、土坑域 と呼べる空間は看取できず、居住域内に共伴 してみら

れる。このことは、Ⅲ～Ⅵ期までとは若千異なる社会性に変容 した可能性を想起させる。

(6)力持 Ⅶ～Ⅷ期 の遺構

中期前葉～中葉の時期幅をもって捉えたⅦ～Ⅷ期 (円筒上層 b・ c式～大木8a式)の遣構を概観

する。Ⅶ期とⅧ期の過渡期の可能性も有するが、両時期を明確に分離できなかった遺構と言える。

[竪穴住居跡];8棟 (内 6棟 ?)である。平面形は、 5棟が隅丸長方形を呈し、そのうちの4棟は

大形住居と推定される。特殊形態として、CⅢ a2住居跡 1号 (住 169)イよ台形状の平面形態を呈し、

床面積は約36ぽである。この竪穴住居跡からは、コンテナ約54箱分 (1,173kg)の 上器が出土してお

り、大木8a式が圧倒的に多い。ただし、炉に設置させた埋設土器は円筒上層 c式 (若 しくは円筒上

層 c～ d式)である。

[土坑];1基 である。埋土は自然堆積である。底面に副穴、溝は持たない。

[集石];3基 ある。全て竪穴住居廃絶後に、その上部に構築されている。帰属時期は、Ⅶ期の竪穴

住居跡より新しいことを根拠にしたが、Ⅶ期若しくはⅧ期の可能性も有する。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];該期と推定される遺構は非常に少なく、前時期であるⅦ期や後

時期であるⅧ期との比較の参考となりにくい。竪穴住居跡の占地だけをみるならば、調査区中央部の

ほかに調査区北部にも居住域が拡大されたか、若しくは分割された可能性を読み取れる。

(7)力持 Ⅷ期 の遺構

中期中葉前半のⅧ期 (大木 8a式主体で円筒上層 d・ e式が客体的である時期)の遺構を概観する。

該期より、大木式土器と円筒式土器の主客が変容し、大木式土器が圧倒的な優勢をみせる。

[竪穴住居跡];29棟 (5棟 ?)である。上記の表に示したように時期別の棟数では最も多い。平面

形は隅九長方形を主体とする。規模は、長軸の長さが29～ 1lmま でみられ、主体は4～ 7mの もの

である。大形住居は該期まで確実に存在する。炉を検出したものは14棟あり、石囲炉 7棟、石囲埋設

土器炉 2棟、地床炉 ?1棟、集石炉 1棟、石囲炉十石囲炉 (石 囲炉を2基持つもの)2棟、石囲炉十

地床炉 ?1棟である。なお、焼上のみを検出したものを地床炉 ?と したが、本来は炉石が抜き取られ

た石囲炉と推定されるものである。

特記事項として、突出して土器の出土量が多い竪穴住居跡が複数棟みられる。特に多い竪穴住居跡

としては、CⅢ cl住居跡 1号 (住 177)約 40箱分 (869.03kg)、 B Ⅱ dll住居跡 1号 (住 4)約 40箱

分 (854.45kg)、 B Ⅱ u24住居跡 1号 (住63)約 9.5箱分 (201.66kg)が挙げられる。

[土坑];19基 (3基 ?)である。竪穴住居跡の検出数と比較して少ない。19基のうち、 7基がフラ

スコピットで、該期土坑の中での割合は約37%である。明らかに、フラスコピットの作られる割合も

低くなる。埋土は、人為堆積の割合をみると79%で、高い数値を示す。底面の中央付近に副穴を有す

るものは21%である。底面に溝を有するものは無い。底面壁際に壁柱穴をもつものが 1基ある。

[埋設土器];2基 である。そのうち、BⅡ ,14埋設土器 1号 (埋 1)と したものは、Ⅳで上記した

とおり上坑中に横倒しで埋置されていたものである。墓に関係した施設の可能性も考えられる。
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1 前期前葉～中期末葉の遺構

[焼土];6基 である。そのうちの 5基は、調査区中央部西狽1(B Ⅱ x21・ 22・ y21・ y22グ リッド)

から検出したもので、空間的にまとまりを持つ。他の 1基は炉石抜 き取 り痕を伴 うことから、既に破

壊された竪穴住居跡の石囲炉跡 と推定される。

[集石];9基 である。全て廃屋の上部に集石されている。個々の石は掘 り方等を持たず、また地面

に刺された様子 も無い。やや大 きめの扁平礫を部分的に含むものが 5基ある。用いられる石は基本的

に加工痕を確認できないが、BⅢ t2集石 4号 (石 6)の 中に磨石 1点 と石棒 1点が含まれている。

[竪穴住居跡・土坑の分布 と占地];竪穴住居跡の分布は、調査区中央部を中心に調査区北部にもみ

られる。調査区北部は棟数的には決 して多 くない。ただ、調査地外北側や東側にも広がる可能性があ

る。長軸方向は北西一南東で、等高線に沿う軸方向を示す。調査区中央部は、東側を中心に、南側や

西側にまで広範囲に分布 し、前時期 と比較 して居住域の拡大 を読みとれる。長軸方向は、東一西、

南―北、北西一南東の 3方向がみられる。

土坑は、計算上竪穴住居跡 1棟あた り07基 と、Ⅵ期などと比較 して非常に少ない。分布状況は、

Ⅶ期と同様散発的である。

占地を総括すると、調査区中央部の居住域はⅦ期 と比較 した場合、その中心は東側に推移 したと捉

えられる。土坑域は、居住域よりやや北側にまとまる傾向で捉えられようか。

(8)力 持 Ⅷ ～ Ⅸ期 。Ⅸ期 の遺構

中期中葉後半Ⅸ期 (大木 8b式・ 榎 林 式、※円筒上層 e式の新段階含まれる)の遺構を概観する

が、Ⅷ期 とⅨ期の過渡期 (大木 8a～ 8b式期、円筒上層 e式が含まれる)についてもここで扱 う。

[竪穴住居跡];Ⅷ ～Ⅸ期13棟、Ⅸ期 1棟である。Ⅷ～Ⅸ期 とした大木 8a式 と大木 8b式の過渡期

は一定数あるものの、Ⅸ期 とした大木 8b式期は極端な減少を示す。Ⅷ～Ⅸ期の平面形は、楕円形、

隅九長方形、円形がみられる。規模は長軸の長さが3.3～ 8mで、前時期 より小形化する傾向が窺え

る。平面形は前時期までと類するものが一部残るが、長軸の長さが10mを越えるものや、床面積40だ

以上の大形住居 と呼ぶ規模のものはみられない。炉は、石囲炉が主体で、石囲炉+地床炉の複数の炉

を持つものはこの時期まで存続する。ただし、炉内に埋設土器を持つ本稿で「石囲埋設土器炉」 と呼

ぶものは無い。この炉内に埋設土器を持たない内容は、前時期 との相違点として指摘できる。

Ⅸ期は、BⅢ w3住居跡 1号 (住 110)1棟の認知に留まる。 BⅢ w3住居跡 1号は、Ⅷ期 とした

大木 8a式期の竪穴住居跡と比較すると、平面形態や柱配置などに、明らかな差異が看取される。炉

は石囲炉である。

[土坑];Ⅷ ～Ⅸ期 8基 (8基 ?)、 Ⅸ期 2基 (2基 ?)と したが、何れも時期の推定根拠が弱い。フ

ラスコピットは該期にはみられない。埋土は全て人為堆積である。底面に副穴を有するものは 1基で

ある。底面に溝を持つものは確認されていない。

[集石・列石];5基 (1基 ?)である。そのうち 4基は、大木 8a～ 8b式期の廃屋上部に構築 さ

れている。この廃屋上部に構築されることは、Ⅵ～Ⅶ期・Ⅶ～Ⅷ期・Ⅷ期 と共通することから、円筒

式と大木式の主客の変容後 も踏襲されている内容 と考えられる。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];竪穴住居跡の分布は、調査区中央部を中心にするが調査区】ヒ部

に 1棟みられる。Ⅷ～Ⅸ期は、調査区中央部東側に集中することから、前時期を踏襲 していることが

指摘できる。長軸方向は、南―北、北西一南東、東―西の 3方向がみられる。Ⅸ期は検出数 1棟で、

急激に減少する。

土坑は、調査区中央部東側に集中区があるものの、これらの上坑をもって積極的に土坑域 と言える
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Ⅶ 総括

状況に無い。

占地を総括すると、Ⅷ～Ⅸ期は、居住域はⅧ期 とほぼ同様 と捉えられるが、土坑域と呼べる空間は

看取できない。Ⅸ期になり、竪穴住居跡・土坑 ともに極端に減少する内容から、遺跡自体 (集落)が

衰退した可能性が窺える (註 1)。

(9)力持 X期の遺構

中期後葉X期 (大木 9式・最花式)の遺構を概観する。

[竪穴住居跡];3棟 ある。前時期のⅨ期と同様に、X期 と提えられた竪穴住居跡は非常に少ない。

その中で、B Ⅱ x25住居跡 2号 (住86)は、今回の調査では 1棟の認知になる最花式の竪穴住居跡と

判断される。この竪穴住居跡は小形で円形を呈し、石囲炉を持つ。特記事項として、炉付近に立石を

持つことが挙げられる。

[土坑];8基 (7基 ?)であるがそのほとんどが、時期の推定根拠が弱い。X期 ?の 1基にフラス

コピットが認められ、底面の中央付近に副穴を有する。埋土は、人為堆積の割合が78%である。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];前時期と同様に該期の竪穴住居跡の検出数は非常に少ない。占

地についても散発的な状況としか読みとれない。

土坑は、時期の特定根拠も弱く、占地の内容も言及が難しい。一応計算上、竪穴住居跡 1棟あたり

2基程の数字になるが、参考資料の域を出ないことを付記しておきたい。

占地を総括すると、居住域と呼べるほどの竪穴住居跡数に無く、土坑域と呼べる空間は存在しない。

(10)力持 X～� 期 ・ � 期 の遺構

中期後葉～末葉 X～�期 (大木 9～ 10式)と 中期末葉�期 (大木10式)の遺構を一括し概観する。

なお、X～ �期とした時期は、X期 と�期の過渡期の可能性も有するが、総じて両時期を明確に分離

できなかった遺構が該当し、状況的には、�期に含まれる可能性が高いことを付記する。

[竪穴住居跡];X～ �期と時期幅を広げて捉えたもの 5棟、�期21棟である。平面形は円形を基調

とし楕円形・多角形などがあり、規模は長軸の長さが 4～ 8mである。炉は14棟で確認され、複式炉

を持つものが10棟、石囲炉を持つものが 4棟である。複式炉は、その形状に適した掘り方を持ち、構

成する個々の炉石は整形により偏平で先端を尖らせるように加工が施されるものが多く、それらの炉

石は全般に深 く埋め込まれ、部分的に二重に石を配置する (補強的に)な ど丁寧な作 りのものが多い。

炉内の焼土は全般に発達が良い。複式炉の前庭部は、全て斜面下方側の壁寄 りに位置することから、

地形に関係 した規則性のもと構築されていると受け取れる。

[土坑];�期 ?と したものが 1基あり、フラスコピットである。埋土は自然堆積である。土坑の底

面からは、副穴、溝共に確認されていない。

[焼土];5基 である。全てC Ⅱ a23～ b23グ リッドから検出したもので、空間的にまとまりを持つ。

[掘立柱建物跡];1棟 であるが、本時期に帰属するのか明確には特定できない。調査区中央部南側

で検出したが、検出地周辺には該期の他遺構が無く、単独で所在する。

[竪穴住居跡・土坑の分布と占地];前時期と比較して、竪穴住居跡数は飛躍的に増加する。調査区

中央部は西側を、調査区北部は北側を中心に分布がみられる。調査区中央部の占地は、前時期である

X期の竪穴住居跡が少ない状況にあることから、Ⅷ～Ⅸ期の竪穴住居跡と比較してみると、居住域の

中心が西 (斜面上方側)に移動していることが読みとれる。調査区北部は、上記のとおり北側を中心

に占地するが、調査地外北東側や東側にも居住域が広がる可能性がある。長軸方向は、東―西を主体
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1 前期前葉～中期末葉の遺構

に南―北、北西一南東がある。

土坑は、該期と推定されるものは 1基に留まり、多くを言及できない。

占地を総括すると、居住域は調査区中央部西側や調査区北部北側を中心にみられるものの、土坑域

の存在は認知できない。

2 竪穴住居跡 の分析

今回検出された竪穴住居跡について若干の分析を行う。ここでは「竪穴住居跡の規模分類」、「中期

前～後葉の竪穴住居跡の形態変遷」、「焼失住居」の内容について取り上げ検討を試みる。

(1)竪 穴住居跡 の規模

今回の調査では、竪穴住居跡を195棟検出した。そのうち、建替えを確認したものが43棟あ り、最

大で 4回 の建替えが行われているものが複数棟ある。そのような建替えを含めると、竪穴住居跡は

195群260棟以上が存在したことになる。その中には 1辺の長さが3m以下の小形のものから、長軸の

長さが18mに及ぶ大形のものまでみられる。これらを床面積で比較すると、最大がB Ⅱ t22住居跡 3

号 (住36)の 104だ、最小がC Ⅱ b24住居跡 1号 (住 141)の 2.9♂で、単純計算で約30倍 の開きが看

取される。

竪穴住居跡は、重複が激しいこともあり、全体の形状を留める資料が少なく、必然的に床面積を把

握できるのは限られる。195棟の内、平面形・長軸・短軸のあり方から床面積の推定可能なものは79

棟が該当した。それら79棟 を分析対象とし、ここでは下記する定義のもとに、 4つ に分類 してみた。

なお、ここで行った分類の内容については、CD― Rの遺構表に「規模分類」という項目を設けて表

記している。

[大形住居];長軸の長さが10mを越えるもの、若しくは床面積が40♂以上のもの。

[中形住居 1い 長軸の長さが10m未満を測るものの中で、床面積が30♂以上40ぽ未満のもの。

t中形住居 2〕 ;床面積が10ポ以上30r未満のもの。

[小形住居〕;床面積が10♂未満のもの。

① 大形住居 :分析対象とした79棟中17棟が該当する。この17棟の中には、残存部から大形住居の可

能性が高いと判断されるものも一部含めた。

時期の内訳は、Ⅲ～Ⅳ期 6棟、Ⅵ期 1棟、Ⅶ期 4棟、Ⅶ～Ⅷ期 ?2棟、Ⅷ期 4棟である。本遺跡で

は、大形住居がⅢ～Ⅳ期に出現し、Ⅷ期まで継続したことを確認している。なお、Ⅲ期・V期 ・Ⅷ～

Ⅸ期以降には、大形住居に該当する規模のものは認められない。

平面形は、全て長方形を基調とするが、Ⅲ～Ⅳ期は長方形 (隅が角ばる)、 Ⅵ期以降は隅丸長方形

を基調とすることでは若干差異が看取される。

炉を確認したものは、Ⅲ～Ⅳ期は地床炉、Ⅶ期・Ⅷ期では石囲炉若しくは石囲埋設土器炉を持つも

のが認められる。遺構の残存状態にも依存するが、基本的には炉を複数基持つと考えられる。

② 中形住居 1:79棟中7棟が該当する。この 7棟の中には、残存部から本規模に該当する可能性が

高いと判断されるものも一部含めた。

時期の内訳は、Ⅵ期 2棟、Ⅶ～Ⅷ期 2棟、Ⅷ～Ⅸ期 1棟、�期 2棟である。大形住居に分類 したも

のと比較して、この規模のものは非常に少ない。
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平面形は、 7棟中 4棟が大形住居 と同様に長方形基調 (隅丸長方形含む)である。この 4棟の中に

は、Ⅷ～Ⅸ期のものが 1棟含まれることから、隅丸長方形を呈する平面形は該期まで継続されている

と考えられる。長方形基調以外の 3棟は、Ⅶ～hlll期 に台形状 1棟、�期に円形を基調とした多角形、

楕円形を呈するものが 2棟ある。

炉は、Ⅵ期が地床炉、Ⅶ～Ⅷ期が石囲埋設土器炉+地床炉 (※ 地床炉 としたが、石囲炉であった可

能性あ り)、 Ⅷ～Ⅸ期が石囲炉+石囲炉、�期は複式炉である。

③ 中形住居 2:中形住居 2と した規模は、概ね10～ 25rの範囲のものが主体を占める。今回の分析

では最も多くの竪穴住居跡がこの規模のものに該当することから、本来は更なる細分を試みたいとこ

ろであるが、本遺跡全般の残存状況を鑑みて、床面積の数値を若千幅広 く設定したことを付記する。

推定を含め79棟中44棟が該当する。

時期の内訳は、Ⅲ期 3棟、Ⅲ～Ⅳ期 2棟、Ⅳ～V期 2棟、V期 1棟、V～Ⅵ期 1棟、Ⅵ期 2棟、Ⅶ

期 7棟 (内 1棟は時期 ?)、 Ⅶ～Ⅷ期 ?2棟、Ⅷ期 7棟 (内 1棟は時期 ?)、 Ⅷ～Ⅸ期 6棟、Ⅸ期 1棟、

X期 1棟、�期 9棟である。床面積10♂以上30♂未満の竪穴住居跡は、各時期に満遍なくみられるも

のの、中期前葉Ⅶ期以降に多 く構築されることを指摘できる。

平面形は、Ⅲ～Ⅳ期からⅧ期までは方形を基調とした長方形・隅九長方形 。楕円形が多く、Ⅷ～Ⅸ

期になり円形に近い形状が一部みられ、X期 ・�期は円形若しくは多角形を呈するものが主体である。

炉は、Ⅲ期からⅥ期までは地床炉を1基持つことを基調とする。例外として、C Ⅱ b23住居跡 4号

(住 137)と C Ⅱ d24住居跡 1号 (住150)に複数基の地床炉がみられる。ただし、この2棟は残存状

態の関係で中形住居 2と したが、本来は中形住居 1若 しくは大形住居に該当する可能性が残る。Ⅶ期

～Ⅷ期の炉は、石囲炉、石囲埋設土器炉、地床炉がみられ、それらの組み合わせにより複数基持つも

のもある。石囲埋設土器炉は、Ⅶ期に多くⅧ期にも少数みられるが、Ⅷ～Ⅸ期からは認められない。

Ⅸ期は石囲炉、�期は複式炉を中心とする。なお、�期のB Ⅱ u21住居跡 1号 (住52)に、石囲炉が

2基 と地床炉 1基が認められるが、同時存在なのか建替えなどに伴う3時期の炉なのか明確には不明

である。

④ 小形住居 :推定を含め79棟中11棟が該当する。

時期の内訳は、Ⅲ期 2棟、Ⅲ～Ⅳ期 2棟、Ⅵ期 1棟、Ⅷ期 2棟、Ⅷ～Ⅸ期 2棟、X期 1棟、X～�

期 1棟である。床面積10♂未満の竪穴住居跡は、Ⅲ期からX～ Ⅸ期に至るまで満遍なくみられるが、

�期には確実な該当がない。

平面形は、基本的に中形住居 2と 同様の傾向で捉えられるが、Ⅵ期に円形を呈するものが 1棟みら

れる。

炉を伴うものは11棟中7棟ある。Ⅲ期とⅥ期は地床炉、Ⅷ期は石囲炉、Ⅷ～Ⅸ期は石囲炉、X期は

石囲炉、X～ �期は石囲炉である。炉を伴わない4棟のうち、Ⅲ～Ⅳ期の 2棟 (※住75と 住141)イ ま、

床面積が4.3♂ と2.9ポで非常に小さく、居住施設以外の用途も考えられようか。

小結 :対象とした79棟の竪穴住居跡の分析から導かれる内容や情報をまとめてみる。

長方形基調の大形住居は、Ⅲ～Ⅳ期に発生をみると捉えられ、該期には中形住居2と 河ヽ形住居が共

存する。また、Ⅲ期に大形住居とそれに類する中形住居 1の規模の該当がなかったことから、大形住

居の発生は大木 2b式の出現と期を同じくする可能性もある。次のV期は、全般に竪穴住居跡の残存

状態が悪 く、該期の様相は掴み難い。ただ、大形住居の構築は、一度断絶をみる可能性が考えられる。

その後、Ⅵ期になり再び大形住居とそれに類する中形住居 1が構築され、Ⅷ期まで確実に継続される。

ただし、平面形的にはⅢ～Ⅳ期には隅が角ばる長方形を主体とするのに対して、Ⅵ期以降は隅九長方
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2 竪穴住居跡の分析

形を主体 とする点で、若干の差異が認められる。また、Ⅶ期・Ⅶ～Ⅷ期・Ⅷ期は、大形住居と共伴 し

て中形住居 2と した床面積10～ 30ぽの規模が顕者にみられる。その後、Ⅷ～Ⅸ期 (大木 8a～ 8b式 )

若 しくはⅨ期の前半 (大木 8b式の古い段階)で、大形住居は消滅 したと捉えられ、中形住居 2への

依存の割合が高 くなることを指摘できよう。小形住居は、Ⅶ期に該当がなかったが、Ⅷ期からX～ �

期までは、数は少ないものの存続 し、基本的には炉を持つことを言及できる。Ⅷ期、Ⅷ期～Ⅸ期、X

期、 X～ �期の小形住居が炉を持つことは、Ⅲ～Ⅳ期の小形住居が炉を持たないこととの差異として

指摘できよう。X期の終わりから�期にかけては、再び集落として再隆盛をみるが、この時期は複式

炉を中心とした住居の流行に関わり、平面形は円形基調や多角形などが多くなり、合わせて中形住居

2の規模が主体を占めるようになる。�期には、床面積30～ 40ポの中形住居 1に該当するものが 2棟

認められるが、中形住居 2が主体を占める状況からは、該期にはこの規模のものが大形の部類に属す

ると捉えられよう。また、�期にはX～ �期までみられた小形住居はみられない。本遺跡に複式炉が

隆盛する�期には、小形住居に相当する規模のものは構築されないことが考えられる。

炉の種類を時期毎に示すと、Ⅲ期～Ⅵ期は地床炉、Ⅶ期～Ⅷ期は石囲炉と石囲埋設土器炉主体、Ⅷ

～Ⅸ期・Ⅸ期 ,X期は石囲炉、�期は複式炉主体で捉えられる。竪穴住居跡の規模の違いによる炉の

差異は認められない。炉を複数基持つ例は、大形住居以外にも、中形住居 1や 中形住居 2に少数みら

れる。なお、Ⅲ～Ⅳ期の大形住居は、炉を2基以上持つものがみられ、 5基持つものが 2棟、 3基持

つものが 2棟認知される。それに対し、Ⅷ期の大形住居は最大で 2基である。Ⅵ期とⅦ期の大形住居

は、残存状態にも起因して炉を複数持つものはない。この炉の数の差異に関わり、前期前葉～中葉と

中期中葉では、炉同士の間隔を含め、住居構造の大きな違いとして指摘できよう。

なお、規模の違いにみる柱穴配置の傾向などは、重複や建替えの激しい状況から、比較・検討を行

わなかったことを追記しておく。今後の課題としたい。

(2)中 期前葉～ 中葉 の竪穴住居跡 の形態変遷 についての分析

力持遺跡の特徴の一つとして、円筒式上器と大木式上器の土器接触にあることが指摘される。両者

の主客が変容するのは、前期中葉Ⅳ期からV期 (大木2b式→円筒下層 a式期)と 、中期前葉Ⅶ期か

ら中期中葉Ⅷ期 (円筒上層 b式 。c式→大木 8a式)への2時期ある。両者の主客が最も拮抗するの

が中期前葉Ⅶ期 (円筒上層 b式 。c式主体に大木 7b式がやや客体)である。そして、遺跡自体の衰

退傾向がみられるのが、中期中葉の後半Ⅸ期 (大木 8b式)と 中期後葉X期 (大木 9式)である。

ここでは、中期前葉～中葉の時間幅の中において、同一空間の中で変遷過程が明確に把握できた竪

穴住居跡群を取り上げ、第 I分冊第43図 (※以後本章では第 I分冊の図版を取り上げる場合は、第 I

分冊と言う文言を除く)に集成し示した。ここでは、時期差が少ない竪穴住居跡群について、主に平

面形・規模・炉の観点から、相違点や共通点の提示に主眼を置き、その変遷過程の内容を検討する。

併せて、円筒式上器と大木式上器の主客の変容に伴う竪穴住居跡の変化が存在するのか否かもみてい

くこととする。

① BⅢ v2住居跡 2・ 3号の変遷 IBⅢ v2住居跡 3号 (住 103、 Ⅷ期)→ BⅢ v2住居跡 2号

(住 102、 Ⅷ期)への変遷が確実な資料である。なお、BⅡ v2住居跡 2号の床面よりやや上面にはB

Ⅲv2住居跡 1号 (住 101、 llll～ Ⅸ期)が所在するが、図が複雑化する理由で集成図には明示してい

ない。また、本稿では詳細な分析は行うことができなかったが、これら3棟にみられる大木8a式～

8b式を巡る土器群は、漸進的な変化を示すと捉えられ、土器編年的観点からも時期差を示す可能性

が高く、良好資料を提供するものと思われる (註 2)。
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2 竪穴住居跡の分析

平面形は、BⅢ v2住居跡 3号 (※ 以後本項ではBⅢ v2住居跡を省略 し、 2号、 3号 と呼ぶ)の

隅九長方形から2号の方形基調 (隅 九正方形に近い形態)に 変わ り、床面積は極端に縮小 される

(20.2ぽ →8.1♂ )。

炉に着眼すると、 3号から2号へは、炉を2基持つものから1基のものへと変わるが、炉石の囲い

方も、長方形から円形気味へと変化がみられる。

この 2棟の共通点を検討すると、 2・ 3号は、炉の延長線上の壁際に規模の大きな柱穴を持つ。こ

の柱穴が、上屋の構造に関係 した配置なのか出入 り口などに関係するのかはわからない。

② BⅡ u24住居跡 1・ 2号の変遷 :B Ⅱ u24住居跡 2号 (住 64、 Ⅶ期)→ B Ⅱ u24住居跡 1号 (住

63、 Ⅷ期)への変遷が確実な資料である。B Ⅱ u24住居跡 1号 (※ 以後本項ではB Ⅱ u24住居跡を省

略し、 1号・2号 と呼ぶ)と 2号の新旧関係は、 1号の床面下から2号 を検出したことにより確実な

資料といえる。なお、図にはⅦ期のB Ⅱ u24住居跡 3・ 4号 も含まれるが、両者ともに壁溝に依存し

た資料であることからここでは割愛する。

平面形や規模は、 1号は東側の住居輪郭が不明であることから、良好な比較資料とは言えないが、

隅丸長方形を呈するほぼ同様の形態で捉えられよう。

炉の位置は、両者ともに竪穴ほぼ中央に位置する共通点がある。炉石は両者とも方形気味に囲われ

るが、 1号 は石囲炉、 2号は石囲埋設土器炉である。

上記のことから、隅九長方形を呈する竪穴住居跡の平面形態は、円筒式土器と大木式上器の主客の

変容に関わらずⅦ期からⅧ期に踏襲され、併せて炉の位置や炉石の囲い方についても同様に継承され

ていると考察される。ただし、相違点として、石囲炉内の埋設土器の有無が挙げられる。

③ CⅢ a2住居跡 1・ 2・ 4号の変遷 iCⅢ a2住居跡 4号 (住 172、 Ⅶ期)→ Cma2住 居跡 2

号 (住 170、 Ⅶ期)→ CⅢ a2住居跡 1号 (住 169、 Ⅶ～Ⅷ期)への変遷が確実な資料である。CⅢ a

2住居跡 4号 (※ 以後本項ではCⅢ a2住居跡を割愛し、 1号 。2号・4号と呼ぶ)か ら2号への変

遷に際しては、とりわけ大きな変化は看取できない。 2号から1号への変遷では、明らかに竪穴住居

跡の平面形態に変化がみられる。

炉の形態をみると、 2・ 4号は石囲埋設土器炉で、 1号は石囲炉である。 2・ 4号の炉内の埋設土

器は、 2号は大木 7b式、4号は円筒上層 c式 と推定される。円筒式上器が主体の時期に、 2号の石

囲炉内に大木式上器が埋設土器として使用されていることは興味深い現象と思われる。

④ BⅡ y22住居跡 2・ 3号の変遷 :B Ⅱ y22住居跡 3号 (住 92、 Ⅷ期)→ B Ⅱ y22住居跡 2号 (住

91、 Ⅷ～Ⅸ期)への変遷が確実な資料である。今回取り上げた中では、平面形の変化が最も顕著な資

料である。しかしながら、B Ⅱ y22住居跡 3号の平面形・柱配置は本遺跡では特異なもので、この 2

棟の関係から急進的変遷の一つとして積極的に言及できるものか躊躇いを持つ。

炉の形態について、 3号は長軸線上に石囲埋設土器炉を2つ持ち、炉石は方形に囲われる。それに

対し、 1号は炉石の一部を失っているものの、やや不整形気味に囲われ、埋設土器を持たない。

⑤ CⅢ cl住居跡 1号、CⅢ el住居跡 1号、C Ⅱ d25住居跡 1・ 2号の変遷 i C Ⅱ d25住居跡 2

号 (住 155、 Ⅶ期)→ C Ⅱ d25住居跡 1号 (住 154、 Ⅶ期)→ Cmel住 居跡 1号 (住 185、 Ⅶ期)→

CⅢ cl住居跡 1号 (住 177、 Ⅷ期)への変遷が確実な資料である。

平面形や規模は、各竪穴住居跡ともほぼ共通する。この資料についても、中期前葉～中葉の円筒式

上器主体から大木式上器主体へと主客の変容期を含むが、竪穴住居跡の形態は円筒式と大木式の主客

の変容に関わらず踏襲されていることを指摘できる。

炉の形態は、Cmcl住 居跡 1号以外残存がなく言及できない。
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Ⅶ 総括

ここで看取される最大の特徴は、竪穴住居跡の長軸方向の変化 と思われる。古い時期から東―西方

向に繰 り返 して建て直 しや建替えが行われた後、一度南一北方向となり、最後は北西―南東方向をみ

る。先にも若干触れたとお り、Ⅶ期の竪穴住呂跡は東一西方向に長軸をみる西壁の深い竪穴住居跡が

顕著にみられるが、上屋 との構造に関わるのか若 しくは時期にみる流行なのか、何れ興味深い現象の

一つといえる。

③ CⅢ e2住居跡 1～ 5号の変遷 iCⅢ e2住居跡 5号 (住 191、 Ⅵ～Ⅶ期)→ CⅢ e2住居跡 4

号 (住 190、 Ⅶ期)→ CⅢ e2住居跡 3号 (住 189、 Ⅶ期)→ CⅢ e2住居跡 2号 (住 188、 Ⅶ期、※

Ⅶ期の中ではより新段階)→ CⅢ e2住居跡 1号 (住 187Ⅷ ～Ⅸ期)への変遷が窺える資料である。

Ⅶ期の時間幅においては、平面形態の変化は見られないが、長軸方向を激 しく変えて建て直 しが行

われていることが看取され、上記の⑤の内容 と類似する。平面形態に大 きな変化が生 じるのは、Ⅷ～

Ⅸ期のCⅢ e2住居跡 1号の段階である。このCⅢ e2住居跡 1号は、大木 8a～ 8b式への過渡期

と推定されることから、 CⅢ e2住居跡 2号 とは土器―型式以上の時間差を持つ可能性があり、画期

的な変遷 とするには検証が必要である。

炉の形態は、全般に残存状態が悪 く、検討資料 として弱いものの、 1号の段階では埋設土器を持た

ないことが指摘できる。

小結 :平面形は、円筒式上器を主体 とするⅦ期と、大木式土器を主体 とするⅧ期両者ともに隅丸長方

形基調を主体とし、大形住居 と中形住居 2が顕著にみられる。円筒式土器 と大木式上器の主客の変容

に伴う変化は看取できない。竪穴住居跡の形態に変化が認められるのは、Ⅷ期からⅨ期への変換期で、

大木 8a式 と大木 8b式の過渡期に相当する。この時期は、竪穴住居跡の規模が若千小形化する傾向

が捉えられ、平面形 も隅九長方形から方形 (隅九正方形など)や楕円形を基調とするものが増加する。

長軸方向は、南―北 。東一西を中心に北西―南東方向がみられる。建替えや建て直 しに際しては、

長軸方向が当初東一西であつたものから南一北に変遷する傾向があり、更に南―北から北西―南東に

変遷するものもみられる。この長軸方向の変化に伴う周辺の竪穴住居跡を含めた全体的な配置は、環

状などを意識 した規則性は看取できない。所見的になるが、重複や建替えの激 しい状況からは、長軸

方向を著 しく変えてまで同じ空間に固執する行為が読みとれるように思われる。本遺跡の地形は、こ

れまで各所で記述 してきたとお り、基本的に西→東方向若 しくは南西→北東方向に傾斜することから、

必然的に西壁が深 く、東壁は浅い (※東壁は確認できないものも多い)。 復唱になるが、東―西方向

に長軸を持つものは全般に深 く、B Ⅱ v24住居跡 1号西壁の深さ2mに代表されるように、Ⅶ期に多

い傾向がある (※上屋の構造に関係する可能性 も考えられようか ?)。

炉の諸要素について、位置、数、形態についてまとめる。炉の位置や数は、竪穴住居跡の規模や平

面形態にも関係すると考えられるが、B Ⅱ y22住居跡 2号 を除き、竪穴の長軸線上に位置することで

はほぼ共通する。ただし、竪穴中央付近に位置するものと、中央よりどちらかの壁側に偏 り位置する

ものがみられ、後者が圧倒的に多い。この壁側に偏 り炉が位置する内容は、本遺跡の該期竪穴住居跡

の特徴の一つでもある。炉の形態は、石囲炉と石囲埋設土器炉が主流 と捉えられ、炉石は方形に囲う

ものを主体 とする。埋設土器を持つ石囲炉は、Ⅶ期、Ⅶ～Ⅷ期、Ⅷ期 とした竪穴住居跡にみられるが、

LIll期 では明らかに減少する。そして、Ⅷ～Ⅸ期やⅨ期には埋設土器を持つ石囲炉は確認できない。こ

のことは、円筒上層 b・ c式 (大木 7b式 )～大木 8a式の古い段階までは、普通に埋設土器を持つ

石囲炉がみられるのに対 して、大木 8a式の新 しい段階では消滅する要素 と考えられようか (註 3)。

この内容は、炉を複数基持つ竪穴住居跡においても、同様の状況が看取される。
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2 竪穴住居跡の分析

(3)焼 失住居 について

焼失された状態を示す竪穴住居跡 (以後焼失住居と呼ぶ)は、その可能性が高いと判断したものを

含めて13棟検出された。ここでは、焼失住居から導かれた情報の中で、炭化材の樹種、土屋根、時期

の傾向について取り上げることとする。

① 判明した炭化材の樹種 :炭化材の樹種同定や炭化材の年代測定を分析委託した際に得られた結果

から、クリ、コナラ、カバノキ、ケヤキ、モクレン、オニグルミなどであることがわかった。これら

の分析結果に調査時の出土状況を加味すると、建築部材の主体 (主 に柱)は Ⅲ期～�期までクリを主

体とし、ケヤキなどが何らかの部材に使用されていることが推定された。また、燃料部材として、ク

リ、コナラ、カバノキ、モクレンなどの落葉広葉樹が使用されていたことも言及できよう。その他と

して、炭化したオニグルミが出上している (註 4)。

② 土屋根の可能性 :Ⅲ ～Ⅳ期のC Ⅱ d24住居跡 3号 (住 1磁)は焼失住居である可能性が示唆された。

C Ⅱ d24住居跡 3号からは、床面や床面直上付近より建築部材と推定される多量の炭化材が出土し、

炭化材の種類はクリであることが半」明している。炭化材の集中する部分よりやや上部で、ロームブロ

ックが各所にみられ、その上部にはTo―Cuの堆積が確認された。調査判断として、TO_Cu降 下前の焼失

住居であり、土屋根若しくは上屋の一部材としてローム上が用いられていた可能性が考えられる。

なお、その他の竪穴住居跡については、焼失住居とは捉えられないが、Ⅶ期のB Ⅱ v24住居跡 1号

(住76)に土屋根であった可能性が示唆される。

③ 焼失住居の時期について :焼失住居の時期毎の内訳は、Ⅲ期 1棟、Ⅲ～Ⅳ期 1棟、Ⅳ～V期 1棟、

V期 1棟、Ⅵ期 1棟、Ⅶ期 1棟、Ⅷ期 0棟、IIll～ Ⅸ期 2棟、Ⅸ期 0棟、X期 2棟、X～ �期 1棟、�

期 3棟である。全体の出現率は67%で ある。焼失住居が増加傾向を示すのは、Ⅷ～Ⅸ期 (大木 8a～
8b式期)か ら�期 (大木10式期)の時期で、該当する43棟 中8棟で1860/Oの割合でみられる。それ

ら焼失住居の増加する時期の竪穴住居跡の炉の残存状態に着限すると、使用可能な状態にあったもの

が出火していると推定される。焼失住居がⅧ期に未確認な状況を鑑みると、Ⅷ～Ⅸ期やX期・X～ �

期 。�期になり増加することは、意図的な行為が介在することも想起されようか。

3土 坑 の 分 析

調査区中央部を中心に253基が検出されている。ここでは、まず土坑の全般的な傾向を概観し、次

に土坑の断面形の分析、最後に土坑の用途について考察を加えたい。

(1)土 坑 の 概 要

① 平面形・規模 :検出された土坑は、全般に遺構同士の重複が激しく、本来の形状を留めていると

判断されるものは少ない。

平面形は、ほぼ円形が多く、次いでやや楕円形を呈するものが多い。また、開口部が円形で、底部

が楕円形を呈するものも相当数ある。

平面的な規模は、開口部径 2m以上が15基、底部径 2m以上が29基ある。最大規模はB Ⅱ t19土坑

5号が挙げられ、開口部径約2,7m、 底部径2.6mを 測る。土坑の深さについては、 2m以上を測るも

のが 6基あり、最大がB Ⅱ u20土坑 6号で2,75rnを 測る。

遺跡全体では、開口部径が1.5m以 上、深さ1.5m以上、断面形がフラスコ状を呈するものが多いこ
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Ⅶ 総括
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3 土坑の分析

とを指摘で きる。

③ 埋上の堆積様相 :埋上の様相からは、①自然堆積、②人為地積、③最初自然堆積の後に人為堆積

されるものの大きくは3パ ターンが確認された。

自然堆積と判断されたものは60基 (内 8基は?)で、人為堆積が圧倒的に多い。比較的多くの土器

を出土する土坑は、人為堆積が多い。ただし、土器は廃棄 (投げ込まれる)さ れたと捉えられるもの

の、埋上自体は自然堆積と推定されるものも少数ある。

④ 時期 :出土遺物、To―Cu(今回の調査では再堆積を含め23基検出)、 遺構同士の重複関係などか

ら時期を推定した。土坑は、Ⅲ期～�期まで確認したが、最も多いのは、Ⅵ期とした前期末葉～中期

初頭に廃絶されたと推定される時期のものである。

(2)土坑 断面形 の分析

底面から開口部まで残存状況が良いものを抽出 。指標として、断面形の違いで、A～ G形に分類を

試み、第44図及びCD― Rの遺構表に示した。ここでA～ E形としたものが広義のフラスコピットで

ある。なお、掘立柱建物跡の柱穴に採用した土坑 4基は以下の分析対象からは除外した。

[A形];底面～胴部にかけて直線気味に内傾して立ち上がる。Al～ A3形に細分される。

Al形 :胴部から開口部にかけて括れを持って (外反して)立ち上がる。

A2形 :底部径に対して開口部径が狭い、ややスマートな形状のもの。上部が破壊されているもの

も含めたので、本来的にはAl形であった可能性のものもある。

A3形 :A2形 と比較して、底部径に対して開口部径が広いもの。上部が破壊されているものも含

めたので、本来的には△ 1形であった可能性のものもある。

[B形];底面から胴部上半にかけてややふくらみを持って立ち上がるいわゆる袋状のもの。胴部上

半～開口部にかけて、やや外反気味のものもある。

[C形];底面から胴部中位にかけて内傾気味に立ち上がった後、胴部中位から開口部にかけて直立

気味に立ち上がる。全体にスマートな形状のもの。

[D形];開口部より底部が広いものの中で、底部が部分的に強く張り出すもの。

Dl形 :底部径に対して開口部径が狭い全体的にスマートな形状のもの。

D2形 :Dl形と比較して、底部径に対して開口部径が広めのもの。

[E形];Aか らD形以外で、胴部下位付近から底部にかけて広がるもの。壁が直立気味のものでも、

開口部より底部が若千でもオーバーハングするものは本形に含めた。

[F形];底部から開口部にかけて、ほぼ垂直に立ち上がる、全体形状がビーカー状のもの。部分的

にオーバーハングが認められるものは、E形に含めた。

[G形];底部から開口部にかけて外傾して立ち上がる、全体の形状がバケツ状や浅鉢状のもの。

① 形態別の数 :数的内訳は、Al形20基、A2形 3基、A3形 13基、B形17基、C形 4基、Dl形
10基、D2形20基、E形64基、F形19基、G形79基である。そのうち、広義のフラスコピットは、A
～E形合わせて151基で、全体の600/Oを 占める。胴部から開口部への残存状況によりF・ G形に含ま

れたものの中にも、本来はフラスコピットであった可能性を有するもの力認0基近く含まれるので、実

際の割合は更に高いと推定される。

② 埋土の堆積 :A形は自然堆積が少なく、特にA2形としたものは全て人為堆積である。B形は自

然 。人為が半々ほどの割合でみられる。C形は4基全て人為堆積であるが、そのうちの 1基は埋土上

位が人為、中～下位が自然堆積である。D形、E形は66%が人為堆積である。F形は78%が人為堆積
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である。G形は680/Oが人為堆積である。

③ 底面の副穴 :土坑底面に副穴を持つものは59基検出された。全体の出現率は約24%弱である。時

期別の出現については、Ⅲ期からⅨ期前半までみられるが、Ⅲ期～V期 に多く、土坑数が最も多いⅥ

期には少ないこと力斗」明した。また、副穴の規模の傾向としては、古い時期 (主 にTo―Cu降下期以前 )

ほど大形であることが窺える。副穴を持つものを上坑の断面形別にみると、Al形 9基 (出現率45%)、

A2形 0基 (0°/。 )、 A3形 5基 (38%)、 B形 6基 (350/0)、 Dl形 3基 (300/o)、 D2形 5基 (250/o)、

E形 18基 (280/o)、 F形 4基 (220/O)、 G形 9基 (11°/0)である。その出現率はAl形、A3形、B形、

Dl形に多いことがわかる。

④ 時期別 :各断面形の傾向について時期別に記述する。

Al形は、Ⅲ～Ⅷ期までみられるが、V期 とⅥ期に多く、Ⅲ～Ⅳ期やⅦ～IIll期 は希少である。A2
形は、Ⅳ～V期 とⅥ期にみられる。A3形はV期 を主体とする。B形はⅢ期～Ⅵ期にみられ、Ⅳ期～

V期に多い。C形は希少性が高い。田～Ⅵ期にみられる。Dl形は、Ⅲ～Ⅵ期にみられ、Ⅵ期が主体

である。D2形は、Ⅲ～Ⅶ期にみられ、Ⅵ期が主体である。E形は、Ⅲ～�期までみられ、Ⅵ期を主

体とする。なお、X期 と�期のE形 2基は、時期の特定に課題を残す。F形はⅢ～�期までみられ、

Ⅲ～Ⅳ期に多い。この形態は大木 2式期において、フラスコ形と共存すると考察しておきたい。G形

はⅢ～X期 までみられる。

フラスコピット (A～ E形)について補足すると、大～E形全てL期 に出現し、V期 に継続され、

Ⅵ期をピークにⅧ期まで作られ、Ⅷ～Ⅸ期になり消滅する可能性が高い (今回の調査では該期は未確

認)。 空白期をおいた後、X期・�期に推定されるものが各 1基みられるが、帰属時期の推定根拠が

弱く、再び作られる遺構なのか否か、多くを言及できない。

総括すると、本遺跡に密にみられたフラスコピットは、大木 2式期に作られ始め、円筒下層 a～ c

式期になり更に密度を増し、円筒下層 d～ 円筒上層 a式期に数的にピークを迎えた後、円筒上層 b・

c式期から極端に減少し、大木 8a～ 8b式期には消滅した可能性が指摘される。

⑤ 占地 :ま ず、形態別の占地をみてみる。A形は調査区中央部西側や東側の斜面傾斜変換点付近に

多く、特にAl形ではそれが顕著に窺える。B形は緩斜面地を中心に比較的平坦気味の地形につくら

れている。C形は4基中3基が調査区中央部西側付近の急斜面地から検出されている。Dl形は占地

の傾向を掴み難いが、竪穴住居跡と重複する (床面下から検出)も のが 3基含まれることから、比較

的平坦気味の地形に作られていると考えられる。D2形はC形 と同様に急斜面地を中心とする。E形

はC形やD2形 と同様に急斜面地を中心とする。F形は緩斜面地～平坦地 (平坦気味を含む)にみら

れ、Ⅲ～Ⅳ期の大形住居と重複するものが多くみられる。G形は占地の傾向を掴み難い。

今回の調査で土坑の密集する場の特徴として、調査区中央部西側の急傾斜地が挙げられる。上記 し

たとおり、この急斜面地の傾斜角度は25～ 40° を浪1る 。そして、居住域の中心より標高の高い場でも

あり、Ⅲ期からⅥ期を中心に、伝統的にこの場が選定・利用されていることは、今回の調査結果から

指摘できる。

この急傾斜地が土坑域の中心として選定されている理由は、居住域との場の使い分けが行われてい

た可能性も考えられる。また、実際の調査時における土坑掘削所見として、普通規模の土坑を掘削す

ると、調査時に使用した一輪車で約 8台分の排上が出るが、これを他所に運搬するのは地形的な環境

からも、かなりの労力と困難を伴う。この排土の処理方法として、近接する廃坑や斜面下方に棄てる

ことは利便性が高いと考えられる。何れ、今回の調査結果からは、フラスコピットの用途が解明でき

なかったことから、急斜面地に多く作られた理由は不明にある。
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(3)フ ラス コピ ッ トの用 途 につ いて

フラスコピツトの用途としては、通常堅果類の貯蔵施設である可能性が指摘されている。ただし、

今回の調査では、堅果類の貯蔵を証明できる事実は得られていない。用途は不明の状況にある。

ここでは、今回の調査成果の総括から、①遺物の出土状況、②空間占地のあり方、③墓渡の可能性

などに視点をあて、フラスコピットの用途について推定し、仮説の提示を試みる。

① 遺物出土状況から:使用用途を推定するに際して、Al形に分類したB Ⅱ w25土坑 1号 (± 125)

の土器出土状況を特記事項として挙げておきたい。この土坑は、大木 6～ 7a式の過渡期と推定され

る4409の球胴形深鉢の完形土器が、土坑底面の壁際から斜め気味の状態で出土した。埋土中～下位か

らは投棄されたと推定される円筒下層 dl式を中心とする土器がまとまって出土した (こ の土坑全体

では約65kgの上器が出上した)が、この土器とは層位的に分離される状況にある。つまり、投棄され

たのではなく、なんらかの形で使用されていた土器が `置 き去り'の状態で出上した可能性を有する。

この球胴形深鉢は、口縁部付近の内外面に煤が少量付着するが、胴～底部付近には煤などが無く、

煮沸の用途は考え難い。この土器の用途として、食料の貯蔵に関連した用途を推定した場合、 1直接

堅果類を貯蔵していていた容器、 2土坑内部に随時保管され貯蔵してあった堅果類を上坑外に持ち出

す際に使用したもの、 3堅果類以外を対象とした容器 (※ 例えば酒造など発酵させる類の内容)な ど

が考えられようか。次に、食料貯蔵以外の用途を推定すると、何らかのものを地上に持ち出す際に使

用した容器であることなども想起される。

追記として、この上器は、今村峯雄氏と小林謙一氏により年代測定が試みたが、炭素不足で測定で

きなかったことも付記しておきたい (※ 観察表にはIW36と 表記してある)。

② 空間占地のあり方から :B形とDl形は上記のとおり比較的平坦気味の地形に作られる傾向が高

く、急傾斜地は回進しているか若しくは居住域内に共伴する内容で捉えられる。対して、A形 。C

形 。D2形・E形は、急斜面地に多い。よって、断面形の違いから、その占地には微妙な差異が看取

できる。そして、A形・C形・D2形は、他形と比較して全般に深いものが多い特徴がある。このこ

とは、消極的ではあるがフラスコピットの用途に関連して、その占地や作られる形態に相違が存在す

る可能性もある。

土坑域の中心である調査区中央部西側の急斜面地は、その主体時期がⅢ期からⅥ期であるが、居住

域より標高が高く、そして居住域とは分離される内容で捉えられる。また、調査時の掘削所見として、

フラスコピットの地上と地下 (底面)への昇降に際しては、オーバーハングの度合いが強いものなど

は絶えず崩壊の危険が高 く、実際の精査では細心の注意が必要であった。つまり、深いフラスコピツ

トを掘る場として、崩壊のリスクを冒してまで意図的に調査区中央部西側の急斜面地が選定されてい

る可能性も考えられる。この調査区中央部西側は、掘削深度が深いほど粘性が良好なローム層 (※

To―Hや To― ofな どの十和田系の更新世テフラと推定されるものもある)がみられる傾向にある。この

ことは、深く掘削するに際して、掘 り易い土質の場にあるとも捉えられるし、何らかの貯蔵に関連付

けた場合には深く掘ることで湿温が安定することにも関係する可能性がある。

③ 墓壊の可能性 :先 にも上記したとおり、人頭大の礫が埋土上位を中心にみられるものがある。人

為堆積が圧倒的に多い状況から、墓墳へ転用されたものも存在する可能性が考えられる。ただ、留意

点として、4の墓壊の課題でも後述するが、副葬品的な遺物の出上が認知できない。

小結 :フ ラスコピットは、その断面形の違いで占地が微妙に相違することが窺えた。B形 とDl形は

居住域に共伴する場合が多いことを加味すると、何らかの貯蔵を目的とした可能性を推定しておきた
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い。A形・C形・D2形などは、土坑域の中心である調査区中央部西側の急斜面地に多 く、尚且つフ

ラスコピット同士の重複が特にも激 しいことを指摘できる。重複の激 しい状況からは、短い時期で次

のフラスコピツトに更新 したと捉えられる。

本稿で分類 した形態の中で、このA形・C形・D2形などの種類は、深 く掘る必要性に重点を置い

た用途に関連する可能性があり、特にD2形などは規格性の弱い形態で貯蔵穴以外の用途の可能性は

十分考えられる。これには、今回の調査では未検出にある土器製作用の粘土採掘坑である可能性 も考

えられるが、土坑底面は平坦なものが多 く、粘土採掘坑を推定した場合、規格性的な点から積極的に

推挙する状況にはない (註 5)。

最後に、フラスコピットの用途は、遣存体などの抽出が望めない場合が多 く、現状では多種・多機

能にわたる内容を仮説 した上で、その検証を進めることが用途を解明する近道ではないかと思われた。

この際に、遺物の出土状況、遺跡内における占地、理化学的な分析 とのタイアソプなどが重要と思わ

れる。堅果類の貯蔵以外の用途 として、本稿では発酵系の液体製造、墓媛、粘土採掘坑などの仮説を

述べたが、理化学的な分析なくしては前進が望めない。今後の研究の進展に期待 したい。

4墓 娠 の 課 題

今回の調査では、墓壊及び墓域の存在を明らかにすることができなかった。今回の調査地は、集落

内における居住域の一部と土坑域を中心 とする空間に相当すると判断される。墓域は、調査地以外に

所在する可能性 もある。 しかしながら、三陸沿岸北部の該期事例をみても、認知の問題にも関連 して

検出例が乏 しい現状がある。ここでは、今回の調査で検出された列石・集石、埋設土器、土坑に対 し

て、墓に関係する可能性を探ってみたい。

まず、列石・集石であるが、列石・集石の大部分はⅦ期～Ⅸ期の廃屋上に構築されてお り、竪穴住

居跡の廃絶に関わる何 らかの行為 といった内容が推定される。これらを墓に関連 した施設、例えば廃

屋墓 と捉えた場合、下部に土坑を有するものが 3基 (内 1基は土坑 としてよいかやや不明瞭)あ るが

数は少ない。また、人骨は勿論、副葬品と思われる出土遺物も得 られていないことから、積極的に墓

に関連する遺構 とは言及できない。

埋設土器は、Ⅵ期 4基とⅧ期 2基が検出されている。そのうち、Ⅵ期のものは、該期の竪穴住居跡

の埋土中から掘 り込まれ設置されている状況から、廃屋中に構築されていると判断した。この廃屋中

に構築されている内容は、列石・集石 と共通する。ただし、列石・集石より古い時期のものである。

これを埋甕棺墓と想定 した場合、人骨を直接入れるには土器の法量や規模に無理がある。ただし、再

葬墓であるなら可能であろうか。列石・集石と同様に副葬品は認知できていない。なお、Ⅷ期のBⅡ

j14埋設土器 1号 (埋 1)と したものは、土坑中に土器が横倒 しの状態で埋置 されていた遺構である。

この上坑は、形状が楕円形を呈 し、規模は78× 58cm、 深さ約12cmで ある。規模の点でやや小 さい観

もあるが、墓に関係する可能性は十分に考えられる。

土坑は、フラスコピットを中心 とするものが多数検出されているが、それらの中に墓壊の可能性を

探る (求める)と 、土抗上部に人頭大の礫を伴 うものが幾つか散見される (註 6)。 フラスコピット

をはじめ土坑の用途は、今回の調査成果からは窺い知れないが、通常は食料の貯蔵穴と想定されてい

る。また、墓壊と仮定 した場合、わざわざフラスコ状の土坑を掘る必要性があるのか疑問もある。直

接墓噴に関連付けることは早計 と考えられるが、全般に人為堆積が圧倒的に多い事実を得 られている

ことから、その可能性を全て否定できるものではない。仮に、当初別の目的で掘 られたフラスコピッ
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卜の一部が、墓娠へと転用されたと仮定した場合、土坑数の多いⅢ期～Ⅵ期には列石・集石が少なく

(該当2基 )、 土坑数の減少するⅦ期より廃屋上に列石・集石が増加する現象とも合致するように思わ

れる。ただし、列石・集石の下部上坑の状況と同様に、人骨・副葬品的な遺物は出上していない。

なお、墓墳や墓域を検討する上で、墓娠の認定基準が今後の課題と思われる。通常は埋土の上質を

鑑みると人骨の出土は望めない場合が多い。従って、墓娠認定のその一つの手掛かりとして、副葬品

の認知 。有無の問題が課題として挙げられよう。

5 出土遺物 の概 要

出土遺物は、土器700箱分 (42× 32× 30cmの コンテナで換算 )、

土製品150点、石器7,546点 、石製品485点 、チップ・フレーク約

31箱分、黒曜石数点、動植遺存体1000点以上、琥珀約600g(シ

ャーレで523サ ンプル )、 近世陶磁器 1点などである。土器は、

縄文時代早期中葉～弥生時代後期が出土 している。主体は、前

期前葉から中期中葉に相当するもので、円筒式土器 と大木式土

器の共伴が顕者にみられる。土製品は、ミニチュア土器、土偶、

円盤状土製品などである。特に円盤状土製品が多い。石器は、

不定形石器、磨石、石鏃、磨製石斧の順に多い。石製品は、垂

飾品 (翡翠製 )、 扶状耳飾 り、石冠、石刀、石棒、有孔石製品、

軽石製石製品などである。遣物の出土状況は、竪穴住居跡から

の出土が圧倒的に多 く、土器約 740/O、 土製品約76%、 石器約

670/O、 石製品約730/Oを 占める。下記の表に出土地点別に土器の

出土重量を示 したが、圧倒的に竪穴住居跡からの出上が多い。特に、前期末葉 (円筒下層 d式)～ 中

期中葉 (大木 8a式 )はそれが顕著で、 CⅢ a2住居跡 1号の1,173kg(コ ンテナ約54箱分)を筆頭

に、100kg以上の土器を出土 した竪穴住居跡は21棟 を数える。上記 したとお り、そのような竪穴住居

跡の上器出土状況から、廃屋廃棄の依存度が非常に高いことが指摘できる。併せて、BE区北部捨て

場 とした場などへの依存度は非常に低い。

なお、遠方地域 との交流を示す遺物として、北陸系と類似する特徴を持つ異系統土器、奥羽山脈産

の石器素材、黒曜石、翡翠、琥珀 (一部)な どが挙げられる。

6   」ヒ 器

(1)各群土器 の概要

土器については、第V章 1で [出土地 。出土量]、 [器種]、 [口 縁形態・口唇部]、 [文様・特徴 ]、

[内面]、 [胎土]な どの観察事項を記述した。また、個々の土器の属性については、CD― Rに収録

した観察表を参照していただきたい。土器の器種について補足すると、今回の調査では時期に関わら

ず深鉢が多く、全体の970/O以上を占め、次いで浅鉢、鉢、重の順となる。特記事項としては、器台 3

点 (19,166・ 287)と 、67の人面付土器の出土が挙げられる。

第45～ 69図 には出土した土器を時期毎に、その代表的なものや、一括性が高い状況を示した主な遺

構出土土器を集成した。

出土地点名 重 量 (kg)

竪穴住居跡 999182

土 坑 54052

埋 設 土 器 1620

焼 土

列 石 集石 874

柱 穴 群

旧 沢 跡 19782

捨 て 場 58882

遺 構 外 195939

ト レ ン テ 12907

そ の 他

計 1344226

土器出土重量
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Ⅶ 総括

ここでは、留意点や課題などの抽出を念頭に記述することとする。また、円筒式上器と大木式上器

の時期区分や放射性炭素年代測定法による実年代についても、土器型式による考古学年代 との整合性

などに主眼を置き精査を試みたい。なお、今回実施 した年代測定値は、遺構出土炭化材を測定 したも

のは炭化材No l～ 12と 、土器に付着する煤を波1定 したものは土器煤No l～ 18と して下記の表に示す。

表記する年代測定値は炭素年代で統一することとする (暦年較正年代などは併記 しない。その測定値

データは第Ⅵ章 7～ 9を参照 していただきたい)。

① I群土器 :早期の上器を I群 として一括した。その中で、早期中葉物見台式相当を I群 1類、早

期後葉槻ノ木 1式相当を I群 2類 とした。第45図 には代表的なものを集成した。

② Ⅱ群土器 :前期初頭 。前葉をⅡ群とした。なお、前期前葉については、大木式以前と推定される

ものまでを本群としている。その中で、長 七谷地Ⅲ群相当をⅡ群 1類、早稲田6類の可能性がある

ものをⅡ群 2類 とした。第45図 には、Ⅱ群 1類は口縁部片を中心に比較的大きめの破片資料を、Ⅱ群

2類は土器型式や時期の同定に際して問題を有するものを挙げた。

③ Ⅲ群土器・Ⅲ～Ⅳ群土器・Ⅳ群土器 :前期前葉～中葉に相当する土器群である。Ⅲ群 1類が大木

試料 サンプル名 出土地点など
CM年代

(yr BP)

ユ 炭化材lWoユ 5 B Ⅱc3住居跡 1号Q3 埋土中 力持X～ �期 4,050=L80

2 炭化材No 2 C Ⅱ d24住 居跡3号」デベルト 13a層 力持Ⅲ～Ⅳ期 4810=L80

3 炭化材No 3 IW-43 B Ⅱ v24住 居跡 1号 円筒上層c,大木 7式 力持Ⅶ期 4,530=L40

4 炭化材No 4 パリノ1 B I t24住居跡 1号 床面直上 力持Ⅲ～Ⅳ期 5,400± 110

炭化材No 5 パリノ 2 B I t22住居跡 4号 力持Ⅲ～Ⅳ期 4,940± 100

炭化材No 6 C ma2住居跡 1号Q4 埋土中位 力持Ⅶ～Ⅷ期 4,460」=80

7 炭化材No 7 C Ⅲa4住居跡 1号BBベルト 3層 力持Ⅸ期 4230」=90

炭化材No 8 パリノ 3 B It22住居跡 3号 床面 力持Ⅲ～Ⅳ期 4,720± 40

炭化材No 9 パリノ 4 B Ⅱ t22住 居跡 2号 埋土下位 力持Ⅲ～Ⅳ期 5,170」=90

炭化材No10 1ユ B Ⅱ v24住居跡 1号 床面直上 力持Ⅶ期 4,250=L90

11 炭化材Noll パ リ ノ 5 B Ⅱ t22住 居跡 1号 埋土下位 力持Ⅲ～Ⅳ期 5,310± 90

炭化材lWo12 パリノ 6 B Ⅱ v23住 居跡 1号 床面直上 力持Ⅲ～Ⅳ期 5,300=L80

土器煤No l パリノ 9 C Ⅱ v23土 坑 2号 埋土中 No4295 カ持Ⅲ群 3類a種 (大木2a式 ) 4,750=L40

土器煤No 2 パ
',

ノ1ユ C Ⅱ d24住 居跡 3号 床面 No2836 カ持Ⅲ～Ⅳ群 (大木2式 ) 5,320=L60

」二号ξ

"苺

No 3 IW-42 C Ⅱ h25住 居跡 1号Q2 床面直上 No2985 カ持Ⅲ群 (前期前葉) 5,330± 50

土器煤No 4 I郡「 41 C Ⅱ h25住 居跡 2号Q1 2層上位 No3046 カ持V群 1類 (円筒下層a式 ) 4,865=L25

土器煤No 5 IW-74 C Шb3住居跡 1号 床面 No3443 カ持Ⅵ群 1類 a種 (円筒下層dl式 ) 4,950± 40

土器煤No 6 IヽV‐63 C Ⅱ d25住居跡1号南北ベルト 埋上下位～床面直上 lWo2942 カ持Ⅵ群6類新 (大木7a式新) 5,005± 40

土器煤No 7 Iヽ A「 -71 C Ⅱ d25住居跡 1号Q3 埋土中位・下位 No2924 カ持Ⅵ群 6類新 (大木7a式新) 4,590=L40

土器煤No 8 パ リノ12 B I w22土坑 1号 埋土上位 lWo4383 カ持Ⅵ群 3類 (円筒上層a式 ) 4,490=L50

土器煤No 9 IヽV-66 C Ⅲe2住居跡 3号 床面 No3823 カ持Ⅵ群 3類新 (円筒上層a式 ) 4,560=L40

土器煤No 0 Iヽ A「-69 C me2住居跡 2号B‐Bベルト25・ 26層  No3819 カ持Ⅶ群 3類 (大木7b式 ) 4,940=L60

土器煤No IW-64 C Ⅲ e2住居跡 1号 埋土中～下位 No3702 カ持Ⅶ群 3類 (大木7b式 ) 4,700=L40

土器煤llo 2 IヽV-25 B I v24住 居跡 1号Ql 埋土中位 (4層 )llol199 カ持Ⅶ群 3類 (大木7b式 ) 4.550」=40

土器煤No 3 IヽAr-30。 35a B Ⅱ v24住居跡 1号 埋土下層 (8層)Nol157 カ持Ⅶ群 2類 (円 筒上層c式 ) 4,480」三40

土器媒No 4 IヽAr-56 B Ⅱ u20住 居跡1号 床面 No901 カ持Ⅶ群4類 (大木7b～ 8a式 ) 4,430」=35

土器煤No15 IW-35 B Ⅱ dll住居跡 1号Q3 2層 ・3層 中位 No249 カ持Ⅷ群 3類新 (大木8a式新) 4,770± 40

土器煤No16 IヽV-58 B Ⅱ y22住 居跡 2号 埋土下位 No1556 カ持Ⅷ群 3類 (大木8a式 ) 4,470± 40

土器煤No17 IヽA/-75 C Ⅲcl住居跡 1号Q1 5層  NQ3522 カ持Ⅷ群 3類?(大木8a式 ?) 4.580± 40

土器煤No18 IヽAr‐22 C Ⅱ h25住 居跡 2号  1層下位 No3020 カ持 Ⅸ 群 1類 (大木8b式 ) 4,900± 40
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6 土器

1式相当、Ⅲ群 2類が大木 2a式相当、Ⅲ群 3類が大木 2a式並行期、Ⅲ～Ⅳ群が大木 2a～ 2b式

(両者の区分ができなかったものなど)、 Ⅳ群 1類 を大木 2b式、Ⅳ群 2類 を大木 2b式並行期、Ⅳ群

3類 を白座式相当と捉え、分類を行った。To_Cuと の層位的な関係 として、Ⅲ群とⅢ～Ⅳ群は同テフ

ラ降下期より古 く、Ⅳ群は同テフラより古い状況を示すものが主体であるが同テフラを挟む可能性 を

残す。第46～ 50図 には、残存状態の良いものや、特徴が比較的明瞭に把握できる資料、及び該期の竪

穴住居跡一括資料を掲載 した。

今回の調査ではⅢ群 1類が少なく、Ⅲ群 2類 との区分に際 して混迷 した感は拭えない。その中で、

第46図 に掲載 した、Ⅲ群 1類 ?と した1123は、非結束羽状縄文が施文され、口唇部に指頭圧痕が施文

される資料である。1123の 出土 したB Ⅱ v23住居跡 1号は、B Ⅱ t22住居跡 1号 としたⅢ～Ⅳ期の大

形住居の直下より検出された状況から、大形住居出土土器より確実に古いと判断される。ただし、共

伴土器の内容は、大木 2式が含まれる状況にある。それらの内容を加味すると、羽状縄文を構成する

際の結束、非結束のあ り方の属性自体は、大木 1式 と大木 2a式を区分する要素になるものかどうか

検討が必要と思わる。これらが大木 1式であるならば、より大木 2a式に近い時期 (大木 1式の新段

階)である可能性 も考えられようか。

Ⅲ群 2・ 3類 ・Ⅲ～Ⅳ群・Ⅳ群 1～ 3類 については、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号 (住34～ 37)。 CⅡ

a23住居跡 1号 (住 123)。 C Ⅱ d24住居跡 3号など、層位的に一括性の高い遺構出土土器の観察結

果から、それらとの類似性などにより分群・分類 した。 しかしながら、集成図に取 り上げた各竪穴住

居跡出土土器の共伴関係をみると、Ⅲ群 2～ 3類、Ⅲ～Ⅳ群、Ⅳ群 1～ 3類土器が混在 して出土 して

いる状況が窺える。つまり、これらの上器は、明確な時期差 (新旧関係)を 示 し得ない可能性 もある。

筆者の観察眼に起因する可能性 もあるが、Ⅲ群 2～ 3類、Ⅲ～Ⅳ群、Ⅳ群 1～ 3類土器は、To―Cu降

下期より古い時期から製作 され、併せて製作期間が微妙に重複する可能性 も考えられる。To―Cu降下

の後においても、Ⅳ群 1～ 3類はその製作期間 (時期)が延命 した可能性を、今回の調査判断とし、

問題提起を指摘 しておきたい。

大木 2a式 と大木 2b式の比定の問題 :今回の調査で出土 した該期の土器は、現行の大木 2a式や大

木 2b式 と類似 しない資料が多い。具体的には、大木式上器編年の基礎となる仙台湾周辺の資料 との

対比が難 しいことを指摘できる。また、岩手県三陸沿岸中央部の遺跡である山田町沢田 I遺跡出土土

器と比較 しても、相違する資料が主体的である。本遣跡出土土器と類似するものを県内資料に求める

と、久慈市 (旧 山形村)早坂平遺跡 (安斎・武藤 :1991、 北村ほか :2004)出 土土器が挙げられる。

報文中の武藤氏の記述にあるとお り、東北地方北部に分布する大木 2a式は特定が難 しい。また、北

村氏によれば、この早坂平遺跡からは円筒式上器が出土 していない旨の指摘があり、興味深い内容で

もある。

仙台湾からみて遠隔地にある本遺跡は、大木 2式 と言う名称で呼ぶのに躊躇いを持つような地域色

の強い土器が主体的に存在すると捉えておきたい。

Ⅲ群 2類～Ⅳ群 1類土器 (大木 2a～ 2b式 )の実年代 :該期の年代測定値 としては、炭化材No 2・

4・ 5。 8・ 9。 11・ 12と 土器煤No l～ 3よ り5,400± 110望C BP～ 4,720± 40“C BPの時間幅の測定値

が得られた。該期の年代測定は、B Ⅱ t22住居跡 1～ 4号の大形住居の資料を中心に、To―Cu降下期

より古いと判断した資料を対象としている。分析結果をみると年代の開きが大 きく、該期の上器の年

代やTo Cuの 降下年代 を限定することは、客観的には難 しいと判断される。他の遺跡事例に比較資料

を求めると、遠野市綾織新田遺跡 (※ 旧名称新田Ⅱ遺跡、佐藤 :2002)の To Cuの 下位の年代 として、

1号竪穴住居址 と3号竪穴住居址で5,370± 50 ЙC BPの測定値が得られている。この測定値は、本遺
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跡の上器煤No 2な どと整合性が高い。また、綾織新田遺跡で検出されたBⅢ 4土坑 1は、埋土中～下

位にTo―Cuが堆積 し、その埋土中から出土 した炭化物の年代測定は、5,110± 594c BPと ぃう興味深い

値を示 している。検出状況から推定 して、このBⅢ 4土坑 1の年代が、To―Cu降下期の年代の下限若

しくは降下後の年代 を検討する上で、重要な情報と考えられる。

これらの内容を整理 し所見を述べるなら、本遺跡で最 も古い測定値 と綾織新田遺跡 BⅢ 4土坑 1の

測定値から、大木 2a式～大木 2b式の年代やTo―Cuの 降下年代 は、最大の時間幅として5,510～

5,060HC BPと 捉えられる。測定値のまとまりを重視すると、To―Cu降下期は5,200ИC BPよ り新 しい可

能性が高い。

① V群土器 :前期中葉～後葉に相当する土器群である。V群 1類が円筒下層 a式、V群 2類が円筒

下層 b式、V群 3類が円筒下層 c式、V群 4類が大木 3式、V群 5類が大木 4式、V群 6類が大木 5

式に相当する。

V群土器の主な出土地点 としては、 B Ⅱ t24住居跡 1号 (住 44)、 C Ⅱ d24住居跡 2号 (住 151)、

C Ⅱ h25住居跡 1・ 2号 (住 165。 166)が挙げられる。何れの竪穴住居跡も遺構同士の重複が激 しい

こともあり、遺物の取 り上げに際して確実な精査状況にはなく、遺構単位でみると全般に一括性が掴

み難い。第51～ 54図 には各類土器を集成、提示 したに留めた。また、第50図 下に掲載 したB Ⅱ t24住

居跡 1号出土土器は、Ⅳ群土器とV群土器が混在する状況が看取 される。この竪穴住居跡は、床面が

有段の構造 (掘 り火撻状に一段下がる)を呈するが、その有段部分の埋土出土土器から廃絶直後の時

期はШ～Ⅳ期 (Ⅲ ～Ⅳ群土器の時期)と 推定 した。ただし、竪穴住居跡の埋土出土土器は、上記のと

お りⅣ群土器 とV群土器が混在する状況を示すことから、捨て場 として使用される時期はV期 まで継

続されたことが推定される。なお、770。 771・ 823な どの上器は、土器型式の特定に際して、検討が

必要な資料 と思われることを付記 しておきたい。

V群土器の考古学年代 :円筒下層 a式の考古学年代の時期的な位置付けを、前期前葉から前期後葉の

何れの時期 とするのが妥当なのかは、本来的には難 しい問題 と考える。それを解明する一つの手掛か

りはTo Cuと 思われる。今回の力持遺跡の調査成果からは、円筒下層 a式 を出土 した遺構全股からは

To Cuを 確認できていない状況が看取される。今回の調査で層位的資料 と捉えられたC Ⅱ a23土坑 1

号 (±212)の出土状況からもTo―Cuよ り新 しい可能性が高い。従って、本遺跡に円筒下層 a式が出

現 (進 出 ?)す るのは、To―Cu降下期後 と調査判断 した。ただし、この際皿期のB Ⅱ t23住居跡 1号

(住38)出土 とⅢ～Ⅳ期の C Ⅱ a23住居跡 1号 (住 123)PP96出土から、円筒下層 a式 ?が出土 して

いることに留意 しなければならない。上記の遺構から出土 している土器が、異時期の混在でないとす

るならば、円筒下層 a式はTo―Cuを 跨いで存在する可能性が残る。

円筒下層 a式 とTo Cu降下期 との新旧関係を示す調査事例 としては、青森県八戸市 (旧南郷村)畑

内遺跡や岩手県軽米町大 日向Ⅱ遺跡が挙げられ、円筒下層 a式はTo Cuの上位で出土することが確認

されている。また、現段階で円筒下層 a式がTo Cuの 下位で出土する事例は報告されていない。それ

に対 して、近年の調査からは、大木 2a式がTo―Cuの下位から出土する事例が多い (星・須原 :2004)。

円筒下層 a式は、学史を尊重すれば関山式 。大木 1式に並行 と捉え前期前葉とすべ きところであるが、

To Cuを 鍵層 とすると現段階の事例からは大木 2a式より新 しい時期の可能性が高 く、必然的に大木

1式 との並行関係は成立 しないと捉えられ、前期前葉より新 しい位置付けが妥当と考えられる。

次に、円筒下層 b・ c式 と大木 4・ 5式の考古学年代については、本稿では円筒下層 a式を前期中

葉 と位置付けたため、円筒下層 b式 (※ 本稿のV群 2類)を使用する場合は便宜的に前期中～後葉 と

した。円筒下層 c式 (※ 本稿のV群 3類)については、古相・新相に関わらず便宜的に前期後葉とし

-549-



6 土器

た。大木式においても、便宜的に大木 4式 (※本稿のV群 4類)を前期中～後葉、大木 5式 (※本稿

のV群 5類)を後葉と、位置付け記述した。しかし、上記の時期区分が妥当なのかどうかは、今回の

調査では明確には検証できなかった。

V群 1類土器 (円筒下層 a式)の実年代 :今回の調査では年代測定の対象となる良好資料が少なく、

3046の 上器煤No 4の み実施し、4,865± 25望C BPの測定値を得た。今回実施した大木 2a～ 2b式の

測定結果と比較すると、やや新しい年代のようにも受け取れる。他の該期の遺跡事例の年代測定値と

比較してみると、畑内遺跡の円筒下層 a式を主体とするF捨て場Ⅲ層が4,900± 40望C BPと 4,910± 50

MC BP(小 田川ほか :2002)と いう測定値が得られている。上記したように、この畑内遺跡ではTo―

Cu上位で円筒下層 a式が出上している。次に、青森県青森市三内九山遺跡出土土器の年代測定値と

比較してみる。『三内九山遺跡年報 8」 (青森県教育委員会 :2005)で 、小林謙一氏と西田泰民氏を研

究代表とするグループが、それぞれ年代測定値を提示している。小林氏により三内九山遺跡第 6鉄塔

出土円筒下層 a式が、4,990± 200MC BP、 5,195± 45望C BP、 西田氏により円筒下層 a式が5,006± 69

ИC BP～ 4,894士留 14c BP、 円筒下層 b式力光,819± 10514c BP～ 4,774± 60望C BPの 結果が得られている。

円筒下層 a式の実年代は、その上限 。下限ともに検討課題 (註 7)を残すが、5,00Cl14c BP前後を

中心とする可能性が窺える。

V群 2・ 3・ 4・ 5類土器 (円筒下層 b・ c式、大木 4・ 5式)の実年代 :今回の調査では良好資料

に乏しく、年代測定は実施していない。該期の資料を参照すると、奥州市 (旧 江刺市)宝 性 寺跡

(丸 山 :2004)出土の大木 5a式は4,900± 4α4c BP(補正年代4,850± 40BP)、 奥州市 (旧胆沢町)大

清水上遺跡 (佐藤 :2006)出土の大木 5～ 6式は4,920± 40～ 4,570± 494c BPの値が得られている。

⑤ Ⅵ群土器 :前期末葉～中期初頭に相当する土器群である。Ⅵ群 1類が円筒下層 d式 (区分できる

ものはdl式をa種、 d2式をb種に2分 した)、 Ⅵ群 2類が円筒下層 d式～円筒上層 a式、Ⅵ群 3類

が円筒上層 a式相当、Ⅵ群 4類が大木 6式相当、Ⅵ群 5類が大木 6～ 7a式の過渡期と推定したもの、

Ⅵ群 6類が大木 7a式、Ⅵ群 7類が異系統 (朝 日下層式相当をa種、新保・新崎式相当をb種 とした)

と推定されたものに、それぞれ分類を行った。

第55～58図 には、各類の残存状況の良いものを中心に文様・特徴が読みとり易いものを集成 した。

これまで本稿の各所で記述してきたとおり、該期は円筒式上器が圧倒的な主体を誇示し、大木式土器

は極客体の状況にある。該期の上器の中で出土量、残存状態の良好度とも突出するのがⅥ群 1類 a種

とした円筒下層 dl式である。Ⅵ群 1類 b種～Ⅵ群 3類とした円筒下層 d2式～円筒上層 a式は、円

筒下層 dl式 と比較して量が少なく、全般にⅥ群 1類 a種と共伴 (混在 ?)す る出土状況が多かった。

また、今回の調査では中期初頭と認知できた竪穴住居跡が非常に少ない。従って、前期末葉と中期初

頭を区分することに躊躇いがあり、時期の区分や土器の分群に際して、一括してⅥ期 (土器の分群で

はⅥ群)と 時期幅を広 く設定した経緯がある。円筒下層 d式と円筒上層 a式の相違点を検討すると、

胴部に施文される地文の種類にその傾向が看取される。具体的には、円筒下層 dl式では結束羽状縄

文、単軸絡条体第lA類、単軸絡条体第 1類の順に多い。円筒下層 d2式は、単節斜行縄文、結束羽

状縄文、単軸絡条体第lA類の順に多く、縦位の綾繰文も一定量みられる。それに対し、円筒上層 a

式は単節斜行縄文が圧倒的に多い (※ ただし綾繰文は一定量みられる)。 従って、円筒下層 dl式・

d2式と円筒上層 a式を比較すると、羽状縄文の割合が低 くなることが指摘できる。また、B Ⅱ x24

土坑 1号 (±145)な ど、一部の遺構で円筒上層 a式が単体的な出土 (円筒下層 d式が混ざらない ?

状況)がみられた。これらの内容を鑑みると、やはり円筒下層 d式 と円筒上層 a式には、新旧関係が

存在する可能性が高い。円筒下層 d式～円筒上層 a式の時期は、前期末葉と中期初頭の両時期を含む
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ことから、該期の上器型式の編年は重要事項である。ただし、遺跡の総括を進めて行 く過程で、検討

内容が不十分であったことも否めない。Ⅵ群 (Ⅵ期)の細分を今後の課題 としておきたい。

Ⅵ群土器の実年代 :円筒下層 dl式は土器付着煤No 5か ら4,950± 40ИC BP、 大木 7a式は土器煤No 6

から5,005± 40ИC BPと 土器煤No 7か ら4,590± 40HC、 円筒上層 a式は土器煤No 8か ら4,490± 50“C BP

と土器煤No 9か ら4,560± 40HC BPの 年代測定値が得 られている。該期の年代測定が行われている青

森県八戸市笹の沢遺跡 (小 田川・平山ほか :2001)、 岩手県西和賀町 (旧 湯田町)清水ケ野遺跡 (千

葉 :2001)、 宝性寺跡の年代測定値 と比較してみる。笹の沢遣跡は円筒上層 a式の年代測定が行われ、

4,580± 4014c BP～ 4,420± 4014c BP、  ィ青水ケ野遺跡は大木 6式を2点実施 し4650± 50HC BP、 4,520±

11014c BP、 宝性寺跡は中期初頭 (大木 7a式相当)が4,710± 4014c BP(補正年代4,590± 40BP)の 年

代測定値を得 られている。上記 した遺跡事例 との比較や後時期の年代を考慮すると、本遺跡の円筒下

層 dl式 と大木 7a式から得 られた5,000～ 4,9094c BP前 後の年代測定値は、明らかに古い年代 と考え

られる。土器煤No 7の 大木 7a式の4,590± 4Cl14c BPは 、円筒上層 a式の年代 とほぼ整合 し、笹の沢

遺跡の円筒上層 a式の年代値 とも重複する。ただ、次の中期前葉と近似する年代値を示すことも検討

課題として指摘できようか。

最後に、Ⅵ期 とした前期末葉～中期初頭は、前後の時期の年代 を考慮 した場合、4,700～ 4,550μ C

BP前後が有力 と考察 しておきたい。

⑥ Ⅶ群土器 :中期前葉に相当する土器群である。Ⅶ群 1類が円筒上層 b式、Ⅶ群 2類が円筒上層 c

式、Ⅶ群 3類が大木 7b式とした。第59～ 61図 に完形・略完形のものを示 した。

第59図 に掲載 した円筒上層 b式 と円筒上層 c式 をみると、胴部中位にやや膨 らみを持ち、口縁部に

かけて一旦やや括れた後に外反 して立ち上がる器形的特徴 と、口縁部文様帯の幅・頸部に二重隆線 を

持つ特徴は、規格性が高いと捉えられる。なお、文様構成の点で若干異質なのが、円筒上層 c式 と捉

えた3283と 5426で 、貼付隆線の上に原体による側圧の施文がない点で他 とは相違する。また、大木 7

b式の新段階と捉えられる5210な どをみると、器高や文様構成などに違いはあるものの、器形は該期

の円筒上層式にやや類似する様相が窺える。

Ⅶ群土器の一括資料である第60・ 61図 のB Ⅱ v24住居跡 1号出土土器を概観 してみる。埋土上位～

床面直上層まで、全般に円筒上層 boc式 を主体に大木 7b式がみられ、円筒上層 d・ e式や大木 8

a式は各 1点の確認に留まることから、中期前葉単時期の資料 と捉えられる。まず、円筒式上器を層

位的にみてい くと、床面直上層や 7～ 9層では、円筒上層 b式が円筒上層 c式に対 して出土量ではや

や主体である。 4層では、円筒上層 c式がやや主体のようであるが、円筒上層 b式 も一定量の出土 を

確認できる。両者の相違点を検討 した場合、口縁形状 (平縁、波状口縁、突起の有無)や口縁部文様

帯の幅などには、取 り留めて変化を見出せない。強いて相違点を挙げるならば、胴部地文の羽状糸巳文

の出現率がわずかではあるが円筒上層 c式に少ないことと、繊維の混入する土器の割合 (肉眼観察に

よる)が円筒上層 c式で極端に減少することなどが挙げられる。今回の調査における全体的な出土状

況からは、この両者が層位的な新旧関係を持たないと調査半J断 された。 しかしながら、B Ⅱ v24住居

跡 1号の層位的状況を再検証 した結果からは、円筒上層 b式 と円筒上層 c式は製作時期が重複する可

能性は高いものの、円筒上層 c式がより後出で新 しい時期 まで継続 して製作 されたことも考えられよ

うか。

次に大木 7b式をみていくが、第60図 1242・ 1160と 第61図 1236・ 1324が古い段階、第60図 1179と 第61

図1264な どが新 しい段階、第60図 12零 と第61図 1274。 1327が大木 7b式と大木 8a式の過渡期 (大木 7

b式の最新段階とも受け取れる段階)と 推定される。この状況からは、層位に関わり無 く大木 7b式の
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古段階と新段階が混 じる状況にあるとともに、完全な大木 8a式 と判断できるものはみられない。この

資料中の円筒上層 boc式 と、大木 7b式の共通点と相違点を検討すると、口縁部の突起が、台形状若

しくは台形の両端が突出するもの (弁状突起)がみられる点で明らかに共通性が看取される。相違点と

しては、文様を構成する貼 り付け隆線上に縄文原体による側圧や口縁端部への側圧・刻目の施文の有無

が挙げられようか。器形は、1264・ 1274・ 1327な ど大木 7b式の新段階と最新段階と考えられるものと

は若干の相違点が看取されるが、それ以外は極端な違いは見受けられない。特記事項として、 7～ 9層

に1234の 円筒上層 a式 (※新 しい段階 ?)と 、1308の新保 。新崎式に類似するものがみられる。

Ⅶ群土器 (円筒上層 boc式 と大木 7b式)の実年代 :炭化材No 3と 土器煤No10～ 13の年代測定によ

り4,940± 40“C BP～ 4,250± 9014c BPの 時間幅の測定値を得 られた。測定値をみると年代差が大 きく、

客観的な判断は難 しいが、 6点中 3点の資料にみ られる4,550HC BP前 後の年代値にまとまりが窺え

る。また、後時期であるⅧ期の年代測定値を加味すると、土器煤No13よ り得 られた4,480± 40HC BP

についても、Ⅶ期の下限を推定する上で重要な情報 と思われる。

⑦ Ⅷ群土器～Ⅸ群土器 :中期中葉Ⅷ群土器 (円 筒上層 d式・円筒上層 e式 ,大木 8a式 )、 Ⅸ群

1・ 2類土器 (大木 8b式・榎林式)をみてい く。Ⅷ群土器は第62～ 68図 に、Ⅸ群 1・ 2類土器は第

69図に、完形・略完形のものを示 した。まず、大木 8a式は、全時期を通 して最 も多い出土量なのに

対 して、大木 8b式は少なく、特に大木 8b式の新段階は極少量の出土である。さらに、大木 8b式

に後続する大木 9式についても出土量は極端に少なく、竪穴住居跡の検出数 もそれに比例する。この

ことは、本遺跡が大木 8a式に追跡としてのピークを迎え、次の大木 8b式において衰退 した (若 し

くは移動現象 ?)と 考えられる。

Ⅷ群土器の一括資料で第65'66図のB Ⅱ dll住居跡 1号出土土器をIRI観する。第65図左上の33は 炉

内の埋設土器で大木 8a式の中でも古段階と捉えられる。36は床面直上から出土 したもので、文様モ

チーフの様相から最花式 と推定 したが明確ではない (※ この33の 上器型式は不明にある)。 床面直上

出上の73は、大木 8a式古段階と推定される。上記の 3点 を除 くと、第65・ 66図 に集成 した土器は、

B Ⅱ dll住居跡 1号 3層 とした埋土中位～下位付近の堆積層を主体 とするものである。なお、 3層 よ

り上層である 1・ 2層 は、 3層 と比較 した場合土器量が少量にある。そして、 3層 より下位の 4層 か

らは極少量の状況にある。また、 3層 を中心に 1。 2・ 4層 と接合関係にあるものもある少数ある。

この 3層 出土土器は、第65図の170・ 74な ど大木 8a式新段階と推定されるものが少数み られるもの

の、大木 8a式の古段階を中心とする土器群と捉えられる。この竪穴住居跡出上の大木 8a式は、前

時期 (大木 7b式)に顕者にみられた台形状の突起は基本的に消滅 した要素 と思われる (※ 強いてあ

げれば103・ 72に似た形態を残す)。 無文帯について、大きくは口縁部を無文帯 とするもの と、頸部に

無文帯を持つものがある。口縁部に無文帯を持つ ものとしては、74'243が挙げられるが、これらは

大木 8a式新段階若 しくは大木 8b式に含まれるものかもしれない。頸部に無文帯を持つ ものとして

95。 189が挙げられるが、何れも大木 8a式の古段階と捉えられる。この 3層 出上の大木 8a式に共

伴する円筒式上器は、円筒上層 b・ c式は極少量 (混在 ?)で、該期の円筒式上器は円筒上層 d式、

円筒上層 e式、円筒上層 e式の新段階と推定されるものが主体的に混在する。第65。 66図 で、円筒上

層式 と捉えられるものを挙げると、76・ 101・ 169。 161な どが円筒上層 d式、88・ 89が円筒上層 e式、

165,168な どが円筒上層 e式の新 しい段階と推定される。口縁部の突起に着眼すると、大木 8a式の

状況と同様に、前時期 (円筒上層 b式や同 c式 )ま で顕考にみられた台形状の突起はない。なお、こ

の竪穴住居跡にみられる円筒式土器と大木式上器の出土割合は、概ね 9対 1で大木式上器が主体を示す。

次に、Ⅷ群土器とⅨ群土器前半の混在する資料 として、第67図 下にCⅢ cl住居跡 1号、第68図 に
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B Ⅱ y22住居跡 2号 とBⅢ v2住居跡 1号、第69図上にC Ⅱ c23住居跡 2号出土土器を挙げた。この

4棟の出土土器を概観すると、キャリパー形の器形を呈 し、口縁部の地文が横回転を施文 した後に貼

り付け隆線による文様がモチーフされ、胴部の地文が縦回転である資料が顕著にみられる (特 にCⅢ

cl住居跡 1号 に多い)。 この口縁部にみられる隆線には、側縁に沈線が沿う資料 もみられるが、文

様のモチーフからは大木 8a式 に留 まると推定された。対 して、第67図 987・ 3477・ 3549や第68図

1754な ど胴部にも文様が展開するものは大木 8b式 と捉えられる。また、第68図の1588,1559な ど明

らかに大木 8b式の新段階と捉えられるものや1570の 最花式は異時期の混在であろうか。これら大木

8b式が、大木 8a式 との過渡期に関係 して出現するのか (大木 8a式 と重複 して存在するのか)、

若 しくは異時期の混入なのか、今回の調査では結論を出せない。後者 と考えておきたい。

Ⅸ群 2類 とした榎林式相当の上器群については、出土量が少ないため第69図 に代表的なものを一括

して集成 したに留める。基本的には、頸部に刺突列を持つものや口縁部に無文帯を持つ3357・ 1873・

3409を榎林式 と捉え本稿分類の指標 とした。この第69図 に示 した中で、1868～ 1870(同一個体)にみ

られる口縁端部の渦巻文+地文施文後に多重沈線により文様がモチーフされるものは、大木 8b式に

は無い要素と捉えたことと、大木 8b式 との共伴性から、ここに分類 した。ただし、本来的に榎林式

として昇率できるのかは検討を必要とする資料である。

なお、現行の円筒上層 e式は、本遺跡資料を見る限 り明らかに大木 8a式に共伴することを補足 し

てお く。ただし、円筒上層 e式の新段階と本稿で呼んできたような土器 (1691・ 1715'3474な ど)を

円筒上層 e式の範疇に留めた場合、円筒上層 e式は次の大木 8b式 とも確実に共伴関係を持つ。本稿

で円筒上層 e式の新段階と捉え記述 している土器は、鈴木克彦氏の「中の平 1式」 (鈴木 :1998)と

命名される土器型式に類似する。中の平 1式 とされる土器は、円筒式と区分 して設定されている経緯

があ り、円筒上層 e式新段階=中 の平 1式 とは積極的には言及できないが、円筒式 と大木式の併行関

係を追及する上で、円筒上層 e式の次に中の平 1式 とされるような土器群を置 く (介在させる)こ と

で、該期の上器編年や円筒式と大木式の併行関係がより明確に検討できるのではないかと思われた。

Ⅷ群 3類土器の実年代 :大木 8a式の年代測定値は、土器媒No15～ 17の 3点から4,470± 40～ 4,770±

4014c BPの 測定値 を得 られた。大木 7b～ 8a式 と時間幅 を設けて捉 えた土器煤No14か らは、

4,430± 35望C BPと 炭化材No 6か らは4,460± 80MC BPと の、近似 した測定値を得 られた。これに、前

時期である中期前葉の測定値などを合わせて錐みると、1556の上器煤No16よ り得 られた4,470± 40HC

BPが該期年代の一つの目安として昇華できると考察される。なお、今回実施 していない円筒上層 d

式・ e式の実年代については、青森県青森市近野遺跡Ⅷ (坂本、小笠原 :2005)で4,400～ 4,500'C

BP前後の年代測定値が得 られてお り、1556の 大木 8a式資料 とも整合する。ただ し、中期中葉 (大

木 8a式期)の上限を4,500年 ИC BP前後で、中期初頭の下限 (終 わり)が上記 した4,550“ C BP前後

と仮定 した場合、中期前葉 (円筒上層 b・ c式や大木 7b式)の存続期間が短いようにも捉えられる。

土器型式の寿命の長短にも関わる内容なのか、年代測定値に問題があるのか、現段階で結論は出せな

い。今回の測定値からⅧ期の年代の上限や下限を限定することは難しいと判断されるが、その中心時

期は4,450HC BP前後の可能性が導かれよう。

Ⅸ群 1類土器 (大木 8b式 )の実年代 :Ⅷ群～Ⅸ群土器とした大木 8a式～ 8b式の過渡期について

は、 CⅢ a4住居跡 1号炭化材No 7か ら4,230± 9Cl14c BPの 年代測定値を得 られている。前時期であ

るⅧ期 と比較すると、新 しい年代値のように思われる。この竪穴住居跡の帰属時期は、大木 8a～ 8

b式 と推定されるが、炭化材が出土 した埋上自体はⅨ期である大木 8b式期の可能性が高 く、Ⅸ群土

器の年代の指標 となる可能性 も考えられる。
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③ X群～�群土器 :中期後葉X群土器 (大木 9式・最花式)と 、中期末葉�群土器 (大木10式 )

をみていくこととする。今回の調査では出土量は少なく、第69図中段に比較的残存状態が良好と思わ

れた代表的なものを集成するに留めた。X群 1類 とした大木 9式は、異時期の遺構出土が多く、属性

などの検討資料には成り難い状況にある。文様・特徴的には、縄文原体を縦回転若しくは斜回転 した

後、沈線で楕円形文や懸垂文が区画され、その後磨消縄文が施される (※ 磨消縄文の後、再度沈線が

引き直されるものも一定量みられる)。 それに対して、X群 2類 とした最花式相当のものは、第69図

の1487や3680を 見る限り器形的には大木 9式 とほとんど同様と捉えられる。ただ、「地文施文後に沈

線によリモチーフされ磨消縄文を伴わないもの」や、「磨消縄文の幅が狭いもの」、「頸部に刺突列が

みられるもの」、などは大木 9式 と異なる要素と考えられる。�群とした大木10式は、大木10式の中

では古い段階の資料が中心で、やや新しい段階 (1522な ど)と 推定されるのは極微量である。この出

土土器量の内容から、本遺跡で�期とした大木10式期は、大木10式 の古い段階に隆盛し、新しい段階

では衰退した可能性で考えられる。

X～�群土器 (大木 9～ 10式)の実年代 :BⅡ c3住居跡 1号炭化材No lか らは4,050± 8Cl14c BP

の年代測定値を得られた。この竪穴住居跡は、焼失住居で炭化材は良好に残存していたが、出土土器

は質・量ともに弱く、考古学年代を探る上でやや弱い資料と言える。

大木 9～ 10式の年代の比較資料として、岩手県大船渡市長谷堂貝塚 (阿部 :2004※ 地元では「はせ

んどう」とも呼ぶ)の 中期中～末葉の上坑出土炭化材の年代をみると、R D 583(大木 8～ 9式)が

4,420± 110“C BP、 R D568(大 木 9式)が4,360± 90HC BP、 R D 585(大木10式 )が3,980± 90稟C BP

の測定値が得られている。所見を述べるなら、長谷堂貝塚の各年代測定値は、年代の幅が広いことと、

R D568の 大木 9式の年代値がやや古く測定されているように思われる。大木 9式の上限の年代は、

本遺跡の測定値と長谷堂貝塚の測定値を照合して考察すると、4,300WC BPよ り新しい可能性が導か

れる。そして、大木10式の年代は、4,13伊4c BPょ り新しい可能性が導かれよう。なお、大木10式の

年代の下限は、岩手県一関市清水遺跡 (村上 :2002)の年代測定値を加味すると3,800MC BP前後ま

で下る可能性もある。(註 8)。

(2)To―Cu降下期 と土器の関係

ここでは、今回の調査でTo―Cu降下期と土器の前後関係を推定する層位的な資料を挙げてみる。

To Cu降下期より古いと捉えられる竪穴住居跡は48棟ある。そのうち確実な層位的資料としては、B

Ⅱ t22住居跡 1号 (住 34)、 C Ⅱ a23住居跡 1号 (住 123)、 C Ⅱ b25住居跡 1号 (住 144)、 C Ⅱ d24

住居跡 3号 (住152)な どが挙げられる。土坑は、相対的に古いと捉えられるものが53基ある。その

うち、確実な層位的資料として、B Ⅱ v20土坑 7号 (± 98)、 BⅢ xl土坑 1号 (±202)、 BⅢ x2
土坑 3号 (±207)な どが挙げられる。それらの遺構から出土している土器は、大木 2式若しくは大

木 2式期に並行すると推定されるものである (本稿の上器分類ではⅢ群 2・ 3類、Ⅲ～Ⅳ群、Ⅳ群 1

類など)。

それに対 して、To―Cu降下期後の (直後)土器は、To―Cuよ り相対的に新しいと捉えられる遺構出

土は多いものの、層位的資料となると非常に少ない。そのうち、C Ⅱ a23土坑 1号 (±212)の 出土

状況から、大木 3式 と円筒下層 a式がTo Cu降下期より新しい可能性が指摘される (註 9)。

(3)円 筒式土器 と大木式土器の主客 と併行 関係 について

今回の調査成果から、大木式土器と円筒式上器の主客と併行関係に関わる内容を考察する。
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Ⅶ 総括

本遣跡において、先に出現 し、併せて隆盛がみられるのは前期前葉大木 2a式で、次の大木 2b式

はTo Cu降下期を挟み存在する可能性がある。To Cu降下期後になり円筒下層式が進出し、以後長期

に亘 り円筒式土器が主体を示す。大木式土器は大木 3～ 7a式 まで極客体的な状況にある。中期前葉

になり、大木 7b式がやや増加するものの、該期まで依然円筒式土器 (円筒上層 b式・円筒上層 c式 )

の主体が継続される。次の中期中葉になり両者の主客が変容 し、大木 8a式が圧倒的な主体を示 し、

円筒上層 d式 と円筒上層 e式は客体の状況になる。この主客の変容は、土器量からの判断として円筒

上層 c式から大木 8a式 に急激に推移 した可能性を窺わせる。

次に、両者の併行関係について記述する。前期前葉～中葉はTo― Cuを 指標 とすると、本遺跡の円筒

下層 a式は大木 2b式より後発である可能性が高いことを指摘できる。つまりこの両者の関係は、先

に大木 2b式が本遺跡に発生 しTo Cu降下期を挟み、その後円筒下層 a式が出現 し存続期間が重複す

る可能性で考えられる。このことから、円筒下層 a式は、大木 2b式 (大木 2b式の後半 ?)若 しく

は大木 3式と併行関係にある可能性が高い。円筒下層 b・ c式 との併行関係について、消去法である

が、円筒下層 b～ c式 と大木 4～ 5式が併行関係にある可能性で推察される。また、実際にB Ⅱ y24

土坑 1号 (± 161)か ら円筒下層 b式相当の土器群に混在 して大木 4式 と推定される小片が出土 して

いる。ただし、本遺跡に大木 4式や大木 5式に比定される土器が少ない状況を鑑みると、強 く主張で

きない内容と判断される。前期末葉から中期初頭は、円筒下層 d式～円筒上層 a式 と大木 6～ 7a式

が併行関係にあると推定される。今回の調査では大木 6式が非常に希少であったことと、円筒上層 a

式期の竪穴住居跡の認知が困難であつたことなどから、層位的な共伴関係を提示出来得る資料は少な

い。ただし、該期の並行関係を窺う資料 としてB Ⅱ w25土坑 1号の出土状況は興味深い。何れ時期差

の問題 も含め、今後に詳細な検討課題を残す。今回の調査で両者の併行関係が言及できそうなのが中

期前葉～中葉である。中期前葉は円筒上層 b～ c式に大木 7b式、中期中葉前半は円筒上層 d～ e式

に対 して大木 8a式、中期中葉後半は円筒上層 e式の新段階に対 して大木 8b式古段階 (※ 若 しくは

大木 8a式新段階～大木 8b式古段階)の可能性が高い。

(4)白 座 式 につ い て

本稿でⅣ群 3類土器として分類 した白座式は、青森県階上町白座遺跡第 2群土器について、杉山武

氏によって設定されたものである (杉山 :1987)。 設定当初は、円筒下層 a式 と大木 2a式両者の影

響を受けて成立 した土器と考えられた。その後、円筒 。大木式上器の折哀的含みを持って `名称のみ

が先行' して流布されていた土器型式 (群 )で、近年になり小笠原雅行氏の論考 (小笠原 :2000)や

青森県八戸市 (旧南郷村)畑内遺跡報告書中 (茅野・小田川 :2002)な どで再検証されている。茅野

嘉雄氏によると、今日「白座式」 として理解され、報告書などに記述されている土器は、杉山氏が設

定 した当初の内容とずれが生 じている。ただし、円筒下層 a式 と大木式上器の併行 (並行)関係を解

明する上で重要な鍵を握る土器と考えられることを教示いただいた。本稿では茅野氏により教示され

た今 日「白座式Jと 理解されている内容の上器 (星 ・茅野 :2006)を 、白座式として使用する。

この白座式は、実浪1図 だけをみると、その特徴から円筒下層 a式、大木 2a式、大木 2b式などと

区分することは容易ではないが、第V章で上記 したとお り口縁端部に斜め気味に刻みが施される特徴

や硬質で良好な胎土を呈する特徴が該期の他型式にはない属性であることを指摘できる。胎土中への

繊維は、含むものと含まないものがあり、含むものについても極微量である。また、本遣跡資料では

顕者な属性 として認めることはできなかったが、他の遺跡事例の中で白座式としているものには胴部

の地文に組紐を多用する特徴があるらしい。
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Ⅶ 総括

小結 として、白座式とした土器は、円筒下層 a式や大木 2b～ 3式 との関連性が想起され、To―Cu

との新旧関係をみると、本遺跡の出土状況から大木 2b式と同様にTo―Cuを 挟む可能性が窺えたこと

により、前期中葉に位置づけた。 しかしながら、今回の調査成果から強 く言及できるものではない。

TO―Cuと の層位関係を含め、今後に更なる検証が必要と思われる。

(5)異 系 統 土 器 につ い て

円筒式 。大木式土器以外の特徴・要素を持つ土器で、本稿ではⅥ群 7類 としたものである。北陸系

の朝日下層式や新保・新崎式若 しくは関東の五領ヶ台式に祖形が求められる土器ではないかと思われ

る (註 10)。 異系統土器 と筆者が判断 したのは、383、 890、 1044、 1304、 1308、 1312、 1312、 3305、

4048、 4084、 4087、 4308、 4626、 4700な どの上器である。最大の特徴 としては、回縁部の上端に三角

印刻文が全周 し、集合沈線や短沈線による斜状、平行、交差状の文様が画かれる。顎部には断面形三

角形状の横位隆線 (隆帯)力S貼 り付けられ、隆線上に刻目を持つ。胴部は、Ⅵ群 7類 a種 とした朝日

下層式に似るものは、単軸絡条体第lA類 (木 目状撚糸文)を主体的に施文される。それに対 して、

Ⅵ群 7類 b種 とした新保 。新崎式に類似するものは、単節の横回転が確認された。これらの胎土中に

は繊維を含まないものが多 く、含むものについても少～微量にある。併行関係は、朝 日下層式に似る

ものは、Ⅵ期 とした遺構を中心にⅦ期からも出土がある。本遺跡出上の該期円筒式上器で木目】犬撚糸

文を多用するのは、Ⅵ群とした円筒下層 d式～円筒上層 a式であることから、大木 6・ 7a式 を含め

前期末葉～中期初頭に併行する可能性が考えられる。新保・新崎式 としたⅥ群 7類 b種は、Ⅶ期の竪

穴住居跡を主体に、Ⅵ期の竪穴住居跡から出上 している。併行関係は、円筒上層 b・ c式や大木 7b

式と推定されるが明確なメ犬況にはない。

補足事項として、編年上新保式は中期初頭、新崎式は中期前葉とされているが、両型式の内容に対

する筆者の見識が弱 く、区分できなかったことで、本稿では一括 して扱ったことを述べてお く。時期

区分に際しても、新崎式は本稿の区分では中期前葉Ⅶ群土器とするべ きかもしれないが、新保式を中

期初頭Ⅵ群土器とした関係から、便宜的にⅥ群土器に含めたことを付記する。

7土 製 品

土製品は出土総数150点で、内訳は、 ミニチュア土器36点、土偶 7点、円盤状土製品84点、三角形

状土製品 3点、板状土製品 1点、土錘 1点、土製耳飾 2点、キノコ形土製品 1点、粘土塊 3点、不明

土製品11点である。土器の出土量や石器の出土点数と比較 して出土点数が非常に少ない。また、土製

品全体の約550/Oが 円盤状土製品、約24%が ミニチュア土器であり、両者で約800/Oを 占める。帰属時期

は、観察表 (CD― Rに収録)の項目には出土遺構・共伴土器の時期で示 したが、共伴土器とは異時

期 と思われるものもある。第70図 には、出土 した土製品の中で、「ミニチュア土器内部に仕切 りを持

つ特殊なもの」、土偶、円盤状土製品を示 した。

本遺跡の特徴の一つとして、土偶が少ないことが挙げられる。十字状の形態を呈する5508は、その

形態からは中期円筒式土器系の産物と推定されるが、大木 8a式を多量に出土 したB Ⅱ dll住居跡 1

号より出上 したことを特記事項として挙げておきたい。

また、土製品の中で特徴的にみられたのが、円盤状土製品 1類 とした中央に穿孔部を持つものであ

る。この円盤状土製品 1類 としたものは、焼成後に了しが穿たれ、穿孔部の大 きさが 5mm前後を中心

とし、側面は程度の差はあるものの全て研かれている。穿孔部を持つ円盤状土製品の規模は、長径
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7 土製品
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Ⅶ 総括

2.5～ 6 5cm、 厚さ0,7～ 1.15cm、 重さ5。 1～ 28gま でみられ、規模の面からは何か しらの傾向を導 き難

い。時期は、Ⅲ～Ⅵ期に限定 してみられることから、帰属時期の中心は縄文前期 とすることが窺える。

比較資料 として、第70図 には穿孔部を持つ 1類以外に、Ⅲ～Ⅵ期に相当する穿孔部を持たない 2類の

ものを抽出し示 した。穿孔部を持つ 1類 と比較すると、 2類は規模では相違点を見出せないが、側面

が研かれるものが少ないことが看取される。この中央部に穿孔 もつものの用途は不明にあるが、穿孔

部のあ り方から糸を通すような行為に関係すると考察される。また、 1類 としたものが、成品と仮定

した場合、 2類 としたものの中には 1類の未製品が含まれている可能性 も考えられようか。

8 石 器

今回の調査では、7,564点 の石器が出土 した。その内、剥片石器は4,538点 である。内訳は、石鏃

1,115点 、尖頭器172点、石錐82点、異形石器13点、石箆40点、石匙236点 、不定形石器2,137点 、ピエ

ス・エスキーユ36点 、三日月状石器 1点、「力持型スクレイパー」77点 、コア642点である。礫石器は

3,026点 出上した。内訳は、磨製石斧613点 、石鍬 2点、半円状 扁平打製石器29点 、磨石1,579点 、敲

石252点 、凹石32点、砥石99点、石皿58点、台石84点、石錘 5点、礫器273点 である。これらのほか、

コンテナ31箱 (42× 32× 30cmの コンテナで換算)分に相当するチップ・フレーク、礫片などが出土

している。チップ 。フレークは、遺構内出±426kg、 遺構外276kg、 合計約702kgに及ぶ。ここでは、

出土石器のうち、石鏃、石匙、不定形石器、ピエス・ェスキーュB群、「力持型スクレイパー」、磨製

石斧、半円状扁平打製石器、敲石、凹石を取 り上げ、若干の分析と考察を行う。

器種名 出土点数 石  材

石 鏃 買岩93%,デイサイト2%,流紋岩15%,凝灰岩11%,珪質貢岩 1%
大 頭 器 貢岩85%,珪 質頁岩 5%,デイサイト・ホルンフェルス23%,赤 色頁岩17%

石 錐 買岩93%,流紋岩240/0,デ イサイト・ホルンフェルス・赤色頁岩12%

異 形 石 器 買岩46%,チ ヤート・メノウ158%,赤色頁岩・黒曜石77%

石 箆 40 頁岩80%,砂 岩10%,チ ャー ト75%,ホ ルンフェルス25%

石 匙 236 買岩90%,砂岩・ホルンフェルス21%,流紋岩・赤色頁岩13%

不 定 形 石 器 2,137 買岩86%,ホ ルンフェルス29%,チ ャー ト23%,デ イサイト21%,珪 質頁岩 2%
ピェス・ェスキーュ 買岩72%,赤色頁岩11%,ホ ルンフェルス・砂岩56%

三 日 月 状 石 器 1 買岩100%

力持型スクレイパー 砂岩36%,幼 岩20%,頁 岩13%,ホルンフェルス 9%,斑岩51%
コ ア 頁岩29%,チ ャー ト23%,砂岩16%,ホ ルンフェルス95%,珪質買岩 5%
磨 製 石 斧 分岩36%,砂 岩15%,買岩12%,ホルンフェルス117%,細粒閃緑岩109%

石 鍬 頁岩100%

半円状扁平打製石器 花満岩28%,ホ ルンフェルス・花商閃緑岩24%,貢岩10%,ア プライト69%

磨 石 1579 砂岩30%,花 商岩186%,花筒閃緑岩182%,ホ ルンフェルス73%,花 筒斑岩47%

敲 石 252 砂岩35%,チ ヤー ト24%,湯 岩 9%,本 ルンフェルス・細粒閃緑岩64%

凹 石 ホルンフェルス60%,砂岩25%,花 筒閃緑岩62%,花 筒岩・安山岩・アプライト31%

砥 石 ホルンフェルス57%,砂 岩31%,頁岩3%

石 皿 砂岩78%,ホ ルンフェルス69%,花 商閃緑岩52%,安 山岩溶岩52%

台 石 花商岩286%,花 商閃緑岩231%,ホ ルンフェルス155%,砂岩95%,花 商閑緑岩 6%
石 錘 砂岩60%,頁岩20%,花 南岩20%

礫 器 273 ホルンフェルス25%,砂 岩21%,頁岩11%,劣岩109%,花商閃緑岩58%

計合
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8 石器

(1)石 鏃

基部形態の割合は、無茎平基 (本稿の分群ではB群・D群に相当する)240/O、 無茎凹基 (A群 ・A
B群 )180/O、 有茎平基 (G群・H群 )120/O、 有茎尖基 (F群・ I群)8%、 尖茎尖基 (E群 )70/O、

無茎円基 (C群 )5.60/O、 その他 (」 群・K群・L群)18%である。法量値の傾向として、長さ4 cmを

超える大形の石鏃はⅦ期以降に顕著にみられることが挙げられる。また、全体的に完形品の割合 (完

形率850/0以 上が多い)が高い中、A群、D群、 E群 2類に欠損するもの (完形率60%前後)が多い傾

向を看取できる。石鏃に用いられている石材の産地は、ヨヒ上山地産が全体の91%を 占める。石材別で

は頁岩が930/0を 占める。その中で北上山地産の頁岩が950点 で全体の85%、 奥羽山脈産の買岩が68点

で全体の約 60/Oである。ある程度時期が限定できるものとして、奥羽山脈産と原地山層産の石材が挙

げられる。奥羽山脈産は、石材の種類を問わず全てⅧ～�期に伴うことから、中期中葉～末葉の産物

と捉えられる。原地山層 (註 11)産は、その種類が全て流紋岩製で、Ⅲ～Ⅳ期に限定して出土してい

ることから、前期前～中葉と捉えられる。

(2)石 匙

石匙は、平面形状と細部加工の状況からAI群～DV群に分群した。摘みの有無の差はあるものの、

形態や刃部の形成のあり方などが尖頭器、石箆、不定形石器に分類したものと類似するものが多数散

見される。帰属時期については、今回の出土状況から時期による形態の流行性を言及することは難し

い状況にあるが、A Ⅳl群、A Ⅳ2群、BI群などは、比較的帰属時期を限定できる可能性を示す。具

体的には、A Ⅳl群 はⅢ～Ⅳ期、A Ⅳ2群はⅦ期、BI群はV～Ⅵ期である。石材の産地については、

中期の遺構出上の中に奥羽山脈産が一定量含まれるのに対 して、前期の遺構出土は北上山地産のみで

あることが指摘される。その他の特記事項として、松原型石匙と類似するものが、6057、 6600、 6628、

6762の 4点確認される。

(3)不 定 形 石 器

不定形石器については、アチヤ平遺跡報告書 (高橋ほか :2002)中 の高橋優氏の記述にあるとおり

「偶発的な剥離と意図的な剥離との区別が困難であること、分類を行う際に各分類の中間形のものが

多くなってしまうこと、複数の刃部に二次加工が施される場合があること、完成品と未製品、失敗品、

破損品との区別が困難である」の内容を筆者も痛感するところで、本遣跡の整理でもその定義や分類

に際して試行錯誤を繰り返した経縮がある。今回は、素材の選定に際しての、時期的流行性や刃部カロ

エの状況などに観察の視点をあてることとし、A～ 」群に形態区分し、類と種で細分を試みた。細分

した中で点数的に多いのは、E tt e種26点、△群 1類 a種25点 (Ⅶ ～Ⅷ期主体)、 K群 1類 a種15点、

A群 1・ 2類 a種13点 (V～Ⅷ期)、 A群 1類 c種 11点 (Ⅲ ～Ⅷ期主体)、 A群 2類 a種 11点 、C群 1

類 a種が11点 (Ⅶ ～Ⅷ期主体)、 F群 2類 c種が11点である。最も点数の多いE tt e種は、石鏃若 し

くは尖頭器の未製品と推定されるもので、次いでA群 1類 a種 とした縦形の素材を用いて縦に刃部が

形成され片面のみ加工が施される (片刃)も のである。

(4)ピ エス・エスキーユ B群

ここでは、ピエス・エスキーュB群 としたものを採 り上げる。ピエス・ェスキーュB群は、 4cm

前後の母岩を両極打法により2つ に叩き割って、剥離面の一部分の先端に剥離痕や潰れが観察され、
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Ⅶ 総括

片面に広 く自然面が残るものである。出土事例を検討した結果、大工原豊氏の論考にある「下総技法」

(大工原 :2001)と 呼ばれるものに類似すると思われた。下総技法とは、下総地方に伝統的に存在す

る小礫を用いた独自の石鏃製作方法 (註 12)に 関わる一連の工程を指す。この工程とは、一次剥離工

程として小形の扁平礫を両極打法により剥離し、二次調整工程として押圧剥離が施されるが、この一

次剥離工程で用いられる両極打法を最大の特徴とする。この技法によれば「本来剥片剥離に適さない

ような原石からも石鏃を製作することができるので、石材環境の悪いこの地域で断続的に用いられた

技法と推定される」とある。また、黒曜石製とチャート製の中でも大形のものにはこの技法が用いら

れていないことが合せて指摘されている。この技法が用いられる時期について、大工原氏が論考で用

いた千葉県四街道市木戸先遺跡では、前期末葉に伴う可能性が言及されている。下総技法に類似する

手法を用いて製作された石鏃などが本遺跡にふくまれているのかどうかは、筆者の観察所見からはわ

からなかった。本遣跡が恵まれた石材環境下にあったことは、今回の調査で多量の剥片石器、コア、

フレーク・チップが出土している状況から疑いようがない。しかしながら、ピエス・ェスキーュB群

に多くみられる赤色頁岩を素材とする石器や剥片は、比較的規模の小さいものが多く (特 に北上山地

産)、 コアAと したもののあり方からは、原石自体も小さい可能性が高い。このことから、本遺跡の

場合、石材環境に起因するのではなく、赤い色をした特別な石を素材とした石器製作に関わり、原石

自体が小さいため、下総技法的な手法が用いられているのではないかと考えられる。また、両極打法

を用いた剥片を素材とする掻器的機能の石器は、本遺跡において石鏃などの `失敗品'な どを再力日工

した転用品ではないかと推定しておきたい。

(5)力 持型 ス ク レイパ ー

「力持型スクレイパー」と呼称した石器は、片面自然面の打製石斧的な石器で、石箆としたものと

比較すると製作段階や刃部調整に相違があるものである。第V章 3(10)に おいて、平面形態の違い

でAI群、AⅡ 群、B群、C群、D群、E群 (欠損など)の 6つ に分群し、分群毎に法量 (長 さ、幅、

厚さ、重さ)、 刃部の形態 (平刃、丸刃、偏刃、台形状)、 刃部幅、刃部角、各群における石材の内訳、

帰属時期について分析し、その傾向などを記述した。若干説明を補足すると、この石器は平面形状が

楕円形気味の円礫を用いて、分割し (三分割)、 その際に薄い方の礫片 (円礫全体の1/3～ 1/51こ相当

する大きさの礫片を用いている場合が多いと推定される)を素材として選定し、礫の切断面に剥離が

施される。石材は、砂岩、冷岩、ホルンフェルスなど主に礫石器に使用される母岩を用いるものと、

頁岩、チヤー トなど主に剥片石器の製作に用いる母岩がある。このような石器は、宮古市大付遺跡

(小 田野、熊谷 :1979)で打製石斧第 4類 に分類されているものと同様の石器と捉えられ、宮古市千

鶏遺跡出土石器にも類似品がある (鎌 田 :1993)。 刃部加工の有無に相違があるものの、現宮古市

(旧 田老町)ガ 堀ヽ内 I遺跡 (高橋 :1982)で も、片面に自然面を残す礫器が一定量出上している。

このような石器は、従来から宮古市を中心に三陸沿岸北部地域に出上が確認され、地理的な立地を

考慮すると、このような石器の用途は海産系の生業に関連することが想起される。石器使用痕分析か

ら、使用用途がスクレイピングなどを行う際の道具であることが明らかとなった。対象物の特定には

至らなかったが、鋭利な刃部を必要としない作業に使用されたと考えられる。

「力持型スクレイパー」の出現時期は、大付遺跡や千鶏遺跡では早期末葉～前期前半と推定されて

いる。ただし、千鶏遺跡発掘調査報告書によれば、宮古市内の遺跡では中期にも伴う可能性が指摘さ

れている。最近の調査事例である大船渡市田代遺跡において、打製石斧及ぶその未製品とされている

もの (2006:鈴 木ほか)も 「力持型スクレイパー」と同様の石器と捉えられる。この田代遺跡では、
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8 石器

I区遺物包含層の 4a～ 4c層 より出土 しているが、共伴土器は早期末葉 。前期初頭 。前期前葉 。中

期初頭のもので、主体は前期前葉大木 2a式 と捉えられる。本遺跡の出土状況からは、AI群 はⅢ・

VoⅧ期、AⅡ 群はⅢ～llll期 、B群はⅢ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期、C群はⅢ・Ⅵ・IIll期 、D群はⅦ～Ⅷ期、E

群 (欠損など)はⅥ～Ⅷ期 となる。上記の内容を総括すると、最大の時間幅としてⅢ～Ⅷ期 と捉えら

れ、前期前葉～中期中葉にかけて製作されたと推定される。従って、従来よりも出現時期が下限する

ことを↓旨摘 しておきたい。

最後に、種別、図化に関わる問題、名称に関わる内容、分布について補足 してお く。

種別については、本器種を剥片石器 とするか礫石器 として扱うべ きか、そして表面をどちらにする

かで、最後まで苦慮 した経緯がある。最終的には礫の切断面に剥離が施される点を憂慮 し剥片石器と

して扱い、また図化に際しては自然面側を表面 として扱った。

名称について、学史を尊重すれば、先行事夕Jである大付遺跡若 しくは千鶏遺跡の名を冠 して仮称 し

ておくべ きかもしれないが、今回本遺跡でまとまって出土 したことと、従来の説より時期が下限する

可能性があること、また使用痕分析から使用用途がスクレイピングなどを行う際の道具と考えられる

結果を提示できること、などの内容を加味 し、本遺跡名を付 して力持型スクレイパーと本稿では呼ぶ

こととした。ただ、このような内容の石器に関する今後の研究において、「力持型スクレイパー」の

仮称が障害 となるようであれば、別の名称で扱 うことに異論がないことを付記 しておきたい。

このような石器の分布について、従来から三陸海岸北部地域に顕者に出土するとの情報 を得ている

が、筆者の情報能力ではこのような石器を取 り上げた調査報告書は上記 した大付遺跡、千鶏遺跡、田

代遣跡など極少数 しかわからなかった。田代遺跡の内容から、三陸海岸北部地域より南部においても、

広範囲に分布すると捉えられる。今後の検討課題の一つとして、内陸部で出土する遺跡の有無と、そ

れに関連 して対象物の特定を提示 しておきたい。

(6)磨 製石斧 の分析

磨製石斧は613点 出土した。未製品などのあり方から、本遺跡で磨製石斧の制作が行われていたこ

とを指摘できる。ここでは、磨製石斧の刃部形状、刃部残存状況、刃部角度、基部形態、欠損率につ

いて、分析と考察を加える。

① 刃部の形状について :刃部の平面形態については、磨製石斧 I～ Ⅶ群とした資料をみると、全体

の平面形態に依存するものが多い。従って、刃部幅が最大幅となるものが多い。そのうち、7979、

8179、 8134、 8220な どは、刃部の平面形状が片偏 り刃を呈する。片偏り刃のものは、何れも刃部を再

調整されていることから、元々偏刃を意識して製作 したのではなく、刃部を再調整した結果、そのよ

うな形状になったものと推定される。刃部平面形態で特徴的なものとしては、刃部の側縁に狭 り的な

剥離が施される7622な どが挙げられる。胴部の最大幅が 7cmな のに対し、刃部幅が 5cm弱 を計るこ

とから、 2cm程刃部幅を減じることを意図した可能性が考えられる (対象物を意識しているのであ

ろうか ?)。 刃部断面形で特徴的なものとしては、いわゆる片刃的なものが 1点 (7615)み られた。

② 刃部残存状況 :刃部の残存する資料は不掲載を含めて総数100点 である。それらを分析対象に刃

部の残存状況の観察を行った。その結果、刃部が完全に残るものが17点、刃部が一部刃こぼれしてい

るものが43点、刃部の平面形状は推定可能であるが欠損の著しいものが17点、刃部が再生途中と推定

されるものが23点 であった。刃部の残存状況を見る限り、全般に残存状況が悪 く、製品の需要度が高

いことが推定される。

③ 磨製石斧刃部角度 :刃部角度は48～ 68° で、全体的には55° 前後のものが多い。刃部を再調整し
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たものや同じく再調整により偏刃的な形状を示す ものが、60° 以上の鈍角を沢Iる 傾向が強い。また、

IB群 とした小形品や ミニチュアは50～ 51° 、 IC群 、ⅡC群、VC群 としたノミ的なものは48～

52° と通常サイズのものよりやや浅角 (鋭利)に まとまる傾向がある。

④ 磨製石斧基部形態 :今回行なった磨製石斧の基部形態の分類別の点数は、1類 8点、2a類 60点、

2b類22点、 3類 14点、 4類 9点、 5類 3点、 6類 34点である。主体は2a類 とした幅広めの台形状

を呈する形態である。次いで、6類の基部再生が行われるもの、2b類の幅が狭い台形状の順となる。

5類 とした両刃は、7949、 7994、 8672の 3点確認されたのみである。

⑤ 磨製石斧欠損率 :残存率の違いで、 a種が全体の形状を保つていると判断されるもの、 b種が残

存率50%以上と判断されるもの、 c種が残存率50%未満と判断されるものに種別を試みた。

その結果、 I～ Ⅶ群 (Ⅷ群未製品を除く)の種別毎の点数は、 a種が54点、b種が135点、 c種が

190点で、今回の調査で出土した磨製石斧は完形品が非常に少ないことがわかる。また、Mll群 の未製

品についても、製作工程のどの段階で身部が折れるなどの失敗品の割合を確かめる目的で、上記の基

準を用いた。その結果、Ⅷ群 7類が a種95点、b種56点、c種83点 、Ⅷ群 8類が a種 9点、b種31点、

c種 19点 、Ⅷ群 9類が a種 10点、b種22点、 c種25点 となった。

I～ Ⅶ群とⅧ群を合わせて分析すると以下のことが考えられる。

まず、第一工程段階は、製作目的で原石を用意した段階613点で、 a種が95点、 b種が56点 、 c種

が83点で、第二工程に進むものは379点で約62%と なる。第一工程段階で壊れているものは139点 であ

ることから、約23%は製作途中に破損し廃棄されたと判断される。また、 a種約15%(95点 )は、何

らかの要因で第二工程に進まず、製作放棄されたと推定される。

第二工程段階は、379点 中、 a種が 9点、b種が31点、 c種が19点 で、第三工程に進むものは320点

840/Oで ある。第一工程段階と比較して製作中に壊れる害J合が低いと推定される。

第三工程段階は、320点中、 a種が10点、b種力認2点、 c種が25点で、製品となるのが263点約820/O

となる。

従って、製作目的で原石を用意した段階 (613点 とすると)か ら第一工程を経て第二工程に残るも

のは約620/O、 第二工程を経て第三工程に残るものは約52%、 第三工程を経て製品となるものは約43%

となる。計算上の内容であるが、製作途中において第一工程段階が最も失敗する可能性が高いことが

窺え、第一工程段階を経ればかなり高い割合で製品に成ると考えられる。

③ 磨製石斧にみられる擦 り切り技法 :磨製石斧の素材については、①製作目的に手ごろな大きさ、

形をした自然礫が選定されるもの②大形で扁平な自然礫を用いて擦 り切り技法が行なわれるものが想

定される。前者は、本遺跡資料の大部分を占めるものと捉えられ、石材はり岩や砂岩を主然 とする。

擦 り切 り技法により石斧製作が行なわれたことを示す資料は、縁付近に溝を持つ7977、 7619、 7997が

あげられ、全て緑色の頁岩を素材とする。また、同じく緑色を呈する頁岩製の7620、 7677と 、蛇紋岩

製の7525、 8133も その可能性が高い。

なお、今回の調査では出上しなかったが、遺跡内から出土した擦 り切 り痕の残る頁岩製の原石を参

考資料として写真掲載した。この資料は、遺跡の周知範囲内の畑地から (詳細な出土地点は不明であ

るが、遺跡内であることは確からしい)出土したもので、地権者から寄贈されたものである。この参

考資料からは、 3個分の磨製石斧の製作を意図したことが窺える。

⑦ 時期 :各分群の主体時期を以下に示すと、 IA群がⅧ・�期、 IB群がllll期 、 IC群が�期より

古期、Ⅱ群がⅦ～Ⅷ期、ⅡC群がⅧ期、Ⅲ群がⅧ期、ⅢA群がⅦ～Ⅷ期、Ⅳ群がⅢ～Ⅳ・Ⅶ～Ⅷ期、

V群がⅢ～V・ Ⅶ～Ⅷ期、VC群がⅧ期、Ⅵ群がⅢ～Ⅳ・Ⅶ～�期、Ⅶ群がⅥ～Ⅷ期、Ⅷ群がⅧ期と
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なる。上記の結果からは、中期前葉～中葉Ⅶ期～Ⅷ期において、磨製石斧が盛んに製作されたことが

窺える。

(7)半円状扁平打製石器 について

ここでは、半円状扁平打製石器の定義の問題、使用方法、時期に関わる内容に視点を置き、考察を

試みる。

本稿で半円状扁平打製石器という名称を付けるに際 しては、他器種 とした中に類似品があり、その

定義で苦慮 した経緯がある。その理由は、形態が半円形で扁平な礫を用いるものは、半円状扁平打製

石器以外に磨石Ⅵ群、敲石Ⅶ群、磨製石斧Ⅷ群 (磨製石斧の未製品)な どにもみられ、それらは①全

周を打ち欠いて半円形に仕上げているもの②孤の部分を打ち欠き半円形に仕上げているもの③素材礫

自体が半円形の形状をした扁平な礫を用いているものの 3種類に大別される。仮に、形状が半円形で

扁平な礫を用い弦の部分に磨面を有する石器と定義すると、素材礫自体が半円形の形状をした扁平な

礫を用いているものは側面の磨面幅が 4cm前後のやや厚手のものが多 く含まれることになる。つま

り、「特殊磨石」的なものや磨製石斧の未製品と推定されるものまで含まれることから、器種認定が

難しくなる。半円状扁平打製石器の命名者である鈴木孝志氏は、「安山岩質の厚さ平均 lcm前後の扁

平な自然石を選ぶ場合が多いらしい。両側に自然面を残している例が多い。形は半円状で、周囲をパ

ーカッションテクニックにより荒く打ちかき、孤と反対の直線をなす側面の部分には摩減痕を残して

いる。」と述べている (鈴木 :1958)。 本稿で、半円状扁平打製石器の名称を付すに際しては、上記し

た説明文を考慮して、縁全周を打ち欠き半円形に仕上げているものを本器種とし、素材自体が半円形

の形状をした扁平な礫を用いているものは磨石Ⅵ群 5類 a～ c種や磨製石斧未製品に含めた。なお、

本稿で 2・ 3類 としたものは磨面を持たないことから、 1類 と用途が異なる可能性も考えられる。鈴

木氏以後に半円状扁平打製石器を説明したものは、村越潔氏 (村越 :1976)、 小山浩平氏 (小 山ほ

か :2002)、 沼宮内陽一郎氏 (沼宮内ほか :1998)に よるものがある (註 13)。

次に、石器使用痕分析から得られた半円状扁平打製石器の使用方法に関わる内容を述べる。本遺跡

で磨石Ⅵ群 5類 b・ c種 とした「特殊磨石」的なものは、半円状扁平打製石器 1類 としたものと同様

に側面の磨面が剥離に載られる状況が看取される。石器の使用痕分析を実施した半円状扁平打製石器

1類に類似する磨石Ⅵ群 5類 c種とした7681は 、分析結果から正面と裏面からBタ イプの使用痕光沢

が観察されたのに対して、主要な使用面と推定される側面の磨面部分からは明瞭な使用痕光沢や線状

痕が観察されていない。この磨面部分は、磨耗の程度が弱いことと、線状痕が不明瞭であることから、

比較的柔らかいものが対象物ではないかと推定されている。また、同じく使用痕分析を実施した磨石

Ⅵ群 5類 b種の7968か ら、「線状痕がわずかではあるが短軸方向に見られることから、石器を横軸方

向に保持しながら擦っていたと考えられる。」という興味深い分析結果が得られている。この磨面の

表面は、ザラザラした感覚で、半円状扁平打製石器 1類 として分類したものと類似性が高いように思

われる。上記のことから、磨石Ⅵ群 5類 boc種 としたものは、用途、対象物、動作などが半円状扁

平打製石器 1類 としたものと、同様である可能性も考えられる。側面の磨面からは、①ザラザラした

状態を保持する必要があり、②対象物は柔らかいもの、③横軸方向に擦るような動作に関連するもの、

の 3点の特徴が確認された。この 3点の特徴から想起される内容として、何らかの植物の茎を折るよ

うな用途が推定されようか。ただ、この際の留意点を挙げておくと、本遺跡出上の半円状扁平打製石

器 1類の弦部の磨面幅は、平均的には0.5～ 1.Ocmに まとまりが窺えるのに対して、磨石の 5類 b・ c

種は磨面の幅が1.5～ 4.5cmと やや幅広が多いという差異があることと、今回は半円状扁平打製石器そ
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のものの使用痕分析を実施 していないことを述べてお く。

最後に、半円状扁平打製石器 (※ 本稿では 1～ 3類 に分類 した)と それに類似する磨石Ⅵ群 5類 a

～ c種の帰属時期を、本稿の分類毎に下記に示す。半円状扁平打製石器は、 1類はⅦ～Ⅸ期が主体、

2類はV～ Ⅶ期が主体、 3類はⅢ・V期 と推定された。このことから、 1類より2・ 3類の方が、そ

の製作時期の主体は古い可能性で推定される。それに対 して、磨石Ⅵ群 5類 a～ c種は、何れもⅦ～

Ⅷ期を主体 とする。これまで各所で述べてきたように、Ⅶ期は円筒式土器主体、Ⅷ期は大木式土器主

体であることから、両者の主客が変容 した後においても、「特殊磨石」の類は継続 して製作 されてい

るものと推定されるとともに半円状扁平打製石器 1・ 2類 とは同時期性が高いものと考えられる。

(8)凹 石 につ いて使用痕分析 か ら得 られた知見

凹石としたうちの凹部の形成が顕著な8023、 8094、 8105について、使用痕分析を委託した。その結

果、オニグルミの殻の先端部を敲き飛ばす、いわゆる敲石的用途であることが判明した。分析を担当

した池谷勝典氏によると、オニグルミの殻の先端部を敲き飛ばす用途の敲石は、縦軸方向に敲打痕の

集中部があり、敲打 (凹部)の分布は石器の中心から上下に偏る位置に分布し、敲打痕の広がりは横

方向に広がる特徴があるらしい。実際にこの敲石の持ち方や動作についても御教示を受けたが、分析

を行なったものは何れも扁平礫で、長さ89～ 11.3cm、 幅64～ 6.9cm、 厚さ4.2～ 4.4cm、 重量319～445

gで、手に持ってオニグルミを敲く類の作業には適した大きさにある。また、分析を行なったものと

形状や大きさが類似する7608、 7642、 8093な どは、同様の動作・用途が推定されよう。若干形状が異

なるものとして、棒状に近い礫を用いる7703と 7905が挙げられる。これらは敲打を行なう作業面 (平

坦面)と するには狭い印象を持つが、石器の中心軸線上で石器中央部よりやや上に敲打が集中する点

では使用痕分析例と共通する。上記のものと大きさが相違する8095は 、長さ13.3cm、 幅9.lcm、 厚さ

5.5cm、 重量860gで 、特に重量が他のものと比べて突出する。敲打の集中する位置としては使用痕

分析を行なったものと類似する。ただし、他のものより凹部の形成が弱い。なお、所見的な内容にな

るが、実際に持った感じからもオニグルミの殻の先端を狙って敲打するデリケートな作業を行うには

やや重い感がある。台石的な使用法が用いられている可能性もあろうか。

9石 製 品

今回の調査では、485点 の石製品が出土した。内訳は、垂飾品 5点、攻状耳飾 9点、石刀類106点、

石棒類193点、岩偶 4点、石冠 9点、円盤状石製品23点、有孔石製品 7点、石玉 6点、不明石製品83

点、軽石製石製品40点である。

石材は、全般的にホルンフェルスを主体とし、次いで砂岩、粘板岩の順に多い。

今回の調査で多量に出土した石製品には、石刀類と石棒類が挙げられる。Vでは、石刀類は断面形

状で分群し属性の違いなどから類別を行い、石棒類は諸要素に基づき分類を試みた。しかしながら、

自然礫との区分において不確実なものが多かったことも否めず、出土点数などは参考資料の域を出な

いことを付記しておきたい。
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器種名 出土点数 石  材

垂  飾  品 滑石60%,大 理石滑石20%,翡 翠20%

瑛 状 耳 飾 滑石44%,粘板岩22%,買岩22%,ホ ルンフェルス11%

石  刀  類 ホルンフェルス585%,粘板岩。頁岩16%,砂岩66%

石 棒 ホルンフェルス型%,砂岩14%,花 商岩閃緑岩12%,花商岩9%,貢 岩67%

石 偶 砂岩100%

石 冠 扮岩56%,砂 岩・屍灰岩・滑石・デイサイト11%

円盤】太石製品 ホルンフェルス22%,砂岩17%,花南斑岩13%,花筒岩閃緑岩87%,そ の他 9種類各43%

有孔 石 製 品 7 凝灰岩86%,ホ ルンフェルス14%

石 玉 チャー ト67%,玉 髄・流紋岩167%

不 明 石 製 品 ホルンフェルス39%,買岩11%,粘板岩・砂岩 7%,花筒閃緑岩48%

軽石製石製品 軽石100%

計

9 石製品

ここでは、出土数は少ないが、今回の調査出上の中で特記事項の一つと捉えられる翡翠製垂飾品、

攻状耳飾、石冠について取 り挙げたい。

(1)翡 翠 製 垂 飾 品

8616の垂飾品は、中期前葉Ⅶ期の遺構から出土した。寺村光晴氏に実見 していただいたところ、

「硬玉で間違いなく、名称は半月形飾玉がよいと思われます」との見解をいただいた。また、山梨県

天神遺跡第421土壊出上の硬玉製大珠に類似するものであることを、鈴木克彦氏に御教示いただいた。

天神遣跡の第421土娠の時期は諸磯 c式期と推定され、同報告書V群 5に分類されている (新津・米

田 :1994)。

(2)瑛 状 耳 飾

本遺跡出上の攻状耳飾については、形態からI～ Ⅲ群に分群した。帰属時期は、I群 (8542、 8547、

8650)は Ⅲ期、Ⅱ群 (8532、 8542、 8555、 8650、 8668)は Ⅲ・Ⅵ～Ⅷ期、Ⅲ群 (8651)はⅧ期と推定

された。

石材は、滑石製 4点、粘板岩製 2点、頁岩製 2点、ホルンフェルス製 1点で、全て北上山地産と推

定された。最も多く用いられている滑石製をみると、 I群 としたⅢ期と推定されるものが 3点 とⅡ群

中のⅧ期と推定されるもの 1点がある。このことは、Ⅲ期とした前期前葉から、Ⅷ期とした中期中葉

に至るまで、滑石などの入手困難な石材の供給地は、奥羽山脈など遠方の地域ではなく、北上山地な

ど比較的遺跡から近い地域に存在することを、端的に示すものと捉えられる。

本遺跡出上の攻状耳飾の時期に関して、近年の瑛状耳飾の研究成果から堀江武史氏の論文 (堀江 :

1991)を 取り上げ、堀江氏の示した瑛状耳飾の編年との比較から、考察を加える。堀江氏は、瑛状耳

飾の数値化と形態分類を目的に、切れ目率と厚さ率の二成分の分析を行ない、その数値からA～ D類

に類型し、土器編年の相関関係を経て時期推定の試みを行なっている。それによると、堀江A類は早

期末葉から前期初頭、堀江B類は前期前葉に出現し前期中葉までに衰退、堀江 C類は前期前葉から前

期後葉、堀江D類は前期後葉に出現としたとある。つまり、堀江A類→堀江C類→堀江D類の形態変

遷を論じている (※ 堀江A類→堀江B類への変遷については検討が必要のようである)。 堀江氏が論

考で用いた事例で、本遺跡に関連する円筒式土器や大木式上器に伴う遺跡事例として、青森県つがる

市 (旧森田村)石神遺跡と岩手県北上市滝ノ沢遺跡がある。石神遺跡例は、円筒下層 dl・ d2式 に
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Ⅶ 総括

伴い瑛状耳飾が 6点出上 し、それらは1000/O堀江 D類のようである。また、大木 6～ 7a式が多量に

出土 している滝ノ沢遺跡からは、堀江 C・ D類の致状耳飾が出土 している。本遺跡資料を堀江氏の分

類に習えば、8536が堀江A類、8542が堀江 C類、8532と 8650が堀江D類に比定される。また、欠損品

と考えられる8547と 8707は、堀江A類、8555が D類 となる可能性がある。堀江A類 に比定される 3点

は、本遺跡ではⅢ期の可能性がある。堀江 C類は 1点のみの出上であるが本稿のⅥ期の可能性が考え

られる。堀江 D類 に比定される 3点 は、Ⅲ・Ⅶ oⅧ期の遺構から出上 してお り、帰属時期を限定する

ことは難 しいと考えられた。上記の内容から、本遺跡資料は、概ね堀江氏の想定 した分類順に時期変

遷することは言及できると捉えられる。若干の留意点として、本遺跡の帰属時期は、堀江氏の提示 し

た出現期 と比較 して、土器数型式ほど新 しい可能性が考えられる。用いられる石材の産地から、他地

域で製作 されたものが持ち込まれているのではなく、本遺跡若しくは周辺地域で製作されていたと捉

えられる。従って、本地域に製作技術が伝播 されてくるのは、本来の出現期よりも後発である可能性

も考えられよう。

(3)石 冠

9点出上した (※ その内 8点掲載)。 石材は、奥羽山脈産の凝灰岩製 1点、他は全て北上山地産で

扮岩製 4点、デイサイト製 1点、砂岩製 1点、滑石製 1点、安山岩製 1点である。法量は、長径10.3

～12.lcm、 短径6.9～ 8.9cm、 幅3.3～ 5.5cm、 重さ479～ 616gで 、規格性が高いことを指摘できよう。

個々の特徴をみると、端部に孔を持つもの、蕨状の文様が浮き彫りで施されるもの、被熱痕跡があ

るものなど多様である。

帰属時期は、Ⅵ～IIll期 の時期幅で捉えられ、Ⅶ期が中心時期と推定される。

特記事項として、BⅡ 区北部捨て場から3点 まとまって出土している。

10そ の 他 の 遺 物

ここでは、動物遺存体、琥珀、黒曜石を取 り上げる。

(1)動物遺存体 について

動物遺存体は、調査時に肉眼で確認できたのは、B Ⅱ t22住居跡 1号 (住 34)、 B Ⅱ v24住居跡 1

号 (住 76)、 CⅢ a2住居跡 2号 (住 170)、 CⅢ cl住居跡 1号 (住 177)、 B Ⅱ u21土坑 8号 (± 78)、

B Ⅱ v25土坑 4号 (± 111)か らの出土遺物など少数であった。その他の多数の動物遺存体は、ほと

んどが竪穴住居跡 。土坑埋上の一部や炉内の焼土などを対象に、ウオーターセパレーションを実施し、

抽出したものである。

今回の分析で種同定できた資料の中で、特に顕者なものとして、ムラサキインコ、カッオ、ニホン

ジカ、イノシシなどが挙げられる。本遺跡は力持海岸から約1.5k mに 所在 し、また力持川の下流に

位置する地理的条件からサケ・マスなどに強く依存する生業が予想された。ところが、サケ・マスな

どは希少で (遺存体として残 りづらい可能性もある ?)、 岩礁性の貝類やニホンジカなどが多い結果

となった。

次に、ムラサキインコ、カッオ、ニホンジカ、イノシシなど顕著なものについて、その帰属時期を

みてみる。ムラサキインコは、前期末葉～中期中葉で、前期末葉に多い。カツオは前期前葉～中期中

葉で、前期前～中葉を主体とする。ニホンジカは、前期末葉～中期後葉で、中期前葉に多く確認され
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10 その他の遺物

た。イノシンは、前期前葉～中期後葉で、中期前葉～中葉を主体 とする。なお、装飾品の可能性 もあ

るアオザメの歯は、前期前～中葉 。中期前葉～中葉にみられ、中期前葉を主体 とする。動物遺存体を

確認 した遺構について総括すると、中期前葉を中心 とし中期前葉～中葉に多い。このことは、該期に

おいて上記 した種類の捕獲が多かったと捉えるより、該期の竪穴住居跡が全般に深いことに関わり、

遺存体の保存状態が比較的良好であったためであると考察される。

(2)琥 チ白

今回の調査では600gを 越える多量の琥珀が出上 した。垂飾品や玉類などの加工品は無 く、多 くは

10～20mm(約 05g)の原石と2～ 5mm(約 0.lg)の細片 (砕片)で、非常に1危 い特徴がある。

帰属時期は、出土遺構の時期や共伴遺物などから、前期前葉～中期末葉Ⅲ～�期までみられ、特に

中期前葉～中期中葉Ⅶ期～Ⅷ期に多いことを指摘できる。

琥珀の産地については、働元興寺文化財研究所の植田直見氏による分析結果から、久慈産を中心に

いわき産、北海道産が混在 している可能性が示唆された。併せて、研いた跡や穿たれた痕跡が確認で

きない旨の内容を御教示いただいた。

また、寺村光晴氏には、実際に現地で琥J自の出土状況を含め観察 していただき、また琥珀に関する

貴重なご助言をいただいた (註 14)。

(3)黒 曜 石

今回の調査では石器 (tool)、 剥片を含めて11点 の黒曜石を確認 した。出上 した遺構の時期をみる

と、Ⅵ期～llll期 に伴い出土 している。その中の 2点6066と 7145に ついて、産地同定の分析を実施 した。

その結果、6066は岩手県岩手郡雫石町小赤沢産、7145は青森県つがる市 (旧木造町)出来島産の可能

性が高いことがわかった。本遺跡における黒曜石のあり方は、少なくても前期末葉～中期中葉におい

て、本地域 と北上川上流域や青森県津軽地域 とに交易が存在 したことを示す貴重な資料 と捉えられ

る。

11 ま と め

(1)調査か ら得 られた特記事項

今回の調査成果で得られた事実のうち、特記事項を総括する。

① 大形住居 :長軸の長さ10m以上、若しくは床面積40♂以上の大形住居を17棟検出した。本稿で大

形住居とした規模のものは、前期前葉～中葉Ⅲ～Ⅳ期に出現し、中期中葉Ⅷ期までみられる。その間、

前期中葉～後葉V期 に該当するものを確認できなかった。また、llll～ Ⅸ期は、本稿で大形住居と定義

した規模のものはみられないが、平面形的には隅九長方形が残る。なお、前期前葉～中葉のものは隅

が角ばる長方形が多く、前期末葉以降のものは隅丸長方形が多いことも指摘できよう。

② 深い竪穴住居跡 :壁高 (深 さ)lm以上を測る深い竪穴住居跡が顕著にみられた。中期前葉Ⅶ期

に多く、最大はB Ⅱ v24住居跡 1号 (住36)の西壁で211aを 測る。岩手県内の類例を検討していない

が、このような竪穴住居跡は北海道南茅部町大船C遺跡に多くみられるようである。

③ 床面が有段の竪穴住居跡 :竪穴住居跡の床面が、有段を呈するものがⅢ～Ⅳ期 1棟 とⅧ期 1棟に

確認された。掘り火姥状に一段低く床面が作られている構造を持つもので、高い部分はいわゆるベッ

ド状遺構若しくはベンチ状と言われる類に類似する。竪穴住居跡の平面形や規模は相違するが、この
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Ⅶ 総括

構造は遠野市権現前遺跡の大木2a式期の竪穴住居跡に類似する (小笠原 :2002)。

④ 遺物の廃屋廃棄 :廃屋廃棄の主体的な時期は、Ⅵ期～Ⅷ期である。特に土器はその傾向が顕著で、

100kg以 上の土器が出上した竪穴住居跡は21棟 に上る。

⑤ フラスコピット:土坑は、断面形がフラスコ形を呈するものが主体で、253基 中151基が該当する。

調査区中央部西側の急傾斜地を占地の主体とする。時期は、Ⅲ期～Ⅵ期に顕者にみられ、特にⅥ期に

突出して多い。併せて、Ⅶ期以降は極端に減少することがわかった。

⑥ 列石・集石 :列石・集石は、20基中10基が廃屋上に構築されている。また、下部に土坑を持つも

のは3基 (その内 1基は?)検出されている。

⑦ To‐ Cu降下期前後の上器群 :To Cu降 下期と前後する土器群が出土した。特に、To―Cu降下期よ

り古い土器群は、層位的な資料と捉えられる。

③ 円筒式土器と大木式土器の併行 (並行)関係 :今回の調査では、円筒式上器と大木式上器が共伴

関係を示す遺構を多数検出した。特に、Ⅶ群・Ⅷ群とした中期前葉～中葉の上器群は、併行関係解明

の良好資料を提供するものと考えられる。それに対して、V群 とした前期中～後葉の上器群の併行関

係が明瞭には掴めなかったことも付記しておきたい。

③ 石器 :7,564点 に及ぶ多量の石器が出土した。この出土数は、過去に調査された三陸沿岸北部の

該期遺跡と比較しても、突出して多い。本報告に際しては、土器との共伴関係から、それぞれの器種

の帰属時期や属性の傾向を明示することに努めた。

⑩ 土製品 :土器や石器と比較して、土偶などの上製品が少ない遺跡であることが指摘できる。

① 分析 :理化学的分析と考古学的事実とのタイアップから様々な事実が明らかとなり、分析結果と

とともに貴重な情報を提供することができた。琥珀は、久慈市産を中心に、他地域のものが混在する

可能性が導かれた。炭化材の樹種同定からは、クリを主体とすることがわかった。今回の調査で顕著

に確認できた火山灰は、分析結果からもTo Cuで あることを提示できる。年代沢1定の結果から、本遺

跡が5,500～ 4,000HC BPの 長期間に亘り、集落が営まれていたことが推定された。また、前期と中期

の境は、4,700～ 4,550望C BPの範囲であることも指摘できよう。石器使用痕分析からは、今まで実施

例が少ない現状にあった礫石器について貴重な知見を得られた。

(2)三 陸沿岸北部の円筒式 と大木式の遺跡 について

北緯40° 付近は、従来から円筒式土器と大木式上器の接触が顕著な地域として捉えられてきたが、

力持遺跡の調査成果からもそれを裏付ける状況が確認された。ここでは、力持遺跡の調査成果を母体

とし、当該地域における該期の遺跡の立地要因や円筒式と大木式の主客の様相についてまとめてみ

る。

なお、この内容 については、当センターの研究紀要の中で も検討 を行 っている (星 :2006)が 、そ

れの補足や修正点などを中心に述べ ることとする。

① 遺跡の立地 :第71図 には、北は久慈市三崎半島、南は岩泉町小本川流域までの範囲に所在する縄

文前期前葉～中期末葉の遺跡147箇所を地形図上に示し、またここで取り上げた遺跡には 1～ 18ま で

遺跡番号を付した。三陸沿岸北部は、全般に平坦地や低地が少ない。また、本地域の生業を考えた時、

サケ・マスなどの捕獲の利便性から川に近い場 (註 15)、 おそらくは海に出る `港 'を持つ場若しく

イま `港 に出易い場'と いった要素が優先された結果、力持追跡が立地する1可 口付近の傾斜地なども選

定されていると考えられる。また、第Ⅱ章で上記した力持遺跡の風力や風向きの観測データから、北

東方向からの微風が多い結果を得られているが、海岸部の遺跡は、この風力・風向や日照などの気
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Ⅶ 総括

象条件も遺跡立地の条件に繋がると考えられる。具体的に、直接海風を受けない場所 (海側となる東

側に山があるような地形)や海岸線から若干内地に入るような場所である。力持遺跡の他堀内机 遺

跡、下村遺跡など実際に現地を踏査した遺跡でも東向きの緩斜面地が好んで選定されている。力持遺

跡で検出された竪穴住居跡の主軸方向は、この東向き斜面の傾斜方向に依存した方向が多 く、南―北

や北西―南東をみるものが主体である。おそらく、上記した風に関係する要因以外に、日照条件も関

係する可能性がある。地形にみる遺跡の分布は、研究紀要にも記述したので、ここでは割愛する。

② 遺跡の分布 :遺跡の集中区に着眼すると、三崎半島 (久慈市)、 安家川中流域 (岩泉町)、 黒崎

(普代村 )、 平井賀川 (田野畑村)、 小本川中～下流域 (岩泉町)な どがあげられる。それに対 し、比

較的散発に分布するのが、米田川 (野 田村)、 安家川上・下流域 (岩泉町・野田村)、 普代川流域 (田

野畑村～普代村)、 松前沢 (田 野畑村)、 小本川上流域 (岩泉町)な どである。基本的には水系に依存

した分布と捉えられる。遺跡の集中、非集中の要囚は、遺跡の拡散的な現象や、初点的な遺跡の存在

に関わつての内容なのか、若しくは分布調査などの是非に関わるものなのか、判断はできない。今後

の調査事例の増加を待っての、検証課題と考えられる。

③ 遺跡間距離について :該期遺跡のテリトリーについて考える目的で、遺跡間距離について考察を

行う。第71図 に示した遺跡は、分布調査資料に依存したものが多く、発掘調査が実施され遺跡の内容

が明らかになったのは限られる状況にある。従って、ここでは先に本地域における該期の拠点的な遺

跡を抽出した上で、その拠点的な遺跡同士の距離を提示してみる。なお、ここで述べる「拠点的な遣

跡」とは、発掘調査事例が多くない本地域の内容を鑑みて、明確な基準などは設けず、発掘調査で一

定量以上の土器が出上している遺跡に求めることとした。

本地域の拠点的な遺跡について、海岸線沿いを北の三崎半島から南の小本川流域にかけてみていく

と、 1久慈市大尻 I遺跡 (前期後葉～中期初頭主体、※第71図 に添付した遺跡Noで示す)、 2久慈市

三崎Ⅲ遺跡 (中期前～中葉主体)、 4野田村平清水Ⅱ遺跡 (前期末葉～中期初頭主体)、 6普代村堀内

机遺跡 (前期前葉～中期中葉 ?)、 7普代村力持遺跡 (前期前葉～中期末葉)、 9普代村下村遺跡 (中

期中葉主体)、 16田野畑村和野 I遺跡 (前期前葉～中期後葉)、 17田野畑村館石野遺跡 (前期前葉～後

期)、 18田 野畑村浜岩 泉 I遺跡 (中期中～後葉主体)、 13岩泉町森の越遺跡 (中期前～末葉主体)な

どが現段階で考えられる。これらの遺跡の内容をみると、存続する時期が短期 (短命)の遺跡と長期

(長命)に 亘り継続される遺跡があることを看取でき、前者が多い。それらの遺跡間距離を示すと、

1大尻 I遺跡-2三崎Ⅲ遺跡間が約 4 km、 2三崎Ⅲ遺跡-4平清水Ⅱ遺跡間が約 6 km、 4平清水Ⅱ遺

跡-6堀内机遺跡間が 9 km弱 、 6堀内机遺跡-7カ持遺跡間が約 4血、 7カ持遺跡-9下村追跡間が

5 km弱 、 9下村遺跡-16和野 I遺跡間が約 8 km、 16和野 I遺跡-17館石野遺跡間が約 3 km、 17館石野

遺跡-18浜岩泉 I遺跡間が約 2 km、 18浜岩泉 I遺跡-13森の越遺跡間が約1lkmの 間隔を持って分布し

ている。上記の結果をみると、拠点的な遺跡間は2～ 1lkm、 平均的には4～ 8 km圏 に所在 しているこ

とが窺える。この4～ 8 km圏 が、拠点的遺跡同士のいわゆるテリトリーの目安になると思われる。な

お、16和野 I遺跡-17館石野遺跡間と17館石野遺跡-18浜岩泉 I遺跡間の関係が近接することと、18

浜岩泉 I遺跡-13森の越遺跡間の関係が他より離れていることが看取される。前者は遺跡として隆盛

する時期が、微妙にずれることに起因すると考えられる。後者は、発掘調査の有無に関わる内容の可

能性もある。仮に、18浜岩泉 I遺跡や13森の越遺跡から4～ 8 km圏 の距離に上記の遺跡以外に拠点的

遺跡の存在を推定すると、小本川下流域の左岸に広がる小本丘陵内、森の越遺跡から約 5 km下流にあ

る14乙茂 I遺跡周辺などに求められようか。

補足として、海岸線より離れた北上山地東麓側近くに所在する拠点的な遣跡については、現状の資料

-595-



11 まとめ

おおだいら

からは言及が難 しい。ただし、安奈川上～中流域については、分布調査の結果からみて12大 平 I遺

跡、11松 林 Ⅲ遺跡、10川 口遺跡 (周辺含め)な どが拠点的な遺跡である可能性が考えられ、これ ら

の遺跡は 4～ 5 km圏 に所在する。

④ 円筒式 と大木式の主客性について :力持遺跡周辺地域の円筒式土器 と大木式土器の主客性につい

ては、研究紀要で記述 したとお り、力持遺跡周辺地域 (主 要河川で捉えれば普代川中～下流域周辺 )

より北の地域は、安家川下流域の堀内机遺跡、安家川中流域の松林Ⅲ遺跡、野田村泉沢川流域の広内

遺跡・上 明 内遺跡 。平清水 Ⅱ遺跡、久慈市三崎半島の大尻 I遺跡、三崎Ⅲ遺跡の内容から、前期末

葉～中期前葉まで円筒式上器主体にある。中期中葉になりその主客が大木式上器主体に変容する。

次に、力持遺跡よりやや南の地域である普代村黒崎 。田野畑村北山崎周辺をみていく。参考までに

記述すると、北緯40° 線はこの地域を横断する (黒 崎地区にある黒崎灯台が北緯40° )① 本地域は、

黒崎に所在する下村遺跡の状況から、中期中葉は大木式主体で捉えられる。ただ、それ以前の円筒

式 ,大木式土器の主客を判断できる調査事例がない (註 16)。 表採資料の状況から、北山崎に所在す

る15久 春 内 I遺跡などの内容が、解明の鍵を握ると考察 しておきたい。

黒崎・北山崎よりさらに南の地域は、前期前葉 と中期中葉以降は大木式主体で捉えられる。今ひと

つ実態が掴めないのが前期中葉～中期前葉である。この実態解明の一つの鍵を握るのが16和野 I遺跡

と13森の越遺跡である。和野 I遺跡は、働岩手県埋蔵文化財センターにより平成13年度に実施された

調査成果 (高瀬 :2002)か らは、前期前葉～中期前葉に亘 り大木式上器主体 と捉えられる。研究紀要

の中でもその旨を記述 した。ところが、平成18年度に田野畑村教育委員会で実施 した調査内容からは、

前期末葉～中期前葉は円筒式上器主体の可能性 も導かれ、研究紀要で明示 した内容は若干の変更が必

要になることも予想 される。また、森の越遺跡は、中期前～末葉まで確実に大木式上器主体で、円筒

式上器は中期前葉に極客体的にみられるに留まる。森の越遺跡の所在する小本川流域において、中期

初頭以前の上器を模索すると、大木 2式、円筒下層 c・ d式、円筒上層 a式などが複数遺跡で出土 し

ている。これらのことから、前期後葉～中期初頭は円筒式上器主体地域の可能性 も示唆される。現時

点での推察として、黒崎・北山崎より南の地域は、中期前葉以降は大木式上器主体地域 と考えられる

が、中期初頭以前は現状の資料からは判断ができない。この地域の前期前葉以降～中期初頭の主客性

は、事例の増加を待って再度検討する必要がある。

終わりに

力持遺跡は、野タト調査が平成13～ 15年 までの述べ 3カ 年、室内整理作業が平成13～ 17年 までの述べ

5カ 年 (そ の内通年整理 2カ 年)にわたり行われた。

今回の調査成果は、これまで調査事例が少なく未解明の部分が多かった、三陸沿岸北部北緯40° 付

近における縄文時代前期～中期に対 して、貴重な知見を加えることができたと思われる。

力持遺跡は、野外調査が平成13～ 15年 までの述べ 3カ 年、報告書作成に関わる室内整理作業が平成

13～ 17年 までの述べ 5カ 年にわたり行われた。現地での野外調査に際しては、発掘調査作業員として

地元普代村 と田野畑村の方々に従事いただいた。三ヵ年を合せると100名 をこえる。そのほとんどの

方が、初めて体験する発掘にも関わらず、重なり合 う竪穴住居跡や深 くて掘 りづらいフラスコピット

の精査に、誠心誠意努めていただいたことは忘れられない。また、報告書作成の整理作業においても、

5カ 年合せて100名近い作業員の方々に従事いただいた。特に、整理最終年度は図版や表などで修正

内容が多々発覚 したが、阿部奈緒美氏、本館京子氏、高橋麻里子氏、藤原久美子氏、藤原美佐子氏、

駒木みゆき氏の迅速な対応には頭の下がる想いである。紙面の関係 もあり、この遺跡の調査に携わっ
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た全ての方のお名前を記すことができないことを深謝する次第であり、末筆ながら心より感謝を申し

上げる。

最後に、力持遺跡の調査成果は、北緯40° 付近における円筒式・大木式両土器文化の接触の様子を

示す、貴重な資料を提供すると思われる。本報告書が、縄文時代の集落 。社会を考えるだけに留まら

ず、地域史解明の役害Jに 寄与することを期待する。

<註 >

(註 1)大 木 8b式期は、遺構数だけでなく土器の出土量をみても明らかな減少を示し、特に本県で大木8b-3式 とされ

るような新 しい段階は極端に少ない。次の大木 9式期についても、大木 9式の古い段階は同様の内容で捉えられる。

中期中葉の後半から後葉の前半は、遺跡として衰退したことが窺える (※ 空白期に近い内容と捉えられる)。

(註 2) BⅢ v2住居跡 1～ 3号の出土土器 (第 Ⅲ分冊第94～ 102図 )を古い方から概観すると、 3号は大木 8a式の新 しい

段階と捉えられるものが主体的にみられ、 2号 は大木 8a式の新段階を中心に大木 8b式 との過渡期と思われるもの

が少数含まれ、 1号は大木 8a式の新段階を中心とするが大木 8b式や榎林式が比較的顕者に含まれる。また、これ

らに共伴する円筒式については、何れも少量ではあるが、該期のラインナップとして確実に円筒上層 e式が含まれる。

さらに、 1・ 2号には、円筒式と大木式の折哀と推定した本稿のⅧ群 5類土器も含まれる。

(註 3)本 遺跡では中期末葉の複式炉においても埋設土器は持たない。今回検証できなかったこととして、埋設土器の使用

方法に関係 した内容が挙げられる。この解明の糸口として、埋設土器を持つ石囲部の規模、石囲部内における焼上の

発達位置、土器が埋設される位置、焼土内から出る遺存体などの観察から情報を引き出す必要性を感じる。

(註 4)補 足として、力持Ⅲ～Ⅳ期の竪穴住居跡から炭化したオニグルミの出上を確認できたが、別に分析委託した石器使

用痕から力持Ⅶ期・Ⅷ期の竪穴住居跡出上の凹石の用途がオニグルミの殻の先端を敲飛ばす道具 (分析では敲石とさ

れた)であるという分析結果を得られている。この 2つ の事実を照合すると、本遺跡には、少なくても前期前葉～中

期中葉の長期間に亘って、オニグルミが持ち込まれていたと捉えられる。

(註 5) 具体的には、良質な粘土層を求め、表層より深い地層をフラスコ状に掘 り進めた旨の内容が推定される。上記 した

内容は、土器の胎土分析などを行っていないことから、あくまで推測の域を出ない内容である。ただ、フラスコピッ

トの今後の用途研究進展に際して、あえて実際の調査所見として記述しておきたい。

(註 6) B Ⅱ r25土坑 1,2号、BⅢ sl土坑 4号などが挙げられる。数的には少ない。それらの土坑は全て人為堆積であ

る。

(註 7) 円筒下層 a式の年代測定値は、本遺跡と畑内遺跡の年代はほぼ並行にあるが、三内九山遺跡は若干古い年代を示す。

ただし、三内丸山遺跡の円筒下層 b式の年代測定値よりは、本遺跡の土器煤No 4や 畑内遺跡例の円筒下層 a式がやや

古いことから、土器編年的に整合するように思われる。

(註 8)本 遺跡の大木10式の出土状況は、大木10a式 と呼ばれる古い段階が多 く、新 しい段階は少ない。よって、今回得ら

れた4,050± 80 HC BPの 測定値を、大木10式の実年代と捉えた場合、大木10式古期の測定値である可能性が考えられ

る。

(註 9)To Cuの分布は、青森県青森市三内丸山遺跡をはじめ日本海側では確認例がほとんどない (※ 青森市内では大野沢

野田遺跡と小三内遺跡で検出例があるものの非常に少ない)。 つまり、円筒下層 a式 とTo Cuの 新旧関係を示す資料は、

青森県南東部や岩手県北部に依存する現状がある。畑内遺跡と大日向Ⅱ遺跡出上の円筒下層 a式の出土状況や内容を

みると、円筒下層 b式 も混在する資料に読みとれる。両遺跡の円筒下層 a式は、その主体が新しい段階の可能性も匂

わせる。つまり、To Cuよ り上で出上しているのは新しい段階で、古い段階はTo―Cuと の層位関係を把握できていない

可能性が考えられる。この課題については、今後に良好事例の出現を待ちたいと考える。

また、大木 3式 とTo Cuの関係については、綾織新田遺跡報告書において、To Cuの 混入する住居跡からは大木 2a

式 。2b式が出土 し、混入しない住居跡からは大木 3式・4式が出土 したことをもとに、To‐Cuよ り大木 2b式は古

く、大木 3式は新 しいとの見解が述べられている。ただし、綾織新田遺跡以外の事例では、筆者の調べた限り、To

Cu層上位の可能性は非常に高いものの、確実な層位関係を持って出土した事例は無いと思われた。

(註10) これら異系統と判断された土器群は、小林謙一氏に実見 していただいたが、北陸などにみられる土器そのものとは

考え難い旨の内容を御教示いただいた。また、岩手県内の該期異系統土器の検討は、須原拓氏が行っているが (須

原 :2005)、 このような土器が北陸から直接伝播されたものなのかは、現時点では検討を要する。本遺跡資料は、胎土
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分析などを実施 していないことから強く言える状況にはないが、これら異系統と考えられる土器は、直接の外来品で

はなく、模倣品の可能性が考えられる。

(註11)原地山層については、青森県八戸市付近～岩手県下閉伊郡山田町付近まで海岸沿いに広範囲で分布 し、そ して力持

遺跡で出土している原地山層産の流紋岩は遺跡から比較的近隣地域で採取されている可能性が考えられることを、柳

沢昭弘氏より御教示をいただいた。

(註12) 石鏃以外に異形石器や石錐が少数製作されるとある。

(註13)村越潔氏は「一般的に板】犬摂理の岩石を用い、両面とも周縁を強打して一辺を弧状に、その反対縁を直線状に整え、

そして、両端縁は円状ないし直線状に整形される」と指摘 している (村越 :1976)。 また、小山浩平氏は、「素材を打

ち欠いて、側面幅に関わらず擦った痕跡を有するものを広義の半円状扁平打製石器として捉えている」と述べ (小山

ほか :2002)、 沼宮内陽一郎氏は、「半円状扁平打製石器あるいは同器種に類似する形状・機能面を有する石器が一定

量あるが、器体の厚み、底辺のスリ幅等から半円状扁平打製石器の範疇に含むことがためらわれるものも少なからず

存在する。典型的な半円状扁平打製石器と比較 し、器体の厚みという点において若干の相違はみられるが、それらに

ついても本器種の製作目的的には半円状扁平打製石器の範疇に含まれる」との見解を述べられている (沼宮内ほか :

1998)。

(註14) 寺村氏によると、①製品加工に伴う砕片はみられないこと、②久慈・野田産以外の琥珀が含まれている可能性が高

いこと、③特殊な出土状況にはないこと、などの内容を指摘いただいた。遺跡の所在する普代村は、現時点で琥珀の

産出地は知られていないが、寺村氏は琥珀の産地が存在するのではないかと推定され、実際に普代川流域と力持川流

域の一部を探査 していただいた。発見には至らなかったが、地元のタクシー運転手より、子供の頃に普代浜などの海

岸でよく琥珀を拾つたとの伝聞情報を得た。

寺村氏は、「力持遺跡に持ち込まれている琥珀は、漂石の可能性もあるが、転石であるならば普代川流域には知られ

ていない産地があることも考えられる」旨の内容を推定されている。

(註 15) 地元の方によると、力持川などの河川では、昭和40年 頃まではサケの胡上が顕著にみられたらしい。

(註16)太 田名部遺跡において、円筒上層 c式 と大木 2a・ 2b・ 4・ 5'8a式 が少量出上しているが、この事例からは

主客性を判断できない。
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第Ⅳ章 。V章・Ⅶ章参考・引用文献
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ふ り が な

所 収遺 跡 名

ふ り が な

所  在  地

コ ー ド 】ヒ糸革 東経
調査期間 調査面積 調査原因

市町村 追跡番号
ちから もち い せき

力 持 遺 跡 岩手県下閉伊

郡普代村第16

地割字天拝坂

28番地 5ほか

03485 」G92

-0137

40層韮

01分

22ん少

141度

52分

58オ少

2001.04.13

2001.11.15

200204.15

2002.11.26

2003.0410

2003.1119

6,664alワ 国道45号普代

バイパス建設

に伴 う緊急発

掘調査

所収遺跡名 れ重房l」 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

力 持 遺 跡 集 落 跡 縄文時代 竪穴住居跡  195棟

土坑    253基
埋設土器   6基
焼土遺構   23基
集石・列石  20基
掘立柱建物跡 2棟
柱穴状土坑  250個

旧沢跡    4条
捨て場   1箇 所

縄文土器・石器 (早

期～晩期※前期前

葉～中期末葉中′とヽ)、

弥生土器、土製品

(板状土偶など)石

器、石製品 (翡翠

製垂れ飾 り、瑛状

耳飾、石刀など)、

琥珀、動物遺存体

前期前葉～中期末

葉の集落跡

大形住居

フラスコピット群

約要

力持遺跡は、岩手県沿岸北部の下閉伊郡普代村に所在する。 3カ 年の調査の結果、縄文時

代前期前葉～中期末葉の竪穴住居跡195棟、フラスコピット253基 などが検出され、併せて土

器700箱分、土製品150点 、石器7,564点、石製品485点、チップ・フレーク約31箱分、黒曜石

数点、動植遺存体1000点以上、琥珀約600g、 近世陶磁器 1点 などが出土するなど、当該期

の大規模な集落跡であることがわかった。併せて、大木式土器文化圏と円筒式土器文化圏の

接触する貴重な資料を得られた。

今回の調査成果の特記事項としては、①大形住居の検出、②壁高 (深 さ)2mを 測る深い

竪穴住居跡の検出、③床面有段の竪穴住居跡の検出、④遺物の廃屋廃棄、⑤急傾斜地を占地
とするフラスコピット群、⑥廃屋上に構築された列石・集石、⑦十和田中撤テフラ降下前後
の土器群、③円筒式土器と大木式土器の時期の違いにみる主客性、⑨縄文時代前期前葉～中

期末葉における年代測定値の提示、⑩多量の縄文琥珀の出土、①ウオーターセパレーション

による動物遺存体の抽出、などが挙げられる。
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