
3.分 析 結 果

まず、はじめに日脚 1号窯の (1)窯体内、 (2)灰原、および、 (3)少 し離れた場所に 2次堆積 し

ていた須恵器片の K、 Ca、 Fe因子を133図に比較 してある。三者の違いは本質的にはなく、同質の

須恵器、つまり、日脚 1号窯産須恵器と考えられる。

134図 には、各地の窯跡出土須恵器の地域差をもっともよく表示するRb― Sr分布図を示す。比較

のために大阪陶邑産須恵器もプロットしてある。そうすると、日脚 1号窯跡出土須恵器もよくまと

05

‐
・
。

　

　

一Ｒｂ

05

LO

一Ｒｂ

Sr

第 134図  日脚 1号窯出上須恵器のRb一Sr
分布図

Sr

第136図  日脚 1号窯と高畑、門生窯跡出土須
恵器のRb―Sr分布図

Sr

第135図  日脚 1号窯と大井窯跡群出土須恵の
Rb―Sr分布図

Rb

Sr

第137図 日脚 1号窯と奈古田、芝、杉迫窯跡
出土須恵器のRb― Sr分布図

I.O
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第138図 島根県内の窯跡出土須恵器のK量の比較

まって分布することが分かる。そして、大阪陶邑産須恵器に比べて Rb量が少なく、 Sr量もやや少な

いという特徴をもち、両者の相互識男1は完全に可能であることが分かった。この結果は、今後島根

県内の 5～ 6世紀代の古墳 。遺跡に大阪陶邑産須恵器がどのように分布するかを研究することがで

きることを意味する。

次に、日脚 1号窯の須恵器を島根県内の他の窯跡出土須恵器の化学特性と比較 してみよう。まず、

Rb― Sr分布図からみてみよう。135図 には、松江市大井窯跡群の須恵器と比較 してある。 日脚 1号窯

の須恵器は大井窯跡群のものに比べて、Rb量もSr量も少なく、完全に相互識別にきることが分かった。

また、B6図には高畑、門生窯の

須恵器との比較を示 してある。高

畑、門生窯跡の須恵器は大井窯跡

群の須恵器 と同じRb、 Sr特性を

もっており、したがって、日脚 1

号窯のものとは完全に相互識別で

きる。 137図には、浜田市の奈古

田窯跡、益田市の芝、杉迫窯跡の

須恵器との比較を示 してある。こ

こでも、Rb量は明確な違いが認め

られ、相互識月1は完全にできる。

さらに、他の因子についても調べ

てみた。 138図には、K因子を比

Q5

第139図  島根県内の窯跡出土須恵器の Ca量 の比較
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較してある。日脚 1号窯のもの

は他の窯跡の須恵器に比べて K

量も少なく、完全に識別される

ことが分かった。 139図には、

Ca因子を比較 してある。Ca量

量も日脚 1号窯の須恵器には少

なく、他の窯跡のものから識別

される。 140図には、Fe量を比

較してある。Fe因子でも日脚 1

号窯の須恵器は他の窯跡のもの

から識別 されることが分かった。

以上の結果、日脚 1号窯の須

恵器はいろいろの因子で島根県

Fe

日   脚
第 1号窯跡

高 畑  ・
門生 窯 跡

奈古田、芝
ノ杉迫窯跡

大井窯跡群

54O

第140図 島根県内の窯跡出土須恵器のFe量の比較

内の他の窯跡の須恵器か らも識別できることが分かった。このことは今後、これらの窯跡で作 られ

た須恵器が島根県内のどの古墳、遺跡へ供給されていたかを研究する道が開かれたことを示す。

このようにして、胎土分析は島根県内でも須恵器、埴輪、瓦などの移動を通 して古代史を展開す

る上に大いに役立つことになろう。

参考文献

1)三辻利―  「古代土器の産地推定法」

考古学ライブラリー 14 ニューサイエンス社 (1983)
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Ⅵ 日脚遺跡須恵器窯の考古地磁気年代

島根大学理学部  時  枝  克  安

伊 藤 晴 明

地磁気の方向は、10年程度の時間が経過すると目立って変化する。このようなゆっくりした変化

は地磁気永年変化と名付けられている。一方、古窯跡等の焼土が帯びている熱残留磁気の方向は、

焼成時の地磁気の方向と正確に同じである。これら二つの事実が、考古地磁気法による年代推定の

根拠となっている。つまり、ある地域において、地磁気永年変化の様子が明らかにされ、地磁気の

方向と年代との関係が分かっていれば、年代未知の焼土遺跡の熱残留磁気の方向を、地磁気永年変

化曲線と比較して、焼上の最終焼成年代を推定できる。西南日本では、過去2000年 間の地磁気永年

変化が、数多 くの測定に基いて明らかにされているの馨1日脚遺跡須恵器窯について、信頼度の高

い考古地磁気年代を推定できる。

窯 日脚遺跡須恵器窯は全長約 7m、

最大幅約 2mの細長い登り窯である。

窯体は長軸をN30° Eの方向に沿い、南

に傾斜 して作 られている。窯底は、窯

の中央より上部で約20度の勾配をもつ

が、下部ではほぼ平坦である。この窯

の考古学的推定年代は、出土 した須恵

器の形態から、 5世紀末か ら6世紀前

半と推定されている。

試料 第141図 に示されているように、

窯底のほば全面から均等に27個の定方

位試料を採取 した。方位の測定はクリ

ノコンパスを用いている。試料採取場

所偏在 しないようにすることによって、

局部的撹乱による影響を排除できるよ

うにした。

測定結果 試料は一辺 3 clllの立方体

に整形 した後、無定位磁力計を用いて

熱残留磁気の方向を測定 した。試料は

いずれも強い熱残留磁気を帯びており、
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磁気方向を正確に測定できた。測定された磁気方向は 142図のシュミットステレオ投影図に示され

ている。測定点は 5つの試料 (a～ e)を除くと、非常に良 くまとまっている。これら5つ の試料は、

141図からわかるように、焚口に近い同じ場所から採取されている。したがって、これらの試料の

磁化方向が他からずれているのは、局部的な撹乱を受けて試料が動かされたためと結論できる。磁

化方向が他からそれる 5つ の試料を除いた残りについて、平均方向及び信頼性のめゃすとなる定数

を計算すると次のようになる。

平均伏角 (In)    41.36°

平均偏角 (Dn)    6.00° W

F isherの 信頼度係数 (K)225

95%誤差角 (θ 95)  1.98°

採用 した試料の数 (N) 22

考古地磁気年代  143図 の地磁気永年変化

図上 1を!こ の窯の熱残留磁気の平均方向を十

印で、誤差の範囲を点線の楕円で示す。平均

方向に近い点を、地磁気永年変化曲線上に求

めると、この窯の最終焼成年代として、50士

20、 480± 20、 1440± 50A.D。 の二つの時期

が可能となるが、この窯は須恵器窯であるの

で、最適年代として、 480± 20A.D.を 選ぶの

が妥当である。平均方向が地磁気永年変化曲

線からずれているのが気になるが、永年変化

曲線は、それ自身も誤差をもっており、実際

は「線」ではなく、誤差に対応 した幅をもつ

「帯」であることを考慮すれば納得できる。

このようにして得られた 480± 20A.D.と いう

考古地磁気年代は、 5世紀末から6世紀前半

という考古学的推定年代とよく整合 している。

注 1)広岡公夫 (1977)第 4紀研究 15、

200～ 203

第142図  熱残留磁気の方向

第143図  西南日本における過去 2000年間
の地磁気永年変化と日脚 1号窯
の熱残留磁気の方向

-208-



Ⅶ 浜田市日脚遺跡におけるアイラおよびアカホヤ火山灰の
産状と遺跡の年代について

島根大学教育学部 浦   清

正 久

ま え が き

浜田市周布川河口部右岸地帯に広がる標高 100～200mの定高性の山地、いわゆる都野津面の山麓

に位置する丘陵地帯に遺跡があり、繊維土器群ならびに押型文土器群の出土層は標高ほぼ20～40m

である。

日脚におけるこれらの出土層とアイラAT火山灰およびアカホヤAll火 山灰の関係が明らかになっ

たので報告する。

火山灰の同定にはエネルギー分散型 X線マイクロアナライザーが用いられ、その火山ガラスの化

学的特性によって決定された。

2.試料採取地の土壌断面

採取地の基盤岩は新第二系の安山岩、石英安山岩か らなり、その上を不整合に都野津層がおおっ

ている。

採取地の断面図を第 144図 に示す。この図に示すように、地表は再堆積 した火山灰層によってお

おわれ、その中から遺物が出土する。

一二
林

地表面は畑として利用され腐植まじりの上

となっているが、その下部にはシル トまじり

のやや粗い砂層が分布する。この粗い砂層は

畑にする為の人為的な盛土層である。その下

位にはA-7で 示される厚さ10clllの 腐植土層

がある。これと繊維土器群出土層 (F.P.層 )

との間に厚さ50clllの 10 YR5/8の 色調を示す

砂まじり粘土層がはさまれる。試料A-6は

A-7で 示 される腐植土層の直下で、またA

-5は腐植土層下20clllで採取 したものである。

この下には繊維土器群出土層 (F.P.)があり、

礫が点在する。この延長上にはこの層準に黒

曜石などの石片もあり、礫の起源は人為的で

144図  日脚遺跡土壌断面と試料採取地点

(SiS鸞蟹養至藁製き星層

lo vR 5/8

,  7.S YR 6′ 6

7.5YR 6′ 6

7.5 VR6′ 6

loYR 6′ 6

10 YR 776

Transitional

2.3 V12′ 7

第

X25 Y4′ 6

ｒｒ
０
０
１
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ある可能性が強い。礫の埋める基質の部分の試料がA-4で ある。この繊維土器群出土層の直下 K

の厚さ40clllの押型文土器群出土層がある。A-3は この層準の中で繊維土器群出土層直下10cmの位

置から、またA-2は 40clllの 位置から採取したものである。A-1は この押型文土器群出土層の下

位層準の試料でA-2の 下20cmで採取 した。試料一Ⅲから下位はやや色調が変化 し、試料一 Iは灰

褐色、試料 Ⅱは 2.5 YR2/7の基地に 10 YR 7/6が 斑紋状に分布し、 2 5YR2/7か ら上に向って次

第に 10 YR 7/61こ なろうとする変移的な色調をもっている。肉眼的にⅢから Iま では都野津層の粘

土層と誤認されやすいが、特に試料一 Iでは著量の火山ガラスが含まれることによって簡単に区別

される。

以上の上壌断面の試料― Iか ら試料A-6ま でどの層準にも火山ガラスが含有され、土壌層が火

山灰をいろいろな割合で混入 した二次的堆積物であることを示す。特に、この位置が火山灰層に対

する基準のくばみであつたことからも、周辺か らより侵食による流入堆積しやすい場所であったと

考えられる。

第 145図 は純度の高いアイラ火山灰AT(仁

多郡三成町三沢産)の X線回折図と本産地の上

壌のそれとを比較したもので、まさにそれが純

度の高い一次堆積物ではな く、二次的堆績物で

あることを裏づけるに十分な資料である。

3.火山灰の大山ガラスの

化学的特性とその対比

三浦・ 林 (1985)は 山陰およびその司辺の火山

灰のうち、アイラ火山灰 (AT)と アカホヤ火山

灰 (Ah)の火山ガラスについて研究し、両者が

それぞれ山陰地方の他の火山灰と異る化学的特

性を持 っていることを見出した。この結果を第

146-A図、 146-B図 および第 147-A図 、

147-B図に示す。

この結果は上述の理由から確実に対比に使用

することが出来、日脚遺跡の火山灰に含まれる

火山ガラスの対比にもこの結果を利用した。

4。 日脚遺跡の土壌断面にみる

火山ガラスの化学的特性と対比

分析試料は第 148図 から第 152図に示すⅡ、

A-1、 A-3、 A-4、 A-5の 5資料で、分析

灯

ｗａ‐

肺
ｍ

$―一製ァー羽,一¬洋一言各十~÷顧発u Kd

第145図  日脚遺跡土壌断面図試料のx線回析図

(と :隷晃客♀:席釈 ♀:興与ミ登昇ピ
ン

アイラ火山ATは仁多�二沢産の純度の高い堆積物
である。
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第 146-A図  アイラ火山灰 (AT)の 化学成分

(Ti02,MgO,CaO,FeO,Na20)

第 147-A図 アカホヤ火山灰 (Ah)の化学成分

(T i02,Mgo,CaO,FeO,K20,Na2 0)

第 146-B図  アイラ火山灰の化学成分

(A120釘 H20)

第 147-B図  アカホヤ火山灰の化学成分
(A1203,H20)

項目は第 146図 と同様 Ti 02ヽ MgO、 Caα FeO、 K20ヽ Na2 0ヽ A1203、 H20及び Si02で ある。

ただし図示 してないが同時にP205ヽ MnO、 CIIこ ついても測定ずみである。FeOに ついてはF♂
肝

もすべて Fそオ として FeOに算入した。

これらの化学特性は明らかに I、 A-1、 A-3に おいては完全に第 146図 のアイラ火山灰AT

と一致し、A-4と A-5に ついてはアイラ火山灰ATと アカホヤ火山灰Ahが混合していることが

わかる。

試料 Iと A-1は 完全に押型文土器群出土層の下位層準に相当し、A-3は 押型文土器群出土層

に相当する。また、試料A-4は 繊維土器群出土層に相当し、A-3の 押型文土器群をおおってい

る。試料A-5は 第 152図に示すように、さらにA-4の 繊維土器出土層をおおっている。
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第 148-A図 試料 Iの化学成分変化図

(Ti02,Mgo,CaO,FeO,K20,Na20)
第 148-B図  試料 Iの化学成分変化図

欲 1203,H20)

第149-B図  試料A-1の化学成分変化図
(A1203,H20)

試料 A-3の化学成分変化図
(A1203,H20)

149-A図  試料 A-1の化学成分変化図

(Ti02,MgO,CaO,FeO,K20,Na20)

(wt%)

H20

第 150-A図  試料 A-3の 化学成分変化図    第 150-B図
(Ti02,Mgo,CaO,FeO,K20,Na20)

ζ ?ポ
ー 鳴 許 一

;井
。

輸
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第 151-A図 試料 A-4の 化学成分変化図

(Ti02,Mgo,CaO,FeO K20,Na20)
AT:アイラ Ah iアカホヤ

第 151-B図 試料 A-4の 化学成分変化図
(A1203,H20)
AT:ア イラ Ah:アカホヤ

(ヽVt%)

第 152-A図 試料 A-5の 化学成分変化図    第 152-B図  試料 A-5の 化学成分変化 図
(Ti02,MgO,CaO,FeO,K20,Na20)               (A1203,H20)
AT:ァイラ Ahiアカホャ AT:ア イラ Ah:アカホヤ

5。 火山灰の降下時代からみた日脚遺跡の年代について

アイラ火山灰 (AT)については町田ら (1976)に より2.1～ 2.2万年前のアイラカルデラの大噴

火によってもたらされたものとされ、アカホヤ火山灰 (Ah)は 同じく町田ら(1978)に よって 6,000

～6,500年前に鬼界カルデラから噴出されたものとされた。

このような時代的背景からすると押型文土器群出土層は2.1～ 2.2万年よりも新しく、かつ、

6,000～ 6,500よ りも古いことになる。

一方、繊維土器群出土層はアカホヤ火山灰出現層のうちの最下位の層準と一致しているところか

ら、ほぼアカホヤ火山灰降下時代の遺跡とみることが出来よう。
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6.む す び

遺跡の出土層がアイラー火山灰 (AT)、 アカホヤ火山灰 (Ah)の 火山ガラスを含有するとこるから、

火1山ガラースの■ネルギー分散型X線マイクロアナライザニによる化学分析を通じて正確に火山灰の

産状と同1定を行い、それによぅて遺跡の時代の範囲を考察したo

文  献

三浦 清・林 工久(1985):山陰ならびにその周辺地域に見―られるアィラ火山灰 (Ah)お よびア

カホャ火―山灰 (Ah)の火山ガラスの化学的特性、山陰地域研究 (自然環境)第 1号

71-80、 (島根宍勢
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めとまⅧ

1.縄文時代早期の遺構と遺物について

集 石 炉

縄文時代早期の集石遺構が検出されたのは県内初であるが、全国的にみると当該時期には一般的

にみうけられる遺構である。その機能については、全ての集石遺構が同一機能であったとは考えら

れず、その状態により炉跡や集石墓などの機能が考え られている。本遺跡検出の集石遺構は、石が

火を受けて赤変 していたことから、集石炉と考えるのが妥当であろう。

一方、これ らの集石炉の使用法については、民族誌からの類推により、地炉 として蒸 し焼きや石

焼料理を行うアースオーブン(earth Oven)や 、容器 に焼石を投入して湯を沸か し、煮炊きを行 う

ス トーンボイリング(stOne bOiling)な どが一般に考えられている。本遺跡集石炉は、石が面をそ

ろえて並べ られていることからストーンボイリング (stOne bOiling)と は考えられない。しかし皿

状土壊を伴わないため、焼石を土壊内に充填し、その上を葉などでおおって蒸焼をする、一般的な

アースオーブン(earh Oven)と も考えにくいといえる。想像が許 されるならば、比較的大形のや

や扁平な石を用い、上面をそろえるように配石 していることか ら、おそ らく焼石を並べて、その上

で食物を焼 くような使用法がとられたものと考えることもできよう。

遺物出土状況について

A地区において、縄文時代早期末の土器、石器が集中して出上 し、その出上の粗密の状況から、

3棟の住居跡が存在 した可能性を指摘 した。その形態、規模は全 く不明だが、あえて推定するなら

ば径 4m前後の円形に近い形の住居 2棟、径 2.5m前後の小形の住居 1棟が想定できる。縄文時代

早期の住居跡は県内には例がなく、広く西日本にまで発見例を求めても極めて少数で比較が難しい

が、広島県松ケ廻遺諜 t奈良県大川遺鮮 1鹿児島県加栗山遺諜 キこ類例が求められる。松ケ廻遺跡

では、長径 275mの 楕円形住居跡が、大川遺跡では、押型文土器に伴って径 38mと 、径 3mの 2

棟の円形住居跡が検出されている。一方加栗山遺跡では、隅丸方形を呈す住居跡が16棟検出され、

平面規模は 76m× 1,9mの ものか ら5.lm× 2.8mの ものまである。これ らの例はいずれも離れ

た地域で、また時期的にも本遺跡例より若干さか上るものなので、直接比較することは危険ではあ

るが、ともに本遺跡と近い規模で、これらの遺物のまとまりが住居跡を反映 していることを否定す

るものではないといえよう。

さて、これらの遺物のまとまり (I～ Ⅲ群)の うち、 I群と■、Ⅲ群では土器、石器の組み合せ

が異っていた。詳しくは後述するが、このことからそれぞれの群によって時期差がある可能性も考

えられる。すると、これ らが単一時期に形成されたものではないことになる。一方A地区より約40m
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】ヒ西の B地区においても、ほぼ同時期の遺構 。遺物が検出されており、その東西に広がるなだらか

な尾根上 も後世の撹乱を受けて検出できなかったものの、当該期の遺構が存在 していたことは想像

に難 くない。おそらく、縄文時代早期後葉において、若千の時期幅をもって 日脚の丘陵上に集落が

存在 していたと考えられよう。

縄文土器

A地 区、 B地区より、およそ縄文時代早期後葉の土器が出土 した。これらの土器は厚さが 7141～

1211ulと 分厚で多くは少量ながら繊維を含む。文様は、内外面、あるいは外面に太く粗い縄文を施す

ものがあり (第 37図 1～ 11、 第84図)、 日縁端には刻みや、縄文原体を押圧 したものがある。これ

らの一群を I類 と呼ぶ一方、内外面 もしくは片面 に条痕のみを施す一群 (第 37図 12～ 20)があり、

その中には数段にわたり波状に刺突を行 ったもの (20)も ある。この一群をⅡ類と呼ぶ。底部は平底

である。

これらの土器の類例を求めると、県内では簸川郡大社町菱根遺跡、松江市タテチ ョウ遺跡、西川

津遺跡の出土土器などをあげることができる。菱根遺跡出十十器は、報告によると厚さ 6～ 1381111で

8 11ull前後のものが大部分を占め、胎土には少量の繊維を含む。文様は内外面縄文のものが最も多 く、

外面のみ縄文および内タト面条痕のものが若干含まれ る。中でも注目されるのは、報告において「異

縄文」として別に一括された類である。撚 りがゆるいためか縄文の各節が粗 くすき間が大きいもの

で、日脚 I類と極めてよく似ている。特に全て内面には条痕調整がみられる点は、日脚 B地区出土

土器 (第 84図 )と 共通 している。 タテチョウ遺跡からは、内外面条痕を施 した類、口縁端に凸帯

を貼 り付けてその上に刺突や刻み目を施す類の二類を中心に出土 してお bP L、 ずれ も7～ 13 11ullと 分

厚で繊維を含む。前者は日脚 Ⅱ類がほぼ対応 し、後者はA地区出土第38図 22と 類似している。西川

津遺跡においてもタテチョウ遺跡と相似 した土器が出土 している。

さて、これらの上器の編年的位置については、まず B地区での層位的事実より、押型文土器より

新しい時期のものであることは明らかになった。より細かい位置付けを行うには、広島県帝釈峡遺

跡群での層位的事実が参考になるであるぢ?帝釈寄倉岩陰遺跡では 10、 11層より、器壁が厚く胎土

に繊維を含む土器群が出土 し、その上層か ら羽島下層式土器群が出土 している。この関係は馬渡、

観音堂、豊松堂面、戸宇牛川などの各遺跡でも同様で、これらの「繊維土器群Jが押型文土器群と

羽島下層土器群の間を埋める時期のものであることが明らかになっている。さらに、寄倉10、 11層 、

豊松堂面 9、 10層、戸宇牛川 5、 6層 のあり方などから、河瀬正利氏は「繊維土器群」を 3群に分

け、その編年を行ってい込?すなわち第 1群が器壁がやや薄く、胎土に少量の繊維を含み条痕地に

縄文のめぐらされるもの、第 2群は、器壁が10111111前 後と厚 く繊維も多量に含み、内外面とも条痕調

整が著 しく、縄文、刺突文、竹管状の沈線文を施すもの、第 3群は器壁が1011ull前 後と厚 く繊維を多

量に含み、条痕調整のみられないもの、とし第 3群→第 1群という変遷を提示された。

山陰地方においては、まだ当該期の様相は明確でなく、帝釈峡においてのあり方をそのままあて
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はめるのは危険ではあるが、日脚遺跡出土の上器群をこれらと比較すると、その特徴からやや器壁

は厚いものの、およそ第 1群に対応するものと考えられ、「繊維土器群」のなかでも新しい時期に

位置づけられよう。

ところで、A地区においては、遺物が 3群に分かれて出土 し、その遺物群により遺物の型式の組

み合せに若千差異があることは前に述べた。すなわち、 I類土器が多く出土する群ではA類石鏃

(鍬形鏃)が高い割合で伴い、Ⅱ類土器が多く出土する群ではA類石鏃の占める割合が小さくなっ

ており、A類石鏃 (鍬形鏃)がより古い様相を示すとすると、 I類がⅡ類に先行する可能性がある

ことを指摘 した。この I類、Ⅱ類の先後関係について、個々の上器をとりあげて再検討してみたい。

まず Ⅱ類土器では、条痕地に数段にわたって波状に刺突を行った土器 (第38図 20)が注目される。

また21も 、条痕はみ られないものの同様の文様構成をもち、22は 国縁端に隆帯を設け、隆帯上とそ

の下に刺突を行う。これらの刺突文を施す土器の系統を考えるうえで、県内では近年発掘調査によ

って出上 した西川津遺跡海崎地区出上の上器群が参考になると考えられどゼ 西川津遺跡海崎地区で

は、条痕調整地で口縁端に隆帯を設け、隆帯上及びその下方に刺突や押し引き文を施す土器がまと

まって出土 しており、日脚Ⅱ類の一部と文様構成が類似 している。西川津遺跡海崎地区出上の土器

群が、羽島下層 I式 と併行もしくは若千さか上る時期と考えられ、鳥取県米子市目久美遺跡、陰田

遺跡においても羽島下層 I式より若干さかのばる可能性のある同様の土器群が出土 している。日脚

Ⅱ類は西川津遺跡土器群より器壁が厚 く、これらよりやや古 くなると考えられることから、日脚Ⅱ

類は、羽島下層 I式併行もしくはそれより若千

さかのぼる土器の直前、す なわち、「繊維土器

群」では最も新 しい時期 と考え られ、逆にいえ

ば、羽島下層 I式で隆盛する刺突文、押引文の

系譜が日脚Ⅱ類にまでさかのばる可能性も考え

られる。一方、日脚 I類 については、その系譜

をたどるのは困難であるが、 B地区出土土器の

一部に、表面に強いナデを施 して凹線状にした

もの (第 84図 9)や、A地区で I類 とともに出

上 した非常に分厚の平底の底部 (第 38図 24)な

どは、滋賀県石山貝塚で出土 している茅山式系

の上器に類似 したものがあど:)河瀬正利氏は、

帝釈峡出土土器の特徴か ら茅山式を繊維土器 Ⅱ

群にほぼ併行させている。とすると、日脚 I類

は若千古い様相を残 していると考えることもで

きる。

河瀬編年 日脚遺跡 県 内他 遺 跡

押 形 文 Ⅱ B地区11層 九郎原 I

横 道―

菅 沢押 形 文 Ⅲ

繊 維 Ⅲ群

繊 維 Ⅱ群

繊 維 I群

I 類 菱 根

Ⅱ 類 タテチョウ

層

群研
器

羽

土

西川津
海 崎

|

第 153図  日脚遺跡出土土器編年関係図
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以上のことをまとめると第 153図のようになる。日脚 I類、Ⅱ類土器は、「繊維土器群」のなか

で新 しい段階のもので、その中で もI類→ Ⅱ類という前後関係が考えられ、Ⅱ類はほば羽島下層 I

式併行、あるいはそれに若千先行する土器群直前に位置づけられよう。

石  器

本遺跡において縄文早期の上器 とともに出土した石器は、狩猟具としての石鏃、尖頭器、加工用の

道具としてのスクレイパー、二次加工剥片、楔形石器など、食物加工用と考えられる磨石類、伐採

掘削用と考えられる石斧類、漁携用の石錘であり、ほば縄文時代に一般的な石器の組み合わせとい

ってよいであろう。しか し、その比率をみると、石鏃の占める割合が A地区では60%、 B地区では

45%で、その割合は非常に高いといえよう。

石鏃についてみてみると、A地区、 B地区ともに、A類 (鍬形鏃)が全体の過半を占めているこ

とが明らかになったが、A地区においては、遺物群ごとに石鏃の型式組成が異なり、それが時期差

を反映している可能性を指摘できた。すなわち、日脚 I類土器が多く出土する群 (I群)に はA類

(鍬形鏃)が高い比率で伴 う。一方、日脚 Ⅱ類土器が多く出土する群 (Ⅱ 、Ⅲ群)では、A類の比

率が低くなり、 B類が数多く伴っており、縄文時代早期後葉、「繊維土器群」の最も新 しい段階で

石鏃型式の組み合わせが変化する可能性が考えられた。こうした石鏃型式の変遷を周辺の遺跡に求

めると、帝釈馬渡遺誹落は、第 3層下層より、粒子の細かい押型文 (黄島式)土器に伴って鍬形鏃

が多く出土 し、第 3層上層からは、やや粒子が大形の押型文土器に伴って撚りの浅い、鍬形鏃のや

や退化 した型の石鏃が多 く出上 している。この馬渡遺跡のあり方か らみると、鍬形鏃の減少する時

期が押型文土器の新 しい時期となり、日脚遺跡のあり方と異なっている。これが地域差として捉え

られるのか、あるいは「繊維土器群」の時期に再び鍬形鏃が増加するのかは不明といわざるをえず、

今後、周辺地域での調査例の増加を期待したい。

石鏃以外の剥片石器は、定形的なものはなく、いずれも不定形剥片を素材に、簡単な加工を施し

たものである。これは次に述べる、剥片剥離技術とも関係 していると考えられる。剥片剥離手法は

打点を移動 しながら、石核の縁辺より剥片を剥 ぐ手法と、打面を転移 しなが ら、剥片を取っていく

手法の大きく2つ に分けられるが、いずれも規則的な技法によるものではな く、目的剥片の大小に

より、石核の使い分けが行われていた程度と考え られる。こうした状況は、付近の那賀郡金城町岩

塚 Ⅱ遺跡 (縄文時代前期が中心)で も同様で、縄文時代では一般的なあり方 と考えられよう。

注(J広島県教育委員会、広島県埋蔵文化財調査センター『松ケ迫遺跡群発掘調査報告』 1981

2)奈良県教育委員会「力 II遺跡第二次発掘調査概報」 際 良県遺跡調査概報・ 1980年度』1981

9鹿 児島県教育委員会「加栗山遺跡」『鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書』Q01981

14)酒詰仲男・石部正志「島根県菱根追跡発掘調査報告」『同志社大学人文科学研究紀要』Ⅱ1952

15)島根県教育委員会『タテチョウ遺跡発掘調査報告書』(〕 1979   脩)松崎寿和『帝釈峡』 1969

仰)河瀬正利「中国山地帝釈峡遺跡群における縄皮早期文化の二・三の問題」『考古論集』 1977

18)島根県教育委員会が調査を行った。    19)平安学園考古クラブ編『石山貝塚』 1956
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2.発掘調査された古墳について

今回の調査で 6基の古墳を検出したが、それらはいずれ も墳丘 のほとんどが破壊 され、わずかに

石室の根石が残 っている程度のものであった。しかしながら石見地方
'こ

おいて、これだけまとま っ

た後期古墳の調査例がないため、今回の調査は当地方の後期古墳を考えるうえに重要な手掛 りを与

えるものとなった。そこで、日脚遺跡の古墳の性格を考える前に、石見地方の後期古墳について概

要 を述べることにする。

1)石見地方における後期古墳について

当地方は、島根県の西方にあたり、山口県および広島県に接 した地域 で、広島県に源を発 し日本

海に流れを注ぐ全長 200 kmの 江サIIをはじめ比較的大 きな河サilが存在 しているが、平野は海岸部に小

規模 な沖積地が点在する程度である。このような地理的条件のためか出雲部と比べ大形の古墳は少

な く、海岸部及び江川流域に小規模な後期古墳が集中 して存在する。

石見地方の後期古墳は、九州の肥後タイプの横穴式石室が 6世紀中葉に周布平野のめんぐろ古普
)

に現われ、その後各地で横穴式石室や横穴墓が点々と築造されるようになる。そして、益田市鵜 ノ

鼻古墳群、江津市千田古墳群等の古墳群が形成される6世紀末～ 7世紀初に最盛期をむかえる。 し

かしなが ら一方では、益田市小池古磐仏土壊や浜田市蔵地宅後古墳の箱式石棺のように前代の墓制

が引続き造られており、スムーズに後期古墳文化が浸透 していかなか ったようである。周布平野で

は 6世紀中葉に前記 したように肥後タイプの横穴式石室が突如現われるが、その後横穴式石室は造

られず、箱式石棺が主流をなし、 6世紀末にな って平野の周辺に小規模な横穴式石室が再び造 られ

るようになる。このように後期古墳文化は複雑な様相を呈 して各地域 に普及 していったものと考え

られる。

次に石見地方 の後期古墳の分布をみてみると静間川、周布川、そして高津ナIIの 河口に広がる沖積

地周辺や山間部の江川支流域に比較的まとま って横穴式石室や横穴墓が存在 している。最盛期にお

ける分布状況は、横穴墓が大田市から江川流域の邑智町にかけての地域 と西部の益田市に集中的に

見 られ、横穴式石室は、石見中央部の浜田市、邑智郡、益田市に多く存在 し、横穴墓 とは分布を異

にしており注目される。このように、東部の大田市から邑智町あたりは横穴墓が、浜田市、江津市 、

⇔城町、旭町、石見町、瑞穂町といった中央部は横穴式石室が主をなし、西部の益田地方は横穴墓

と横穴式石室が混在する地域で石見地方の後期古墳は 3つの文化圏に分けられる。

石見中央部の横穴式石室は袖無型で、広島山間部や奥出雲の石室とよく似ているが、平面プラン

を見てみると、両地方に多い「ハ」字形や奥壁から入口に向かって幅が徐 々に狭まるタイプはほと

んどな く、「コ」字形タイプ、やゃ胴張りのあるタイプ、石室入回の幅が奥壁より若干開 くタイプ

の 3つ がある。築造時期は 6世紀後半～ 7世紀初で、石室の構造 は側壁の断面が内傾するものか ら

直立するものに変遷 していったと考えられる。墳形はほとんどが円墳で、中国地方から兵庫県あた
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りに広 く分布す る列石を伴う方墳 (浜田市片山古墳)も ある。立地は丘陵斜面 に造 られているもの

が多く、江津市千田古墳群や旭町八つ表古墳群のように10基以上からなる古墳群を形成するもの、

数基まとまっているもの、単独に築かれているものがある。また、墳丘は石室に比べ小 さいが、これ

は昭和44年 に調査された石見町割田古壇巻地山をかなり深 く掘り込んで石室の壁を築造しているた

め、墳丘の盛土は少量で済むことが確認されている。

西部の益田市に存在する横穴式石室は、石見中央部とは異なり片袖形、両袖形で、益田平野の東

側 に集中 し、横穴墓 が密集する南西側地域 にはほとんど存在 していない。石室の構造は両袖影の崩

れたタイプのものや鵜ノ鼻古墳群のように壁の上面と天丼石の間に「く」の字形に 2枚の石を置い

た力石とは違 う特殊な構造をもっている石室がある。さらに大田市周辺では数基の横穴式石室が存

在するが、石室の構造等詳 しいことは分っていない。

横穴墓は、大田市周辺のものが、出雲部との関連が推定される四注式の崩れたタイプであるのに

対 し、益田平野のものは羨道部の短い丸天丼タイプで構造が異なっている。発掘調査を行 っている

益田市北長廻横穴群では、追葬の際に前葬者の副葬品を玄室入口付近にまとめて整理しており、副

葬品は直刀、勾玉、須恵器が一般的で、須恵器の出土量が多いのが特色である。また、石見東部の

仁摩町赤崎山横穴群のように、玄門入国の左右 と上部に石を積み上げた特殊な構造を持つものも存

在する。

このように石見地方 における後期古墳は 6世紀末～ 7世紀にかけて最も地方色が強く、 3つ の文

化圏に分れるが、今後はそれぞれの地域で細部にわたる検討が必要である。

… オ｀
＼

章 .

横穴式石室

横穴墓

● 古墳群 (10基 以上)

第 154図  石見地方における後期古墳分布図

江
津

●
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2)古墳出上の遺物と築造時期

日脚遺跡で検出した 6基の古墳のうち副装品を もっていたのは 1～ 4号墳・ 6号墳である。以下

副葬品か ら各古墳の築造時期について述べることにする。

今回の調査で検出 した古墳は、いずれも大半が破壊されていたため、出土 した遺物が副葬砧のす

べてとは言えないが、出土遺物をみてみると、各古墳とも須恵器・耳環それに若千の鉄器をもって

いることか ら、これ らは日脚古墳群における一般的な副葬品の様相を示しているものと思われる。

鉄製品で注目されるのは、 2号 墳の石室内から出土 した二又状鉄器である。これは柄のつ く袋部か

ら先端に向か って二又にわかれて外反ぎみに伸びているもので、本来は鋭 く尖 っていたもの と思わ

れ、突き刺 して掬いあげるのに便利な道具と推定される。この鉄器は、古墳の被葬者の性格を知る

うえに重要 な手掛か りを与えるものであるが、他に出土例がな く用途 は不明である。耳環 は金ない

し銀でメッキされたもので、径 2.O cm前後の小形の ものと径 2 5cmあ まりの大形の ものの二種類が

ある。また、鉄鏃 はいずれ も尖根式に属 し、 4号墳から出土 した全長99,5 clllの 直刀は石見地方では

最大級の ものである。

須恵器は各古墳か ら出土 しているが、それ らのなかで注目され るのは、 3号墳か ら出上 したもの

である。 3号墳は他の古墳 と比べ保存状態が良く、石室の根石がきれいに残 っていた。 しかも、追

葬時に副葬品を取 り出さず、床面に盛土を施して整地 していたため、遺物が年代ごとに埋まってお

り、この地方の須恵器編年を考えるうえに重要な資料 とな った。 (詳細は須恵器編年で述べる。)

3号墳出上の須恵器 (Ⅳ期・ V期 。Ⅷ期)を基準にして、他の古墳の須恵器をみてみると、いずれも

Ⅳ期の須恵器を持 っていることから、日脚古墳群の築造時期は 6世 紀末～ 7世紀初頭ごろと思われ

る。このように日脚古墳群は、同一時期に築造されているが、 1・ 4号墳は、Ⅳ期のみの須恵器 し

か検出されていないのに対 し、 2号墳はⅣ～Ⅵ期、 6号墳がⅣ期・ Ⅶ期の須恵器が出土 しており、

追葬を行わずに一代かぎりの古墳と7世紀後葉～ 8世紀前葉まで追葬 しているものに分けられ、古

墳群の性格を知 るうえに重要な手掛かりを与えるものとして注目される。

また、 5号墳は、墓地により破壊をうけ、遺物が一点 も出上 しなか ったため、築造時期について

は不明であるが、墳丘上に石材が残 っていなかったことを思えば、 5号墳の主体部は横穴式石室で

なかったとも考えられ、他の古墳より築造時期が古くなる可能性がある。

3)古墳の構造及び分布状況について

発掘調査で検出された古墳は、いずれ も開墾等により墳丘及び石室の大半が破壊 されていたので、

ここでは 2号～ 4号墳の石室平面プランと6基の古墳の分布状況を中心に見ていきたい。 2号墳の

石室は奥部から入口に向か って幅が狭 くなり、入口付近でわずかに開く平面プランを持つが、 2号

墳と同 じ無袖形の 4号墳は、奥部と入口付近の幅がほば同 じ「コ」の字形を呈 している。一方 3号

噴は側壁が湾曲したいびつな形の玄室を持つ片袖形の石室である。このように、ほば同時期に築造

されているにもかかわ らず 3つのタイプの石室構造があり注目される。これ らの構造を他の地域に
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広げて見てみると、 3号墳のような湾曲 した片袖形の石室は、益田市鵜ノ鼻17号墳に、 2号墳タイ

プは益田市白上古墳にそれぞれ類例があり、当地方との関連が考えられるが、 4号墳タイプは、石

見中央山間部に見 られることから、日脚古墳群の横穴式石室は 2つの地域 に共通する構造を持 って

いると言えよう。

また、横穴式石室は、全長が 3m～ 4mと比較的小規模 なものである。残存していた石材 は、い

ずれも最下部に用いられたもので、幅40cm前後、長さ40 clll～ 100 clllあ ま りの山石である。 2号墳は

長辺を横に配置して いたが、 3・ 4号墳はたて方向に用いていた。奥壁の幅は 3～ 4個の石からな

っており、 4号墳の玄室内には棺合になると思われる 4個 の石が存在 していた。墳形は馬蹄形の溝

が検出された 3・ 4・ 6号墳が、径 8m～ 10mの 円墳 と推定されたが、 1・ 2号墳は不明であった。

古墳が築かれている立地として は、丘陵斜面 (1・ 2・ 4号墳)丘陵上 (5・ 6号墳 )谷頭 (3号墳)に

分けられ、 1・ 2号墳が同一丘陵斜面に築かれている外は単独に存在 し、各古墳間は40m以 上も離

れて築造されている。石見地方 の小規模 な古墳群には密集型 (益田市高浜古墳群、仁摩町宝隆寺裏

古墳群等)と 散在型 (瑞穂町長屋原A古墳群等)があり、日脚古墳群のような散在型は石見中央山

間部で多 く見られる。

このように、日脚古墳群は、石見中央山間部と石見西部の文化圏の接点として位置づけられ、周

布地区は、最も古い横穴式石室を持つめんぐろ古墳が築かれる6C中葉までは、古式須恵器を焼い

た窯跡が存在するなど、石見地方の中心的な役割を果 していたが、 6C末 になると、 2つ の文化圏

にはさまれ、急速に力を失 っていったことは、石見地方 の後期古墳を考える上に重要な手掛 りを与

えるものとして注目される。

3.日脚 1号窯跡及び灰原二次堆積について

1号窯跡は丘陵の西斜面に築かれた全長 10.5mあ まりの登 り窯であるが、 I期 の古式須恵器を焼

いていることから、石見地方の須恵器生 産の開始を考える上に重要な手掛 りを与える窯跡として注

目された。この窯跡は、焚国から4mあまりまでは逆八字形に開き、そこか ら上方 に向かって幅が

徐々に狭くなるいわゆる「しゃもじ形」を呈 したもので、焚口部から前庭部にかけては八の字形に

開いて灰原に至 っている。 このような平面プランを持つ窯跡としては、同じ頃の時期と思われる陶

邑のT G39-Ⅳ 号窯、TG 43-1号窯があり、古い時期の形態を持っているといえよう。また、床

面傾斜 も18° あまりと緩 く古い要素を持 っている。島根県内では、互期の窯跡として安来市門生窯

跡、山根窯跡などが以前から知 られているが、窯の構造が調査 によって明らかにされたのは日脚 1

号窯が初例であり、その平面形が大阪の陶邑古窯跡群の I期の窯跡と類似していることは興味深い

事実である。

1号窯跡は、床面や壁に修復の跡が見 られなかったことから操業期間はあまり長 くなか ったもの
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と推定 されたが、窯跡内から出土 している須恵器は古式の定形化 したものと、それがやや退化 した

ものの 2つ に分けられた。これは、この窯跡が須恵器の形態が変遷する時期に操業 していたため、

2つ のタイプの須恵器が出土したものと考えられる。また、窯跡内か ら出土 した須恵器は大半が、

壷甕類の1岡部片であったが、その他に蓋郭、高堺、燃、広口壺、短頸壷等の器種があり、壷・甕の

胴部片の一部は焼台に使用されていた。

1号窯跡の西側谷部か ら二次堆積で出土 したコンテナ 300箱あまりの大量の須恵器は、 I期 。Ⅲ

期・ Ⅳ期・ 奈良時代以降の 4つの時期に分けられ、Ⅲ期が大詳 を占め、Ⅳ期はごく少量であった。

I期・ 奈良時代以降の須恵器は、同じ谷底の上部あたりで検島された掘立柱建物や、東側斜面に築

かれていた 1号窯跡に伴 うものと考えられるが、日脚遺跡では、皿期に伴う遺構は検出できなか っ

た。ところが同じ谷底か らは、 1号窯跡だけでは多すぎる程の大量の窯壁片が見つかっていること

や、1600点 あまりの埴輪片が出上 していることか ら、この付近に 6世紀中葉前後の須恵器・ 埴輪を

焼いた窯跡が存在していたことが分 った。これらの須恵器・埴輪は、周布平野西側の丘陵上に存在

するめんぐろ古墳出土品ときわめて類似しており、めんぐろの被葬者と破壊 された窯跡とは関係が

あるものと思われ注目される。

石見地方の窯跡を見てみると、石見西部の益田市に、芝、中塚、本片子、柔ケ迫、杉迫等の古窯

跡が集中しており、その他には、浜田市奈古田、国分寺瓦窯跡、旭町大迫、瑞穂町久永古窯跡群

(12基 あまり)等が知 られている。これ らの窯跡は 6C末～ 7C初 ごろの芝、中塚、杉迫以外すべ

て奈良時代以降のもので、古墳時代の窯跡は今まで益田市だけで しか見つか っていなかった。とこ

ろが今回の日脚遺跡の調査で、 5C末～ 6C初頭ごろに周布平野で当地方ではじめて須恵器の生産

が開始 され、その後中心が益田市鎌手周辺に移 り、奈良時代になると各地で窯が築かれるようにな

った ことが明 らかになった。次に、益田市鎌手の芝、中塚窯詠牝、昭和32年に早稲田大学によって

本片子窯詠監昭和56年 に益田市教委によ ってそれぞれ調査が実施 され窯の構造が明 らかにされてい

るので、日脚 1号窯と比較 しながら、石見地方の窯構造の変遷をみてみたい。

6C末ごろの築造と思われる芝窯跡は、全長 10.5mあ まりの地下式の登り窯で、益田市鎌手大字

西平原の丘陵斜面に築かれている。この窯跡は、日脚 1号窯跡と比べ、窯体の全長が長いこと、焚口

から窯尻までの幅が一定 していること、床面の傾斜が 21° あまりで日脚より急であることなどの特

色を持っている。一方、本片子窯跡は益田市遠田町に所在する須恵器及び瓦兼用の奈良時代の窯で、

全長 63m、 幅 1.3m～ 18m、 床面平均斜度 28° を測る。平面形は芝のものに近いが、全長が短

かく、小形になっており、床面の傾斜 も芝よりやや急になっている。このように現在分 っている3

つの時期の窯跡から、石見地方における古墳時代から奈良時代にかけての窯跡は、日脚 1号窯の徳

利型から細長く大型化 したものに変わり、そして奈良時代 になると小型化 して くるという変遷がた

どられる。
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4. 埴輪について

日脚遺跡か ら出上した埴輪 は、C調査区谷部か ら二次堆積として見つかったもので、1600点 あま

りの出土量があった。しかしなが ら、これらのほとんどは小破片であるため、全体器形については

明らかではないが、比較的大きな破片か らみて、鉢状に上方が開 くタイプになるもの と思われ る。

外面の調整は右下りの斜め方向のハケロが施され、内面は、回縁部近くの上方にハケロが見 られ、

指ナデ、指圧痕が残っている。タガは、先端がやや凹む、しっかりした凸帯を持つものと、断面は

コの字であるがやや退化 したものの 2通りに分けられ、後者の肩部は二次調整によって先端が尖 っ

ている。また口縁部はやや外反 し、先端に凹みを持つ。焼成は軟質が大半を占めるが須恵質のもの

も含まれる。

日脚遺跡のある周布平野周辺で、埴輪を持つ古墳としては、全長 67mの 石見地方を代表する周

布古墳 と肥後タイプの古い横穴式石室を持ち、多量の副葬品が出土しているめんぐろ古墳がある。

これらはいずれも断片的な埴輪 しか出土 していないが、日脚の ものと比較 してみたい。

第 155図 の1～ 3は周布古墳から出土した埴輪である。タガは日脚のものよ り凸出度があり、先端が

丸く、焼成は軟質で風化がひどい。また、器面調整の外面に荒いハケロをタテ方向に施し、図化で

きなかったが、再調整を行っていない底部片も出土している。 4～ 7は めん ぐろ古墳から出土した

もので、 4～ 6は タガが tノ つか りしたタイプ、 7はやや退化 したものである。 4～ 6は、タガの先

端がやや凹む細かな形態、斜方向のハケロ、胎土、焼成等 日脚の 8、 9と きわめて似ており、 7も

日脚 10～ 12に よく似ている。

このように周布地区か ら出土 している埴輪をタガの形態及び調整からみてみると、周布古墳 1～

3(A類 )、 日脚 8・ 9・ めんぐろ 4～ 5(B類 )、 日脚10～ 12・ めんぐる 7(C類)の 3つ に分類で

きる。

A類の周布古墳の埴輪には底部未調整のものを含んでいるが、このような底部を持つ埴輪は、前

期古墳 と考えられている大元古墳 (益 田市)や 中期ごろと推定 されているスクモ塚 (益 田市)でみら

れることからA類はBoC類 より古 く位置づけられる。■方、BoC類 はめんぐろから両タイプの

ものが出土 していることか ら時期的な差はあまりないもの と思われる。

BoC類 であるめんぐろ古墳出土の埴輪 は、形態、調整、胎土、焼成等が日脚遺跡出上のものに

きわめてよく似ていることか ら、日脚の丘陵でめんぐろ古墳の埴輪を焼いていたと思われる。

この ことは石見地方における後期古墳文化を解明す る上にかかすことのできない重要な事実であ

ると言えよう。
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5。 日脚遺跡における須恵器の編年

(6)

昭和34年 に発表された「山陰須恵器編年」では、Ⅱ期の標式として浜 田市めんぐろ古墳の出土品

が取り上げられているが、 この中で山本清氏は、石見地方の須恵器は出雲地方のものと比べ形態や

手法が異っていることを指摘され、当地方の編年の必要性が言われてきた。しかしながら、その後

は古式須恵器の資料紹分 る益田地方の横穴か ら出土 した須恵器の時期等の研愛株発表されているも

のの、全体的にまとま った編年はなく、ほとんど手がつけられていない状況である。ところが、近

年、当地方では発掘調査が増加の一途をたどってきており、須恵器編年は急務となってきた。この

ような状況の中で、今回の日脚遺跡発掘調査は、古式須恵器を焼いた窯跡をは じめ、奈良時代に続

くまでの各時代の須恵器を検出 し、当地方の須恵器編年を考える上に貴重な資料がもたらされたの

で、日脚遺跡を中心に編年を検討 してみたい。

日脚遺跡から出土 した須恵器をコ期のめんぐろ古墳出上のものと比較 しなが ら検討した結果 I期

～Ⅸ期に区分できたので、以下各 時期ごとに概要を述べる。

1号窯跡の床面及び灰原か ら検出した須恵器を標式とした。窯跡か ら出土 した蓋郭、高郭、直口

壺、壷甕類等の器種 は、古式須恵器の定形化 したものと、それがやや退化 したものに分けられたの

で I期をA・ B類に細分 した。さらに、C調査区谷部か ら出土 したものの中で 1号窯に伴なうと考

えられるA類の短頸壷、隠、器合、A・ B類の壺、甕類を補足として用いた。 1号窯は床面、壁の

補修が見 られず、操業期間が短かか ったと考えられたので、A・ B類の時期差はあまりないものと

思われる。

Ⅱ  期

日脚遺跡では、この時期のものが出上していないので、めんぐろ古墳 出土須恵器を標式とした。

この古墳か ら出土 した須恵器は、山本編年では一括Ⅱ期として取り扱われているが、追葬の可能性

があるので再検討した結果 3つ の時期 (H～Ⅲ)に分け られることが判 った。その中で蓋郭 は、身

の回唇部に段を持つものを古く位置づけ、古い要素を持つ腺・壷をⅡ期とした。この時期の須恵器

は、古式須恵器の特徴を持 っているが、蓋郭の口径が大きくなるとともに腺の頸部が長頸化するな

ど器形が大形化し、口縁端部がやや退化する段階のもので、当地方ではこの時期に横穴式石室が出

現する。なお、益田市安富遺跡、同松ケ丘遺跡か
'ら

出土 している小形 の蓋郭は、日脚 1号窯跡 B類

よりやや後出する要素を持 っているので、今後Ⅱ期の中には小形の系統を持つものが並行する可能

性があ る。

Ⅲ  期

C調査区谷郡か ら出土 した二次堆積の須恵器は、 1号窯や奈良時代以降の掘立柱建物に関係す る

ものの他は、形式がまとまっているので、これをⅢ期の標式とした。また、これ らの須恵器は窯壁
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片を伴 って出土 していることから、この時期の窯跡が破壊 され二次的に埋められた ものと考えられ

た。 この時期は、蓋郭の場の立ち上りに段が消え、高必は高脚化 し、新たな器種 として提瓶が出現

する段階のものである。Ⅲ期の須恵器を出土 している沃田寺山古墳の提瓶とめんぐろ出土の提瓶と

は形態がよく似ているので、この時期か ら周布平野で提瓶が出現するものとし、めんぐろのものを

補足として用いた。なお、蓋郭 は、蓋陵部の形態及 び身の立ち上 りか ら 2つ に分けられたが、他

の器種は細分で きなか った。なお、このⅢ期は、石見地方で後期古墳が各地に普及 していく時期に

あたり、横穴墓が出現す る。

Ⅳ  期

Ⅳ期～Ⅶ期までは 3号墳か ら出土 した須恵器を中心に区分 した。 3号墳では追葬時に以前の副葬

品を取 り出さずに盛土を施 して床面を整地していたため、各時代の須恵器が石室内か ら検出できた。

床面は一部撹乱を受けていたが、基本的には形式的に古いものが下層か ら新 しいものが上層からそ

れぞれ出土 した。蓋界の土器は 3つのタイプに分けられ、最 も古いものをⅣ期の基準とした。 3号

墳と同 じ古い蓋郭のみを出土した 1号墳の高邦 と4号墳の高郭、提瓶、平瓶をⅣ期として取り扱 っ

た。また、提瓶については、沃田寺山から出土している新 しいタイプのものを補足として入れ、壷

甕類はA調査区から出土 したものを用いた。Ⅳ期は、古式須恵器の要素が蓋郭の蓋口縁部に一部残

るのみで、新たに平瓶が出現し、石見地方で最も後期古墳が数多 く築造される時期である。

V  期

この時期は古式須恵器の流れをくむ蓋郭が消滅し、新たに小形の蓋付婉が出現する段階のもので、

3号墳出上の須恵器を基準とした。蓋は凝宝珠様のっまみが付 き、口縁端部に短い反 りを持つ。身

は、底体部に回転ヘラ削 りが施 された薄手の造りである。他の器種は不明で、横穴式石室の築造が

減退する時期にあたる。

Ⅵ  期

高台が出現する段階のもので、 2号墳が出土 したものを入れた。蓋は口縁部に反 りを有 し、堺 は

ハの字形に開 く高台の付 くものである。この高台は最も古いと思われる高台と比べ、高さがゃゃ低

く、後出的な要素を持っており、 2号墳出上のものはⅥ期の中でも新 しい方に位置付けられる。こ

の時期になると古墳はほとんど築造されなくなる。

Ⅷ  期

蓋の口縁部内側の反 りが消え、日縁端部が鳥の回嘴状を呈 した形態になるもので、 3号墳か ら出

土 したものを基準とした。高台の付 く大形の ものと、高台のない小形のものがある。この時期か ら

肩の張 った長頸壷が出現 し、古墳の追葬はⅦ期で終わる。

Ⅷ  期

C調査区か ら出土した須恵器を基準とした。蓋は径の大きな輪状のつまみを持ち、郭はほば垂直

な高台が外側に付 くタイプのもので、他の器種として長頸壷 。壺等がある。
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Ⅸ  期

Ⅷ期の蓋郭よ り器形がやや退化 した須恵器を入れた。A及びC調査 区か ら出土 してお り、郭の底

部は糸切 りで ある。

以上各時期の概要を述べたが、 この編年は 日脚遺跡を中心 として検討 して きたものであり、他の

地方か ら出上 している須恵器との比較や各時 期の中で器種の不明なものを補な う作 業等今後 さらに

検討 が必要 と思われる。

閣位)山本 清「浜田市めんぐろ古墳遺物について」 (「島根大学論集-7号」1969)

12)近藤 正「益田・小池古墳群」(「島根県埋蔵皮化財調査報告―第V集」1974)

偲)吉川 正「害I田古墳」 (「石見町誌上」1972)

14)大)II 清他「島根県益田市西原窯址」(「古代第29・ 30合併号」1958)

15)勝部 昭「本片子遺跡・木原古墳」1982

16)山本 清「山陰の須恵器」 (「山陰古墳文化の研究」1971)

(7)川原和人「石見における古式須恵器」 (「松江考古第 2集」1978)

18)田 中義昭「石西地方における横穴墓の形態と時期」 (「山陰文化団究紀要第23号」1983)

第 156図  日脚遺跡等出土須 恵器時期一覧表

編 年 1号窯 めん ぐろIC調査胚 沃田寺止 3号墳 1・ 4号馨 2号墳 6号墳 3調査区 時  期

I
5C末
～ 6C初

Ⅱ 6C前

Ⅲ 6C中～後

Ⅳ
6C末
～ 7C初

V 7C前

Ⅵ 7C後

Ⅶ 8C前

Ⅷ 8C後

Ⅸ 9C前～中

1編
年の基準とした須恵器

  I編
年に用いた須恵器

  1恒 霊七畢よ憲墳讐巣
が
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日脚遺跡出土須恵器編年表 I

IA
―

フ
98-83

105-50
110-63
110-67
114-77
116-109

C調査区出土

他は 1号窯跡出土

97-56 110-63

0     10cm

96-30 98-78
116-109

IB
98-82 !!怠

二
!;そ }C調

査区
他は 1号窯

98-87

116-112
0     10clll

Ⅱ

Ⅲ

115-85

114-68 116-115

△
114-64 118-141

117-127

0     11Lm

提瓶のめんぐろ以外は C調査区出土

115-92

122-3

鶴
112-3

108-6

109-21

に____■ OCIll

114-65

117-135
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日脚遺跡出土須恵器編年表 H

Ⅳ

沃田寺山古墳

1号墳-39
1号墳-37 0     10clll

載 設 ―■2

1鞘 -46
1号墳-45 0     1oclll

6号墳-7
1号墳 -35

1号墳-36 0     10Ctll

V

3号墳-15,12,17

Ⅵ

Ⅶ

峯

3号墳-20,21 3号墳…22,23

3号墳-27

Ⅷ

C調査区 7層 -70
C調査区 7層 -42,38 C調査区 7層 -31

Ⅸ

B調査区 -3 C調査区7層 -35

＼型 彰

駕瞳) B調査区-15

些____■ OCIl
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図版 1

日脚遺跡周辺の航空写真

大麻山より周布平野を臨む



図版 2

鰐石よりみた日脚遺跡近景

2号墳発掘前の状況



図版 3

1号墳の石室材と掘 り方

1号墳下の集石遺構



図版 4

集石遺構内遺物出土状況
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図版 5

2号墳石室内遺物出土状況

発掘前の状況
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A地区 土層堆積状況
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図版 7
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図版 8
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図版 9
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癬
A地区 SK01 土層堆積状況
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A地区 SK01 穴掘状況



図版 10

3号墳 (西上方より)

3号墳 (南より)
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3号墳玄室内遺物出土状況



図版 12

3号墳 羨道内遺物出土状況

3号墳 完掘状況
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図版 13

■Ⅲ歳 :!

4号墳、 1号窯周辺発掘前の状況 (西より)
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図版 14

4号墳 (西上方より)
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4号墳石室内遺物出土状況



図版 15
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4号墳石室内遺物出土状況

5号墳、 6号墳発掘前の状況



図版 16

5号墳、 6号墳発掘後の状況

5号墳全景 (北より)
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図版17

5号墳盛土状況

5号墳盛土状況
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図版 18
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6号墳 (南より)
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図版 19

6号墳石室掘 り方内遺物出土状況
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図版20

B地区 土層堆積状況

B地区 土層堆積状況



図版21

B地区  SK02・ 03

B地区  SK02



図版22

B地区  SK04
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B地区 SK04内 堆積状況
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図版24
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B地区  SK06

B地区  SK07
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図版25

日地区 9層下面 SD04桂穴群
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図版26

C地区 1号窯跡 (南より)



図版27

1号窯跡検出状況

1号窯跡窯体内遺物出土状況



図版28

1号窯跡窯体縦断土層
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1号窯跡窯体横断土層



図版29

1号窯跡窯体完掘状況

1号窯体断ち割り状況



図版30

1号窯跡熱残留地磁気測定風景

1号窯跡埋め戻 し状況



図版31

C地区 谷底部土層堆積状況

C地区 谷底部横断土層



図版32

C地区 谷底部縦断土層

C地区 谷底部完掘状況


