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序 

 

日本道路公団仙台建設局で建設している東北横断自動車道仙台寒河江線は宮城県村田町から

山形県寒河江市まで約 50㎞の高速自動車国道である。これは仙台市と山形市の両都市圏を短時

間で結ぶとともに国道 48号･286号の交通渋滞の緩和をはかり､沿線住民の生活利便を図ること

を目的とするものである｡ 

この道路の計画・实施にあたっては、日本道路公団から宮城県教育委員会と通過町村である

村田町教育委員会・川崎町教育委員会に協議がなされ、それにもとづいて埋蔵文化財の分布調

査が行われ、さらに協議をかさねた上で現在の路線の決定をみた｡ 

計画路線上に係った遺跡の数は村田町 6遺跡､川崎町 10遺跡で合計 16遺跡となった。発掘調

査は日本道路公団の依頼を受け、宮城県教育委員会が担当し､昭和 59年度から昭和 61年度にか

けて行われ、すべて完了した。 

この報告書は昭和60年度と61年度に野外調査した川崎町の遺跡をまとめたものである｡とく

に本屋敶遺跡は昨年度に一部その成果を報告し、中世末の城館に伴う町並の遺構として中・近

世史の研究者から注目を集めることができたが、今年度の調査によって町並の東西幅が確定し

たので、今後の初期城下町研究に重要な資料を提供できると思われる。また、中ノ内Ａ遺跡は

縄文時代中期の集落跡であるが、出土した土器は土器編年の研究にとって貴重な資料であった。 

この報告書が学術上のことは勿論、郷土の学校教育・社会教育の分野でも役立ち利用される

ことを希望するとともに、調査や整理で多大なご協力をいただいた日本道路公団仙台建設局仙

台工事事務所・川崎町教育委員会・村田町教育委員会など関係機関の皆様に厚く御礼申し上げ

る｡ 

 

昭和 62 年 3 月 

 

宮城県教育委員会 

教育長 関 本 朝 吉 

 



例 言 

1. 本書は東北横断自動車道関係遺跡発掘調査報告書第2冊目にあたり、昭和60年度､61年度

に調査された 7遺跡（中ノ内Ａ、中ノ内Ｂ、中ノ内Ｃ、本屋敶、向鹿、前田、西林山）の調

査成果を収録するものである｡ 

2. 調査の为体者は宮城県教育委員会、日本道路公団である。 

3. 発掘調査は宮城県教育庁文化財保護課が担当し、川崎町教育委員会、鉄建建設、アイサワ

工業共同企業体、大林組、三井建設共同企業体等関係機関の協力をいただいた。 

4. 発掘調査及び整理・報告書作成に際しては、次の方々から指導、助言を賜わった｡ 

建築遺構－佐藤巧氏（東北工業大学教授）、中世史－入間田宣夫氏（東北大学助教授） 

自然遺物－金子浩昌氏（早稲田大学講師）、墨書土器－吉沢幹夫氏（東北歴史資料館） 

現地指導－千葉景一氏、小井川和夫氏（東北歴史資料館） 

5. 石器・石製品の石材鑑定は蟹沢聰史氏（東北大学教授）にお願いした｡ 

6. 各報文中、土色は「新版標準土色帖」（小山、竹原：1973）を利用した｡ 

7. 国土地理院発行の地図は、｢白石｣､｢陸前川崎｣の 1/50,000、国土基本図｢川崎町｣の1/2,500

を使用している｡ 

8. 各遺跡で検出された遺構は1/20の縮尺で平面図を作成し、必要に応じて断面図も作成した。

また、遺構、遺物出土状況などについては、モノクロームとリバーサルの写真でも記録した｡ 

9. 掲載した实測図の縮尺率は、個々の遺構については1/60としたが、基本層位図、遺構配図

などについては任意の縮尺率となっているものもあり、实測図下位のスケールによって表わ

した。遺物については、土器・礫石器・鉄製品が1/3、剥片石器が2/3、銅製品・古銭が 1/2、

石臼が1/6である｡ 

10. 整理・報告書の作成は、調査員、課員の協議をもとに行ない、担当者は次の通りである｡ 

はじめに・位置と環境……手塚  均 

中ノ内Ａ遺跡……遺 構：古川 一明、土 器：古川 一明・相原 淳一・鈴木真一郎 

土製品：手塚  均、石 器：須田 良平 

中ノ内Ｂ遺跡……伊藤  裕・須田 良平 

中ノ内Ｃ遺跡……斎藤 吉弘・相原 淳一 

向 鹿 遺 跡……佐藤 広史・斎藤 吉弘 

前 田 遺 跡……相原 淳一・手塚  均・須田 良平・鈴木真一郎 

西林山遺跡……手塚  均、相原 淳一、須田 良平、鈴木真一郎 

本屋敶遺跡……鈴木真一郎、手塚  均、相原 淳一、須田 良平、古川 一明 

11. 各遺跡の調査、整理に関する諸記録および出土遺物は宮城県教育委員会が保管している｡
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は じ め に 

東北横断自動車道仙台－寒河江線は、仙台都市圏と山形都市圏を結ぶ全長約 50km の高速道

路で、東北縦貫自動車道村田 ICの北約2kmの足立JCを起点に、柴田郡川崎町の笹谷トンネル

に至る約23.7kmが宮城県内における路線長である。路線は村田盆地北縁の丘陵地帯を横断して

川崎盆地单緑の丘陵上あるいは段丘上を走るもので、路線内では周知の遺跡、新発見の遺跡な

ど17ケ所の遺跡が係わりを持つことが明らかになった｡ 

発掘調査は昭和59年4月に開始され､59年度に7遺跡､60年度に9遺跡､61年度に3遺跡（2

遺跡は前年度からの継続）を調査し、61年7月末日をもって終了した。このうち､昭和 59年度

調査､60年度調査の4遺跡、計 11遺跡についてはすでに報告書が刉行されているので参照され

たい（宮城県文化財調査報告書第 120集）｡ 

昭和 61 年度の調査は､前年度に 16 世紀後半頃の｢まちかまへ｣が検出された川崎町本屋敶遺

跡の西半分 9.000㎡を 4月～6月上旪にかけて行ない、掘立柱建物跡 53棟、竪穴状遺構 1基、

溝9条など多くの遺構が検出され、東西を大溝で画された約 400ｍの間に整然とした｢まちかま

へ｣が構成されていることが明らかになった。また、この間に、同じく前年度に縄文前期の遺物

包含層や土壙などが検出された同町前田遺跡西半部分の調査も並行して行い、縄文後期の遺物

包含層、土壙などが新たに検出された｡ 

さらに 5月下旪～7月末日までは西林山遺跡の調査を行ない、縄文時代中期初頭の竪穴住居

跡1棟、後期前葉、中葉の遺物集中地点各1ケ所、後期末葉の埋設土器遺構1基、縄文時代前

～後期の土壙15基、平安時代の焼土遺構1基などを検出した｡ 

なお、本書には61年度調査の上記 3遺跡の調査成果と共に､60年度に調査された川崎町中ノ

内Ａ・Ｂ・Ｃ、向鹿遺跡の4遺跡の調査成果を収録している。中ノ内Ａ遺跡では縄文時代中期

初頭の竪穴住居跡3棟、土壙 19基、遺物包含層5地点などが検出され、多くの遺物が出土して

いる。また、中ノ内Ｂ遺跡からは縄文時代中期中葉の竪穴住居跡7棟が、中ノ内Ｃ遺跡からは

縄文時代中期末葉、後期後葉、平安時代の竪穴住居跡各 1棟が、向鹿遺跡からは縄文時代後期

中葉、平安時代の竪穴住居跡各 1棟が検出されている｡ 

報告書の作成は中ノ内Ｂ､Ｃ、向鹿遺跡については60年度の冬季間に、本屋敶、前田、西林

山遺跡については野外調査終了後の8月から､中ノ内Ａ遺跡については60年度冬季間～61年度

を通して行った｡ 
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位 置 と 環 境 

本書で報告する 7 遺跡は、いずれも川崎町内に所在するものであり、以下に川崎町の地形、

周辺の遺跡について概観してみたい｡ 

1．地形と立地 

柴田郡川崎町は仙台市の单西部に位置する町で、町の西側を画する北蔵王連峰、町の東側に

位置する釜房湖周辺の景観は、温泉のある観光地として有名である。川崎町の地形は、山岳丘

陵地帯と盆地に区分され、前者が約85％を占めている。盆地は、通称川崎盆地と呼ばれ、町の

北側を東西に伸びる青葉山丘陵と、町の单側を東西に伸びる高館丘陵との間に形成され、東西

長約 10㎞､单北幅は西側の今宿地区で約1㎞、東側の前川地区では約4.5㎞を測り、東端は人

造湖である釜房湖となっている｡ 

川崎盆地では、北縁を太郎川、中央部を北川、单縁を前川の 3河川が東流し、その流域には

扇状地性低地、段丘の発達が見られ、特に北川流域に段丘の発達が顕著に見られる。川崎町史

（通史編：1975）によると段丘は低位から高位までⅠ～Ⅳの 4段に区分されている｡段丘面Ⅰは､

釜房湖から小野、佐山、川内開拓地区など各河川の下流域に見られ、段丘面Ⅱは､北川上流～中

流域の野上町から立野を経て川崎に至る右岸を为に広く形成され、町内の耕地、宅地の大部分

を占めている。段丘面Ⅲ、Ⅳは北川左岸の四ヶ銘から川内の狭い範囲にのみ認められている。 

東北横断自動車道は、川崎盆地の单縁および丘陵麓を東西に走り、遺跡は丘陵緩斜面あるい

は段丘面Ⅱに立地している。東側から見てゆくと、向鹿遺跡（第1図No.5）は前川右岸の、本

屋敶（同図 No.6）、中ノ内Ａ（同図 No.7）、中ノ内Ｃ（同図 No.9）の 3遺跡は前川の支流で

ある轟川（立野川）右岸の、西林山遺跡（同図 No.11）は北川右岸の、それぞれ段丘面Ⅱに立

地し、中ノ内Ｂ遺跡（同図No.8）は丘陵斜面に立地している。また、前田遺跡（同図 No.10）

は丘陵緩斜面から轟川右岸の段丘面Ⅱに立地している。なお、向鹿、中ノ内Ｂ、前田遺跡では、

崖錐堆積物で覆われている部分も認められている｡ 

2．周辺の遺跡 

川崎町内では現在のところ80ケ所の遺跡が知られている(宮城県教委：1986)｡遺跡は縄文時

代から江戸時代までの各時代のものがあり、前川・轟川流域、北川下流域の段丘面（Ⅰ、Ⅱ面）

丘陵上に立地するものが多い(第1図、第1表)。町内では釜房ダム、釜房湖畔公園、送電線鉄

塔建設などの工事と関係して調査された遺跡もあり、こうした遺構の成果を基に各時代の遺跡

について概観してゆく｡
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縄文時代の遺跡は50ケ所が知られている。早期の遺跡は尐なく、下窪､下原、西林山遺跡な

ど8ケ所で尐量の土器片が出土しているに過ぎない。前期の遺跡は10ケ所が知られ、下窪、高

野、前田、西林山遺跡などでまとまった土器の出土がある。前田、西林山遺跡では前期初頭頃

の土壙が検出されている｡ 

中期の遺跡は多く24ケ所が知られている。中ノ内Ａ遺跡では大木7式期の竪穴住居跡 3棟、

遺物包含層5ケ所などが検出され、多量の遺物が出土している。同期の住居跡は西林山遺跡で

も1棟検出されている。また､中ノ内Ｂ遺跡では大木8ｂ式期の竪穴住居跡7棟、湯坪遺跡では

大木9、10式期の竪穴住居跡5棟､中沢遺跡では大木10式期の竪穴住居跡8棟と14ケ所の炉跡､

中ノ内Ｃ、本屋敶遺跡では大木 10式期の竪穴住居跡1棟が検出されている。大木9、10式期の

竪穴住居跡の炉はいずれも複式炉である｡ 

後期の遺跡は14ケ所が知られ､中期から継続して認められる遺跡が多い。向鹿遺跡では宝ケ

峰式期の、中ノ内Ｃ遺跡では金剛寺式（宮戸Ⅲａ式）期の石囲炉をもつ竪穴住居跡がそれぞれ

1 棟検出され西林山遺跡では单境式期の石器製作跡、单境・宝ケ峰式期の土壙、金剛寺式期の

埋設土器遺構1基が検出されている。また、湯坪遺跡でも单境式期の土壙が検出され、前田遺

跡では单境式～金剛寺式期の遺物包含層が検出されている。なお、発掘調査は行われていない

が、羽根板山、大向遺跡では金剛寺式の略完形の土器が出土している｡ 

晩期の遺跡は下窪、大向、丸森中沢遺跡など 11 ケ所が知られているが、遺構は検出されて

いない｡ 

弥生時代の遺跡は 9 ケ所が知られ、縄文時代の遺跡と重複するものが多い、伊勢原、下窪、

大向遺跡などは段丘上に立地するが、高山官林遺跡は丘陵上に立地している。下窪、高山官林

遺跡からは中期崎山囲式、他の遺跡では後期円田式土器が出土しているが、遺構は検出されて

いない｡ 
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古墳時代の遺跡は 6 ケ所が知られているに過ぎない。高塚古墳（河原田、八幡、下新田）、

横穴古墳（立野）､集落（二本松･佐山遺跡）があり、二本松遺跡では塩釜式期の竪穴住居跡 1

棟が検出され、佐山遺跡からは塩釜式と耂えられる甕形土器（完形品）が出土している｡ 

奈良・平安時代の遺跡は23ケ所が知られ､縄文時代の遺跡と重複するものが多い。二本松遺

跡では 10数棟の竪穴住居跡が検出され、平安時代表杉ノ入式期の1棟が調査されている。須恵

器大甕、坏など多量の遺物が出土している。同期の竪穴住居跡は、下窪、向鹿、中ノ内Ｃ遺跡

でも 1棟づつ検出されている。下窪遺跡竪穴住居跡出土の須恵器坏に付着して「九九八十一…

八［ ］と書かれた漆紙文書が出土している｡ 

中世～近世の遺跡は13ケ所が知られ､城館跡（11ケ所）､経塚､集落（各1ケ所）がある。城

館跡は本砂金、前川、小野、支倉地区に集中し、中世城館とされるものは河川流域の丘陵上に

立地する山城である。本砂金、前川地区の城館は砂金氏、小野地区の城館は小野氏、支倉地区

の城館は支倉氏に関係するものと耂えられる｡ 

なお、集落としたのは掘立柱建物跡 120棟､竪穴遺構 6､溝状遺構 25､道路跡 2など多くの遺

構が検出された本屋敶遺跡である。建物跡には3～4段階の時期的変遷が耂えられ、第Ⅰ段階に

は道路に沿った計画的な地割りと建物の配置が見られる。轟川を挟んだ单側丘陵上にある前川

本城と密接な関係を示す屋敶群「まちかまへ」と耂えられ、16世紀後半～17世紀初頭までの遺

構と耂えられている｡ 
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調 査 要 頄 

遺 跡 記 号；ＬＬ（宮城県遺跡地名表登載番号09069） 

遺跡所在地；宮城県柴田郡川崎町大字前川字中の内橋 

調 査 期 間；昭和 60年4月25日～10月25日 

調査为体者；宮城県教育委員会・日本道路公団 

調査対象面積；約6,000㎡ 

発 掘 面 積；5,300㎡ 

調 査 員；平沢英二郎、斎藤 吉弘、佐藤 広史、小山田正男、 

古川 一明、伊藤  裕、大槻 仁一、佐藤 裕志 



 6 

目 次 

Ⅰ．遺跡の位置と環境···························································· 10 

Ⅱ．調査の方法と経過···························································· 12 

Ⅲ．調査の成果 ································································· 13 

1．微地形と基本層位 ··························································· 13 

2．発見された遺構と出土遺物 ··················································· 14 

(1) 遺物包含層とその出土遺物 ··············································· 17 

ⅰ 遺物包含層の分布と遺物の出土状況 ······································ 17 

ⅱ 遺物包含層出土土器 ···················································· 24 

ⅲ 遺物包含層出土石器 ··················································· 132 

(2) 遺構とその出土遺物 ···················································· 164 

ⅰ 竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構 ··································· 164 

ⅱ 埋設土器遺構 ························································· 213 

ⅲ 土 壙 ······························································· 216 

(3) 土製品 ······························································· 242 

Ⅳ．耂 察 ······························································· 254 

1．出土土器について ·························································· 254 

(1) 遺物包含層出土土器の分類 ·············································· 254 

(2) 遺物包含層出土土器の共伴関係とその内容 ································ 262 

(3) 遺物包含層土器群の編年的位置 ·········································· 272 

(4) 遺構・旧河道堆積層出土土器 ············································ 273 

2．石器について ····························································· 275 

3．遺跡の構成 ······························································· 283 

(1) 遺構・遺物包含層の時期 ················································ 283 

(2) 遺構・遺物包含層の特徴 ················································ 285 

(3) 微地形と遺構・遺物包含層の分布 ········································ 286 

引用・参耂文献 ································································ 288 

 



 7 

図 版 目 次 

第1図；調査区と周辺の地形図 ············································· 11 

第2図；基本層位土層断面図 ··············································· 14 

第3図；調査区平面図····················································· 15・16 

第4図；遺物包含層平面分布図 ············································· 17 

第5図；遺物包含層Ａ・Ｃ・Ｅ地区旧河道土層断面図 ························· 18 

第6図；遺物包含層Ｂ・Ｄ地区土層断面図 ··································· 19 

第7図；遺物包含層Ａ地区遺物出土状況 ····································· 20 

第8図；遺物包含層Ｂ地区第4層上面遺物出土状況 ··························· 21 

第9～17図；遺物包含層Ａ地区出土土器(1)～(9) ····························· 25～33 

第18～27図；遺物包含層Ｂ地区第5層出土土器(1)～(10) ····················· 35～44 

第28～40図；遺物包含層Ｂ地区第4層出土土器(1)～(13) ····················· 46～58 

第41～56図；遺物包含層Ｂ地区第4層上面出土土器(1)～(16) ················· 61～76 

第57～65図；遺物包含層Ｂ地区第3層出土土器(1)～(9) ······················ 79～87 

第66～69図；遺物包含層Ｂ地区第1・2層出土土器(1)～(4) ··················· 89～92 

第70～75図；遺物包含層Ｃ地区出土土器(1)～(6) ···························· 94～99 

第76図；旧河道堆積層第6層出土土器 ······································ 101 

第77図；旧河道堆積層第3・4層出土土器 ··································· 102 

第78図；旧河道堆積層第2層出土土器 ······································ 103 

第79～88図；遺物包含層Ｄ地区第3層出土土器(1)～(10) ····················· 104～114 

第89～95図；遺物包含層Ｄ地区第1・2層出土土器(1)～(7) ··················· 117～123 

第96～102図；遺物包含層Ｅ地区出土土器(1)～(7) ··························· 125～131 

第103図；遺物包含層Ａ地区出土石器 ······································· 134 

第104～107図；遺物包含層Ｂ地区出土石器(1)～(4) ·························· 135～138 

第108図；遺物包含層Ｃ地区出土石器 ······································· 139 

第109図；旧河道堆積層出土石器 ··········································· 140 

第110図；遺物包含層Ｄ地区出土石器 ······································· 141 

第111図；遺物包含層 その他出土磨製石斧 ································· 142 

第112図；遺物包含層Ａ地区出土礫石器 ····································· 143 

第113～123図；遺物包含層Ｂ地区出土礫石器(1)～(11) ······················· 144～154 

第124図；遺物包含層Ｃ地区及び旧河道堆積層出土礫石器 ····················· 155 



 8 

第125図；旧河道堆積層出土礫石器及び石製品 ······························· 156 

第126～129図；遺物包含層Ｄ地区出土礫石器(1)～(4) ························ 157～160

第130図；遺物包含層Ｅ地区出土礫石器 ····································· 161 

第131図；第1号竪穴住居跡平面・断面図 ··································· 165 

第132図；第1号竪穴住居跡掘り方底面の状況 ······························· 166 

第133～137図；第1号住居跡出土遺物(1)～(5) ······························ 168～172 

第138図；第2号竪穴住居跡平面図 ········································· 174 

第139図；第2号竪穴住居跡断面図 ········································· 175 

第140～143図；第2号竪穴住居跡出土遺物(1)～(4) ·························· 176～179 

第144図；第3号竪穴状遺構平面・断面図 ··································· 180 

第145図；第4号竪穴状遺構平面・断面図 ··································· 182 

第146図；第4号竪穴状遺構出土遺物 ······································· 183 

第147図；第5号焼け面遺構平面・断面図 ··································· 185 

第148図；第5号焼け面遺構出土遺物 ······································· 186 

第149図；第6号竪穴住居跡平面・断面図 ··································· 188 

第150～152図；第6号竪穴住居跡出土遺物(1)～(3) ·························· 189～191 

第153図；第7号焼け面遺構平面・断面図 ··································· 193 

第154・155図；第7号焼け面遺構出土遺物(1)・(2) ·························· 194・195 

第156図；第8号焼け面遺構断面図 ········································· 197 

第157図；第8号焼け面遺構平面図 ········································· 198 

第158図；第8号焼け面遺構出土遺物 ······································· 199 

第159図；第9号焼け面遺構平面図 ········································· 201 

第160図；第10号竪穴状遺構平面・断面図 ·································· 202 

第161図；第10号竪穴状遺構出土遺物 ······································ 203 

第162図；第11号竪穴状遺構平面・断面図 ·································· 205 

第163図；第11号竪穴状遺構出土遺物 ······································ 206 

第164図；第12号焼け面遺構平面・断面図 ·································· 207 

第165図；第12号焼け面遺構出土遺物 ······································ 208 

第166図；第13号焼け面遺構平面・断面図 ·································· 209 

第167図；第13号焼け面遺構出土遺物 ······································ 210 

第168図；第14号焼け面遺構平面・断面図 ·································· 211 

第169図；第1・2号埋設土器遺構 ·········································· 214 

第170図；第3号埋設土器遺構 ············································· 215 



 9 

第171図；第0201号土 壙 ················································ 217 

第172図；第0605号土 壙 ················································ 218 

第173図；第0610、0618、0616号土 壙 ···································· 219 

第174図；第0706号土 壙 ················································ 221 

第175図；第0501、0809、1616、1701、1820号土 壙 ························· 223 

第176図；第2301号土 壙 ················································ 225 

第177図；第2501号土 壙 ················································ 226 

第178図；第2601号土 壙 ················································ 227 

第179・180図；第2601号土壙出土遺物(1)・(2) ····························· 228・229 

第181図；第3501号土 壙 ················································ 230 

第182図；第3502号土壙 ·················································· 231 

第183図；第4501号土 壙 ················································ 233 

第184図；第4907号土 壙 ················································ 235 

第185図；第5301号土 壙 ················································ 236 

第186～190図；第5301号土壙出土遺物(1)～(5) ····························· 237～241 

第191～195図；土 偶(1)～(5) ············································ 243～249 

第196図；三脚形土製品・耳飾りなど ······································· 251 

第197～202図；土器分類基準図(1)～(6) ···································· 256～261 

第203図；遺物包含層Ａ地区出土土器 ······································· 264 

第204図；遺物包含層Ｂ地区第5層出土土器 ································· 265 

第205図；遺物包含層Ｂ地区第4層出土土器 ································· 266 

第206図；遺物包含層Ｂ地区第4層上面出土土器 ····························· 268 

第207図；遺物包含層Ｂ地区第3層出土土器・Ｃ地区出土土器 ················· 269 

第208図；遺物包含層Ｄ地区第3層出土土器 ································· 270 

第209図；遺物包含層Ｄ地区第1・2層出土土器・Ｅ地区出土土器 ··············· 271 

第210図；第2601号土壙出土土器 ·········································· 274 

第211図；第5301号土壙出土土器 ·········································· 274 

第212図；第7号焼け面遺構ピット出土石器長幅分布図 ······················· 276 

第213図；第10号竪穴状遺構ピット出土石器長幅分布図 ······················ 276 

第214図；礫石器長幅分布図 ··············································· 281 

第215図；礫石器厚幅分布図 ··············································· 281 

第216図；遺構の分布と焼け面の方向性 ····································· 287 

 



 10 

Ⅰ．遺跡の位置と環境 

中ノ内Ａ遺跡は宮城県柴田郡川崎町大字前川字中ノ内に所在する。川崎盆地单縁の丘陵北麓

に位置し、同盆地单縁を東流する前川の支流、轟川の右岸に立地している。轟川は遺跡の北部

から東部を单東方向に流れ、1㎞下流で前川に合流している。 

遺跡の現況は篠竹の藪がひろがる荒れ地であった。これは、遺跡地内が为に砂礫層など、透

水性の高い層が分布する地域であるため開田を免れ、荒れ地として残ったものである。このよ

うに遺跡地内に砂礫層が広範に分布するため、調査区の北側には、農免道路から「コ」の字型

に砂利採取を目的とした土取りが行われた跡がある。ただし、この計画は遺跡の発見により中

止された｡ 

遺跡地は全体に北西から单東へ緩やかに傾斜する、ほとんど起伏のない地形であった。遺跡

付近の標高は海抜196ｍ～200ｍである｡ 

つぎに周辺の縄文時代の遺跡をみてみる。当遺跡同様に丘陵北麓の轟川右岸に立地する遺跡

として、今回同時に調査された以下の諸遺跡がある。まず、西方約 500ｍに､縄文時代中期中葉

の集落跡である中ノ内Ｂ遺跡がある。またこれに隣接した中ノ内Ｃ遺跡では縄文時代中期末

葉・後期後葉の住居跡が発見されている。さらに､西方500ｍには縄文時代前期・後期の遺物包

含層が発見された前田遺跡がある。東方では立野川の対岸に本屋敶遺跡が位置し、縄文時代早

期～晩期の遺物が尐量ずつ出土している｡ 

この他、発掘調査は行われていないが、遺跡单側の丘陵上に、縄文時代前期～後期の遺物が

採集されている羽根坂山遺跡がある｡ 

〔遺跡の範囲〕 

遺跡の範囲は東・西・单限が地形的に明確に限られている。まず、東側は轟川に面する、比

高約 7ｍの切り立った崖面になっている。また、单側には丘陵の山麓に沿って､轟川の小支流に

より開析された東西方向の沢が入り込んでいる。西側はその支流に合流する小さな用水路が、

轟川に並行して流れている。この流路沿いは現在もわずかな低地になっているが、調査の結果、

この低地が縄文時代中期以降に埋没した旧河道であることが確認された。したがって遺跡の存

続した時期に、その西限は現在の用水路の流路にほぼ一致する旧河道によって限られていたこ

とになる。 

これらに対し北側に明確な地形の変化は無く、北限は明確でない。ただし遺物の散布状況か

らみれば､標高 200ｍの等高線付近の水田までは土器片が採取されていることから、遺跡の北限

もこの付近まで広がるとみられる｡ 

これらのことから中ノ内Ａ遺跡は、轟川右岸に沿って单北に約 300ｍ､轟川から上記の旧河道
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まで東西に約100ｍ、およそ 30,000平方ｍの広がりをもつ遺跡と耂えられる｡ 

〔調査区の位置〕 

遺跡は上記のように单北に長い。今回の調査区は遺跡の中央からやや单に寄った地域を東西

に細長く横断するもので、单北の幅約50ｍ、東西の長さ約120ｍであった。なお、遺跡の中央

部にあたるとみられる調査区北側の地域は、農免道路によって破壊されている｡ 

Ⅱ．調査の方法と経過 

中ノ内Ａ遺跡は宮城県遺跡地図地名表に登録された周知の遺跡であった。 

今回の自動車道の路線計画決定後､路線に関わる遺跡の情報収集の一環として1984年3月に

当遺跡の現地踏査が行われた。当時、遺跡地の現況は为に篠竹などの低木が繁る荒地であった

が、表土から縄文土器の破片などが採集された。また、遺物の散布状況からみて、路線は当遺

跡のほぼ中央を東西方向に横断することが予測された。しかし、計画路線の変更は地形などの

制約があり困難であったため、遺跡地のうち路線敶にかかる 6000㎡について記録保存を目的と

した発掘調査を行うことになった｡ 

調査はまず1985年4月25日から5月7日まで地区設定、試掘などの予備調査をおこなった。

継続して5月9日から本調査にはいり10月25日には調査の全日程を終了した。この間､9月14

日には現地で調査成果の説明会が行われ、多数の見学者が遺跡を訪れた｡ 

地区設定は、路線の中心杭である｢ＳＴＡ94｣と｢ＳＴＡ95｣を結ぶ直線を基準線とし、3ｍ方

眼のグリッドを対象地全域に設定した。各グリッドの位置は、基準線に沿う東西方向を数字に

よって、また、これに直交する单北方向をアルファベットによって示した。（第1図参照） 

試掘は東西方向に2本、单北方向に3本のトレンチをいれ、堆積土層や遺構の分布状況の確

認をおこなった。その結果、遺跡地を覆う堆積土層は、表土から段丘堆積物である黄褐色砂質

土層（第Ⅴ層）上面まで基本的に第Ⅰ～Ⅳ層の四つの土層がみられ、第Ⅳ層の上面では遺構の

一部も確認された｡ 

本調査では、試掘の知見をもとに対象地全域の第Ⅰ～Ⅲ層の堆積土層をバックフォーで剥離

し、遺構確認をおこなった。その結果対象地の单西部に遺物包含層が、北東部に竪穴住居跡や

土壙などの遺構群が発見された。ただし、遺構の多くは輪郭が不鮮明であったため、さらに第

Ⅴ層上面まで下げて確認した｡ 

記録は対象地全域について遣り方を設け、1/20の平面図・土層断面図を作成した。また各遺

構や遺物包含層の遺物の出土状況などについてはモノクロームとリバーサルの写真を撮影し

た｡ 
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Ⅲ．調査の成果 

1．微地形と基本層位 

遺跡の現況の地形は北から单にわずかに下る平坦地であった。表土を剥離した結果、遺構確

認面において現地表では明確でなかった微小な起伏や埋没した旧河道、沢状の窪地などが確認

された。そして確認された遺構や遺物包含層の分布はこれらの微地形と深く関わっていること

が明らかとなった｡ 

遺構確認面で確認された調査区内の旧地形は、北半部が高く平坦で单半部は現地表よりも急

な单向きの傾斜面である。この地形は地山の段丘堆積物である砂礫層と砂層・シルト層の分布

のしかたの違いに深く関わっている。まず、微高地部分は調査区の西北西から東单東に帯状に

延びている。この微高地部分では表土直下に直接段丘礫層（基本層位第Ⅵ層）が分布している。

これに対し、その他の部分は表土以下、基本層位第Ⅰ～Ⅳ層が厚く、さらに段丘堆積物は上部

が砂層もしくはシルト層で、その下に段丘礫層が分布している｡ 

微地形と遺構の分布の関係をみると、微高地の北東側はほぼ平坦で、竪穴住居跡、竪穴状遺

構、焼け面、ピットなどが濃密に分布している。これに対し、微高地の单西側は傾斜地になっ

ていて、とくに西側には旧河道や沢状地が分布している。これらの低地、あるいは低地に向か

う斜面に遺物包含層が形成されている。なお、礫層が直接露出している微高地上では、遺構の

分布は希薄である。 

調査対象地では、表土から段丘堆積物上面まで、4層の堆積土層が確認された｡ 

第Ⅰ層；表土。黒褐色シルト質土層。厚さ 30 ㎝前後で調査対象地の全域に分布している。

すすきなどの根や篠竹の地下茎が延び、攪乱が著しい｡ 

第Ⅱ層；黄褐色シルト質層。厚さ5㎝前後で調査対象地の全域に分布している。地下茎や根

による影響も部分的にみられるが、大きな攪乱は受けていない。 

第Ⅲ層；黒褐色シルト質層。厚さ 10～40 ㎝である。微高地部分には分布せず、それ以外の

地域に堆積し、低地部分により厚く堆積している。火山ガラスの微粒を含むいわゆる黒ボク土

である｡ 

第Ⅳ層；褐色シルト質土層。地山漸移層である。厚さ5～20㎝である。微高地部分には分布

せず、それ以外の地域に堆積している｡ 

第Ⅴ層；黄褐色シルト質土層・砂層。段丘堆積物である。シルト・砂・礫層が互層になって

いて、場所によって厚さが異なる。微高地部分には分布せず、それ以外の地域に堆積している｡ 

第Ⅵ層；礫層。段丘堆積物である。層を構成する礫はすべて円礫で、粒径は为に径 5～20㎝ 
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のものからなる。シルト・砂・礫層の互層である第Ⅴ層から不整合に移行するようである。微

高地部分では露出しているがそれ以外の部分では第Ⅴ層下に深く潜っている｡ 

2．発見された遺構と出土遺物 

調査によって発見された为な遺構として、竪穴住居跡3軒と、周囲にピット群を伴う焼け面

遺構 7ケ所、竪穴状遺構4ケ所がある。これらの竪穴状遺構・焼け面遺構としたものは、調査

時に住居跡の可能性が指摘されながら、住居跡としての規模やプランが明確に把握できなかっ

た遺構群である。この外、ピットなどを伴わない焼け面も 12ケ所発見されている。さらに、埋

設土器遺構3ケ所や、多くのピット群が発見されたが、ピットの多くは、木の根などの攪乱に

よるものと耂えられ、遺構として認定されたものは19基のみである。遺物包含層は5ケ所で発

見され、多量の遺物が出土した。また、遺跡の存続期に存在したとみられる埋没した旧河道も

発見された｡ 

出土遺物としては縄文土器の他、石器、石製品・土製品、焼けた獣骨などがある。このうち

遺物包含層から出土した遺物が、全体の出土遺物量の約 8割を占め、遺構出土の遺物は尐ない｡ 

以下、遺物包含層・遺構の項に記述を進めていく｡ 
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(1) 遺物包含層とその出土遺物 

ⅰ 遺物包含層の分布と遺物の出土状況 

調査区の单西部に5ケ所の遺物包含層が発見された。発見項にＡ～Ｅのアルファベットの名

称を付し遺物包含層の名称とした。以下、各地区の遺物包含層の状況を記述する。 
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遺物包含層Ａ地区 

遺跡北西部のＡＰ、ＡＱ－107、108、ＡＰ－109グリッドに位置する｡ 

旧河道北東岸に位置し、基本層位第Ⅲ層下で確認された。層は单側の旧河道方向に下る緩や

かな斜面上に堆積し、厚さは5～15㎝である。单側の斜面下方に向かって厚さを増しているが、

層の末端は旧河道によって侵食され切り立った状態である。層の分布範囲はＡＰ－107、ＡＰ－

108グリッドを中心とした、約40㎡である｡ 

層は基本的に炭化物を多く含む黒褐色シルト層で、土器破片・剥片・砕片などが出土してい

る。特にＡＰ－107､ＡＰ－108グリッドからは一括土器が出土している｡これらの土器は一括し

て廃棄されたものとみられるが、斜面に沿って单側へわずかづつ流下した状態で分散したもの

もみられる｡ 
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遺物包含層Ｂ地区 

遺物包含層Ｂ地区は旧河道の東側のＢＡ－100､101､ＢＢ－98～100､ＢＣ－97～99､ＢＤ96～

68､ＢＥ95～98､ＢＦ－95～97､ＢＧ94～97 グリッドにかけて分布している。基本層位第Ⅲ層下

で確認された。層は北から单に下る細長い沢状の窪地内に形成されている。この沢状地の断面

形は北部が「∪」字状に切れ込んで深いのに対し､单部では底面が平坦な浅い皿状になっている。

これにともない包含層の厚さは北半部で50㎝前後、单半部で30㎝前後と单部が浅くなって 
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いる。層全体の平面的な分布は、沢状の窪地に沿って北端のＢＡ－101 グリッドから单端のＢ

Ｇ－95、ＢＧ－96にかけて单北に細長く帯状に延び､单側はさらに調査区外にまで及んでいる｡

東西の幅は北半では4ｍ前後、单半では9ｍ前後と、单に下るにつれて広くなっている。確認さ

れた部分だけでも約140㎡に及び、5ケ所の包含層のなかでは最も広い面積をもつ｡ 

層は北半部が5層に单半部が 4層にそれぞれ細分された。最下層の第5層は北半部にのみ分

布している。第1～4層は单北に共通し、沢状の窪地内全体に堆積している｡ 

第1・2層は厚さ10㎝前後の黒・暗褐色シルト層で、遺物を僅かに含むがまとまりのある土

器群は出土していない。第 3層は厚さ 10㎝～25㎝の暗褐色シルト層で炭化物を含み遺物の出

土量も多く、特に单部のＢＦ－95・96、ＢＧ－95・96グリッドの4層上面から一括土器が出土

している。第4層は厚さ20㎝前後の暗褐色シルト層で、炭化物・遺物を多く含み、特に北部の

ＢＤ－97・98グリッドの 4層中からは一括土器が出土している。第 5層は厚さ 10㎝前後の暗

褐色シルト層で､炭化物・遺物を多く含み､特に北部のＢＣ・ＢＤ－98グリッドの包含層基底面

から一括土器が出土している｡ 

遺物の出土状況は北部と单部とで異なり、北部では東西方向から斜面に沿って窪地内に流れ

込んだ状態のものが多く、单部では窪地底面の平坦部分に一括土器が潰れた状態で出土してい

る｡ 

遺物包含層Ｃ地区と旧河道 

遺物包含層Ｃ地区は旧河道の西側のＡＴ－107～109､ＢＡ－106～109､ＢＢ－106､107 グリッ

ドに位置し、先の遺物包含層Ａ地区の対岸に位置している。旧河道の上部を埋めている旧河道

堆積層第1～3層の砂質土層下に確認された。東、单、北が旧河道に囲まれた袋状の地域内に形

成され、旧河道に緩やかに下る北・東斜面に堆積していた。層の厚さは5～20㎝で、斜面下方

にゆくにつれ厚くなり、層の末端は旧河道によって侵食され切り立っていた。層の平面的な分

布範囲は約30㎡である｡ 

遺物包含層は炭化物を多く含む黒褐色シルト層である。包含層出土の遺物として、袋状の地

域のほぼ中央部にあたるＢＡ－108 グリッドを中心として一括土器が出土している。なお、Ｂ

Ａ－108 グリッド周辺の遺物包含層は、大小の倒木痕跡によって攪乱を受けていたが、層の状

況からこれら「倒木痕跡」出土の遺物のなかにも包含層の遺物とみなすことができるものが多

く含まれている。さらに遺物包含層の東縁部に堆積した旧河道内堆積土第4・6層の砂礫層中か

らも多くの遺物が出土した。これらのなかにはＣ地区の遺物包含層出土の土器と接合関係にあ

る土器破片の他、石棒・土偶なども含まれている。これら包含層東縁部の旧河道内堆積土第 4・

6層出土遺物も侵食を受けたＣ地区遺物包含層の二次的な堆積物と耂えられる｡ 



 23 

遺物包含層Ｄ地区 

遺物包含層Ｄ地区は旧河道と、その東側のＢ地区遺物包含層が堆積した沢状地の間のＢＣ、

ＢＤ－100～102グリッドに位置し、基本層位第Ⅲ層下で確認された。両低地の間は单北に細長

い微高地になっているが、北部のＢ地区遺物包含層に下る斜面に皿状の窪地があり、そこにＤ

地区の遺物包含層が堆積土している。層の厚さは30～40㎝で、層の分布範囲は約30㎡である｡ 

層は3層に細分された。第1層は基本層位の削り残しと耂えられるもので遺物の出土はほと

んどない。第2層は厚さ10㎝前後の黒褐色シルト層で、炭化物と多量の獣骨を含む層である。

獣骨には、イノシシ、シカ、タヌキ、などが確認されている。土器破片も含まれるがまとまり

のある土器群は出土していない。第 3層は厚さ 10㎝～25㎝の暗褐色シルト層で炭化物・焼土

粒を含み遺物の出土量も多く、特に包含層の中央部のＢＣ－101のグリッドの 4層上面から一

括土器が出土した｡ 

遺物の出土状況は、斜面に沿って窪地内に流れ込んだ状態の土器群と、窪地中央の底面平坦

部分に潰れた状態で出土したＢＣ－101グリッドの4層上面の一括土器との二様がある｡ 

遺物包含層Ｅ地区 

遺物包含層Ｅ地区は遺物包含層Ａ地区の西隣のＡＫ､ＡＬ－109､110グリッドに位置する。基

本層位第Ⅲ層下で確認された。層の分布範囲は約30㎡、厚さは5㎝前後である｡ 

層は 3層に細分され、斜面に沿って将棋倒し状に堆積している。3層とも基本的には炭化物

を多く含む黒褐色シルト層である｡ 

一括土器の出土状況はＡＬ－110グリッド付近の4層上面に潰れた状態で出土している｡ 
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ⅱ 遺物包含層出土土器 

5ケ所の遺物包含層から多くの土器が出土した。Ｂ地区の第 1、2層とＤ地区の第 1、2層を

除く他の遺物包含層からはいずれも一括土器が出土している。図示できた土器は合計 204点（深

鉢182点、鉢2点、浅鉢20点）である。拓本資料は70点（深鉢51点、浅鉢19点）である｡ 

以下遺物包含層各層ごとに出土土器をみていく。器形的な特徴については説明の記述を加え、

文様の特徴については観察表にまとめて示した｡ 

遺物包含層Ａ地区出土土器 

図示した土器は23点(深鉢20点・浅鉢3点)である。拓本資料は15点(深鉢8点・浅鉢7点)

である｡ 

深 鉢 

第9図－1・2 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が外傾する器形である。1は小波状口縁で、

2の口縁部も緩い波状である。1は遺物包含層Ｄ地区第1～3層から同一固体の破片が出土して

いる｡ 

第10図－1～4 

1・4は胴部中程が僅かに脹らみ、頸部が緩くくびれ、口縁部は外傾する器形である。いずれ

も平縁で、1は正面に突起が付いている。2には二種類の形態の異なる突起が交互に4卖位付く、

複合口縁である。また、1・4は口縁部内面が肥厚している｡ 

第11図－1～4 

胴部中程が脹らみ、頸部でくびれて口縁部が外傾する器形である。いずれも平縁で、3 は正

面に波状の突起が貼付されている。1は複合口縁で2～3の口縁部は内面が肥厚している｡ 

第12図－1～4 

頸部でくびれ、口縁部が内弯気味に外傾する器形である。口縁部形態はいずれもいわゆる弁

状の波状縁で、口縁部内面が肥厚している｡ 

第13図－1～3 

胴部上半が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部は短く外傾する器形である。い

ずれも平縁で、1には波状の突起が 4卖位付く。 

第13図－4 

胴下部が脹らみ、胴部上半でくびれる器形である。平縁で小さな突起が一つ付いている。 

第13図－5、第14図－1～3 

胴部が開き気味に立ち上がり、頸部で僅かに屈曲し口縁部が外傾する器形である。いずれも

平縁で、第14図－1には波状の突起が4卖位付く。第14図－2には正面に突起が付く｡ 
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第14図－4・5 

胴部上半が脹らみ、口縁部が直立気味に立ち上がる器形である。いずれも平縁で突起が付く｡ 

第15図－1～4 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈曲する器形である。1・3・4 は平縁で、2 は波状縁で

ある。4の口縁部には波状の突起が貼付され、3にも小さな突起が正面に付いている。1・2は

口縁部の内面が肥厚し、胎土には金雲母が含まれている｡ 

1は遺物包含層Ｂ地区第4層から同一固体の破片が出土している｡ 
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浅 鉢 

第16図、第17図－1 

底部から口縁部まで内弯気味に立ち上がり、口縁部が波状縁となる器形のものである。いず

れも口縁部内面が肥厚している。第17図－1は土器の上面観が楕円形の船底形の器形で、胎土

には金雲母が含まれている｡ 

2は遺物包含層Ｂ地区第5層から同一固体の破片が出土している｡ 

第17図－2・3 

頸部で屈曲し、口縁部下端には隆線が巡る器形である。平縁である｡ 

遺物包含層Ｂ地区出土土器 

遺物包含層Ｂ地区第5層出土土器 

図示した土器は23点、拓本資料は 4点で、いずれも深鉢である｡ 

深 鉢 

第18図－1・2 

胴部中程が脹らみ、頸部が緩くくびれ、口縁部は直立気味に外傾する器形である。いずれも

平縁で、1には二種類の異なった形態の突起が交互に配置されている｡ 

第19図－1～3 

1・3の胴部は僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が直立気味に立ち上がる器形である。1・

2は平縁で波状の突起が付く。1の突起は3卖位である。3は小波状縁である。 

第20～21図 

胴部が僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が直線的に外傾する器形である。いずれも平縁

で、第 21図－1にのみ突起が付く。第 20図－2～4、第21図－1の口縁部内面は肥厚している。

第21図－3は複合口縁である｡ 

第22～24図 

胴部上半が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部が短く外傾する器形である。第

23図－2、第24図－2は波状縁で、いずれも二種類の形態の異なる波頂部が交互に配置されて

いる。また、第23図－2の口縁部の内面は肥厚している。他は平縁で、第23図－1の口唇部に

は刻み目が加えられている。第 24図－1は正面に突起が付いている｡ 

第25図－1 

胴部が直立気味に立ち上がり、頸部で僅かに屈曲して、口縁部が外傾する器形である。口縁

部は平縁で渦巻状の突起が正面に付いている｡ 
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第25図－2・3 

2 は胴部下半が開き気味に立ち上がり、胴部上半で大きく脹らんで、頸部で「く」の字状に

くびれて口縁部が外傾する器形で、平縁である。3 は同じ器形で波状縁のものの波頂部の破片

である。（第36図－5参照）｡ 

第25図－4、第26図、第27図 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で僅かに屈曲して、口縁部が外傾する器形である。突起の

付く平縁口縁（第25図－4・第 27図－3）と、波状縁がある。第27図－1の口縁部の内面は肥

厚している。また、第26図1・2の胎土には金雲母が多量に含くまれている｡ 
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遺物包含層Ｂ地区第4層出土土器 

図示した土器は28点(深鉢24点・浅鉢4点)である｡拓本資料は 14点(深鉢12点・浅鉢 2点)

である｡ 

深 鉢 

第28図－1 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部は直立気味に立ち上がる器形である｡ 

第28図－2・3、第29図 

胴部が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が外傾する器形である。いずれも平縁で、第 29図－2

には正面に小さな突起が一つ付いている。また、第28図－2は口縁部の歪みが大きく、上面観

が楕円形を呈する土器とみられる｡ 

第28図－2は第2号竪穴住居跡堆積土から同一固体の破片が出土している｡ 

第30図、第31図、第32図－1 

胴部の中～下部が脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が内弯気味に外傾する器形

である。いずれも大型のものである。第 31図－1は平縁で、正面に渦巻状の隆線文が貼付され

た突起が付く。その他はいずれも波状縁で、特に第30図のものは弁状の形態である。いずれも

口縁部の内面は肥厚している。 

第31図－1は遺物包含層Ａ地区から同一固体の破片が出土している｡ 

第32図－2・3 

胴部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である。平縁で、3 に

は波状の突起が付いている。2は複合口縁である｡ 

第33図～第35図 

胴部上半が大きく脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部が短く外傾する器形であ

る。いずれも平縁で、第 34図－1・2・第 35図－1は正面にそれぞれ類似した突起が付いてい

る。第 35図－1の口縁部内面は肥厚している｡ 

第36図－1～3 

胴部が開き気味に立ち上がり、頸部で僅かに屈曲して、口縁部が外傾する器形である。平縁

で、3には波状の突起が4卖位付き、胎土には金雲母が含まれている｡ 

1は第2号住居跡堆積土から同一固体の破片が出土している｡ 

第36図－4～6 

胴部上半が脹らみ、頸部で「く」の字状に強くくびれて口縁部が直立気味に立ち上がる器形

である。4は平縁、5・6はいわゆる弁状の波状縁である。2の口縁部の内面は肥厚している｡ 

5は遺物包含層Ａ地区から同一固体の破片が出土している｡ 
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第37図～第39図 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で僅かにくびれて、口縁部が外傾する器形である。平縁（第

37図－1・第39図－1・2）、波状縁（第37図－2・第38図－1～4）、小波状縁（第39図－3・

4）がある。第37図－2・第39図－2の口縁部の内面は肥厚している。第38図－1の胎土には

金雲母が含まれている｡ 

浅 鉢 

第40図－1・2 

底部から口縁下部まで内弯気味に立ち上がる器形である。1 は波状縁で、2 は形態の異なる

突起が相対して付いている。1の口縁部内面は肥厚している｡ 

第40図－3～6 

頸部で屈曲し、口縁部端に隆線が巡る器形である。いずれも平縁で、3～5には突起がみられ

る。3は旧河道堆積土第6層から同一固体の破片が出土している｡ 

遺物包含層Ｂ地区第4層上面出土土器 

図示した土器は36点（深鉢31点・浅鉢5点）である。拓本資料は深鉢が1点である｡ 

深 鉢 

第41図－1 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部は外傾する器形である。平縁である。 

第41図－2、第42図、第43図 

胴部もしくは中程が脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である。

平縁と、小波状縁のもの（第 42図－2、第43図－3・4）がある｡ 

第44図 

胴部中程が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が外傾する器形である。いずれも平縁である｡ 

第45図－1 

胴下部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が強く内弯する器形である。平縁で

小波状と台形の突起が付く｡ 

第45図－2 

頸部に僅かな脹らみをもち、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である。

平縁で、上面観が土器を横から押し潰したような楕円形を呈している｡ 

第45図－3 

胴部上半が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が直立する器形である。波状縁である｡ 
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第45図－4 

胴部が僅かに脹らみ、頸部でくびれて口縁部は直立気味に立ち上がる器形である。 

第46図～第50図、第51図－1 

胴部上半が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて口縁部が短く外傾する器形である。口縁

部との境は明瞭な段になっている。平縁のもの（第46図、第47図、第48図－1、第 51－図）

と波状縁（第48図－2、第49図、第50図）がある。平縁のものでは第46図－2と第 48図－1

の正面に突起が付いている。波状縁のものはいずれも二種類の異なった形態の波頂部が交互に

配置されている。第48図－2の胎土には金雲母が含まれている。 

第51図－2 

胴部上半が脹らみ、口縁部が内傾する器形である。平縁である｡ 

第51図－3 

胴部下半が大きく膨らみ、胴部上半でくびれて、口縁部が外傾する器形である。平縁である｡ 

第51図－4 

胴部から口縁部までほぼ直立する器形である｡ 

第52図、第53図 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が強く内弯する器形であ

る。第 53図は波状縁で二種類の形態の異なる波頂部が交互に配置されている｡ 

第54図、第55図－1 

胴部が外傾しつつ立ち上がり、頸部で僅かにくびれて、口縁部も外傾する器形である。いず

れも平縁で、第54図－1・2の正面には突起が付いている｡ 

浅 鉢 

第55図－2 

底部から口縁部まで内弯気味に立ち上がる器形である。波状縁で、口縁部内面が肥厚してい

る｡ 

第55図－3、第56図 

頸部で屈曲し、口縁部下端に隆線が巡る器形である。いずれも平縁で、第56図の1～3は口

縁部の内面が肥厚している。第 55図－3、第56図－1の口縁部には補修孔がみられる｡ 
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遺物包含層Ｂ地区第3層出土土器 

図示した土器は18点(深鉢16点、浅鉢2点)である。拓本資料は12点(深鉢9点、浅鉢 3点)

である｡ 

深 鉢 

第57図－1 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部は直立気味に立ち上がる器形である｡ 

第57図－4 

胴上半が僅かに脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が外反する器形である。平縁である｡ 

第57図－2・3・5・6、第58図－1・2 

胴部上半が僅かに脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である。第

58図－1は小波状縁、他は平縁である。第57図－6の胴部上半には補修孔がみられる｡ 

第58図－3 

胴部下部が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部は内弯気味に立ち上がる器形である。口縁部には

波状と台形の組み合わせの突起がついている｡ 

第58図－4 

口縁部の破片である。平縁で、口縁部の内面は肥厚している｡ 

第58図－5 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部で緩く屈曲し、口縁部は直立気味に立ち上がる器形である。

口縁部は僅か波状を呈し、複合口縁である。正面に突起が付いている｡ 

第59図、第60図－1 

胴上半が脹らみ､頸部で「く」の字状にくびれ､口縁部は短く外傾する器形である。第 59 図

－2は小波状口縁である。いずれも正面に突起が付いている｡ 

第60図－2 

胴上半が脹らみ、口縁部が内弯する器形である。口縁下部には波状を呈する鍔が巡っている。 

第61図－1・2 

胴下部が脹らみ、胴部上半で緩くくびれ、口縁部が外反する器形である。1 は複合口縁で山

形の突起が付いている｡ 

第61図－3 

胴部から口縁部にかけて直立気味に立ち上がる器形である。複合口縁である｡ 

第61図－4・5 

胴部が直立気味に立ち上がり頸部で屈曲して、口縁部が外傾する器形である。4 は小波状縁

で正面に突起が付いている｡ 
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第62図 

1 は胴部が開きつつ立ち上がり頸部で屈曲して口縁部が強く内弯する器形である。2～4 も、

頸部が「く」の字状に屈曲し、口縁部が内弯気味に外傾する器形で、1 に類した器形とみられ

る。1の口唇部には刻み目がみられる｡ 

第63図、第64図 

胴部から口縁部にかけて開きつつ立ち上がる器形である。第 63図 1・2は平縁で、1には正

面に突起が付いている。第64図－1は波状縁である。第63図、第64図－1の口縁部の内面は

肥厚している｡ 

浅 鉢 

第65図－1・2 

口縁部まで直線的に開きつつ立ち上がる器形である。いずれも波状縁で波頂部のみの破片で

ある。口縁部の内面は肥厚している｡ 

第65図－3～5 

口縁部下部で屈曲して稜が付き、口縁部が内傾もしくは直立する器形で、いずれも平縁であ

る｡ 
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遺物包含層Ｂ地区第1、2層出土土器 

図示した土器は11点（深鉢9点・浅鉢2点）である。拓本資料は浅鉢が1点である｡ 

深 鉢 

第66図－1 

胴部下部が僅かに脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部は直立気味に立ち上がる器形である｡ 

第66図－2 

胴部上部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である｡ 

第66図－3 

頸部で屈曲し、口縁部が強く内弯する器形である。平縁で正面に台形の突起が付いている。

口縁部の内面は肥厚している｡ 

第67図－1 

胴部が僅かに脹らみ、頸部で「く」の字状にはくびれて、口縁部は内弯気味に立ち上がる器

形である。平縁である｡ 

第67図－2 

胴上部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部が短く外傾する器形である。平縁

で二種類の突起が交互に配置されている。口縁部の内面にも隆線文が貼付されている｡ 

第68図－1 

胴部が直立し、頸部で「く」の字状に屈曲し、口縁部が外傾する器形である。波状縁である｡ 

第68図－2 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部でくびれて、口縁部は内弯気味に立ち上がる器形である｡ 

第68図－3 

頸部で屈曲して口縁部が強く内弯する器形である。平縁である｡ 

第68図－4 

胴部上部が脹らみ、頸部でくびれて、口縁部は外傾する器形である。小波状縁である｡ 

浅 鉢 

第68図－5・6 

口縁下部で屈曲して稜が付き、口縁部は直立する器形である。いずれも平縁である｡ 

第69図 

口縁部まで直線的に立ち上がる器形である。小波状縁で船底形の器形のものである｡ 
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遺物包含層Ｃ地区出土土器 

図示した土器は8点(深鉢7点、浅鉢1点)である。拓本資料は5点(深鉢3点、浅鉢2点)で

ある｡ 

深 鉢 

第70図、第71図、第72図、第 73図－2～4 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部は内弯気味に立ち上がる器形である。

第71図－2のみ波状縁である。他は平縁で、第 72図、第73図－2は正面に突起が付いている。

第73図－3・4は胴部の破片であるが第73図－2に類するものとみられる｡ 

第73図－1 

胴部が脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が短く外傾する器形である｡ 

第74図－1 

胴部から口縁部にかけて開きつつ立ち上がる器形である。小波状縁で、複合口縁である｡ 

浅 鉢 

第74図－2・3、第75図 

底部から口縁部まで内弯気味に立ち上がる器形である。第 74図－2・3は波状縁の波頂部の

破片で、口縁部内面が肥厚している。第75図は平縁で、二種類の突起が相対する位置に配置さ

れている｡ 

旧河道堆積層出土土器 

旧河道堆積層各層から土器が出土している。このうち第 6・4 層出土の土器群は、層位的に

はＣ地区の遺物包含層の上下の層から出土し、位置的には旧河道の中でもＣ地区遺物包含層の

形成された中洲状の地域の周辺から出土している。これらの状況からみて、旧河道堆積層6・4

層出土の土器はＣ地区の遺物包含層が侵食され二次的に堆積したものとみられる。これに対し、

第3層出土土器の中には、離れた地域から流入したものが含まれていると耂えられる｡ 

旧河道堆積層第6層出土土器 

深 鉢 

第76図－1～4 

口縁部のみの破片である。頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が内弯気味に外傾するもの

である。いずれも平縁で、3には正面に突起が付いている。4の口唇部には刻み目がみられる。

また、3には補修孔がみられる｡ 

第76図－5 

胴部が脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が内弯気味に外傾するものである。波

状縁であるが波頂部はすべて失われている｡ 
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第76図－6 

波頂部のみの破片である。摩滅が著しい｡ 

第76図－7 

胴部から口縁部にかけて外傾する器形のものである。波状縁と耂えられる｡ 

第76図－8 

胴部上半から脹らみ、口縁部が内傾する器形で、口縁下部には波状の鍔が付いている｡ 
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浅 鉢 

第76図－9 

口縁下部で屈曲して稜が付き、口縁部が内弯する器形である。 

第76図－10・11 

底部から口縁部まで直線的に立ち上がる器形である。10は複合口縁で、波状の突起が付いて

いる。11は船底形の器形のものの破片である｡ 

旧河道堆積層第4層出土土器 

深 鉢 

第77図－1～4 

1、3、4 は口縁部から胴部上半にかけての破片である。2 は胴部中程が僅かに脹らみ、頸部

が「く」の字状にくびれ、口縁部は直立気味もしくは内弯気味に立ち上がる器形である。いず

れも平縁で、2の正面には突起が付いている｡ 

第77図－5・6 

頸部が「く」の字状に屈曲し、口縁部が大きく内弯しつつ立ち上がる器形である。平縁であ

る｡ 

第77図－7 

胴部上半でくびれて、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形である。波状縁である｡ 

第77図－8 

口縁部が内傾するものである｡ 

浅 鉢 

第77図－9 

口縁下部で屈曲して稜が付き、口縁部が直立する器形である｡ 
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旧河道堆積層第3層出土土器 

深 鉢 

第78図－1 

胴部中程が僅かに脹らみ、頸部が緩やかにくびれ、口縁部が直立気味に外傾する器形である｡ 

第78図－2 

胴部下半が脹らみ、胴部上半でくびれ、頸部で屈曲して、口縁部が強く内弯する器形である。

文様は口縁部から胴部中程まで展開している｡ 

第78図－3 

胴部の破片である｡ 
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遺物包含層Ｄ地区出土土器 

遺物包含層Ｄ地区第3層出土土器 

図示した土器は24点(深鉢20点、鉢1点、浅鉢3点)である。拓本資料は深鉢が2点ある｡ 

深 鉢 

第79図 

胴部中程が僅かに膨らみ、頸部が緩くくびれ、口縁部は直立気味に立ち上がる器形である。

小波状縁である。遺物包含層Ａ地区第2層から同一個体の破片が発見されている。 

第80図－1 

胴部上半が脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形であ

る。平縁で、正面に突起が付いている｡ 
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第80図－2 

胴部下半が脹らみ、胴部上半ですぼまり、口縁部が強く内弯する器形である。平縁である｡ 

第81図－1・2、第82図 

第81図－1､第82図は胴部下半が脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部が内弯気味に立ち上が

る器形である。第81図－2もほぼ同様の器形の破片である。第81図－1は遺物包含層Ｂ地区第

4層上面から同一個体の破片が発見されている｡ 

第83図－1 

胴部が僅かに脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部が外傾する器形である｡ 

第83図－2・3 

胴部上半が大きく脹らみ、頸部で「く」の字状に強くくびれて口縁部が外傾する器形である。

1は平縁で、2は波状縁である｡ 

第84図－1 

上面観が楕円形で、土器を横に押し潰したような器形のものである。頸部で「く」の字状に

強くくびれて口縁部が外傾する。平縁で突起が付いている｡ 

第84図－2、第85図－2 

胴下部が大きく脹らみ、胴部上半でくびれて口縁部が外反する器形である。第85図－1は鋸

歯状を呈する口縁部が鍔状に大きく開いている。 

第85図－2 

胴下部が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形である。波状縁である｡ 

第86図 

胴部中程が脹らみ、頸部で緩やかにくびれて口縁部は外反気味に外傾する器形である。1 は

二つの波頂部をもつ波状縁、3は刻み目が加えられた小波状縁である。2・4は正面に突起が付

いた平縁である｡ 

第87図－1・2 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部が内弯気味に立ち上がる器形である。い

ずれも波状縁である｡ 

第87図－3～5 

胴部から口縁部にかけて開きつつ立ち上がる器形である。いずれも平縁の複合口縁で、3 の

正面には突起が付く｡ 
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鉢 

第88図－1 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で僅かに屈曲して、口縁部が外傾する器形である。平縁で

正面に突起が付いている｡ 

浅 鉢 

第88図－2・4 

口縁部が僅かに屈曲し立ち上がる器形である。平縁で、口縁部の内面は肥厚している｡ 

第88図－3 

口縁下部で屈曲し、口縁部が直立する器形である。平縁である｡ 

遺物包含層Ｄ地区第1・2層出土土器 

図示した土器は深鉢20点である。拓本資料は7点（深鉢4点、浅鉢3点）である｡ 

深 鉢 

第89図、第90図、第91図－1 

胴部中程もしくは下部が僅かに脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部は内弯気味に立ち上がる

器形である。口縁部は第90図－1が小波状を呈する他はいずれも平縁である。第90図－3の正

面には突起が付いている｡ 

第91図－2 

頸部で緩くくびれ、口縁部が強く内弯する器形である｡ 

第92図－1・2 

胴部が僅かに脹らみ、頸部が「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である｡ 

第92図－3～6 

胴部上半が脹らみ、頸部が「く」の字状に強くくびれ、口縁部が外傾する器形である。5 は

波状縁で、他は平縁である。3には波状の突起が付いている｡ 

第93図－1 

胴部中程が脹らみ、胴部上半で緩やかにくびれ、口縁部が外傾する器形である。平縁で正面

に突起が付いている。 

第93図－2・3 

胴部がほぼ直立し、頸部で緩く屈曲して、口縁部が受け口状に立ち上がる器形である。2 は

小波状縁、3は平縁である｡ 

第93図－4・5 

胴部から口縁部にかけて開き気味に立ち上がる器形である。いずれも平縁で、5 は複合口縁

である｡ 
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第94図－1・2 

胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部が外傾する器形である。いずれも波状縁

で、口縁部の内面は肥厚している。波頂部はすべて失われている｡ 

第94図－3 

胴部から口縁部にかけて開きつつ立ち上がる器形である。平縁で正面に低い突起が付く｡ 

浅 鉢 

第95図－1・2 

口縁下部で屈曲して稜が付き、口縁部が直立気味に立ち上がる。船底形の器形である｡ 

第95図－3 

口縁部まで屈曲せずに立ち上がる。口縁部の上面は肥厚して幅広くなっている。船底形の器

形である｡ 
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遺物包含層Ｅ地区出土土器 

図示した土器は13点(深鉢12点、鉢1点)である。拓本資料は9点(深鉢8点、浅鉢1点)で

ある｡ 

深 鉢 

第96図－1 

胴部下部が僅かに脹らみ、頸部で緩くくびれ、口縁部は内弯気味に立ち上がる器形である。

口縁部は平縁であるが僅かに波状を呈する｡ 

第96図－2 

胴部下部が脹らみ、頸部で僅かにくびれ、口縁部が大きく外反する器形である｡ 

第97図－1～3 

口縁部から胴部上半にかけての破片資料である。いずれも頸部でくびれるか、もしくは屈曲

し、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形である｡ 

第97図－4 

胴下部が開きつつ立ち上がり、上部が脹らみ、口縁端部が直立する器形である。平縁で、正

面に突起が付いている｡ 

第98図、第99図－1 

胴部上半もしくは中程が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形であ

る。平縁（第 98図－1・3）と波状縁（第 98図－2、第 99図－1）がある。第 98図－3の正面

には突起が付いている｡ 

第99図－2・3 

胴部上半が脹らみ、口縁部が内傾する器形である。3 は口縁部が剥離した痕跡があるが、口

縁部形態は明らかでない｡ 

第100図－1・2 

胴部下部が脹らみ、胴部上半ですぼまる器形である。1は口縁部が短く内弯し受口状になり、

2は口縁部が外反している。いずれも平縁で、1の正面に突起が付いている｡ 

第100図－3 

胴部中程が脹らみ、頸部で僅かにくびれ、口縁部が外傾する器形である。平縁で、正面に突

起が付いている｡ 

第100図－4 

胴部から口縁部にかけて開き気味に立ち上がる器形である｡ 
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第101図 

胴部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて、口縁部が外傾する。土器の口縁部・胴部の

上面観は楕円形で、横から押し潰したような器形である。波状縁である｡ 

第102図－1・3 

胴部が直立気味に立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部が外傾する器形である。口縁部はいず

れも平縁で、3の正面には突起が付いている。また、1の口縁部の内面は肥厚している｡ 

第102図－2 

胴部が脹らみ、頸部で僅かにくびれ、口縁部が直立する器形である。複合口縁である｡ 

鉢 

第102図－4 

体部中程が脹らみ、口縁部が内傾する器形である｡ 

浅 鉢 

第102図－5 

口縁部の破片である。開く器形で、突起が付いている。口縁部の内面は肥厚している｡ 
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ⅲ 包含層出土石器 

石器の分類 

剥片石器類には定形的なもの（石鏃、尖頭器、石錐、石匙、篦状石器、彫刻刀形石器、両極

剥離痕ある石器、スクレイパー、ノッチなど）とそれ以外の不定形なもの、石核がある。彫刻

刀形石器は素材の腹面を切って、緑辺に明確な彫刻刀面が形成されたものである。両極剥離痕

ある石器は、従来ピエス・エスキーエ、楔形石器と呼ばれてきたものであるが、これ自体使用

されたものなのか、もしくは剥片生産に際しての石核であるのか、あるいはその両者であるの

か判断しえないものも認められたためにこの呼称を用いた。スクレイパーは剥片の縁辺に規格

的な二次加工を連続的に施してスクレイパー・エッジを作出したものである。エンド・スクレ

イパー、サイド・スクレイパー、二辺のスクレイパー・エッジが鋭角的に交わるコンバージェ

ント・スクレイパーなどがある｡ 

礫石器には定形的な磨製石斧と磨面や擦痕、凹み、敲打痕などの使用痕や調整痕により石器

と認定されるものがある。後者については、まず大形で偏平な礫に磨面の認められるものを石

皿として分類し、それ以外のものについて、磨面、凹み、敲打痕の組合わせにより分類を行っ

た。磨面には礫の正面に多くみられる滑らかなもの（磨面 1）と礫の側面に多くみられるやや

粗くざらついたもの（磨面 2）がある。磨面 2は、いわゆる特殊磨石を特徴づける、側縁に認

められる細長い磨面と同様のものである。また磨面1の認められる大形の楕円礫についても大

形磨石として区分した｡ 

・磨石Ⅰ類…磨面1、・磨石Ⅱ類…磨面1＋磨面2、・大形磨石 

・凹石…凹み 

・磨・凹石Ⅰ類…磨面1＋凹み、・磨・凹石Ⅱ類…磨面1＋磨面2＋凹み 

・磨・敲石…磨面1＋磨面2＋敲打痕 

・凹・敲石…凹み＋敲打痕 

各包含層の層位別組成表を第4表に示した｡ 

以下に各包含層の層位別に、为な石器についてのみ説明を行う｡ 

遺物包含層Ａ地区の石器（第 103図、第111図、第112図） 

スクレイパー（第103図－1）腹面の剥離軸に対して､スクレイパー・エッジの収劔する尖端

部が斜めに位置するコンバージェント・スクレイパーである｡ 

遺物包含層Ｂ地区の石器（第 104～107図、第111図－2～5、第113～123図） 

第5層出土の石器 

大形磨石（第 121 図－1）断面がほぼ円形を呈する柱状の礫の一面にわずかな磨面が認めら

れる。この磨面1は他の小形の磨石類ほど顕著ではなく､当遺跡出土の全ての大形磨石類も同様 
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に磨面 1は弱いものである｡ 

第4層出土の石器 

石 匙（第 104 図－3、4）3 は一側辺にスクレイパー・エッジが作出されている。4 は剥片

の打面側につまみ部が形成されている。他の縁辺には微細な剥離痕が認められるのみであり、

素材剥片の形状がそのまま残っている｡ 

石 核（同図－6）礫を素材とする多面体石核である｡ 

磨製石斧（第 111図－2）第 4層出土の基部と第 1層出土の中央部が接合している。表面は

熱を受けたために剥落が激しい｡ 

凹 石（第114図－4～7）磨石類と比較して素材となった礫の形状が非常に不整である｡ 

磨・凹石Ⅰ類（第115図－3～7）凹みが大きく深いもの（3、5～7）と僅かなもの（4）があ

る。後者は前者に比して大きい。 

磨・凹石Ⅱ類（同図－2）断面は亀甲状を呈し、左図の磨面 1 は、面としては左右異なる。

両側辺には磨面2が認められ、その面を打ち面とした使用痕と耂えられる剥離痕が両面に残る｡ 

第4層上面出土の石器 

石 匙（第105図－2、3）2はつまみ部と先端部にのみ調整がなされている。 

彫刻刀形石器（同図－4）剥片の末端の節理面を打面として、数回の加撃により彫刻刀面が

作出されている｡ 

石 核（同図 5）節理面を多く含むやや偏平な礫を素材とする。剥離に規則性は認められな

い。 

磨石Ⅱ類（第 116図－4、5）4は側辺以外に両端にも磨面 2が認められ、上端の磨面 2は 2

面からなる｡ 
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第3層出土の石器 

尖頭器（第105図－9）両側縁は非対称であり､調整もやや急角度で奥深く入るものではない｡

基部は凹基で非常に特徴的である。 

篦状石器（第 106 図－1）基部に素材剥片の打面部を残す。刃部中央のくぼみは、調整時に

節理に沿って割れた偶発的なものと耂えられる｡ 

不定形石器（同図－2）縁辺が鋸歯状を呈す｡ 

磨・凹石Ⅰ類（第117図－1）不整な礫を素材とするが､両面に磨面1が認められる｡ 

第1・2層出土の石器 

石 匙（第106図－6）先端はやや尖鋭である。底面には急角度の素材面が残る｡ 

篦状石器（第 107 図－1）左図の大きな面は、折断面を打面とした調整剥離であり対辺にま

で達している。その結果対辺が内弯している｡ 

磨石Ⅱ類（第117図－5）側辺に磨面2が二面あり、さらに右図にも、磨面1の中央に磨面2

が認められる特異なものである。 

凹・敲石（同図－6）表裏両面の凹みは深く鋭く、右側辺も明瞭な凹みである。それに対し

て左側辺と先端部の痕跡は凹みとは認められず、敲打痕と認定した。 
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遺物包含層Ｃ地区の石器（第 108図、第124図－1～3） 

彫刻刀形石器（第108図－1）彫刻刀面､折断面､二次加工面のほとんどはパティナが新しい。

折断面は側辺の二次加工を切っており、彫刻刀面は折断面を打面として二回の加撃により作出

されている。右図右側辺の二次加工は彫刻刀面に切られている。スクレイパーが再加工された

可能性も耂えられる。 

石 核（同図－2～4）2 は部厚い円盤形の石核である。4 は両側辺が折断（分割？）された

後、剥片剥離がなされている。上部はチョピング・トゥール状、下部は自然面を打面とするチ

ョパー状を呈する。生産された剥片の背面にはいずれも自然面が含まれているため、石核では

なくチョピング・トゥールの可能性もある｡ 
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旧河道堆積層出土の石器（第 109図、第124図－4～7、第125図－2） 

第3・4層出土の石器 

スクレイパー（第109図－2）縦長剥片の末端に外弯する急角度の刃部をもった､典型的なエ

ンド・スクレイパーである｡ 

磨石Ⅱ類（第124図－5）磨面 2は縁辺の凸部の一部にのみ認められ､使い始めの様相を呈す

る｡ 

第2層出土の石器 

スクレイパー（第 109 図－3）両端は節理面に沿って破損する。両側辺にスクレイパー・エ

ッジを有するサイド・スクレイパーである｡ 
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遺物包含層Ｄ地区の石器（第 110図、第111図－6、第126～129図） 

第3層出土の石器 

石 匙（第110図－1、2）いずれも、平面形状、調整加工の状態、素材の用い方などが類似

する｡ 

最大幅位置は 1 が体部中央付近にあるのに対し、2 はより上部にある。1 の縁辺は外弯する

が2は直線的であり先端も鋭い。つまみ部は体部と連続し、その境は明瞭でない｡ 

礫石器（第126図）1、6を除き、赤変してもろいものや、ひびの入ったもの、剥落痕のある

ものなど熱を受けた痕跡が明瞭なものが多い｡ 
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第1・2層出土の石器 

石 匙（第 110 図－5）左図の外弯する右側辺と先端部に細かなやや急角度の調整剥離が施

されている。先端はやや嘴状を呈する。平面形状､素材の用い方は第3層の2点の石匙と類似す

るが、二次加工技術が異なる｡ 

磨・凹Ⅱ類（第127図－5、6）6にはやや尖った両端にも円形の磨面2が認められる｡ 

磨石類（第127図、128図－1）8点中5点に熱を受けた痕跡が認められる。石皿（第 128図

－2、第129図）には熱を受けた痕跡は認められない｡ 

遺物包含層Ｅ地区の石器（第 130図） 

明確な二次加工の施された剥片石器類は出土していない｡ 

磨石Ⅰ類（第130図－1）両面に擦痕が認められる。石材がもろいため明瞭ではないが､両面

には磨面1もあったものと耂えられる｡ 
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各包含層の特徴 

第4表に包含層ごとの石器組成表を示したが、包含層出土の石器数は全体的に尐なく、これ

らの数字が当該期の石器群の全体像を示しているものではないことは明らかである。しかし、

石器出土点数の尐なさを含めて、個々の包含層の石器群の様相が何らかの人間活動を反映して

いるものであるならば、各包含層の石器群の特徴を記述することも意味のあることと耂えられ

る。さらに、包含層の石器群は当該期の石器群の一断面をも示しているものである。以上のよ

うな意味から、以下に包含層ごとに特徴的な石器の抽出や組成などについて記述をおこなう。

なお、Ｂ地区については、土器の観察や出土状況などにより、第 1層、第 2層、第 3層、第 4

層上面と第4層、第5層にそれぞれ時間差をもつまとまりがみられた。従ってＢ地区のみをそ

れぞれ区別して記述をおこなう｡ 

Ａ地区 

組成…剥片石器には石鏃などのいわゆる定形的なものはない。礫石器には各類型が 1点ずつ

認められる｡ 

特徴的な石器としては、コンバージェント・スクレイパーやノッチがあげられる｡ 

Ｂ地区第4層・第5層 

組成…剥片石器には不定形石器が尐ない。礫石器の小型なもの（磨石、凹石、敲石類）には

磨石Ⅰ類、磨・凹石Ⅰ類、凹石が多く、磨面2の認められるものが尐ない。大形磨石､石皿も多

い。 

特徴的な石器としては、素材の形状を生かした石匙、凹石があげられる。凹石は他に磨面な

どがみられず、形状も磨石類に比べて非常に不整である。大形磨石には形状は同一であっても、

25～27㎝のものとさらに大形のものが認められる。石皿は完形なものは存在しない。 

Ｂ地区包含層第1～3層・第4層上面 

組成…点数が多いためか、ほとんどの器種がそろっている。さらに特定の器種にかたよると

いうこともない｡ 

特徴的な石器には、素材の形状を生かした石匙、彫刻刀形石器、尖頭器がある。礫石器では

磨面 2のあり方が特異なものが2点（第116図－4、第117図－5）認められる。また凹・敲石

も認められる｡ 

Ｃ地区 

組成…剥片石器は彫刻刀形石器のみしかなく礫石器も磨、凹石しか存在しない。しかし、石

核が 3点も認められる｡ 

彫刻刀形石器は製作技法が特徴的である｡ 
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Ｄ地区 

組成…石匙と不定形石器が3点ずつある。礫石器は磨石Ⅰ類と磨・凹石Ⅱ類が多い｡ 

石匙は 3点ともに平面形状や素材の用い方が類似する。1層出土の 1点のみ調整技術が異な

るが、非常にまとまった資料である。磨面2が両側辺と両端に認められる資料もある。（第 127

図－6） 

Ｅ地区 

組成…剥片石器類にはＴoolは一点もなく、礫石器の磨石類が 2点､磨､凹石類が 2点みとめ

られるのみである｡ 

次に、土器の観察により時間的にまとめられる包含層を一括して扱い、時期的な石器群の特

徴を抽出してみる。土器による変遷は①Ａ地区・Ｂ地区下層（第4、5層）②Ｂ地区上層（第1

～3層、4層上面）・Ｄ地区（③）Ｃ地区である。第7表は各時期ごとの石器組成表である｡ 

剥片石器は点数が尐なく定量的な分析はなしえない。上層になると器種が豊富になるが、こ

れは卖に全点数の差に帰せられるものと耂えられる。Ｂ地区の①、②の両者に存在する石錐、

石匙など、特に素材の形状を生かした石匙は共通した様相を呈し、①、②は剥片石器では区分

しえない時期なのかもしれない。ただしＤ地区のみに認められる特徴的な石匙も存在する｡ 

礫石器はある程度の点数が保証されたために、若干の様相の違いが明らかとなった。まず、

組成では磨石Ⅰ類、磨・凹石Ⅰ類は①・②とも同様に多いが、①に凹石が多く②には 1点しか

ないのに対して、②に磨石Ⅱ類、磨・凹石Ⅱ類が多く①に尐ない。これは①の時期には凹石が

磨石類と同じ割合で認められるが、磨面2をもつものが非常に尐ないこと、さらに②の時期に

は凹石は尐ないが、多尐の増減はあるものの磨石類は一定数以上あることを示している。大形

磨石は①に多い。さらに凹石は、①では非常に不整な形状を呈するのに対して、②の時期のも

の（第 117図－2、6）は形状が整っている｡ 

②の時期と分離されうる可能性の指摘された③の時期についてはＣ地区の出土量が尐ない

ために組成等の全体的な比較はなしえない。しかし、石核が3点と多いこと、彫刻刀形石器の

製作技術が特徴的なことが指摘しうる｡ 
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(2) 遺構とその出土遺物 

ⅰ 竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構 

調査区の北半部において､住居跡とみられる竪穴状の遺構､炉跡と耂えられる焼け面と、これ

を中心としたピット群などが計 14ケ所発見された。発見された項に1から14の番号を付した｡

14ケ所のうち、壁の立ち上がり・床面・柱穴・炉跡が確認された3ケ所（1、2、6号）につい

てのみ「竪穴住居跡」とした。これに対し、壁の立ち上がりが確認された4ケ所（3、4、10、

11号）を「竪穴状遺構」とした。さらに、掘り方を伴う焼け面と、これに伴うとみられる柱穴

状のピットの配置が確認された 7ケ所（5、7、8、9、12、13、14号）については、掘り方やピ

ットを含めて「焼け面遺構」とした。なお、周囲に掘り方や明確なピット群がみられない焼け

面も 11ケ所検出された。これらも炉跡の痕跡とみられるが、柱穴などのピットを伴わないこと

から、屋外炉とみられる。これら卖独の焼け面については記述を割愛する｡ 

以下、竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構について番号項にみていく｡ 

第1号竪穴住居跡 

〔位置・立地〕 調査区北西部のＡＯ・ＡＰ－101・102グリッドに位置する｡ 

〔確認面・確認状況〕 基本層位第Ⅳ層を掘り下げる過程で輪郭の一部が確認されたが不明瞭

であった。輪郭を明確に把握するため、暫時基本層位第Ⅴ層の地山・褐色シルト層上面まで下

げて確認した｡ 

〔平面形・重複〕 单端部は床面まで削られていたため单辺の輪郭は不明である。残存部の床

面での規模・平面形は東西約 6.0ｍ、单北約4.5ｍで、楕円形を呈している。北東隅は倒木痕跡

によって切られている｡ 

〔堆積土〕 黒褐色・暗褐色土の二層が見られる。周囲から流れ込んだ自然堆積の土層である｡ 

〔床 面〕 床面は炭化物を含む褐色土からなり、表面は平坦で堅くしまりがある。单辺部で

は床面は失われ、下部の第Ⅵ層の砂礫が出ている｡ 

〔壁〕 北半部だけ確認された。砂質シルトからなり、残存する高さは5㎝前後である。单辺

は失われている｡ 

〔焼け面〕 床面の中央からやや北寄りに 3 つの地床炉が検出された。いずれも平面形が 35

㎝×20㎝ほどの楕円形で、床面から 10㎝ほど掘り窪められたものである。東西方向に直線的

に並んでいる。底面はいずれも赤変し、堅く焼け締まっている｡ 

これらの单側に平行して東西に並んで2ケ所の焼け面が検出された。これらは床面の一部が

赤変したもので、掘り込みはなく、焼けの及んだ範囲は不整形である｡ 
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〔ピット〕 床面で柱穴とみられるピットが合計9つ確認された（1～7・10・11）。このうち

8 つは单辺を弧状に巡るように位置している。北辺には二つしか確認できなかった。柱痕跡は

いずれも確認されていない｡ 

〔住居掘り方〕 床面からの深さ約5㎝の住居の掘り方が確認された。底面は基本層位第Ⅵ層

の砂礫である。掘り方底面では、5つのピット（9・12～15）と、埋設土器、溝が確認された（第

132図）｡ 

〔床面出土遺物〕 土器・土偶・円盤状土製品・石器がある｡ 

土 器（第 133 図－1～6）；1～5 は深鉢の破片である。1～3 は口縁部が外傾する器形のも

の、4は胴部上半が膨らみ口縁部が内傾する器形のもの、5は胴部上半が膨らみ頸部で「く」の

字状にくびれる器形のものである。6 は浅鉢の破片で、口縁部下部に隆帯が巡るものである。

なお、4は旧河道堆積層第6層から同一個体が出土している｡ 

土 偶（第133図－9）土偶の腹部の破片である。脚部･胸部との境はいずれも粘土塊の接合

部分で破損している｡ 
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石 器（第135図）；剥片石器6点、礫石器4点が出土している｡ 

石 錐（3、6）どちらも横長の剥片の一端に、体部と連続する錐部を作出している｡ 

両極剥離痕ある石器（4）剥片を素材とし、二ケ所の対応する二辺に両極剥離痕が存在する｡ 

不定形石器（1、2、5）1は小形の剥片の末端腹面側に、浅い角度の連続的な加工が施されて

いる。5は両面加工石器の破損品の可能性が耂えられる｡ 

磨・凹石Ⅰ類（7、9）7 は非常に小形で偏平な礫を素材としている。9 の凹みは浅いもので

ある｡ 

磨石Ⅰ類（8、10）いずれもやや偏平でほぼ円形の礫を素材としている｡ 

8～10はまとまって出土しているが、10のみやや重いものの、ともに大きさに斉一性が認め

られる。しかし、凹みの存在する 9のみ平面形が若干楕円形を呈する｡ 

〔埋設土器〕 底部の無い、器高約 15 ㎝の小型の深鉢である（第 133 図－8）｡「Ｌ」字状の

溝状のピット上部にやや单に傾いた状態で埋設されていた｡ 

〔掘り方埋土出土遺物〕 土器・石器がある｡ 

浅鉢の破片（第133図－7）で、口縁下部に隆帯が巡るものである｡ 

石 器（第137図－1、8）；礫石器が 2点出土している｡ 

磨石Ⅰ類（1）、磨・凹石Ⅰ類（8） 

〔堆積土出土遺物〕 土器・土製品・石器がある。堆積土層中とくに第1層には多くの遺物が

含まれていた｡ 

土 器（第134図）；1～11は深鉢の破片である。1～3は頸部でくびれて口縁部が外傾する

器形のもの、4～6は波状縁の波頂部破片、7は胴部上半が脹らみ口縁部が外傾する器形のもの、

10・11は口縁部が複合口縁のものである。12・13は浅鉢の破片で、いずれも口縁部下部で屈曲

する器形のものである。8・9は体部・底部破片である。 

土製品（第134図－14）耳飾りの破片である。朱彩の痕跡がある｡ 

石 器（第136図・第137図－2～7）；剥片石器8点、礫石器6点が出土している｡ 

石 匙（同図－6）縦長剥片の打面部につまみを設け、剥片の形状をあまり変えない二次加

工がほぼ全周にわたりなされている｡ 

彫刻刀形石器（同図－5）ポジティブ面が 2 面（右図と左図）に認められ、剥片素材の石核

から剥離された剥片を素材とする。为要剥離面（右図）の左側辺に彫刻刀面が2回の加撃によ

り形成されている｡ 

篦状石器（同図－7）断面は台形を呈し、両側辺の急角度の加工面を打面として腹面に平坦

な加工が施されている。 
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両極剥離痕ある石器（同図－2・3）どちらも剥辺を素材とする。3の上端はつぶれが著しい。 

不定形石器（同図－8・9）9 は右側辺中央部に凸部があり、この部分が錐部として機能して

いた可能性も耂えられる。また、打面と二次加工面の縁辺は鋭角に交わり、この部分も錐部の

可能性が耂えられる｡ 

石 核（同図－10）節理面を多く含む礫を素材とする多打面の石核である｡ 

磨石Ⅰ類（第 137 図－3）、磨石Ⅱ類､（同図－5・6）、磨･凹石Ⅰ類（同図－7）、磨･凹石

Ⅱ類（同図－2・4） 
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第2号竪穴住居跡 

〔位置・立地〕 調査区北西部のＡＯ・ＡＰ・ＡＱ－97・98・99グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 遺構の確認面は、西半部は第Ⅵ層の段丘礫層、東半部は第Ⅴ層の砂質シルト層上

面である｡ 

〔平面形・重複〕 单北約 7.0ｍ、東西約 5.2ｍの不整形な形態である。北部と单東隅が倒木

痕跡によって切られている。北端では第11号竪穴状遺構と僅かに切り合っているが前後関係は

不明である。また、单端で1401号ピットに重複し、これを切っている｡ 

〔堆積土〕 堅く、しまりのある暗褐色土層が堆積している。周囲から流れ込んだ自然堆積の

土層である｡ 

〔床 面〕 地山の砂質シルトからなる。ほぼ平坦で堅くしまりがある｡ 

〔壁〕 西辺は第Ⅵ層の砂礫、東半部は第Ⅴ層の砂質シルトからなる。床面から緩やかに立ち

上がり、残存する高さは15㎝前後である｡ 

〔焼け面〕 床面のほぼ中央に、平面形が「く」の字状にくびれた帯状の細長い焼け面が検出

された。長さ約3ｍ、幅0.6ｍで、床面の砂質シルト層が赤変し堅く焼け締まったものである。

焼け面の北端には直径70㎝、深さ30㎝のピット1が検出された。さらに焼け面とピットの境

には偏平な河原石が埋設されている｡ 

〔ピット〕 床面で柱穴と耂えられる3つのピットが確認された（2～4）。このうち 2には柱

痕跡が認められる。焼け面の東辺寄りに分布しているが、西辺では検出されなかった｡ 
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〔床面出土遺物〕 石器がある｡ 

石 器（第143図－4）；石皿が出土している｡ 

石 皿 図左上から右下にかけて樋状に窪み、その部分に磨面が認められる。製形加工等は

認められない｡ 

〔堆積土出土遺物〕 土器・石器がある。住居の单半部の第 3層から多くの遺物が出土してい

る｡ 

土 器（第 140・141 図）；第 140 図は深鉢で胴部中程が脹らみ頸部でくびれて、口縁部が

外傾する器形である。口縁部の内面は肥厚している。平縁で､二種類の異なった形態の突起が交

互に配置されている。第141図－1～8も深鉢の破片である。1～4は頸部で「く」の字状にくび

れて口縁部が外傾する器形のもの、5～7は波状縁のもの、8は胴部が直立気味に立ち上がり口

縁部が外傾する器形のものである。9 は浅鉢の破片で、船底形の器形の波頂部破片である。こ

のうち 2は遺物包含層Ｂ地区第 4層から、6は遺物包含層Ｄ地区第 3層からそれぞれ同一個体

が出土している。 
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石 器（第142図・第143図－1～3）；剥片石器4点、礫石器3点が出土している。 

石 鏃（第142図－1）先端とかえし部を欠損するが、非常に薄く精緻である｡ 

石 錐（同図－2）剥片の一端に、体部と連続する錐部が作出されている。 
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石 核（同図－3・4）3・4は同一母岩である。3の左図中央の大きな面はポジティブであり、

剥片を素材とする。3・4はともに、中央図にみられるように、剥片生産に際して両極剥離も用

いられている｡ 

磨・凹石Ⅰ類（第143図－1・3）1は熱を受けたため、一部表面が剥落している｡ 

磨・敲石（同図－2）五面が使いこまれて、全体形状が偏平な柱状を呈する｡ 

〔ピット出土遺物〕 ピット 1から浅鉢の破片が出土している(第141図－10)。波状縁である｡ 
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第3号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区北西部のＡＱ・ＡＲ－96・97グリッドに位置する。 

〔確認面〕 第Ⅴ層の砂質シルト層上面で焼け面とその掘り方が確認された｡ 

〔重 複〕 焼け面および掘り方の北半部が倒木痕跡によって破壊されている｡ 

〔焼け面〕 掘り方の中央寄りに、焼け面が検出された。掘り方埋土のシルト質土が赤変し堅

く焼け締まったもので、残存する部分は半径1ｍほどの半円形である。掘り込みはみられない。

北半は倒木痕跡により失われている｡ 

〔掘り方〕 焼け面を同心円状にとり囲む单北約 1.6ｍ、東西約 2.3ｍの半円形の掘り方が確

認された。確認面からの深さは 5～10㎝で、埋土は黄褐色土である。底面・壁は第Ⅴ層の地山

砂質シルトからなり、底面はほぼ平坦である。壁は底面から緩やかに立ち上がっている｡ 

〔ピット〕 掘り方底面で2つのピット（1・2）が確認された。いずれも東辺の壁際に位置し

ている｡ 



 181 

第4号竪穴状遺構 

〔位置・立地〕 調査区の中央部やや北寄りのＡＴ・ＢＡ・ＢＢ－86・87グリッドに位置する。 

〔確認面〕 輪郭の一部は基本層位第Ⅳ層を掘り下げる段階で認められたが不明瞭だった。輪

郭を明瞭にするため、基本層位第Ⅴ層の地山砂質シルト層上面まで下げて確認した。 

〔重 複〕 他の遺構との重複はない。北辺部は確認の時点で床面が出たため、北部の輪郭は

捉えられなかった｡ 

〔堆積土〕 しまりのない黒褐色土が堆積している。周囲から流れ込んだ自然堆積の土層で、

将棋倒し状に堆積している｡ 

〔底 面〕 しまりのない暗褐色シルトからなる。上面はほぼ平坦である。北半は失われてい

るが、残存する底面の規模・平面形は東西約3.5ｍ、单北約4.9ｍの楕円形である｡ 

〔礫〕 砂礫からなる。床面から緩やかに立ち上がる。残存する高さは单側で 10 ㎝前後ある

が、北側は失われている｡ 

〔焼け面〕 竪穴底面の中央で、单側に並んで二箇所の焼け面が確認された。北側のものは平

面が径約 70 ㎝の円形で、单側のものは 75×150 ㎝の不整な楕円形である。いずれも底面から

10㎝ほど浅く掘り窪められ、内部に焼土が堆積し、底面は赤変し堅く焼け締まっている｡ 

〔ピット〕 竪穴底面で11個のピットが確認された(1～11)。柱痕跡の認められたものは無く、

配置に規則性もみられない｡ 

〔掘り方〕 竪穴底面からの深さ 5～15㎝の掘り方が確認された。掘り方底面・壁は第Ⅵ層の

砂からなる。埋土はしまりのない暗褐色シルトである｡ 

〔底面出土遺物〕 土器がある｡ 

土 器（第146図－1～3）；1・2は深鉢の破片である。1は頸部でくびれて口縁部が外傾す

る器形のもの、2は胴部のみの破片である。3は浅鉢の破片で、船底形の器形とみられる。口縁

部の内面は肥厚している｡ 

〔掘り方埋土出土遺物〕 石器がある｡ 

石 器（第146図－13） 

石 鏃 剥片を折断し、その後加工を施して平面形をほぼ三角形に整えているが、加工は部

分的であり未製品の可能性がある｡ 

〔堆積土出土遺物〕 土器・石器がある｡ 

土 器（第146図－5～11）；5～10は深鉢の破片である。5～7・9は頸部でくびれて口縁部

が外傾する器形のもの、8 は胴部上半が脹らみ口縁部が「く」の字状にくびれる器形のもの、

10は頸部のみの破片である。11は浅鉢の破片で、口縁部下部で屈曲する器形のものである。こ

のうち 2は遺物包含層Ｂ地区第4層から、3は遺物包含層Ｂ地区第5～3層と遺物包含層Ａ 
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地区から、それぞれ同一個体が出土している。 

石 器（第146図－12・14・15）剥片石器1点、礫石器2点がある。 
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尖頭器（12）大半を破損する｡ 

磨石Ⅰ類（14） 

磨・凹石Ⅱ類（15） 

第5号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区の中央部やや北寄りのＡＯ～ＡＱ－93～95グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 第Ⅴ層の砂質シルト層上面で二つの焼け面と掘り方が確認された。また、この掘

り方上面と周囲の地山上面でピット群が確認された｡ 

〔焼け面〕 单北に並んで二つの焼け面が検出された。いずれも平面が50×100㎝ほどの楕円

形で、深さ5㎝前後の浅い皿状に掘り窪められたものである。北のものは第Ⅴ層の砂質シルト

を、单のものは第Ⅴ層の砂質シルトと掘り方埋土を掘り込んだものである。掘り込みの底面は

堅く焼けしまっていて、焼土ブロックを含む土が堆積していた｡ 

〔ピット〕 焼け面の周辺でピット群が確認された。このうち柱痕跡の認められたものは6つ

で（1、3、4、6、7、8）で、焼け面と掘り方を取り囲むように分布している｡ 

〔掘り方〕 焼け面の单側に確認された。ただし、これは削り過ぎにより北半部が失われ、单

半部のみがかろうじて残ったものである。残存する部分の平面形は不整形で、東西約 4ｍ､单北

約3ｍである。埋土は黒褐色土で、確認面からの深さ、5～10㎝である｡ 

〔出土遺物〕 確認面とピット埋土から遺物が出土している。土器破片・石器がある｡ 

土 器（第148図－1～7）；いずれも深鉢の破片である。1は波状縁の波頂部の破片である。

3は口縁部が外傾する器形のもの、5は頸部で「く」の字状にくびれる器形のものである。その

他は胴部の破片で器形細部は明確でない。このうち1は遺物包含層Ｂ地区第4層から同一個体

の破片が出土している｡ 

石 器（第148図－8～12）； 

・ピット38 出土の石器（8） 

石核、表裏両面から剥片剥離がなされている。偏平であり、明確なポジティブ面は認められ

ないものの、剥片を素材とした可能性がある｡ 

・ピット1 出土の石器（9） 

両極剥離痕ある石器 剥片を素材とする｡ 

・ピット4 出土の石器（12） 

磨製石斧 刃部を欠損する。両面に使用時のものと思われる、刃部からの剥離状のものが認

められる｡ 

・堆積土出土の石器 

石 鏃（10） 

両極剥離痕ある石器（11）
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第6号住居跡 

〔位置・立地〕 調査区の東部やや北寄りのＡＳ・ＡＴ・ＢＡ－83・84グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 第Ⅴ層の砂質シルト層上面で確認された｡ 

〔平面形・重複〕 東西約6.8ｍ､单北約5.5ｍの東西方向の楕円形を呈する。单東部で倒木痕

跡と重複し、これを切っている｡ 

〔堆積土〕 黒・暗褐色シルト層が堆積している。周囲から流入した自然の堆積土である｡ 

〔床 面〕 厚さ2～3㎝の堅く締まりがある褐色シルトからなり、上面はほぼ平坦である｡ 

〔壁〕 砂質シルトからなる。床面から緩やかに立ち上がり､残りの良い单側で高さ約 10㎝で

ある｡ 

〔炉 跡〕 床面の西部に单北に並んで二つの地床炉が発見された。平面形はいずれも楕円形

で、大きさは北西部のものが 70×140 ㎝、单西部のものが 50×70 ㎝である。いずれも床面か

ら10㎝ほど浅く掘り窪められたものである｡ 

〔柱 穴〕 床面で11個のピットが確認された(1～11)。柱痕跡の認められたものは3のみで

ある。1～9は壁際に1.5～2.0ｍの間隔で位置している｡ 

〔住居掘り方〕 床面からの深さ 5㎝ほどの住居掘り方が確認された。埋土は暗褐色土で、底

面・壁は地山・第Ⅴ層の砂質シルトである｡ 

〔床面出土遺物〕 

土器破片・土製品・石器がある｡ 

土 器（第150図－1～7）；1～6は深鉢の破片である。1は頸部でくびれて口縁部が外傾す

る器形で口縁部の内面は肥厚している。2は口縁部が外反する器形で小波状縁である。4は胴部

が開きつつ立ち上がり、口縁部が外傾する器形である。3は胴部、5は頸部、6は底部の破片で

ある。7は浅鉢で、口縁下部で屈曲する器形である｡ 

土製品（第150図－9・10）9は環状の土製品で外面に沈線文が施されている｡10は土錘であ

る｡ 

石 器（第151図）；剥片石器1点 礫石器5点が出土している｡ 

不定形石器（1）二側辺とも背面から力が加わり折れている。上端腹面側の調整は折面を切

っている。この調整は背面側の調整も切っており、折断後の再加工と思われる｡ 

磨石Ⅰ類（3・5） 

凹石（2）分厚い楕円形の礫を素材とする。表裏二面の凹みは非常に深く鋭いものであるが、

側面の凹みは浅いものである｡ 

磨・凹石Ⅱ類（4） 

石皿（6）平坦な両全面に磨面が認められ、石皿の破片と耂えられる。 
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〔堆積土出土遺物〕 土器破片・石器がある｡ 

土 器（第 150 図－8）；小型の深鉢である。胴部が直立気味に立ち上がり、口縁部が外傾

する器形である｡ 

石 器（第152図）；礫石器が5点出土している｡ 

磨石Ⅰ類（1～3） 

凹石（4）非常に不整な亜円礫を素材とし、表裏二面の中央部に凹みが認められる｡ 

磨・凹石Ⅰ類（5）片面の中央部付近に散漫な浅い凹みが認められる｡ 
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第7号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区の東端のＡＯ・ＡＰ・ＡＱ－85・86グリッドに位置する。東側は轟川

にのぞむ崖面になっている｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で二つの焼け面と掘り方が確認された。また、

この掘り方上面とその周囲の確認面でピット群が発見された｡ 

〔重 複〕 掘り方の北西隅が倒木痕跡により切られている。この他掘り方埋土を切る浅いピ

ットが多数確認されている｡ 

〔焼け面〕 北寄りの掘り方の上面で、单北に並んで二つの焼け面が検出された。北側のもの

は 140×120 ㎝の不整な楕円形、单側のものは 60×150 ㎝の单北に細長いものである。北側の

ものは掘り方上面から10㎝程浅く掘り窪められたものである。单側のものは掘り方埋土が赤変

したものである｡ 

〔掘り方〕 焼け面を中心にして東西約 4ｍ、单北約 7.2ｍの不整な平面形の掘り方が確認さ

れた。ただし東部は立野川に向かった斜面に移行していて侵食が著しい。残存する部分での確

認面からの深さは5㎝前後で、埋土は黄褐色シルトである｡ 

〔ピット〕 掘り方埋土の上面とその周辺の地山上面で多数のピットが確認された。このうち

柱痕跡の認められたものは2～6・8の6つである。また、北西部の倒木痕跡下で確認されたピ

ット 7の底面には、礎盤状の河原石があった。これら2～8の7つのピットの分布は、掘り方と

焼け面を取り込むように分布している。他のピットは浅く、不整な形のものである。なお、ピ

ット 1の埋土から同一母岩のフレイクが出土している｡ 

〔ピット出土遺物〕 掘り方埋土を切るピット（13～16）から土器破片が出土している｡ 

土 器（第154図－1～7）；いずれも深鉢の破片である。1・2は頸部でくびれて口縁部が外

傾する器形である。5 は胴部が直立気味に立ち上がり頸部で屈曲して口縁部が外反する器形で

ある。4は胴部上半が脹らみ頸部で「く」の字状にくびれる器形である。3は胴部、6・7は胴

部～底部の破片である｡ 



 193 

 



 194 

 



 195 

 



 196 

石 器 

ピット1出土の石器（第154図－8～13） 

ピット1より同一母岩の石器・剥片類が54点出土した。その内訳は､彫刻刀形石器1点、両

極剥離痕ある石器2点、不定形石器3点、剥片48点である。剥片の中には破片と呼べるような

小さなものや折れているものなどを含む。石材がもろいため縁辺が磨減しているものが多く、

微細な剥離痕の観察はなしえない。一部接合するものもあるが、石核の形状やその素材、剥片

剥離工程などが復原しうるほどの接合ではない。火熱を受けた痕跡のあるものは僅かである。

当ピット出土の全ての石器類の属性表を第4表に示した｡ 

彫刻刀形石器（8）剥片の打面側に背腹両面から調整がなされて打面部が除去され、その後、

剥片の側辺を打面として彫刻刀面が形成されている｡ 

両極剥離痕ある石器（9・10） 

不定形石器（11～13） 

・ピット11出土の石器（第155図－4） 

磨・凹石Ⅰ類 

・ピット26出土の石器（同図－5） 

磨・凹石Ⅱ類 

〔掘り方埋土出土遺物〕 石器がある｡ 

石 器（第155図－1～3、6～8） 

磨石Ⅰ類（1～3）いずれも表裏両面に磨面が認められる｡ 

磨・凹石Ⅰ類（6） 

磨製石斧（7・8）8 は先端部である。両面に使用時のものと思われる刃部からの剥離状のも

のが認められる｡ 

第8号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区の東寄りのＡＲ・ＡＳ・ＡＴ－87・88・89グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で二つの焼け面と掘り方が確認された｡ 

〔重 複〕 掘り方の東辺部は倒木痕跡によって切られている｡ 

〔焼け面〕 掘り方のほぼ中央に单北に並んで二つの焼け面が検出された。北側のものは 160

×80㎝､单側のものは 150×60㎝である。いずれも掘り方埋土が深さ 5㎝ほどにわたって赤変

したもので、平面形は单北に長い不整な楕円形を呈する｡ 
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〔確認面上部基本層位取り上げ遺物〕 遺構確認面上部から土器がまとまって出土している。

これらは基本層位出土として取り上げられているが、遺構の確認状況からみて、遺構の堆積土

に含まれていた遺物とみられる｡ 

土 器（第158図－6～9）；7～9は深鉢の破片である。9は頸部で「く」の字状にくびれて

口縁部が外傾する器形である。7・8 は波状縁の器形で、波頂間の口縁部～頸部の破片である。

9 は波状縁の浅鉢の波頂部の破片である。これらのうち、口縁部資料はいずれも内面が肥厚し

ている｡ 

〔柱穴・ピット〕 掘り方上面で、多くのピットが確認された。柱痕跡の認められたものは、

1～3・5・7・10・16の7つである。また、4・6・8・9・11～15の9つのピットは、柱痕跡は認

められないが、いずれも深さがあり、焼け面を挟んで東西にほぼ対象に分布している｡ 

〔掘り方〕 焼け面を取り込む单北 8ｍ×東西 3ｍほどの楕円形の掘り方が確認された。確認

面からの深さは10㎝前後で、埋土は褐色土で堅くしまりがある｡ 

〔焼け面・ピット出土遺物〕 焼け面とピット（5・7・19）からそれぞれ土器破片・石器が出

土している｡ 

土 器（第 158図－1～5）；いずれも深鉢の破片である。1は頸部で「く」の字状にくびれ

て口縁部が外傾する器形である。2・5は波状縁で、2は波頂部、5は波頂部下部の破片である。

3は胴部が直立気味に立ち上がり口縁部は複合口縁になっている。4は胴部の破片である。これ

らのうち、口縁部資料はいずれも内面が肥厚している｡ 

石 器（第158図－9） 

磨製石斧 焼け面から出土している。ほぼ完形品である。焼けているため、ひびや剥落が多

く認められる｡ 
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第9号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区の中央部やや北寄りのＡＯ・ＡＰ・ＡＱ－91・92グリッドに位置する。 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で二つの焼け面とピット群が検出された｡ 

〔焼け面〕 焼け面が单北に二つ並んで確認された。北のものは東西約50㎝、单北約1.2ｍで

不整な楕円形、单のものは直径約 20㎝の円形を呈している。いずれも地山の砂質シルト（基本

層位第Ⅴ層）が赤変したもので、掘り込みなどはみられない。焼け面の周辺は单北約 8ｍ､東西

約6ｍの範囲がほぼ平坦になっている｡ 

〔周辺のピット群〕 焼け面の周囲に多数のピットが確認された。このうち 1、2 の二つには

柱痕跡が認められた｡ 

第10号竪穴状遺構 

〔位置・立地〕 調査区のほぼ中央部のＡＴ・ＢＡ・ＢＢ－95・96グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で確認された｡ 

〔平面形・重複〕 東西約 7.5ｍ、单北約 5.2ｍの不整な形である。单部、東部、中央部が倒

木痕跡によって切られている。また单端部は第4501号土壙に切られている｡ 

〔堆積土〕 暗褐色系のシルトが堆積している。周囲から流入した、自然堆積の土層である｡ 

〔底 面〕 砂質シルト層（基本層位第Ⅴ層）からなる。ほぼ平坦で堅くしまりがある。 

〔壁〕 砂質シルト層（基本層位第Ⅴ層）からなる。底面から極く緩やかに立ち上がり、最も

残りの良い单～東側で高さ10㎝前後である｡ 

〔焼け面〕 東寄りの底面で、单北の二ケ所に焼け面が検出された。いずれも底面が赤変した

もので、掘り込みはない。いずれも70×50㎝の不整形である。 

〔ピット〕 底面で11個のピット（1～11）が確認された。ピット9には柱痕跡が認められた。

壁沿いに位置しているものが多い。ピット2からは剥片がまとまって出土した｡ 

〔底面・ピット出土遺物〕 底面とピット（1・2）からそれぞれ土器破片・石器・剥片が出土

している｡ 

土 器（第 161 図－1・4・7）；1 は浅鉢の口縁部の破片である。4 は深鉢の胴部の破片、7

は底部～胴部の破片である｡ 

石 器 

底面出土の石器（第161図8） 

不定形石器 ほぼ全周に粗い調整がなされ、縁辺は鋸歯状を呈する｡ 



 201 

 



 202 
 



 203 
 



 204 

ピット出土の石器（第161図9～13） 

・ピット1出土の石器（9） 

石 匙 縦長剥片の末端部両側辺に錯向剥離によりつまみ部を作出している。縁辺の一部に

微細な剥離痕が認められるものの、つまみ部以外に明確な二次加工はなされていない｡ 

・ピット2出土の石器（10～13） 

ピット2より同一母岩の石器・剥片類が124点出土した。その内訳は､彫刻刀形石器 2点､ノ

ッチ 1点､石核1点､二次加工ある剥片27点､微細剥離痕ある剥片44点､剥片49点である。パテ

ィナの発達しない石材のため、後世(発掘時・整理時)などについたキズ等の区別が容易ではな

いため、二次加工や微細剥離痕ある剥片数は差し引いて耂える必要がある。11組接合するがそ

れらや剥片の背面の観察によると、剥片は多打面の石核から生産されたものである。火熱を受

けた痕跡のあるものは僅かである。当ピット出土の全ての石器類の属性表（第5表）を示した｡ 

彫刻刀形石器（10・11）10は剥片の末端部の折断面を打面として、一回の加撃により彫刻刀

面を作出している。他に明確な二次加工痕は認められない。11は剥片の末端部に背面を打面と

して数回の加撃により彫刻刀面を作出している。それに先立って、両極剥離により剥片の末端

部を折断している。これも他に二次加工痕は認められない｡ 

ノッチ（12） 

石 核（13）剥片を素材とし、その打面側を折断して石核の打面を設定している｡ 

〔堆積土出土遺物〕 土器破片・石器がある｡ 

土 器（第 161図－2・3・5・6）；3は胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部

が外傾する器形である。6は波状縁の波頂部の破片で1ある。5は口縁部～頸部の破片で、口縁

部の内面は肥厚している｡ 

石 器（第161図－14） 

磨石Ⅰ類、磨面と擦痕が認められる｡ 

第11号竪穴状遺構 

〔位置・立地〕 調査区中央部北辺のＡＯ－98 グリッドに位置する。遺構の单部が確認され、

北部は調査区外まで延びている｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で確認された。ただし、遺構の掘り込み面は

調査区北壁の土層断面の観察により基本層位第Ⅳ層上面であることが確認された｡ 

〔平面形・重複〕 全体の平面形は不明である。確認された部分は、東西約4ｍ､单北約 2.5ｍ

の半円形である。单端部は倒木痕跡によって切られている。また、同層位で第2号竪穴住居跡

と重複しているが前後関係は不明である｡ 
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〔堆積土〕 暗褐色シルト層が堆積している。周囲から流入した、自然堆積の土層である。 

〔壁〕 確認面からの残存壁高は 5㎝前後である。ただし、北辺の土層断面では掘り込み面の

Ⅳ層上面から20㎝の壁高が確認される。壁は地山の砂質シルト（基本層位第Ⅴ層）からなる。

底面から緩やかに立ち上がる｡ 

〔底 面〕 砂質シルト層（基本層位第Ⅴ層）からなる。ほぼ平坦で堅くしまりがある。遺構

中央の底面には、单北に細長い浅い窪みがあり、その内部には多量の炭化物が堆積している｡ 

〔ピット〕 底面で 2つのピットが確認された。いずれも柱痕跡は認められない。2は上記の

炭化物層を切っている｡ 

〔堆積土出土遺物〕 竪穴内堆積土から土器破片・石器が出土している｡ 

土 器（第 163図－1～6）；いずれも深鉢の破片である。1は胴部上半が脹らみ、口縁部が

直立気味に立ち上がる器形である。2は波状縁の波頂間の口縁部～頸部の破片である。3・4は

口縁部が複合口縁になっている。5は底部、6は胴部の破片である｡ 

 

 



 206 

石 器（第163図－7～9） 

スクレイパー（8）一側辺に連続的な調整剥離によってスクレイパー・エッジが作出されて

いる｡ 

不定形石器（7・9）7 は両面の周辺全周に加工が施されている。下部が肥厚し、末端は箆状

石器の刃部に類似する。9は二次加工の施された縁辺が鋸歯状を呈する｡ 
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第12号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区のほぼ中央部のＢＡ・ＢＢ－98グリッドに位置する｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で焼け面が確認された｡ 

〔焼け面〕 单西・北東に細長い焼け面である。焼け面の両端は浅く掘り窪められている。掘

り込み部分はいずれも直径約 70㎝の円形である｡ 

焼け面の周辺の確認面は平坦である。その西辺には遺構の輪郭の一部とみられる5㎝前後の

壁の立ち上がりが確認された｡ 

〔ピット〕 焼け面周辺の平坦面で4つのピット（1～4）が確認された。柱痕跡の認められた

ものはない｡ 
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〔出土遺物〕 遺構確認面とその上部から土器破片・石器が出土している。確認面上部の基本

層位で取り上げられた遺物も、遺構の確認状況からみて、遺構の堆積土に含まれていた遺物と

みられる｡ 

土 器（第165図－1～5）；いずれも深鉢の破片である。1・2は口縁部の破片で2は突起が

付いている。3～5は胴部の破片である｡ 

石 器（第165図－6） 

石 匙 大形の縦長剥片を素材とする。末端になるにつれて肥厚し、幅も広くなる。末端は

自然面であり、二次加工も施されていない｡ 
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第13号焼け面遺構 

〔位置・立地〕 調査区の北西部のＡＲ・ＡＳ－96・97グリッドに位置する。 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で掘り方が確認され、その上面で焼け面と 4

つのピットが確認された｡ 

〔重 複〕 掘り方の東辺を第2501号土壙が切っている｡ 

〔焼け面〕 掘り方の中央で、单北方向に細長い焼け面が二ケ所並んで検出された。いずれも

平面形は楕円形で､单側のものは 1.2ｍ×0.7ｍ、北側のものは1.1ｍ×0.6ｍである。掘り方の

埋土が赤変したものである｡ 

〔ピット〕 掘り方の確認面で 4つのピットが確認された。柱痕跡の認められたものはない｡ 
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〔掘り方〕 掘り方の单部の輪郭は削り過ぎたため不明確である。残存する部分の平面形・規

模はおよそ4ｍ四方の隅丸の方形状である｡ 

確認面から掘り方中央の底面までは深さ5～10㎝前後で埋土は黄褐色土である｡ 

〔出土遺物〕 遺構確認面上部の基本層位で取り上げられた土器がある。遺構の確認状況から

みて、これらは遺構の堆積土に含まれていた遺物とみられる｡ 

土 器（第167図－1～5）；1～4は深鉢の口縁部の破片である。1・3は波状縁の口縁部で、

1は波頂部、3は波頂間の破片である。3の口縁部の内面は肥厚している。4は複合口縁になっ

ている。5は浅鉢で、口縁部下部で屈曲し口縁部が直立気味に立ち上がる器形である｡口縁部の

内面は肥厚している。なお5は遺物包含層Ｂ地区に位置する倒木痕跡から同一個体が出土して

いる｡ 
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第14号焼け面 

〔位置・立地〕 調査区北東部のＡＴ・ＢＡ－78・79グリッドに位置する。当遺構の東約5ｍ

は立野川に臨む崖面となっている｡ 

〔確認面〕 基本層位第Ⅴ層の地山の砂質シルト層上面で掘り方が確認され、その上面で焼け

面が確認された。また周囲の地山上面でピット群が確認された｡ 

〔焼け面〕 掘り方中央に細長い焼け面が单北に二ケ所並んで検出された。いずれも平面形は

单北に長い不整な楕円形で、单側のものは1.5ｍ×0.7ｍ、北側のものは2.0ｍ×0.6ｍである。

これらの焼け面は掘り方の埋土が赤変し堅く締まったものである｡ 

〔掘り方〕 焼け面の周囲に单北約4.5ｍ､東西約2ｍの細長い掘り方が検出された。焼け面は

掘り方の中央に長軸に沿って並んでいる。確認面からの深さは 15㎝前後で、埋め土は暗褐色土

で炭化物を含んでいる｡ 

〔ピット〕 掘り方の確認面とその周辺でピットが検出された。柱痕跡の認められたものは無

い。これらは焼け面・掘り方を取り囲むように分布している｡ 
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ⅱ 埋設土器遺構 

ピット内から土器が埋設された状態で出土した3つのピットを「埋設土器遺構」とした。 

第1号埋設土器遺構 

〔位置・確認面〕 ＡＰ－100 グリッドに位置する。基本層位第Ⅳ層上面でピット内に埋設さ

れた土器が確認された。 

〔ピット〕 土器より僅かに大きい程度のものである。平面形が円形で、確認面での直径が約

25㎝、確認面からの深さは10㎝ほどである。ピット内には暗褐色土が堆積していた｡ 

〔土器の出土状況〕 発見された土器は深鉢の底部である。ピットの底面に正立の状態で埋置

されていた｡ 

〔埋設土器〕（第 169 図－1）土器は底部から約 8 ㎝上の位置の輪積み痕跡の部分までのもの

で、上端面はほぼ水平で、端部は磨滅し丸みがある｡ 

第2号埋設土器遺構 

〔位置・硬認面〕 ＡＰ－100グリッドに位置する。第 1号埋設土器遺構の单西部隣にある。

基本層位第Ⅳ層上面でピット内に埋設された土器が確認された｡ 

〔ピット〕 平面形が円形で、確認面での直径が約50㎝、深さ12㎝である。堆積土は炭化物

を多く含む暗・黒褐色土である。ピットの壁・底面は砂質シルト層（基本層位第Ⅴ層）からな

り、底面は丸みがあり、壁は緩やかに立ち上がる｡ 

〔土器の出土状況〕 発見された土器は深鉢の底部である。ピットの底面から僅かに浮き、底

部が北東に傾いた状態で出土した｡ 

〔埋設土器〕（第 169 図－2）土器は底部から約 6 ㎝上の輪積み痕跡の部分までのもので上部

は破損している｡ 

第3号埋設土器遺構 

〔位置・確認面〕 ＡＯ－91グリッドに位置している。基本層位Ⅴ層上面でピット内に埋設さ

れた土器が確認された｡ 

〔ピット〕 平面形が円形で、確認面での直径が約50㎝、深さ55㎝である。堆積土は 3層認

められる。いずれも木炭粒を含み、人為的な埋め土と耂えられる。 

〔土器の出土状況〕 深鉢、浅鉢各 1点が、ピット内堆積土上層の第1層から出土した。確認

した時点では、土器は破損していたが、破片の分布状況からみて、深鉢が下になり、浅鉢がこ

れを覆っていたものとみられる｡ 

〔埋設土器〕 浅鉢・深鉢とも軟質の焼成で、器表面の磨滅が著しい｡ 

深 鉢（第170図－1）は胴部下半から底部にかけて欠損している。口縁部は鋸歯状で､胴部

は開き気味に立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部は内弯気味に立ち上がる器形である｡ 
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浅 鉢（第 170 図－2）は朱が彩色された痕跡の残るもので、体部から口縁部にかけての大

半が欠損している。小波状口縁で山形の突起が二つ付き、突起下部には透かし孔が開いている。

体部上半で内弯して口縁部は直立し、その内面は肥厚している。なお、口縁部の突起部分の破

片は遺物包含層Ｄ地区第2層から出土したものである｡ 
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ⅲ 土 壙 

19基ある。規模・形態は多様である。以下、土壙番号の項に記述していく｡ 

第0201号土壙（第171図） 

〔位置・確認面〕 ＡＮ・ＡＯ－104・105グリッドに位置する。基本層位第Ⅳ層上面で確認さ

れた｡ 

〔平面形・規模〕 東西3.6ｍ、单北2ｍの東西に長い不整な隅丸長方形を呈する｡ 

〔堆積土〕 3層に分かれる。周囲から流入し、自然に堆積した土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の礫層（基本層位第Ⅵ層）からなる。底面はほぼ平坦

で、壁は底面から緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約15㎝である｡ 

〔遺物の出土状況〕 堆積土各層から多くの土器破片が出土している。いずれも細片で出土状

況にまとまりはない｡ 

〔出土遺物〕 堆積土各層から土器・石器が出土している｡ 

土 器（第 171図－1～4）；いずれも深鉢の破片である。1・2は口縁部～胴部上半の破片、

3は頸部、4は底部のみのものである。 

石 器（第171図－5） 

石 錐 縦長剥片の末端にのみ調整剥離が施され錐部が作出されている｡ 

第0501号土壙（第175図） 

〔位置・確認面〕 ＡＯ－95グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の砂質シルト層上面で確認

された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は不整を楕円形である。確認面での規模は1.05ｍ×7.5ｍである。 

〔堆積土〕 1層みられる。自然堆積の土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は丸みがあり、壁は緩や

かに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約20㎝である。出土遺物はない｡ 

第0605号土壙（第172図） 

〔位置・確認面〕 ＡＰ－92グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の地山砂質シルト層上面で

確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形態は東西に長く、不整な隅丸長方形を呈している。確認面での規模

は132×90㎝、底面では112×84㎝で、西半は幅がややせばまっている｡ 

〔堆積土〕 2層認められる。木炭粒を含む褐色の均質な堆積土である。 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面はほぼ平坦で、壁は直立

気味に立ち上がる。確認面から底面までの深さは32㎝である｡ 
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〔遺物の出土状況〕 異形石器 2点、石匙1点がある。異形石器2点はピット東部の底面直上

に約8㎝離れて並んで出土している。石匙は土壙のほぼ中央の底面直上で出土している｡ 

〔出土遺物〕 

石 器（第172図－1～3） 

異形石器（1・2）同一母岩の剥片を素材とする。1 がやや大きく、弯曲し両端も鋭い。形状

は骨角器製の釣針に類似する｡ 

石匙（3）素材剥片の形状を残す。ほぼ全周に細かな調整が施され、僅かな抉りで作出され

たつまみ部付近には、稜上からの調整も認められる｡ 
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第0610号土壙（第173図） 

〔位置・確認面〕 ＡＯ－90グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の地山・砂質シルト層上面

で確認された。東半部が第0618号土壙と重複し、これを切っている｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は東西に長く、不整な楕円形もしくは隅丸長方形状を呈する。確認

面での規模は96×82㎝、底面は 70×54㎝である｡ 

〔堆積土〕 円礫、木炭粒を含む黄褐色砂質シルトが堆積している。均質な堆積土である｡ 
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〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルト層からなる。底面は平坦で、壁の立ち上

がりは急である。確認面から底面までの深さは29㎝である｡ 

第0618号土壙（第173図） 

〔位置・確認面〕 ＡＯ－90グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の地山・砂質シルト上面で

確認された｡ 

〔平面形・規模〕 西半部が第 0610 号土壙と重複し、これに切られている。平面形は東西に

長い楕円形である。確認面での規模は112×84㎝、底面は80×52㎝である｡ 

〔堆積土〕 木炭粒を含む黄褐色砂質シルトが堆積している。均質な堆積土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、壁の立ち上が

りは急である。確認面から底面までの深さは30㎝である｡ 

第0616号土壙（第173図） 

〔位置・確認面〕 ＡＮ－92グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の地山・砂質シルト層上面

で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 東半が倒木痕跡によって切られている。確認面での規模は单北の幅 94㎝、

東西の残存する長さ92㎝である｡ 

〔堆積土〕 木炭粒を含む褐色砂質シルトが堆積している。均質な堆積土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、壁はほぼ垂直

に立ち上がる。確認面から底面までの深さは48㎝である｡ 

〔出土遺物〕 堆積土から石器が出土した｡ 

石 器（第173図－1） 

不定形石器（1）剥片の腹面側に末端がステップ状を呈する粗い調整剥離が施されている｡ 

第0706号土壙（第174図） 

〔位置・確認面〕 ＡＮ－70グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層の地山・砂質シルト層上面

で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 東西に長い隅丸長方形状を呈する。確認面での規模は 128×100 ㎝、底面

では 92×68㎝である｡ 

〔堆積土〕 2層認められる。均質な堆積土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面はほぼ平坦である。西側

の壁はほぼ垂直に立ち上がり、他も立ち上がりは急である。確認面から底面までの深さは 32

㎝ある｡ 

〔遺物の出土状況〕 西端の壁際に口縁部を押し付けた状態で深鉢が出土した。倒立し、底部

が僅かに落ち込んでいたが、原形をほぼ保っていた｡ 
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〔出土遺物〕 土器（第 174 図－1）；胴上部が脹らみ、頸部で「く」の字状にくびれて口縁

部が外傾する器形である。平縁で、二山形の突起が4つ付く｡ 
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第0809号土壙（第175図） 

〔位置・確認面〕 ＡＯ－88グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は直径約80㎝の整った円形である｡ 

〔堆積土〕 3層みられる。いずれも自然堆積の土層である。 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は丸みがあり、壁は緩や

かに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約40㎝である。出土遺物はない｡ 

第1616号土壙（第175図） 

〔位置・確認面〕 ＡＰ－93グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は直径約90㎝の円形である｡ 

〔堆積土〕 1層みられる。地山に類似した均質で炭化物を含む土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、壁は底面から

緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約40㎝である。单部にはテラス状の部分が

みられる｡ 

〔出土遺物〕 堆積土中から石鏃が1点出土したが紛失した｡ 

第1701号土壙（第175図） 

〔位置・確認面〕 ＡＱ－90、91グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は单北方向に長い不整な楕円形である。確認面での規模は 110㎝×

80㎝である｡ 

〔堆積土〕 3層みられる。自然堆積ではない｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、壁は急な立ち

上がりである。確認面から底面までの深さは約50㎝である｡ 

〔出土遺物〕 堆積土から石器が出土した｡ 

石 器（第175図－1） 

石匙（1）剥片の末端につまみ部を作出している。背面右側辺にのみ調整剥離が施され、下

端には素材剥片の打面部が残っている。堆積土中から出土している｡ 

第1820号土壙 

〔位置・確認面〕 ＡＱ－87グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は直径約60㎝の円形である｡ 

〔堆積土〕 1層みられる。均質な堆積土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、壁の立ち上が

りは急である。確認面から底面までの深さは約30㎝である｡ 
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〔遺物の出土状況〕堆積土中から土器一点と、六角柱状の川原石が出土した。いずれも出土状

況は不明である｡ 

〔出土遺物〕（第 175 図－2）；深鉢である。口縁部に突起が付く。胴部が開き気味に立ち上

がり、頸部で屈曲して口縁部が外傾する器形である。口縁部は複合口縁である｡ 

第2301号土壙（第176図） 

〔位置・確認面〕 ＡＱ、ＡＲ－101、102 グリッドに位置する。基本層位第Ⅵ層(段丘礫層)

上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は单北方向に長い不整な楕円形である。確認面での規模は 3ｍ×1.2

ｍである｡ 

〔堆積土〕 1層みられる。自然堆積の土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の礫層からなる。底面は丸く窪み、壁は底面から緩や

かに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約30㎝である。北部の底面には低い壁が立ち上

がり、仕切り状になっている｡ 

〔遺物の出土状況〕 堆積土中から土器破片と石器が出土した｡ 

〔出土遺物〕 土器・石器がある｡ 

土 器（第 176 図－1）；深鉢である。波状口縁で、胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈

曲し、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形である｡ 

石 器（第176図－2・3） 

磨石Ⅰ類（2）両面に磨面1が認められる｡ 

磨石Ⅱ類（3）四面とも非常に使いこまれており、断面形はほぼ長方形を呈する。 

第2501号土壙（第177図） 

〔位置・確認面〕 ＡＲ、ＡＳ－96グリッドに位置する。基本層位第Ⅴ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は直径約90㎝の円形である｡ 

〔堆積土〕 2 層みられる。单半部の底面には土壙上部の崩落土とみられる地山ブロックが堆

積している｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面は平坦で、北部はトンネ

ル状にもぐりこみ壁の立ち上がりは急である。確認面から底面までの深さは約35㎝である｡ 

〔出土遺物〕 石器がある。 

石 器（第177図－1） 

磨・凹石Ⅰ類（1） 
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第2601号土壙（第178図） 

〔位置・確認面〕 ＡＲ､ＡＳ－94､95グリッドに位置する。基本層位第Ⅵ層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 東半で倒木の痕跡と重複し、これを切っている。平面形は单北方向に長い

楕円形である。確認面での規模は 300×150㎝である｡ 

〔堆積土〕 3層認められる。周囲から流入し、自然に堆積した土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の礫層（基本層位第Ⅵ層）からなる。底面は单側がや

や低くなっているが、ほぼ平坦である。壁は底面から緩やかに立ち上がる。確認面から底面ま

での深さは約20㎝である｡ 

底面の中央北寄りに小さなピットと焼け面が検出された。焼け面は径約 40 ㎝の円形に底面

が赤変したもので、掘り込みはない。小さなピットは径約 40㎝､深さ約20㎝で､第2601号ピッ

トより古く、直接伴うものではない｡ 

〔遺物の出土状況〕 堆積土 2・3 層から多量の土器破片・石器が出土した。土器はいずれも

破片である｡ 

〔出土遺物〕 土器破片・石器がある｡ 

土 器（第 179・180）；いずれも深鉢の破片である。第 179 図－1・2 は頸部で屈曲し、口

縁部が内弯気味に立ち上がる器形である。いずれも波状口縁で、口縁部の内面は肥厚している。

第179図－3は胴部上半が脹らみ、頸部でくびれて､口縁部が直立気味に立ち上がる器形である。

波状口縁で、口縁部の内面は肥厚している。第180図－1は胴部上半が脹らみ､頸部で「く」の 
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字状にくびれる器形である。波状口縁で、口縁部の内面は肥厚している。第180図－2・3は胴

部から口縁部にかけて開きつつ立ち上がる器形である。第 180図－4は胴部上半が僅かに膨ら

み、口縁部が直立気味に立ち上がる器形である。平縁で突起が付いている。5 は胴部上半が脹

らみ、頸部で「く」の字状にくびれるもので、土器を横に押し潰したような器形である｡ 

これらのうち、第179図－1は遺物包含層Ｂ地区第4層上面から、第190図－1は､遺物包含

層Ｂ地区第4層からそれぞれ同一個体の破片が出土している。 

石 器（第178図－1・2） 磨石Ⅰ類 
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第3501号土壙（第180図） 

〔位置・確認面〕 ＢＡ－グリッド､第 10 号竪穴状遺構の中央部に位置する。第 10 号竪穴状

遺構確認面の堆積土上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は台形状で、確認面での規模は 80×75㎝である｡ 

〔堆積土〕 4層みられる。周囲から流入し、自然に堆積した土層である。 
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〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面はほぼ平坦である。壁の

立ち上がりは急である。確認面から底面までの深さは約 35㎝である｡ 

〔出土遺物〕 石器がある｡ 

石 器（第18図－1・2） 

磨石Ⅰ類（1） 

石皿（2）両端が破損する。もとは楕円形を呈していたものと耂えられる。片面ほぼ全面に

磨面 1が認められる。1・2ともに堆積土上層の1層から出土している｡ 

第3502号土壙（第182図） 

〔位置・確認面〕 ＡＴ－95グリッド､第10号竪穴状遺構の北西隣に位置する。基本層位第Ⅴ

層上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は楕円形で、確認面での規模は 115×100㎝である｡ 

〔堆積土〕 礫を含む極暗褐色土層である。自然の堆積土である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面はほぼ平坦であるが、東

よりの底面にピット状の窪みが認められる。壁は底面から緩やかに立ち上がる。確認面から底

面までの深さは約10㎝である｡ 

〔出土遺物〕 石器がある｡ 

石 器（第182図－1～4） 

スクレイパー（1）先端部の調整は角度がやや浅く、末端がステップ状を呈し、両側辺のや

や急角度の調整とは異なる｡ 

石核（2）左図上部が打面部と耂えられる。剥片生産に際しての規則性は認められない｡ 

磨・凹石Ⅱ類（3）一側辺を欠損するが、三面は非常に使い込まれている。凹みは浅い。 

石皿（4）火熱を受け破損している。表面の状態が悪く、磨面1は一部にしか認められない｡ 

第4501土壙（第183図） 

〔位置・確認面〕 ＢＣ-95､96グリッド､第10号住居跡の单側に位置する。基本層位第Ⅴ層上

面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕北東半で倒木の痕跡と重複し、これに切られている。同じく、第 10 号竪穴

状遺構と重複し、これを切っている。平面形は单北方向に長い楕円形で、確認面での規模は 430

×200㎝である｡ 

〔堆積土〕周囲から流入し､自然に堆積した土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕壁・底面とも地山の砂質シルトからなる。底面はほぼ平坦である。北東よ

りの位置に焼け面が僅かに認められるが、大半が倒木痕跡に切られていて不明である。壁は底

面から緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約 20㎝である｡ 
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〔遺物の出土状況〕 土壙の中央部東寄りの底面から原形を保つ土器が出土している。口縁部

を西に向け、横倒しになり潰れた状態であった。この他堆積土から磨製石斧1点が出土してい

る｡ 

第4907号土壙（第184図） 

〔位置・確認面〕 ＢＢ、ＢＣ－83、84グリッドに位置する。基本層位第Ⅵ層(段丘礫層)上面

で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 東辺および单部で木の根の痕跡とみられるピットと重複し、これに切られ

ている。平面形は单北方向に長い不整な楕円形である。確認面での規模は284×150㎝である｡ 

〔堆積土〕 5層に分かれる。いずれも周囲から流入し、自然に堆積した土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の礫層からなる。壁は底面に平坦な部分はみられない。

東西の壁の立ち上がりは急で、单北の壁はやや緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深

さは 88㎝である｡ 

〔出土遺物〕 土器破片が底面付近の堆積土2層中から出土している｡ 

土 器（第 184 図）；いずれも深鉢の破片である。1 は口縁部の破片、2 は頸部のみの破片

である。3は体部が僅かに脹らみ､頸部で「く」の字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である｡ 

第5301号土壙（第185図） 

〔位置・確認面〕 ＢＣ－103グリッド､旧河道の東岸に位置している。基本層位第Ⅴ層（砂質

シルト層）上面で確認された｡ 

〔平面形・規模〕 平面形は東西方向に長い不整な形である。確認面での規模は150×80㎝ほ

どである｡ 

〔堆積土〕 2層みられる。周囲から流入し、自然に堆積した土層である｡ 

〔壁・底面の状況〕 壁・底面とも地山の褐色砂質シルトからなる。底面は丸く窪み、壁は底

面から緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深さは約 30㎝である｡ 

〔遺物の出土状況〕 堆積土 2層から多量の原形を保った土器が出土した｡ 

〔出土遺物〕 深鉢12点、浅鉢 2点がある｡ 

土 器（第 185～190図）；第 185図～第 188図･第 189図－1～4は深鉢である｡第 185図･

第186図はいずれも胴部中程が脹らみ､頸部でくびれて、口縁部が内弯気味に立ち上がる器形で

ある｡第187図･第188図－1は胴部が開きつつ立ち上がる器形で､第 187図－1･第188図－1は

口縁部が直線的に外傾するもの､第 187図－2･3は口縁部が強く内弯するものである｡第 188図

－2は胴部が脹らみ頸部で「く」の字状にくびれ､口縁部が外傾する器形である。第 189図は、

1は胴部が脹らみ、頸部でくびれて､口縁部が直立する器形、2は胴部が直立気味に立ち上がり、

頸部で屈曲して口縁部が外傾する器形、3は胴部中程が脹らみ頸部で「く」の字状にくびれる 
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器形のものである。4は底部のみの破片である。これらの口縁部形態は、第183図－3を除きい

ずれも平縁で、第188図－2には4つ、第189図－2には正面にそれぞれ突起が付いている。第

189図－3の口縁部の内面は肥厚している｡ 

第189図－5・第190図は浅鉢で、第189図－5は平縁、第190図－1・2は波状口縁である。

第190図－1は船底形の器形である｡ 
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(3) 土製品 

中の内Ａ遺跡から出土した土器以外の土製品は40点で､その内訳は、土偶19点､三脚形土製

品(三角形土版とも呼ばれる)、耳飾り各5点、土錘、環状土製品各1点、円盤状土製品 7点不

明土製品2点である。以下に、各種類ごとに述べてゆく｡ 

1．土 偶（第191図～第 195図） 

土偶は 19 点出土している。これらのうち、9 は第 1 号住居跡床面から、2､6､11､13､16～19

はＡ～Ｅの遺物包含層から、1、7、14は旧河道堆積層から、他のものは基本層位、倒木痕など

からの出土である。いづれも、土器片や他の遺物などと一緒に出土し、特殊な状態で出土して

はいない。19点のうち、1点は完全な形に復元され（1）、他は破片資料であるが、それらの中

には大形の破片も多く、形態、文様の特徴は1と極めて類似性の強いものと言える。そこで、1

をもとに土偶の全体像について述べ、以下、破片資料を上半身から下半身へと部位ごとに述べ、

その特徴について触れてゆきたい｡ 

イ．形態、文様の特徴 

全体像(1) 胴のくびれ部分から上半身と下半身に折れており、各々は約1ｍ離れて出土して

いる｡ 

形態；下半身が上半身に比して大きく、安定した直立姿勢を呈する立像土偶である。頭部は

平坦で偏平な円盤状の頭頂部と、それより一まわり小さい柱状部（上位が太い）から成り、頭

頂部は正面側が高く斜めになり、柱状部は正面側が長く、後頭部側が幾分短い。頭頂部には径

4ｍｍほどの円孔が3個穿たれており、1個は後頭部側縁内側から背すじの上端に貫通し、他の

2個は中央両側縁内側から柱状部側縁に貫通している。目、鼻、口などの顔面表現はない｡ 

胸部は肩が張って胸部が強くくびれる。いわゆる逆三角形状を呈し、側縁は直線的に表現さ

れている。全体として、後述する下半身に比して薄手で、板状を呈している。乳房は、両肩部

分からそれぞれＶ字形に垂下する隆起で大きく表現されているが、両腕は表現されていない。

頸部から胸部上位にＶ字状の沈線文が配されている。背面では、背すじとその脇に黒色の顔料

（？）による平行線文が描かれ、背すじからの延長と耂えられるものが、脚部にも見られる｡ 

腹部は、前面が臍部で盛り上がり、丸く突き出した感じである。腰部は左右に、臂部は下が

り尻状に強く張り出し、全体としては胸部より厚く、幅広で、表現も誇張されている。腹部に

は正中線が沈線で表現され、下腹部、脇腹から腰まわり、尻まわりには、弧状、渦巻き状文が

沈線や押引き状沈線で描かれている｡ 

胸部は、腰部の張り出しとほぼ同じ幅で造られ、下端から底面にかけて、わずかに幅広にな

り、全体として楕円柱状を呈している。左右の足は、正面では縦長楕円状の窪み、下端の縦位

沈線で区分され、背面では縦位押引き状沈線で区分される。正面、背面とも外側にさがる平行 
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沈線文が中軸線からほぼ対称に配されている｡ 

頭部資料（2～5） 

円盤状の頭頂部と柱状部から成り、頭頂部正面側が高く斜めになっていること、顔面表現が

ないことなど、1同様の特徴をもつ。2～4では後頭部側縁内側から背すじの上端に貫通する円

孔が穿たれ、4では柱状部に 2条の押引き状沈線文がめぐっている。また、5では頭頂部側縁の

後頭部側を除いて3条の平行沈線文がめぐり、頭頂部中央に円形の窪みが表現されている｡ 

胸部資料（2、3、6～8） 

薄い板状であることは1同様である。2、6、7は1同様に逆三角形の胸部形態を呈するが、2

は他に比してナデ肩である。これらに両腕の表現はない｡ 

一方、8 は上端が左右に突出し、両腕を水平に伸ばしたような形状を呈しており、側縁に弯

曲が見られるなど 1とは異なる形態である。乳房は 2、6～8で認められ、2、6、7では肩部か

ら、8では腕部からＷ字状に垂下する隆起で表現されている。2では左右の乳房の間から正中線

が沈線で描かれ、3では頸部から胸上部に 2条の沈線によるＶ字状文が描かれ、肩部にも沈線

文が見られる。また、7 でも頸部から胸上部にＶ字と菱形を組み合わせた沈線文が見られる。

背面は、いづれも背すじにあたる部分が浅い沈線状の窪みで表現されており、3 では横位沈線

文も見られ、1の背面表現とは異なっている｡ 

なお､10～14は胴のくびれ部から上位を欠損する資料である。胴位の折れ面を見ると､10～13

は1同様に薄手で板状の胸部を想定できるが、14の折れ面は厚手で、胸部も柱状に近い形態が

想定される｡ 

腹部、臂部資料（6、9、～15） 

9～12、14の丸く突き出る腹部、10～13の横広で下る臂部の形態は1同様であるが、14の臂

部は縦長で、下がり尻の度合も強く、他のものとは異なる形態と言える。6、10～12 では正中

線が沈線で表現され、10～12、では小孔を穿ち、臍を表現している。いずれも、脇腹から腰ま

わりに沈線や押引き状沈線による文様が描かれ、14では交互刺突もみられる。臂部では 9～12

では背すじから垂下する窪み状の沈線が見られ、13では腰部左側に3個の小孔が穿たれている。

なお、11では臂部中央下端、腰部右側の2ケ所に、焼成後、意図的に穿ったと見られる 1～1.5

㎝ほどの大きさの窪みが見られる｡ 

脚部資料（10～14、16～19） 

10～13は基本的には1の形態と似ているが、中央部に縦長楕円状の空間を設けることによっ

て両足の区分が明瞭になされている。また、各々の足は1に比して大形で円柱状を呈し､11～13

では下端が広く、より安定性の強いものとなっている。14、16、18は欠損品であるが、前者と

ほぼ同様と思われる。17も両足の区分は前者同様であるが、小形で足が極めて短い。一方、19 
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は楕円柱状を呈し、両足が一体化するなど1と極めて似た特徴を示している。文様は 17を除い

て1に類似しているが、14、16は2条卖位の沈線で描く特徴がある。17は渦状の押引き状沈線

文と横位沈線文が描かれ、前者は腰まわりの文様である可能性も耂えられる｡ 

ロ．分 類 

これまでに、全体像をもとに各部位別資料を見てきた。形態、文様とも極めて類似した特徴

を示していると言えるが、異なる点も認められ、部位別には以下のように分けることができる｡ 

頭部資料 

形態的に違いはないが、細部表現として頭頂部の後頭部側縁内側から背すじ上端に至る貫通

孔をもつもの（1）ともたないもの（2）に分けられる｡ 

胸部資料 

薄い板状のもの（Ａ）と厚い柱状のもの（Ｂ）に分けられ、Ａは両腕表現のない（1）と両

腕表現のある（2）に分けられる。Ｂの胸部形態は不明｡ 

腹部・臂部資料 

臂部が横に広く縦に短いもの（Ａ）と縦に長いもの（Ｂ）に分けられる｡ 

脚部資料 

両足の区分が不明瞭で脚全体が楕円柱状を呈するもの（Ａ）と両足の区分が明瞭で各々の足

が円柱状を呈するもの（Ｂ）に分けられ、Ｂには大形のもの（1）と小形のもの（2）がある。

さらに、1は文様描出の違いによって、2本卖位の沈線で文様を描くもの（ａ）とそうでないも

の（ｂ）に分けられる。なお、Ａの文様描出はいずれも（ｂ）である｡ 

次に、各資料を上記の分類に則して見ると第 表のようになる。表からも明らかなように、

複数の部位を残す資料は1、2、10～14の7点で、そのうち、上半身を残す資料は1、2の2点

にすぎない。頭部、胸部の基本的な形態は同様と言えるが、頭部の孔の数、肩の状況、乳房、

背すじの表現など細部では違いを示している。また、1、10～14の6点は下半身を残す資料で、

1、10～13、14の3タイプにまとめることができ、10～13の胸部形態は1に類似するものと言

える。すなわち、1と10～13は脚部の形態に差異はあるものの、全体としては極めて似た形態

を示すものと言えよう｡ 
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ハ．製作方法 

19点の資料は、いずれも壊れた状態で出土しており、破損の状況や欠損面の観察から製作方

法の一端を知ることができた。壊れやすい部位は、首、胴下位などの、最も細くあるいは薄く

作られる部分に集中する一方、腰から脚部にかけての大きく厚く作られる部分にも認められ、

欠損面が粘土塊の接合面から剥離した状態を示すものが数例に観察された（8～10、12～14、16）。 

第192図6、8では頸部の欠損面に小孔が観察された。小孔は 5ｍｍほどの深さがあり、これ

は、頭部と胸部を接合する時に細棒を突き刺し、接合の補強をした際の痕跡と耂えられる。6

の欠損面は折れ面であるが、8の欠損面は粘土塊の接合面である｡ 

また、腰部あるいは脚部の製作方法を示す資料として、第 193図－10､第194図－12～14､第

195図－16、がある。これらの資料は、いづれも接合面から壊れている。10では､腹部、臂部と

脚部をそれぞれ、別個の粘土塊を芯にして作り、脚部の粘土塊を凸面にし、腹部、臂部に対応

する凹面を作り、組み込むことによって接合している。脚部の両足は、柱状の粘土塊を芯に別々

に作られ、芯の部分が正面側に片寄り、背面側に厚く粘土を巻きつけている。一方、12～14、

16では、芯を用いることなく、左右の半身を別々に作り接合したものと耂えられ、接合面から

縦に壊れている。この製作方法の違いは10の臂部が他に比して張り出しが強く、背との角度も

他のものより急角度であるという形態差によるものと耂えられる｡
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ニ．土偶の時期 

19点の資料のうち、住居跡や遺物包含層などの遺構から出土し、一緒に出土した土器の検討

から時期を知り得る資料が8点ある。（6、9、11、13、16～19）。各遺構出土土器は、後述す

るように、出土層位、共伴関係をもとに、第Ⅰ群土器(縄文中期初頭大木7ａ式)､第Ⅱ群土器(縄

文中期前葉大木7ｂ式)に二大別されており、上記の7点を土器群との関係で把えると 16、17、

19の3点が大木7ａ式期、6、9、11、13、18の5点が大木7ｂ式期にそれぞれ位置づけられる｡ 

大木7ａ式期の3点を見ると､16は大形土偶、17､19は小形土偶と言える。遺構外から出土し

た14は､16と形態､文様表現ともに共通する特徴を示し､大木 7ａ式期のものであろう。14から

は柱状の胸部、縦長の尻、短い足という特徴を知ることができる。また、遺構外から出土した

1の脚部は19と形態、文様とも類似する資料で、当該期の土偶の可能性が耂えられる。1は全

体像であり、薄い板状の胸部、横広の尻、足が長いという特徴を示し、14とは形態のみならず

文様表現まで異なっている。一方、17は左右に区分された短い円柱状の足をもつもので、形態

としては大形土偶に共通する特徴を示すが、文様表現では押引き状沈線渦状文などを配し、小

形土偶に共通する特徴を示している｡ 

次に、大木 7ｂ式期の 5点を見ると、6、11、13、18が大形土偶、9が小形土偶と言える。9

では腹部の形態しか知り得ないが、その特徴は大形土偶のそれと異なるものではなく、大木 7

ａ式期とした1とも共通するものである。また､6は薄い板状の胸部資料で遺構外出土の大形土

偶である3、7、小形土偶である 2も、6と同様の特徴を示し、2、3の頭部と同様の特徴を示す

4も含めて、大木7ｂ式期のものと耂えられる。板状の胸部は 1とも共通する形態であるが、乳

房、背すじの表現などに違いがある。さらに、大形土偶の下半身資料である 10、12は 11、13

と形態、文様構成とも同様の特徴を示し、これも当該期のものであろう。小形土偶については

脚部資料がなく全体像は明らかでないが、上半身だけを見た場合、大形、小形による形態、文

様の違いは認められない｡ 

以上のように、19点の資料は縄文中期前葉に位置づけられ､大木7ａ式期のもの5点、大木7

ｂ式期のもの13点が明らかになった。双方の時期とも､大形､小形の二タイプがあり、基本的な

形態は極めて類似しているが、大形土偶では先に示したような形態、文様表現など細部での違

いも指摘でき、細部表現の違いが時期差を表していると見ることができよう｡ 

2．三脚形土製品（第196図－20～24） 

三脚形土製品は 5点が出土している。20、21、24の 3点は遺物包含層Ａ、Ｂ地区から、22、

23の2点は基本層位からの出土である。いづれも欠損品で全容を知り得る資料は尐ないが、形

態的には平面形が正三角形状に近く、三辺はそれぞれ強く内弯し、各頂部（脚端部）が丸味を

もつものである。表面は緩やかに膨むカーブを描き、裏面は弯曲して窪んでいる。三本の脚体 
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の幅は､21､22では端部までほぼ同じであるが、23､24では端部が細くなっている。また､21～23

では端部の肥厚が認められる。各頂部を結ぶ線で大きさを見ると、23が5.5㎝、24は3.5㎝と

小さい。小片ではあるが、20～22も残存部から推して5㎝ほどの大きさになると思われる。ま

た、中央部での厚さは、20、21、23が1.5㎝、22が1㎝、24が0.7㎝である｡ 

文様は20～23では表面に認められ、24では裏面に認められる。20の文様は連続する刺突文、

21､22は弧状や渦巻き状沈線文、23は弧状沈線による三角文である。24は三又状を呈する窪み

程度のもので文様として意識したものかどうか迷うところもある｡ 

次に､これらを伴出した土器との関係で見ると､20は第Ⅰ群土器期(大木7ａ式期)、21、24は

第Ⅱ群土器期(大木7ｂ式期)に位置づけられ、22、23は文様の類似性から後者の時期の可能性

が耂えられる｡ 

3．耳飾り（第196図－26～29） 

耳飾りは5点が出土している。28は第1号住居跡堆積層から、25､27は遺物包含層Ｂ地区か

ら、26、29は基本層位からの出土である｡ 

25は、端面の丸い径3.7㎝の円形のつば状部分と、それより一まわり小さい柱状部からなる

もので、長さは2.7㎝である。つば状部分の中心部には径 0.7㎝の貫通孔が穿たれ、柱状部分

は中空である。外面は丁寧にみがきが施され、内外面ともに丹が塗られている｡ 

26、27は、いわゆる臼形を呈するもので、内面が大きく抉られ、外面はわずかに窪み、凹面

になる。26は径3.2㎝、長さ 3㎝で、外面凹面に丹が塗られている。27は径2.7㎝、残存長2

㎝である｡ 

28は柱状部と26､27の外面の凹面を組み合わせた形状を呈するものと耂えられる。残存長は

3.7㎝で柱状部は2㎝ほど抉り込まれている。凹面には丹がぬられている｡ 

29はラッパ状を呈するもので、径3.5㎝、残存長1.7㎝である。底面には長軸4ｍｍほどの

楕円状の小孔がある。また、下面には平行四辺形状の剥離痕が見られる｡ 

以上、5点のうち、25､27は共伴した土器の時期から大木7ｂ式期に位置づけられ、他の 3点

も近接した時期のものであろう｡ 

4．土 錘（第196図－30） 

第 6号住居跡床面出土である。両端を欠損するが紡錘形になるものと思われる。残存長 3.6

㎝、最大幅1.9㎝で、両端を結ぶ径 4ｍｍの貫通孔が穿たれている。共伴土器から大木 7ｂ式期

に位置づけられる｡ 

5．環状土製品（第196図－31） 

第6号住居跡床面出土で､全体の 1/4ほどの破片である｡正面観が台形状を呈する環状の土製

品である。上端径6㎝、下端径 7㎝、高さ2㎝で、幅は上端が3ｍｍ、下端では8ｍｍを測る｡ 
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側面には､縦位区画沈線、長楕円状沈線文が描かれている。共伴土器から大木7ｂ式期に位置づ

けられる｡ 

6．円盤状土製品（第196図－34～40） 

7点出土している。34は第1号住居跡床面､35～37は遺物包含層Ｂ地区､38は旧河道堆積層、

39、40は基本層位からの出土である｡ 

いずれも、深鉢形土器胴部破片の周縁を打ち欠き作られたもので、側縁に研摩痕はない。35、

38は円形、34、36は不整楕円形、37、39、40は不整六角形状を呈している。大きさは､34､38、

39が5.5㎝ほどで大きく、他のものでも4㎝ほどである｡ 

34～37は､共伴する土器から大木7ｂ式期に位置づけられ､38も文様の特徴から同期のものと

思われる。39、40についても近接した時期のものと思われる｡ 

7．不明土製品（第196図－32、33） 

32は基本層位から、33は遺物包含層Ｂ地区から出土している｡ 

32ソロバン玉状を呈し、最大径の部分に1条の沈線がめぐっている。また、上端部から下端

部に至る貫通孔が穿たれ、全面に押し引き状沈線による放射状文が描かれている。高さ 3.1㎝

最大幅 3.6㎝である。垂飾品とも耂えられるが、何に使用したかは不明である｡ 

33は中央部が太く、両端部が尖頭状になるものと思われる。残存長3㎝、最大幅1.1㎝であ

る｡ 

33は共伴する土器から大木7ｂ式期に位置づけられ、32も文様表現などから同時期のものの

可能性がある｡ 
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Ⅳ．耂 察 

出土遺物について検討し、遺跡の構成について耂察を加える｡ 

1．出土土器について 

調査により出土した土器破片は整理箱でおよそ 200 箱にのぼる｡このうち遺構から出土した

もの約20箱､遺物包含層から出土したもの約160箱､堆積層出土のもの約20箱である｡整理の結

果､図示できたものは245点(深鉢217点･鉢2点･浅鉢26点)､拓本資料は185点：(深鉢152点･

浅鉢 33点)である。これらの土器は､器形や文様の特徴からみて､いずれも縄文時代中期初頭に

位置付けられるものである｡ 

ここでは、これらの土器のうち器形・文様の諸特徴が明確な遺物包含層出土土器について分

類し、共伴関係を検討して、それらの内容や編年的位置について耂察を加える。遺構・旧河道

堆積層出土の土器については、破片資料が为であるため、遺物包含層出土土器との比較検討に

より、内容や編年的位置を推定することにする｡ 

(1) 遺物包含層出土土器の分類 

遺物包含層から出土した土器には、深鉢、鉢、浅鉢の三種類がみられる。数量的には深鉢が

多く、次いで浅鉢で、鉢はごく尐ない。各器種のなかで、さらに器形の変化がみられる。以下

ではまず器形の特徴から各器種を大別し、次に文様の施文部位・種類・施文方法によって細別

する｡ 

深 鉢 8種類（Ａ～Ｈ）に大別される。このうち、Ｄ・Ｅ類を除く各器形について平縁（Ⅰ）

と波状縁（Ⅱ）がみられる｡ 

Ａ類；胴部の中～下部が脹らみ、頸部でゆるくくびれる器形｡ 

Ｂ類；胴上部が脹らみ、頸部で「く」の字状に強くくびれる器形｡ 

Ｃ類；胴上部が脹らみ、口縁部が内弯し、内傾する器形｡ 

Ｄ類；胴下部が脹らみ、胴部上半でゆるくくびれる器形｡ 

Ｅ類；胴部が直立もしくは開き気味に立ち上がり、頸部で僅かにくびれる器形｡ 

Ｆ類；胴下部が開き気味に立ち上がり、胴上部が大きく脹らみ、頸部でくびれる器形｡ 

Ｇ類；胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で屈曲し、口縁部が強く内弯する器形｡ 

Ｈ類；胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で僅かに屈曲し、口縁部は外傾する器形｡ 

鉢 2点のみである2種類の異なった器形である（Ａ・Ｂ）｡ 

Ａ類；胴上部が脹らみ、頸部で「く」の字状に強くくびれる器形｡ 

Ｂ類；胴部が開きつつ立ち上がり、頸部で僅かに屈曲する器形。 
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浅 鉢 2種類の器形（Ａ・Ｂ）に分けられる｡ 

Ａ類；体部から口縁部まで外傾しつつ開く器形。平縁（Ⅰ）と波状縁（Ⅱ）がある｡ 

Ｂ類；体部が外傾しつつ立ち上がり、頸部で屈曲し、口縁部が直立気味に立ち上がる器形｡ 

以上のように、各器形の特徴から大別された。これらについて、さらに文様の施文部位・文

様の種類により細分される｡ 
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(2) 遺物包含層出土土器の共伴関係とその内容 

遺物包含層出土土器について共伴関係を検討する。検討に際しては、一括土器が出土してい

る以下の遺物包含層出土の土器を対象とする｡ 

① 遺物包含層Ａ地区出土土器        ⑤ 遺物包含層Ｂ地区第3層出土土器 

② 遺物包含層Ｂ地区第5層出土土器     ⑥ 遺物包含層Ｃ地区出土土器 

③ 遺物包含層Ｂ地区第4層出土土器     ⑦ 遺物包含層Ｄ地区第3層出土土器 

④ 遺物包含層Ｂ地区第4層上面出土土器   ⑧ 遺物包含層Ｅ地区出土土器 
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各遺物包含層での土器の共伴関係を、前頄の類型によって整理した結果を第 3表に示した。 

遺物包含層Ｂ地区では第5層・第4層・第4層上面・第3層から、一括土器が層位的な上下

関係をもって出土している。他の各遺物包含層はいずれも小規模で薄い層から一括土器が出土

したものである｡ 

さて、第3表をみると、遺物包含層Ｂ地区では、第4層上面の上と下とで土器の内容に顕著

な相違が認められる。すなわち、Ｂ地区では、第5・4層出土土器から第4層上面・3層出土土

器への変遷が層位的に確認される。一方、他地区の遺物包含層の一括土器を、Ｂ地区のものと

比較すると、Ａ地区はＢ地区の第 5・4層に、Ｃ・Ｄ・Ｅ地区はＢ地区の第 4層上面・3層に、

それぞれ類似した内容であることが確認できる。これらのことから、各遺物包含層出土の一括

土器は、Ａ地区・Ｂ地区第5・4層出土の土器群と、Ｂ地区第5・4層・Ｃ地区・Ｄ地区第 3層・

Ｅ地区出土の土器群の大きく 2つの群に分けることができる。以下では前者を第Ⅰ群土器、後

者を第Ⅱ群土器とし、それぞれの内容の相違を、前頄での分類をもとにして具体的にみていく

ことにする｡ 

まず、おのおの土器群に含まれる類型を整理すると以下のようになる。この中で、どちらか

に偏った在り方を示す類型を、ゴシックで示した。また、1点のみの類型は、区別して示した｡



 264 

これらの類型組成の違いは、両土器群の器形・施文部位・文様の施文方法の相違を示してい

る。このうち特に明瞭な相違がみられるのは文様の施文方法である。すなわち､第Ⅰ群土器の为

な文様は棒状の施文具による太い沈線・交互刺突などで描かれている。これに対し、第Ⅱ群土

器では、隆線とこれに沿う押圧縄文や、半截竹管による細い平行沈線・爪型の連続刺突などで

描かれている。これらの文様要素に加えて、上記の類型には現われない器形細部や地文などの

特徴を検討し、それぞれの土器群の内容の相違をまとめてみる。 

第Ⅰ群土器 

本群を構成する器種として深鉢と浅鉢がある。深鉢にはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｈ類、浅

鉢にはＡ、Ｂ類の器形がみられる｡ 

 

 



 265 

器形上の特徴として、4 卖位の大きな波状口縁で、波頂部が水平に断たれた形態のいわゆる

「弁状の波状口縁」が深鉢ＡⅡ､ＦⅡ類･浅鉢ＡⅡ類にみられる(cf第36図－3)。また、平縁口

縁に付く突起の形態として、① 二～三つの連続する山形(cf第36図－3)、② その隣に渦巻き

状の突起がさらに付加される左右非対照な形態(cf第 18図－1)、③ 山形の上部に刻み目が加

えられるもの(cf第23図－2)などがある。この他、口縁部の内面が肥厚するものや複合口縁の

ものも第Ⅰ群土器に多い。とくに波状口縁の各類や、文様要素の尐ない無文や地文のみが施さ

れた土器に、このような特徴を持つものが多くみられる。 

文様の施文方法については先に述べたように、为に棒状の施文具による沈線文・交互刺突文

がある。他に、隆線・半截竹管を用いた平行沈線・押圧縄文による文様などもみられるが、こ

れらはごく一部に限られている｡
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文様の種類としては平行沈線文・弧状沈線・渦巻き状沈線文・交互刺突文・三角形の彫り込

み文・三又状刺突文などがみられる。弧状文は、波状口縁の口縁部に沿うもの、胴部上半にみ

られる 4卖位の下向きのものなどがある。また、これらに類似したものとして、胴部にみられ

る「Ｙ」字状垂下文等もある。渦巻き状文は、波頂下部や胴部の弧状文の間に懸垂するもので

ある。第Ⅱ群土器においても弧状文、渦巻き状文はみられるが、これらと異なる点は、弧状文

が基本的に4卖位の大きなものであること、渦巻き状文は渦の巻き方が強く、同心円状になる

ことなどが指摘される。この他、深鉢Ａ・Ｂ・Ｈ類の頸部や波頂部下部などに为にみられる「Ｘ」

字状隆線文や、同じく深鉢Ｈ類の沈線間に埋め込まれる三角形の彫り込み文や三又刺突文も特

徴的である｡ 

地文についてみると、深鉢の胴部に施文された地文の縄文は 1点を除きいずれも縦位施文で、

縄の末端に結節の伴うものが多い。横位施文の縄文は1点（cf第33－1）のみある。縄文は卖

節のＬＲ､無節のＬｒが多く、縄文の間隔が開くものもみられる。結束縄文もあるが第 2群土器

に比べ小ない。また、为要な文様帯部分にも地文の縄文が施文される点が第2群土器と異なる

特徴としてあげられ、これらはいずれも为要な文様の施文後に施されている｡ 

第Ⅱ群土器 

本群を構成する器種として深鉢・鉢・浅鉢がある。深鉢にはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、

Ｈ類がある。鉢と浅鉢はそれぞれＡ、Ｂ類の器形がみられる｡ 

器形上の特徴として､ＢⅡ･ＧⅡ類にみられる上端がやや傾いた台形状の波頂部と、その左も

しくは右に小突起が付く形態が特徴的である。また、平縁に付く突起の形態として、上端がや

や傾いた台形状の突起が付き、その左もしくは右に小波状の突起が付く形態（cf第 45図－1、

第58図－3）が多い。これらは先にみた波状縁の波頂部の形態とほぼ同じ形態である。器形細

部では、口縁部上端面を水平もしくは内側に向かって平らに削いだものが多くみられる（cf55

図－1）｡ 

文様については、押圧縄文と隆線文が施文方法の为体で、とくに両者が一体となった隆線に

沿った押圧縄文による文様が多用される。この他、半截竹管を用いた平行沈線文や爪形連続刺

突文も特徴的な施文方法として多くみられる｡ 

文様の種類には、深鉢Ａ類の口縁部や深鉢Ｂ類の胴部上半等にみられる相対する弧状文と、

その間の渦巻き状文、深鉢Ｄ類の胴部などに为にみられる半截竹管による「Ｕ」字状の平行沈

線文などが特徴的である。また、文様帯の上下を区画する押圧や爪型の連続刺突が加えられた

隆帯や隆線文もみられる。同じく、突起・波状縁の波頂部上面や正面に貼付される渦巻き状も

しくは「Ｓ」字状の隆線文、深鉢Ａ、Ｈ類の胴部にみられる蛇行する「Ｙ」字状垂下隆線文、

浅鉢Ｂ類の口縁部に展開する区画状の隆線文なども特徴的である｡ 
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地文については、深鉢の胴部に施文される地文の縄文は、横位施文の1点（第96図－2）を

除き、他はいずれも縦位施文である。縄文には卖節のＬＲ､無節のＬｒに加えて結束縄文が多い。

また、縄の末端に結節を伴うものが多く、結節文は地文と同時のものと、地文施文後に結節部

のみを改めて施文したものがみられる。第Ⅰ群土器と異なる点として､为要な文様帯部分には地

文の縄文が施文されないという特徴があげられる｡ 

この他、遺物包含層Ｃ地区出土土器の中には、口縁部の連弧状の隆線文や、縦位の短い押圧

縄文、指頭状の施文具による押圧文などの特徴的な文様を持つものが含まれている。これらは

他の遺構・遺物包含層にはみられない文様であり、第Ⅱ群土器の中でも他と分離される可能性

があると耂えられる｡ 

(3) 遺物包含層出土土器の編年的位置 

第Ⅰ群土器、第Ⅱ群土器の内容を比較すると、それぞれの器形・文様に共通した要素と相違

する要素がみられる。まず、共通する要素をみると、いずれも土器組成の中核をなすのが深鉢

Ａ、Ｂ、Ｈ類の三つの器形で、基本的な器形の組成は両群とも類似したものであることがわか

る。また、それぞれの器形における文様の施文部位や種類については多くの共通性が指摘でき

る。さらに、双方の共有する最大の特徴として、深鉢の地文の縄文がごく一部を除きいずれも

縦位施文であり、これに結節文を伴うものが多いという点があげられる。これらの器形・文様

にみられる共通性からみて、第Ⅰ群土器から第Ⅱ群土器への変遷は、ほぼ連続する変遷と耂え

られる。そして、その諸特徴を東北地方单部地域の縄文時代の土器編年の中で検討すると、両

者はいずれも中期初頭の「大木 7式」に比定することができる｡ 

「大木7式」は型式設定者の山内清男により「大木7ａ、ｂ式」の二段階に細別されている(山

内；1937)。しかし、両型式に関する良好な層位的資料が尐なく、また、それぞれの型式内容が

明確にされなかったこともあり、後続の諸研究（林；1965）・（小笠原；1968）・(興野；1968)

の型式内容の認識には差が生じている。これらに対し近年では、宮城県涌谷町長根貝塚出土土

器群の層位的な検討（藤沼；1969）を基に、長根貝塚の第三群土器を｢大木 7ａ式｣の中で段階

的に位置付ける見解（丹羽；1981）が示されている｡ 

さらに最近では、宮城県七ケ宿町小梁川遺跡の東側遺物包含層（相原・平沢・新庄屋・村田；

1986）から、当該期のまとまりがある土器群が発見されている。東側遺物包含層からは、前期

～中期の土器群が層位的に出土し､これらを中心として第Ⅰ～Ⅴ群土器が設定されている。この

うち第Ⅱ・Ⅲ群土器は「大木 7ａ式」、第Ⅳ・Ⅴ群土器は「大木7ｂ式」にそれぞれ比定されて

いる。小梁川遺跡は当遺跡の单西約 25㎞に位置し、土器群の内容は当遺跡のものに極めて類似

したものである｡ 
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以下では、これらの資料を当遺跡の第Ⅰ群・第Ⅱ群土器と比較し、それらが「大木7ａ､ｂ式」

のなかでどのように位置付けられるのか検討してみたい｡ 

第Ⅰ群土器 

第I群土器の類例として、前掲の小梁川遺跡第Ⅲ群土器があげられる。小梁川遺跡の東側遺

物包含層では、長根貝塚第三群土器に類似した小梁川遺跡第Ⅱ群土器が、小梁川遺跡第Ⅲ群土

器の下層から出土し、両土器群の前後関係が層位的に明らかにされている。この成果は、丹羽

の想定した大木7ａ式における「第Ⅰ段階･第Ⅱ段階」から「第Ⅱ段階以降」への変遷に対応す

るものとされ、小梁川遺跡第Ⅲ群土器は大木 7ａ式の「第Ⅱ段階以降」(丹羽；1981)に位置付

けられている（相原他；1976）｡ 

第Ⅰ群土器を小梁川遺跡第Ⅲ群土器と比較すると、きわめて類似した内容であり、地域性や

大きな時期差はみとめられず、第Ⅰ群土器の系統性や編年的位置については小梁川遺跡第Ⅲ群

土器とほぼ変わらないものと耂えられる。第Ⅰ群土器は、上層からの若干の混入はみられるも

のの、完形品の多い良好な一括土器であり、当該期の土器群の内容をより明確に把握できる資

料である。 

第Ⅱ群土器 

第Ⅱ群土器の類例として、前掲の小梁川遺跡第Ⅳ群土器があげられる。小梁川遺跡東側遺物

包含層では、同じく「大木 7ｂ式」に比定される第Ⅴ群土器が第Ⅳ群土器の上層から出土し、

「大木 7ｂ式」の中での土器群の変遷が確認されている｡ 

当遺跡の第Ⅱ群土器は小梁川遺跡第Ⅳ群土器にきわめて類似した内容を持ち、第Ⅱ群土器の

系統性・編集的位置については小梁川遺跡第Ⅳ群土器と変わらないものと耂えられる。また、

第Ⅰ群土器と第Ⅱ群土器の層位的な上下関係は、小梁川遺跡第Ⅲ群土器と第Ⅳ群土器の関係に

一致し、両遺跡での土器群の変遷過程がほぼ対応することも明らかである｡ 

なお、遺物包含層Ｃ地区出土土器にみられる他地区との相違は、第Ⅰ群から第Ⅱ群への変遷

の中で位置付けられるものではなく、より後出的なものと耂えられる。この点で、第Ⅱ群土器

は時期的に細分される可能性を残している｡ 

(4) 遺構・旧河道堆積層出土土器 

前頄でみたように、遺物包含層出土土器は、第Ⅰ群土器と第Ⅱ群土器に分けられた。第Ⅰ群

土器は「大木7ａ式」の新しい段階に､第Ⅱ群土器は「大木 7ｂ式」にそれぞれ比定することが

できた｡ 

遺構出土の土器は、これら遺物包含層出土土器に類似した器形や文様を持つものであり、遺

構出土土器と遺物包含層出土土器はほぼ同時期のものと耂えられる。ただし、第Ⅱ群土器の中

でも、遺物包含層Ｃ地区出土土器にみられる新しい文様は遺構出土土器にはみられない｡ 
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遺構出土土器の多くは破片資料で、土器の共伴関係や組み合わせが不明なものが多いが、第

2601、5301土壙は一括土器が出土し、その内容から、第2601号土壙出土土器は第Ⅰ群土器に、

第5301号土壙は第Ⅱ群土器にそれぞれ比定することができる｡ 

旧河道堆積層出土土器については、いずれも二次的な堆積による破片資料であり、土器の共

伴関係や組み合わせは不明である。これらは、遺物包含層出土土器に類似した器形や文様を持

つものであり、その中には遺物包含層Ｃ地区出土土器にみられる新しい文様要素を持つ土器も

含まれている。なお、第3層からは「大木8ｂ式」に比定される土器(第78図－2)､弥生土器の

破片（地文のみの鉢）も尐量出土している｡ 
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2．石器について 

第7号焼け面遺構・第10号竪穴状遺構ピット出土の剥片類について 

第7号焼け面遺構ピット 1出土の剥片類 

剥片類 54 点中二次加工の施された石器(Ｔool)は 6 点(彫刻刀形石器､両極剥離痕ある石器、

不定形石器)である。石材がもろいため微細剥離痕の状況は不明である。剥片類の大きさは長

さ・幅ともに1.5～3.0㎝程に集中し、小形のものが多いが、長さ・幅ともに2.0㎝以下のもの

はほとんどない(第212図)。石器（Ｔool）以外の剥片の破損率は高い(48点中33点 68％)。接

合するものもほとんど認められない（1組のみ）。以上の剥片類の特徴、つまり非常に小さく、

破損率が高く、接合率の低いという事实から、これらの剥片類の利用価値は低く、かつそのよ

うなもののみが選択的にまとめられていたことが推定される。さらにこのような剥片類がまと

めて入っていたピットには廃棄坑としての機能が推定される。なお、これらと明らかに同一母

岩の資料は同住居跡床面に剥片が数点認められたものの、石材的に母岩の識別が困難なため、

同一母岩資料の他の遺構や包含層などの分布状況を検討することはできなかった｡ 

第10号竪穴状遺構ピット 2出土の剥片類 

124 点出土した剥片類の内訳は、前述したようにややその認定に不確定要素のある二次加工

ある剥片を除くと、石器(Ｔool)は彫刻刀形石器2点、ノッチ1点のみである。剥片素材の石核

も 1点ある。剥片類の大きさは長さ・幅ともに2.0～4.0㎝に集中し、どちらも2.0㎝以下のもの

はない（第213図）。第7号焼け面遺構ピット1出土の剥片類に比べてやや大きい。石器（Ｔool）

以外の剥片の破損率は低い（120点中34点28％）。接合するものは 11組､28点とやや多い。大

きさや完形率からみるとまだ使用可能なものが多いといえよう。後世の破損分を差し引いて耂

えても、二次加工や微細剥離痕の認められるものは多い。これらはピット内に一括して廃棄さ

れたものか、もしくは再利用のためにピット内に保持されていたなどの可能性が耂えられる。

当母岩は特徴的であり、他の遺構や包含層にも分布が認められた。床面もしくはそれに相当す

る面から出土しているものには第 1号、第5号、第6号がある。包含層では全てのものに分布

が認められた。この分布地域が全て同一時期のものとすると、二時期に分けられた土器の結果

と相異することになる。当母岩を用いた石器類は基本層位にも数多く存在し、全体的な点数が

非常に多い。また、自然面も認められない。したがって、一母岩として認定しうる礫を素材と

したものとは耂え難く、露頭から採集された角礫を用いた可能性が耂えられ、長い時間にわた

り用いられた石材であろう｡ 
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石器組成 

遺構及び包含層出土石器類の全組成を第6・7表に示した。剥片石器では石鏃､尖頭器などの

縄文時代に最も普遍的なものは尐なく、それらに比べて石錐、石匙、彫刻刀形石器、両極剥離

痕ある石器、不定形石器の出土点数が多い。石核も多くの点数の出土をみている｡ 

礫石器では磨石Ⅰ類が最も多く、磨・凹石Ⅰ類、磨・凹石Ⅱ類が同数で次いでいる。大きさ

が20㎝以下の小形の礫石器類は、磨石Ⅰ類が多いものの凹石は尐なく、その他の、磨面、凹み、

敲打痕などが複合して認められる石器類が総数では卖一の痕跡の認められる石器類を上まわっ

ている。敲打痕をもつものは非常に尐ない｡ 

石 鏃 

住居跡から多く出土しているが総数は僅かに5点である。全て無柄である。形状の整ったも

のは 2点のみ（第142図－1、第148図－10）であり、他は平面形状は三角形を呈し、調整加工

も粗雑である。未成品かあるいは石錐であったのかもしれない（第105図－6、第136図－1、

第146図－13）｡ 

石 錐 

つまみ部と比較的長い棒状の錐部からなると思われるもの 1点（第104図1）､つまみ部と短

い錐部からなるもの（第136図－4）、剥片の一端に錐部をつくりだしたもので、つまみ部と連

続するもの（第105図－1、8、第109図－4、第135図－3、6、第142図－2、第171図－5）が

ある。全体形が棒状を呈するものは認められず、長い錐部を有するものも尐ない｡ 

石 匙 

長さ 10 ㎝を越える大形のものから 4 ㎝前後の小形のものまで認められる。形状は全てつま

み部と連続する縦長を呈する。身辺は二縁辺からなるものと三縁辺からなるものがあり、後者

は全て大形である（第106図－6、第172図－3）。製作技術的には､Ⅰ類・調整加工が体部の両

側辺全周の両面になされているもの（第110図－1、2）、Ⅱ類・全周に及ばず部分的なもの（第

104図－3、第 106図－6、第 110図－5、第 136図－6、第 165図－6、第 172図－3、第 175図

－1）、Ⅲ類・ほとんどされないもの(第104図－4、第105図－2、第161図－9)がある。大き

く分類すると、調整加工を全周に施しある一定の平面形状を指向するⅠ類と素材剥片の形状を

生かしあまり調整剥離を施さないⅡ・Ⅲ類に分けられよう。後者には素材選択の段階で完成時

の平面形状を意識したものも認められ、縦長で両側辺の平行するやや細身のもの(第104図－3、

第136図－6)､身辺が三縁辺からなるものなどのまとまりがある。またⅠ類も諸特徴においてま

とまりのある石器である｡ 

彫刻刀形石器 

彫刻刀面により認定される石器であり、大きさや形態にはまとまりは認められない。彫刻刀 
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面の打面の位置も、素材剥片の打面と同方向にあるもの、側辺にあるもの、末端にあるものな

ど様々である。打面部の状態は､剥離面（第136図－5、第154図－8、第161図－11）、折断面

（第 108図－1、第161図－10）、節理面（第105図－4）がある｡ 

彫刻刀形石器は、普遍的な器種としては旧石器時代や西日本の縄文時代に一般的なものであ

る。しかし当地域では一般的なものではなく、その理由としてこのような石器があまり普遍的

なものではない、卖に報告者の注意にのぼらなかった等々のことが耂えられよう。当遺跡の彫

刻刀形石器は遺物包含層Ｃ地区出土のもの（第108図－1）を典型例とし、全く同様な石器が基

本層位からも出土している。従来の縄文時代の石器分類に従えば不定形石器の一種とすべきか

もしれない。しかし、当遺跡ではスクレイパー（スクレイパー・エッジを有する）と同様に彫

刻刀面を有するという「定形性」（ここでいう｢定形性｣とは石錐の認定基準である錐部、さら

には石匙のつまみ部を有するという意味である）が認められ、数量的にまとまりがあるという

ことで一器種として認定した。今後、時空的にどのような広がりをもち、いかなる特徴がある

のかなど注意すべき石器であろう｡ 

両極剥離痕ある石器 

大きさは最大のものでも 5㎝前後であり、長さは 2～4㎝、幅は 2～3㎝と全て小形である。

両端の形状は、2点のみ（第 136図－2、3）一端が平坦であるが、他は全て線状もしくは点状

である｡ 

石 核 

石核は剥片素材のもの（第142図－3、第148図－8、第161図－13）と礫素材のもの（第 104

図－6、第105図－5、第107図－2、第108図－2～4、第136図－10、第142図－4、第182図

－2）がある。形状はチョッピング・トゥール状のもの（第 108図－3・4）、円盤形のもの（第

108図－2）が認められ、他は多面体を呈す。いずれも生産された剥片には規格性は認められな

いようである｡ 

礫石器 

ここでは大きさが20㎝以下の小形の礫石器について述べる。包含層･遺構出土の礫石器の長

幅分布図･厚幅分布図を第214図･第215図に示した。長幅分布では磨石Ⅰ類と磨･凹石Ⅰ類が長

さ10㎝以上の5：3～1：1付近を中心に分布し、磨石Ⅱ類は長さ12㎝以上の5：3付近に集中

する。また、磨・凹石Ⅱ類は磨石Ⅰ類や磨・凹石Ⅰ類と分布が重複するものと磨石Ⅱ類と分布

が重複するものがある。厚幅分布は磨石Ⅰ類と磨・凹石Ⅰ類が2：3付近を中心に長く分布する

が、他のものについては分布に傾向性は認められない｡ 

以上の結果より、磨石Ⅰ類と磨・凹石Ⅰ類は類似の形状を呈し、磨石Ⅱ類はそれらに比べて

やや縦長の形状を呈すること、磨・凹石Ⅱ類はそのいずれにも形状が類似するものであること、 
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凹石は様々な形状を呈することが明らかとなった｡ 

磨石Ⅰ類、磨・凹石Ⅰ類と磨石Ⅱ類の相異点は磨面2の有無である。磨面2で表された使用

法のために必要な大きさは、磨石Ⅰ類や磨・凹石Ⅰ類よりも大きいものであったのであろう。

磨・凹石Ⅱ類も磨面2が認められ、磨石Ⅰ類や磨・凹石Ⅰ類よりやや大きめである。 

磨・凹石Ⅱ類は前述のように分布が 2 つのものに重複するが、当石器は磨面 1、磨面 2、凹

みが全て認められるためそれは当然のことであろう｡ 

磨面1の認められるものは凹石を除く全ての類型であり、この属性による分布の傾向性はな

い。 

凹みの認められるものは磨石Ⅰ類､Ⅱ類以外であるが､これも磨面1と同様である。ただし凹

石については大きさも様々であり、遺物の説明の頄でも明らかなように形状も様々である。凹

みで表わされた使用法には平面形状への指向はなかったものと推定される。ただし、凹みと他

の使用痕跡の複数で表わされる使用法においてはその限りではない｡ 

大形磨石 

断面がほぼ円形を呈し柱状の大形礫にわずかに磨面1が認められるものである。大形のもの

（第 122図－1）は半折品であり、30㎝前後のもの（第121図－1・2、第128図－1）とそれ以

上のものがある可能性が耂えられる。遺構から出土したものはなく、全て包含層より出土して

おり分布にかたよりがみられる。この石器を持って使用したとは耂え難く、石皿的な用いられ

方をしたと思われる｡ 
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石 皿 

石皿は断面が偏平な楕円形もしくは盤状の大形の自然礫の片面に磨面1が認められるもので

あり、整形加工は一切なされない｡ 

今回、遺物は遺構及び遺物包含層出土のもののみを扱ったため数量的にも限界があり、出土

地区のかたよりもあるため、当該期の石器群の全体像を把握することは不可能であった。しか

し、出土地区ごとに特徴をみると、石鏃は遺物包含層に比べて住居跡堆積層からの出土が多い、

という点などのように、各地区の性格を反映する傾向性も認められるようである。この点につ

いても出土点数の尐なさに起因する限界がある｡ 

基本層位出土資料も含めて石器群の全体像を概観すると、剥片石器に比べて礫石器の出土点

数の多さが大きな特徴として指摘できる。遺構及び遺物包含層出土の資料で比較すると、石鏃・

石錐・石匙・箆状石器のいわゆる定形石器が31点(不定形石器類を含めて75点)であるのに対

して礫石器は116点と非常に多い。この点は、関東･甲信越で言う所の縄文中期的様相であると

いえようか。しかし、当遺跡では基本層位も含めて打製石斧は一点も認められず、他地域と異

なった様相も呈している。近隣地域の当該期に比較資料が尐ないため今回は当石器群の特徴を

述べるにとどめるが、石器の分布などの原位置論的検討を含めて、今後の当該期の石器群の实

態把握が急務である｡ 
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3．遺跡の構成 

前頄の出土土器の検討結果からみて、中ノ内Ａ遺跡の存続期間は縄文時代中期初頭の限られ

た時期のなかで捉えることができる。ここでは、各遺構・各遺物包含層の時期的位置付けを検

討し、それらの分布・配置の特性を概括して、集落跡としての「中ノ内Ａ遺跡」の構成を耂え

てみたい｡ 

(1) 遺構・遺物包含層の時期 

遺構・遺物包含層の時期について､前頄の出土土器の検討結果に基づき､大きく第Ⅰ群土器段

階と第Ⅱ群土器段階の二段階に分けて耂えることにする。これらは縄文時代中期初頭の大木7a

～7b式期におけるほぼ連続した段階であり、第Ⅰ群土器段階は大木7a式期の新しい段階に､第

Ⅱ群土器段階は7b式期にそれぞれ比定することができる。以下遺物包含層･遺構の時期的位置

付けを検討していく｡ 

遺物包含層 

前頄での検討結果から、遺物包含層Ａ地区とＢ地区第4～5層は第Ⅰ群土器段階､遺物包含層

Ｂ地区第3層・Ｃ地区・Ｄ地区・Ｅ地区は第Ⅱ群土器段階に位置付けられる。ただし、遺物包

含層Ｃ地区については第Ⅱ群土器段階の中でもやや新しいものである可能性がある｡ 

遺 構 

遺構出土の土器は、大半が類型化不可能な破片資料であり、これらから直接、遺構の時期を

認定することはできない。そこで、これらについては为に文様要素の特徴を、包含層出土土器

の各類型のそれと比較検討することで、第Ⅰ･Ⅱ群土器にそれぞれ比定し、遺構の時期を推定す

ることにする｡ 

さらに竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構では、床面もしくは底面・焼け面・ピット出土

土器から遺構の時期を認定し、堆積土・掘り方出土土器は補足的に検討の対象とする。同じく、

埋設土器遺構・土壙では、埋設もしくは廃棄など人為的な出土状態のものから時期を認定し、

混入とみられるものは検討の対象から除外する｡ 

出土土器の検討結果とこれに基づく各遺構の時期比定をまとめたのが第8表である。このう

ち、出土土器の特徴が不明瞭なものについては（ ）付きで示した。また、土器が摩滅したり、

小破片であるために認定できないものについては「不明」とした。遺構の時期についても不明

瞭なものについては（ ）付きで示し、認定できないものについては「不明」とした｡ 

出土土器から第Ⅰ群土器段階の遺構と耂えられるのは、第 2・5・8・11号の4つの竪穴住居

跡・竪穴状遺構・焼け面遺構と、第0706号、第2601号土壙の2基の土壙である｡ 

第Ⅱ群土器段階の遺構と耂えられるのは、第1・4・6・7・12・13号の6つの竪穴住居跡・ 
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竪穴状遺構・焼け面遺構と、第 3号埋設土器遺構､第0201、1820、2301、4501、4907、5301号

の6基の土壙である｡ 

時期不明のものは第3・9・14号の3つの竪穴状遺構・焼け面遺構と第1・2号の 2基の埋設

土器遺構、第 1501、0605、0610、0616、0618、0809、1616、1701、2501、3501、3502号の 11

基の土壙である｡ 

これら各遺構・遺物包含層の帰属時期をみた場合、第Ⅰ・Ⅱ群の両段階で、遺構の数に大き

な偏りはみられない。なお、これらの中に遺構包含層Ｃ地区に明らかに併行すると耂えられる

遺構はみられない。また、旧河道はＣ地区遺物包含層の下層にある堆積層第6層の出土遺物か

らみて、遺跡の存続期には存在したものと耂えられる。この旧河道は遺物包含層Ａ・Ｃ地区を

一部侵食し、その上層の第3層から弥生土器が出土していることから、その下限は弥生時代ま

で下るものと耂えられる｡ 
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(2) 遺構・遺物包含層の特徴 

前頄でみた二時期の遺構群・遺物包含層の諸特徴を比較した場合、時期差によるとみられる

規模・構造などの明瞭な変化は指摘できない。そこで以下では、遺物包含層と遺構を種類別に

まとめてみていくことにする｡ 

遺物包含層のうちＡ・Ｃ・Ｄ・Ｅの四地区の各包含層は層の分布範囲がいずれも 40 平方メ

ートル(およそ4グリッド)程度のせまいもので、層の厚さも 10㎝前後である。層の分布範囲が

最も広いＢ地区包含層についても、第Ⅰ群土器段階と第Ⅱ群土器段階に分けてみた場合、それ

ぞれの段階の一括土器が集中的に出土した範囲は、Ａ・Ｃ・Ｅ地区とほぼ同じ程度の限られた

範囲である｡ 

このうち、Ｄ地区第 1～2 層を除く他の遺物包含層各層出土の一括土器は、いずれも完形品

が多く、破片資料がむしろ尐ないという特徴が指摘される。これらの一括土器は出土状況から

みて、ごく短期間もしくは一時期に、まとめて廃棄されたと耂えられるものである｡ 

一方、Ｄ地区の第 1～2 層は、層の分布や厚さは他とほぼ同様であるが、出土土器は完形品

がほとんど無く、細かい破片のみが多数出土している。さらに、他の層ではみられない焼けた

獣骨の破片が多量に含まれ、焼土・炭も多く、出土した礫石器の多くに火熱を受けた痕跡がみ

とめられるなど、他の包含層とは明らかに異なった様相がみられる｡ 

竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構は､全体の状況が不明な第11号竪穴状遺構を除き、い

ずれも遺構のほぼ中央に炉跡とみられる焼け面があり､その周囲に柱穴とみられるピット群が

分布している。これらは確認時の削り過ぎなどの条件の相異により、それぞれ異なった様相を

示しているが、いずれも住居跡、もしくは炉跡を中心とした遺構の痕跡と耂えられるものであ

る。この他、第5301号土壙としたものも、中央に焼け面があることから、住居跡の痕跡である

可能性が耂えられる。これらの遺構全体の輪郭や柱穴の配置については不明な点が多く耂察は

控えたい。ここではこれらに共通して確認された炉跡とみられる焼け面についてみてみる｡ 

焼け面は、第3号竪穴状遺構と第 5301号土壙では円形のものが1つずつ､第1､3～10､12～14

号では不整な楕円もしくは円形のものが2つないし3つずつ確認されている。また、第 2号竪

穴住居跡では住居跡の中軸に沿って細長い焼け面があり、その北端部にピットが確認され、焼

け面胴部ピットの間には仕切り状の石が埋設されている。また、複数の焼け面部確認されたも

のでは、焼け面の長軸方向や並びの方向は、住居区もしくはその掘り方の中軸方向に並ぶもの

が多い（第1・4・7・8・13・14号） 

このような複数、もしくは細長い焼け面の位置・長軸方向・間隔には規則性がみられること

から、住居の重複や改築・拡張によって偶然に形成されたものではなく、一つの住居跡の炉跡

として共存したものと耂えられる。遺構の平面形が楕円もしくは長方形などの細長い形態のも 



 286 

のが多いことからみて、住居の棟の長さに対応して炉が複数化もしくは細長く連なる形態をと

ったものと耂えられる｡ 

焼け面に関して、もう一つ注目されることとして、その方向性があげられる。上記のように

焼け面はいずれも細長く連なった在り方を示している。その長軸・並びの方向は、おおよそ調

査区の中央北部に向かう方向性を示している(第216図参照)。このような遺構の方向性は、集

落が「集落の中央部」を意識しつつ形成されたことを示すものと理解され、遺構の構成を耂え

る上で興味深い事实である｡ 

埋設土器遺構は 3 基あり、いずれも直径 30～50 ㎝の円形のピット内に土器が埋設されてい

たものである。このうち第3号埋設土器は、土器の出土状況から埋葬に用いられた可能性が耂

えられるが、その他のものについては性格不明である｡ 

土壙は19基ある。このうち､第 0706･0605号の2基の土壙は、遺物の出土状況や規模・形態

から墓壙と耂えられる。また､第 0201、2301、2601、4501、4907、5301号の6つの土壙や、第

1 号竪穴住居跡の堆積土からは多くの土器破片・石器・フレイクなどが出土しており、これら

の土壙はいずれも廃棄に使用されたものと耂えられる。その他の土壙については性格不明であ

る。 

(3) 微地形と遺構・遺物包含層の分布 

調査地区の微地形をみると、調査区中央に尾根状に延びる微高地部分がみられる。この微高

地部分は、地山が礫層である地域とほぼ一致し、平面的には調査区の北東部を囲むような弧状

の分布をしている。そして、この礫層の分布する微高地を境として、その北東側は地山がシル

ト質の平坦地が広がり、单西側は地山が砂質シルトの傾斜地になっている。 

遺構の分布は、大きくみて微高地北東側の平坦地、もしくは微高地部分でも地山がシルト質

の地域にほぼ限られている。一方、微高地上の礫層部分での遺構の分布は希薄であり、微高地

单西側の傾斜面や窪地・沢状地の部分には遺物包含層が集中して発見されている。微地形と遺

構・遺物包含層の分布状況を平面的にみると、調査区北東部に遺構群の为要な分布地域があり、

その外周を弧状に取り巻くように地山の礫層部分、すなわち、遺構の疎な地域が分布している。

遺物包含層は、その西側の旧河道の周辺に分布している。このように、遺構の分布地域・遺構

の疎な地域・遺物包含層の分布地域が、北東から单西方向に、地域的にほぼ分かれて分布する

傾向がみられる｡ 

これらの遺構・遺物包含層の分布状況を時期的にみると、第Ⅱ群土器段階でも新しい時期に

位置付けられる遺物包含層Ｃ地区が、唯一、旧河道の西側に位置し、地形的に他の遺構・遺物

包含層から離れて立地している。遺物包含層Ｃ地区を除く他の遺構・遺物包含層はいずれも旧

河道の東側に位置し、その中での分布状況に大きな時期的変化はみられない。今回発見された 
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遺構の中に、遺物包含層Ｃ地区に対応する時期のものはみられないことから、遺物包含層Ｃ地

区に対応する遺構などは、地点を異にして分布している可能性が耂えられる。 

遺構の分布を遺構の種類・性格別にみてみると、埋葬施設とみられる第0805､0706号土壙や

第3号埋設遺構は、遺構分布地域のほぼ中央付近に分布している。これに対し、遺物の廃棄さ

れた第0201、2301、4501、4907、5301号などの土壙は遺物包含層に近い地域に立地しているこ

とがわかる。竪穴住居跡・竪穴状遺構・焼け面遺構などはこれらの中間的な位置にあり、弧状

の微高地部分の内側の地域に多く立地している。遺物包含層はこれらの遺構群の西側に位置し、

Ｃ地区を除けばいずれも旧河道の東岸沿いの傾斜地や沢状の凹地に形成されている。このよう

に、遺構・遺物包含層の分布についても、埋葬施設・住居跡・廃棄場所が地域的に分かれて分

布する傾向がみられる（第216図参照）｡ 

一方、先にみたように焼け面の長軸方向は、いずれも調査区北東部に向く、求心的な方向性

を示している。この方向性を、地山の礫層の分布する弧状の微高地部分と重ね合わせてみると、

焼け面の長軸方向の中心方向と、微高地の弧の中心方向がほぼ一致することがわかる。このこ

とは遺跡の構成と地形とが、相互に関連していることを示すものと耂えられる。 
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調 査 要 頄 

遺 跡 記 号：ＬＭ（宮城県遺跡地名表登載番号09070） 

遺跡所在地：宮城県柴田郡川崎町大字前川字垣ノ内 

調 査 期 間：昭和60年5月13日～12月14日、昭和61年1月10日、5月13日 

調査为体者：宮城県教育委員会・日本道路公団 

調査担当者：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：平沢英二郎・斉藤 吉弘・佐藤 広史・古川 一明 

小山田正男・大槻 仁一・伊藤  裕・佐藤 裕志 

調査対象面積：約10,000㎡ 

調 査 面 積：約4,000㎡ 
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Ⅰ．遺跡の立地と環境（第1図） 

中ノ内Ｂ遺跡は柴田郡川崎町大字前川字垣ノ内に所在する遺跡である。この付近は川崎盆地

の单端部にあたり、单の高館丘陵と盆地を構成する河岸段丘との境に形成された崖錐上に、遺

跡は立地している。また、この崖錐は背後の丘陵から流れ出すいくつかの沢によって開析され

ている。 

遺跡の現状は水田・畑地で、本来の地形は若干の改変をうけており、標高208.0～210.0ｍの

緩斜面となっている。なお、遺跡北方の段丘上には中ノ内Ｃ遺跡があって、縄文時代中期、後

期および平安時代の遺構・遺物が発見されているほか、平安時代以降に埋まりきった小河川の

旧河道が検出されている（本書所収）｡ 

Ⅱ．調査の方法と経過 

今回、調査の対象となったのは、川崎インターチェンジにかかる約10,000㎡の範囲で、1985

年5月13日から調査を開始した｡はじめに､日本道路公団が設定した路線敶中心杭ＳＴＡ100＋

00と､ＳＴＡ99＋00を結ぶ直線を基準に 3ｍ方眼のグリッドを設け、单北方向をアルファベッ

ト、東西方向をアラビア数字で表し、グリッド名を付した。つぎに、6×24ｍを基本とするト

レンチを6ｍ間隔で設定し､遺構の確認にうつった。その結果、ＤＢ～ＤＨ－102～108グリッド

を中心に遺構の存在が確認されたためこの部分を拡張したが、他遺跡の調査との関係で一時調

査を中断した｡ 

この後､10月28日から遺構の確認および精査を再開し､12月14日に調査を終了した(遺構が

確認された区域をＡ・Ｂ区、その他の区域をＣ区とした。)また、遺跡の西部にあたる耕地部分

と宅地部分については1986年1月、5月に遺構確認を行ったが(Ｄ～Ｆ区)、遺構・遺物は発見

されなかった｡ 

Ⅲ．基本層位（第3図） 

ここでは、遺構・遺物が発見されたＡ・Ｂ区での層位を述べる。Ａ区で確認された堆積土は

Ⅰ～Ⅴ層に大別される。Ⅰ･Ⅱ層は新旧の耕作土層(表土)で、水田から畑に転作されており､両

者とも土器の細片を含む｡ 

Ⅲ層は黒褐色の砂質シルトである。耕地化による削平と攪乱をうけており、Ａ区中央の平坦

な部分ではほとんど削平されている。Ａ区の北西部と東部は傾斜しているため削平を免れた部

分が残存しており、層中からは若干の遺物が出土しているが出土状況は散漫である｡ 

Ⅳ層は黒褐色の砂質シルトでＡ区全域に分布しており、遺構の多くはこの層の上面で確認し 
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た。しかし、Ａ区の平坦部を中心に削平・攪乱をうけているため本来の構築面は確認できなか

った。遺物は若干出土しているが出土状況は散漫である｡ 

Ⅴ層は崖錐堆積物からなる地山である。Ａ区中央部でやや平坦となり北方へ傾斜している。

また、その東西はやや急斜面をもつ沢状となって落ち込んでいる。なお、Ｂ区では表土直下に

Ⅴ層があって他の堆積土は削平されている｡ 

Ⅳ．発見された遺構と遺物 

今回の調査の結果、Ａ・Ｂ区で縄文時代中期の竪穴住居跡 8軒(重複・拡張を含む)、竪穴状

遺構 1基、土壙2基、ピット 2基が発見され、縄文土器、石器、土製品が出土した｡ 

1．竪穴住居跡 

1号住居跡（第4図） 

〔位置・確認面〕 ＤＢ～ＤＤ－102～104グリッドに位置する。確認面はⅣ層上面である｡ 

〔重 複〕 先行する遺構である1号竪穴状遺構と重複している他、西壁の一部が性格不明の

ピット 2に切られている。また、北側が風倒木痕によって破壊されている。 

〔規模・平面形〕 一辺約5ｍの隅丸方形状を呈する。 

〔堆積土〕 5枚認められ、3層に大別される。1層は住居のほぼ全面を覆っており、2層は住

居中央部に、3層は壁際に分布する。いずれも自然堆積の状況を示している｡ 
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〔壁〕 Ⅳ･Ⅴ層を壁としている。立ち上がりはなだらかで、残存部最大高は北壁で約 24㎝で

ある｡ 

〔床 面〕 1号竪穴状遺構の埋め土（層Ｎo.7）の上面及びⅤ層を床としている。一部風倒木

痕によって破壊されている｡ 

〔ピット〕 Ｐ1～13を検出した。そのうちで柱痕跡が確認できたのはＰ12・13で、掘り方の

直径が 45～55㎝、柱痕跡の直径が 20～25㎝ある。Ｐ10を除くその他のピットは、住居の壁際

に分布しているため、壁柱穴となる可能性がある｡ 

〔炉〕 石囲い炉を検出した。住居のほぼ中央に位置し、風倒木痕によって北半分が破壊され

ているが、残存部から推定して一辺約70㎝の方形状に炉石がまわっていたと耂えられる。炉石

には長さ10㎝程度の河原石が多く用いられており、一部に棒状の大形のものが配されている。

炉石は方形の溝状を呈する据え方に据えられている。炉の堆積土は1枚（層Ｎo.4）で、炭化物、

焼土粒をまばらに含んでいる。炉の機能面は床面より約 6㎝低く、固くしまっている。焼け面

の形成は顕著ではない。 

〔出土遺物〕（第5～10図） 

床面・堆積土から土器・石器・土製品が出土している。第 8図2の磨石は床面出土の浅鉢と

深鉢の破片に乗るかたちで出土したものである（第4図）。また､炉の付近の床面上から棒状の

自然礫が出土している(図版18－9)。第8図13は環状の土製品で堆積土から出土したものであ

る｡ 

1号竪穴状遺構（第4図） 

〔位置・確認面〕 1号住居跡の直下にあり、同住居跡の床面で確認した｡ 

〔重 複〕 本遺構の埋め土上面を床面として 1号住居跡が構築されているため、1号住居跡

より古いことがわかる｡ 

〔規模・平面形〕 長軸約4ｍ、短軸約3ｍの楕円形状を呈する｡ 

〔堆積土〕 1枚（層Ｎo.7）でブロック状を呈し、人為的に埋められたものと耂えられる｡ 

〔壁〕 Ⅴ層を壁としている。立ち上がりは緩やかで、残存部最大高は東壁で12㎝である｡ 

〔床 面〕 Ⅴ層を床面としている｡ 

〔ピット〕 Ｐ1～14を検出した。このうち、Ｐ1～6は壁際にまわっているが柱痕跡は確認さ

れなかった。Ｐ7～14は性格が不明なものである｡ 

〔炉〕 炉は確認されなかった｡ 

〔出土遺物〕 遺物は出土しなかった｡ 

2号住居跡（第11図） 

〔位置、確認面〕 ＤＤ～ＤＦ－105・106グリッドに位置する。確認面はⅤ層上面である｡ 
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〔重 複〕 3 号住居跡と重複しており、これより新しい。また、单東部を破壊している浅い

攪乱が 7号住居跡に切られているため、（古）2号住居跡→攪乱→7号住居跡（新）という新旧

関係を持つことがわかる｡ 

〔規模・平面形〕 住居掘り方の長軸が約 5.5ｍ、短軸が約 4ｍの不整楕円形を呈するが、本

来の規模・平面形は明らかでない。 



 415 

〔堆積土〕 確認できなかった｡ 

〔壁〕 確認できなかった｡ 

〔床 面〕 住居には掘り方があって、その埋め土(層Ｎo.3)の上面を床としており、固くし

まっている｡ 

〔ピット〕 床面で確認できたものはなく、住居掘り方底面でＰ1～3を検出したがその性格は

不明である｡ 

〔炉〕 石囲い炉を検出した。住居の中央部西寄りに位置しており、約1ｍ×70㎝の長方形状

に炉石がまわっている。炉石は河原石で、長さ15㎝前後のものが多いが、四隅には 20㎝程の

円柱状のものが縦に据えられている。また、一部炉石が二重にまわる部分もある。これらの炉

石は方形の溝状を呈する据え方の中に据えられている。炉の堆積土は1枚（層Ｎo.1）で、焼土

粒を含んでいる。機能面は床面から10～15㎝低く、焼け面が形成されている｡ 

〔出土遺物〕（第12・13図） 

床面から深鉢の口縁部破片と尐数の石器が出土している。石器は住居の掘り方埋め土中にも

含まれているが、2・3号住居跡のどちらに属するものかは明らかでない｡ 

 

3号住居跡（第11図） 

〔位置・確認面〕 2号住居跡の直下にあり、同住居跡の掘り方底面で確認した｡ 

〔重 複〕 2号住居跡より古く、また周溝や炉の位置からみて 4a号住居跡とも重複すると耂

えられるが、新旧関係は不明である｡ 

〔規模・平面形〕 单北の周溝の間隔が約4.6ｍあるが、全体の規模・平面形は不明である｡ 

〔堆積土〕 2号住居跡と重複する部分では遺存せず、他の部分でも確認できなかった｡ 

〔壁〕 確認できなかった｡ 

〔床 面〕 2号住居の構築時に削平されたとみられ、床面は検出されなかった｡ 

〔周 溝〕 住居北辺と单東隅にあたる部分で周溝の一部を検出した。残存部の幅10～40㎝、

深さは 3～12㎝である｡ 

〔ピット〕 Ｐ1～7を検出したが、その性格は不明である｡ 

〔炉〕 炉石の抜き取り痕を 2号住居跡の掘り方底面で検出した。2号住居跡の炉の西側にあ

って、約 55㎝×60㎝の方形状に炉石抜き取り痕が連なっているため、石囲い炉であったこと

がわかるが、細部の構造は不明である。抜き取り痕に囲まれる部分は熱による赤変がおよんで

いる｡ 

〔出土遺物〕 明らかに本住居跡に属すると耂えられる遺物は出土しなかった｡ 
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4ａ・4ｂ号住居跡（第14図） 

〔位置・確認面〕 ＤＢ～ＤＤ－106～108グリ

ッドに位置する。確認面はⅤ層である。 

〔重 複〕 はじめ1軒の住居跡と耂えて調査

したが、炉の改築を伴う拡張を経た住居跡であ

ると耂えられる。以下では拡張後を 4ａ号住居

跡､拡張前を4ｂ号住居跡とし、前者の炉を炉Ａ、

後者の炉を炉Ｂとする。また、両住居跡は3号

住居跡を切る位置にあり、さらに 2・7号住居跡

と接近しているが、構築面が確認できなかった

ため新旧関係は明らかでない｡ 

〔規模・平面形〕 4ａ号住居跡は長軸約 7ｍ、

短軸約 4.8ｍの隅丸長方形状を呈し、4ｂ号住居

跡は長軸約5.2ｍ、短軸約4.8ｍの円形状を呈す

るものと耂えられる｡ 

〔堆積土〕 4ａ号住居跡の堆積土が 4 枚認め

られ、1層が住居中央部に、2・4層が床面上に

分布している。3層は炉Ｂの上、4層は炉Ａを中

心とする範囲に堆積している。1・2層は 
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自然堆積の状況を示しているが、3・4層の堆積状況は明確ではない｡ 

〔壁〕 4ａ号住居跡の壁はⅤ層からなる。西壁は周溝底面からほぼ垂直に立ち上がっている

が、東・单壁は緩いわずかな立ち上がりを検出したにとどまる。壁の残存部最大高は西壁で 8

㎝前後である｡ 

4ｂ号住居跡の壁は、炉Ａの東側床面にまわる高さ3～4㎝の段状の部分が相当すると耂えら

れるが、他の部分については不明である｡ 

〔床 面〕 炉Ａの東側床面に段状の部分がまわっているため、4ａ号住居構築時に床面を東

へ拡張したことがわかる。4ａ号住居跡は炉Ａより東に掘り方を持ち、その埋め土上面（層Ｎo.9

～13）を床としている。このため、住居拡張時にも掘り方を掘ったことがわかるが、拡張前の

掘り方との関係は明瞭に把握できなかった。また、炉Ａより西ではⅤ層を床としており、この

部分は 4ｂ号住居跡の床面を利用した可能性がある。東半の床面は西半より4～8㎝低く、さら

に炉Ａの周囲がやや窪んでいる。なお、前述した段状の部分を境に住居掘り方埋め土が異なっ

ている。4ｂ号住居跡は､4ａ号住居跡の床面に炉Ｂの炉石が一部残っていることから、Ⅴ層を床

としていたと耂えられるが、炉Ｂより東では住居掘り方埋め土の上面を床としていた可能性が

ある｡ 

〔ピット〕 Ｐ1～23を検出した。このうち規模・配置からみて柱穴と耂えられるのは､Ｐ1・3・

6・14・18・19で､Ｐ1・3・6・18で柱痕跡が検出された。これらのピットは住居の長軸方向に

配置されているが、拡張した床の部分では確認されなかった。掘り方の直径は30～38㎝、柱痕

跡の直径は18～22㎝である｡ 

Ｐ10は底面が一段深く落ち込むスリバチ状のピットで、埋め土がⅤ層に酷似し固くしまって

いるため､人為的に埋め戻されたものと耂えられる。また､Ｐ17は炉Ａの掘り方を切って構築さ

れている。その他のものについては性格が不明である｡ 

〔周 溝〕 住居の西壁沿いと、北辺～東壁沿いで周溝を検出した。3 ケ所で途切れており、

幅20～38㎝、深さ10～41㎝で、2枚の層（層Ｎo.5・6）が堆積している｡ 

〔炉〕 炉Ａは4ａ号住居跡のほぼ中央に位置し､一辺約1ｍの方形状に炉石がまわるものであ

る。炉石には長さ10～35㎝の河原石が使用され、中には棒状のものや打ち割られたものもみら

れる。炉石は一部で二重に配置されている。炉石の据え方はなく、長軸約1.2ｍ、短軸約 1ｍ、

深さ約 20㎝の掘り方をつくり、これを埋めたてる過程で炉石を深く固定したり、埋め土の上面

に浅く据えたりしている。堆積土は2枚（層Ｎo.7・8）で、焼土、炭化物が混じっている。機

能面は炉の掘り方埋め土（層Ｎo.9）の上面で、床面より 5～10㎝低くなっている。面上には焼

土・炭化物が混じっているが、焼け面の形成は顕著ではない｡ 

炉Ｂは炉Ａのやや西に位置しており、長軸約1.2ｍ､短軸約 1ｍの範囲に炉石抜き取り痕がま 
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わる石囲い炉の跡である。北東部は炉Ａに破壊されているが一部に炉石が残っている。堆積土

は確認されなかった。炉石抜き取り痕には長軸10～15㎝、深さ3～5㎝の浅いものと、長軸 10

～20㎝、深さ 10～20㎝の深いものとがあり、後者は炉石を深い据え方に立てるようにして固

定したものと耂えられるが、前者については据え方は確認されなかった。また、抜き取り痕に

囲まれた部分は熱のために赤変している｡ 
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〔出土遺物〕（第15・16図） 

床面･堆積土･住居掘り方埋め土から土器・石器が出土している。Ｐ10では埋め土上部から住

居床面にかけて第15図9の土器が破片で出土し、その直上に第 15図7・8の土器が出土してい

る。7の土器は 8の土器にかぶせたような状況であるため、これら 3点の土器は一括遺物とみ

なされる｡ 

6号住居跡（第17図） 

〔位置・確認面〕 ＤＦ～ＤＨ－108・109グリッドに位置する。確認面はⅣ層上面である｡ 

〔規模・平面形〕 長軸約5.6ｍ、短軸約4.8ｍの隅丸方形状を呈する｡ 

〔堆積土〕 2枚の堆積土がみられ、2層は住居单側に、1層はその他の部分に分布している。

いずれも自然堆積の状況を示している｡ 

〔壁〕 Ⅳ・Ⅴ層を壁としている。東壁は検出できなかったが、西・单壁では周溝底面から直

接壁が立ち上がっている。残存部最大高は西壁で7㎝である｡ 

〔床 面〕 住居には掘り方があって､その埋め土（層Ｎo.3）の上面を床としている。床面上

には小礫や炭化物が混じり、固くしまっている。東端部の床は、検出できなかった｡ 

〔ピット〕 Ｐ1～15を検出した。このうち、配置や規模から柱穴と耂えられるのはＰ3・4・8

～10・12である。これらは住居の中央部を囲むような分布を示すが、住居東壁寄りの部分では

柱穴と耂えられるピットは検出されなかった。柱痕跡はＰ3・9で検出されている。柱掘り方の

直径は 25～45㎝、柱痕跡の直径は 15～17㎝である。また、Ｐ2・11・12は炉の掘り方を切っ

ており、Ｐ14・15は周溝の底面で確認した｡ 

〔周 溝〕 住居東辺の一部をのぞき周溝を検出した。幅 20～40㎝、床面からの深さ 11～23

㎝で、堆積土が1枚（層Ｎo.4）認められる｡ 

〔炉〕 石囲い炉を検出した。住居のやや北東寄りに位置し、約 85㎝×80㎝の方形状に炉石

がまわるものである。炉石には長軸10～20㎝前後の河原石が用いられており、1個の石をうち

わって据えたものもみられる。炉石据え方はなく、住居掘り方底面から掘りこまれた長軸 1.7

ｍ、短軸1.6ｍ、深さ14～16㎝の炉掘り方を埋めたてる過程で、炉石を深く固定したり、炉の

機能面上に浅く据えたりしている。炉の掘り方埋め土は 3枚（層Ｎo.8～11）認められる。炉の

機能面は炉掘り方埋め土（層Ｎo.9）の上面で、床面より5～7㎝低くなっており、小礫が混じ

っているが焼け面は認められない｡ 

〔出土遺物〕（第18・19図） 

床面・堆積土から土器・石器が出土しているが、土器はほとんどが破片である。また、周溝

出土の磨製石斧（第18図8）は刃部が破損した後も再加工して使用されたことがわかる｡ 

7号住居跡（第20図） 
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〔位置・確認面〕 ＤＥ～ＤＧ－105～107グリッドに位置する。確認面はⅣ層上面である｡ 

〔重 複〕 2 号住居跡を破壊している攪乱を切っているため、2 号住居跡より新しいことが

わかる。 

〔規模・平面形〕 長軸約6.4ｍ、短軸約4.7ｍの隅丸長方形を呈する｡ 

〔堆積土〕 1～4 層が堆積している。2 層が住居中央部に認められ、その周囲に 3・4 層が分

布する。いずれも自然堆積の状況を示している｡ 
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〔壁〕 Ⅳ・Ⅴ層を壁としており、4～5㎝程度の緩やかな立ち上がりが残存している。住居東

半の壁は確認できなかった。 

〔床 面〕 住居には掘り方があって､その埋め土（層Ｎo.5）上面を床としている。床面には

固くしまったブロック状の部分が散在する。東側の床面は検出できなかった。 

〔ピット〕 Ｐ1～11を住居掘り方底面で検出した。柱痕跡はなく､住居の短軸方向にやや規則

的に位置しているが、規模からみて柱穴とし得るかどうか不明である｡ 

〔炉〕 石囲い炉を検出した。住居中央部に位置し、約 90㎝×70㎝の長方形状に炉石がまわ

るものである。炉石には長軸 20～30㎝の棒状、板状などの河原石が使用されている。炉石の配

列は一部で二重になり、方形の溝状を呈する据え方の中に据えられている。堆積土は 1枚（層

Ｎo.5）で、焼土粒が混じっている。機能面はⅤ層で、床面から2～6㎝掘りこまれた平坦面で

ある。焼け面等は認められない｡ 

〔出土遺物〕（第21・22図） 

床面･堆積土から土器・石器が出土している。第21図3の胴部資料は床面に横転してつぶれ

た状況で出土したものである。4 は多孔質の石材を用いた凹石と耂えられるもので、中央部に

連続する凹みが認められる｡ 
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8号住居跡（第23図） 

〔位置・確認面〕 Ｂ区のＤＦ～ＤＨ－91～93グリッドに位置する。確認面はⅤ層上面である｡ 

〔規模・平面形〕 炉の位置、および住居单半の平面形から長方形状のプランをもっと耂えら

れるが、北半が削平されているため全体の規模は不明である｡ 

〔堆積土〕 2枚の堆積土が残存しており、1層は住居中央部、2層は壁際に分布する｡ 

〔壁〕 Ⅴ層を壁としており、单壁が高さ10㎝程残存している｡ 

〔床 面〕 Ⅴ層を床面としているが、北半の床面は確認できなかった｡ 

〔ピット〕 住居单半の床面と北半の削平部分で､Ｐ1～19を検出した。これらは住居中央を囲 
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む傾向をもって分布しているが、柱痕跡をもつＰ19の他は柱穴を特定することができない｡ 

〔周 溝〕 北壁沿いに周溝を検出した。幅16～50㎝、床面からの深さ6㎝で、堆積土は 1 
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枚（層Ｎo.3）である｡ 

〔炉〕 住居单側に石囲い炉があったが遺構確認時に破壊してしまい、炉石据え方と堆積土の

一部および機能面を検出したにとどまる。残存していた堆積土は1枚（層Ｎo.4）である。据え

方は一辺約90㎝の方形の溝状を呈する。機能面はⅤ層で床面より2～4㎝低く、焼け面の形成

は顕著ではない。本住居跡の炉は、溝状の炉石据え方をもつことから、1・2・3・7号住居跡の

炉と同様な構造であると耂えられる｡ 

〔出土遺物〕（第24図） 

床面・堆積土およびピットの堆積土から土器の小片・石皿・磨製石斧の破損品が出土してい

る。また、遺構確認時に出土した炉石は磨石の転用で、受熱痕が認められる｡ 



 429 

 

2．その他の遺構（第25図） 

1号土壙 

1号住居跡の東、ＤＣ－104・105グリッドに位置する。確認面はⅣ層上面である。長軸約 87

㎝、短軸78㎝、深さ10㎝の不整形なプランをもつが、本来の形状は不明である。堆積土は一

枚で、底面は平坦である。底面からは 3 個体の土器が寄せ集まった状態で出土し（第 25～27

図）、さらに第26図1の土器内部から同図2の土器が入れ子の状態で発見された。出土土器の

内部には黒褐色土が充満している。また、各土器には炭化物が付着している｡ 
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2号土壙 

6号住居跡の北東、ＤＨ－107グリッドに位置する。確認面はⅤ層上面である。長軸 1.7ｍ、

短軸 1.3ｍ、深さ約36㎝の楕円形プランをもち、西壁が緩やかに、東壁が比較的急に立ち上が

っている。堆積土は3枚認められ、炭化物などが混じっている3層の他は自然堆積の状況を示

す。底面はおおむね平坦だが、一部に小ピット状に窪んだ部分がある｡ 

遺物は1・2層から出土しているが（第28図）、破片や破損品の土器のみである｡ 

ピット1 

6号住居跡と2号土壙の間に位置する長軸43㎝、短軸32㎝、深さ3～8㎝の小形のピットで、

Ⅳ層上面で確認した。堆積土は 1枚で褐色シルトに黒褐色シルトが斑状に混っている。このピ

ットの单西～单壁寄りの堆積土から、同一母岩（珪化凝灰岩）の剥片や石器・石核などが 21

点出土した（第29図）。これらは遺構の確認面上から堆積土下部にかけて出土しており、ピッ

トの壁に密着しているものもあるが、底面から出土したものはない｡ 
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Ⅴ．耂 察 

1．縄文土器について 

今回の調査で出土した縄文土器は完形を含めて平箱

約10箱分で、ほとんどがＡ区のⅡ～Ⅳ層と遺構からの

出土である。判明した器種は深鉢、浅鉢、鉢で量的な

为体は深鉢で占められており、他の器種は破片を含め

ても尐ない。ここでは器形、文様の判明するものを为

な対象に分類を行い、以下に各類の特徴を述べる。 

土器の分類 

深 鉢 

深鉢はＡ～Ｅの器形があり、文様の特徴によって細

分されるものがある｡ 

深鉢Ａ：頸部でくびれ、口縁部が内弯するもの（第

34図1～6・第35図1）｡ 

胴中位が膨らんで頸部でくびれ、口縁部が内弯、内

傾ないし直立するキャリパー状の器形を持つもので、

胴部が球形状となるものもある（第 34図3）。本類は

文様帯構成の特徴によってⅠ・Ⅱ類に分けられ、Ⅰ類

は胴部文様の特徴によって更に細分される｡ 

Ａ(Ⅰ)類：口縁部文様帯を持つもの（第34図1～5・第35図1）｡ 

口縁部文様帯と胴部文様帯を持つもので、頸部は無文となるものがほとんどである｡ 

口縁部文様帯は隆沈線による横位渦巻文で、やや平板的なもの（第34図2）と、立体的なもの

(第34図1・3～5・第35図1)とがある。いずれも渦巻部分に接して、縄文地をのこす区画部を

もつ。本類は胴部文様に渦巻文をもつａ類と連弧文をもつｂ類に分けられ、ａ類は胴部文様構

成上の特徴によって更に1・2類に細分される｡ 

Ａ(Ⅰa1)類：胴部文様に卖位文様が認められるもの（第 34図1～3）｡ 

胴部文様は3本の沈線で描かれるもの（第34図1・2）と1、2本の隆沈線で描かれるもの（同

図 3）とがある。文様は横方向に展開する∪状・∽状などの卖位文様に小形の渦巻文・トゲ状

文・懸垂する沈線文などが付属するもので、卖位文様同士は横位の隆線・沈線ないし渦巻文で

連結されている｡ 
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Ａ(Ⅰa2)類：胴部文様に卖位文様が認められないもの（第 34図4・第35図1） 

胴部文様は1～3本の沈線ないし隆沈線で描かれている。ａ1類にみられるような卖位文様が

判然とせず、大小の渦巻文が沈線や隆沈線によって縦横に連結され、トゲ状文などが付属する

ものである｡ 

Ａ(Ⅰa)類の胴部文様を描く隆沈線の断面形は台形状・方形状(a1類)、カマボコ状(a2類)で 
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いずれも研磨調整されている。また、(a2)類の胴部文様を描く沈線の間は研磨調整されている。

地文の縄文はすべて文様描出前の施文で、口縁部が横回転、頸部以下が縦回転である｡ 

Ａ(Ⅰb)類：胴部文様が連弧文であるもの（第34図5） 

胴部が球形状となって胴上位で強くくびれ、頸部が外反して口縁部が内弯するものである。

口縁部文様は横位渦巻文でＡ(Ⅰa)類と同様の特徴を持ち、隆沈線の断面形は台形状で研磨調整 
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されている。頸部以下の文様は 3本1卖位の沈線で描かれ、頸部～胴上位の横位区画内に上向

きの連弧文が施文されている。また胴上位から下端にかけては、懸垂沈線文が6卖位施文され

ている。地文は撚糸文の縦回転で、文様描出前に施文される｡
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Ａ(Ⅱ)類：口縁部から胴部に文様が連続するもの（第34図6）｡ 

Ａ(Ⅰ)類と異なり､文様帯が明確に区分されず縦方向に文様が展開するものである｡頸部で

くびれ口縁部が内弯する器形で､口縁部から胴部にかけて縦に渦巻文が連続している。これらの

文様の間には方形状や不定形の区画が生じている。本類の文様を描く隆沈線の断面形は台形状

で、研磨調整されている。地文の縄文は文様描出前の施文で、口縁部が横回転、頸部以下が斜

めないし縦回転である｡ 

深鉢Ｂ：口縁部が外傾するもの（第34図9）｡ 

胴部が膨らんで頸部でくびれ、口縁部が外傾するものである。口縁部は 4 卖位の波状縁で、

口縁部に沿う隆沈線が波頂部で渦巻文となり、そこから胴部下端にかけて2本の隆沈線による

懸垂文と渦巻文が施文されている。隆沈線の断面形は台形状で、地文の縄文は縦回転、文様描

出前の施文である｡ 

深鉢Ｃ：口縁部が短く外反するもの（第34図7）｡ 

器形全体の詳細は不明である。口縁部に隆帯による円形・楕円形の区画文が施文される｡ 

深鉢Ｄ：胴下端から口縁部にかけて卖純に外傾するもの（第 34図8）｡ 

口縁部に配された渦巻文から胴部下端にかけて、渦巻文を伴なう沈線文が垂下するものであ

る。口縁部の渦巻文には一部に粗雑な隆沈線で描かれるものがある。 

深鉢Ｅ：口縁部が内弯する球形状の器形のもの（第34図10）｡ 

口縁部に渦巻文をもつ波状突起がついている｡ 

浅 鉢 

浅鉢Ａ：口縁部が卖純に開く器形のもの（第34図11・12）｡ 

口縁部に文様のあるもの（Ⅰ類）と、文様のないもの（Ⅱ類）に分けられる｡ 

鉢 

鉢 Ａ：ソロバン玉状の器形のもの（第 34図13）｡ 

口唇部が内折して円孔が一周している。口縁部には横位渦巻文が施文され、トゲ状の隆線が

底部付近まで下垂している｡ 

土器の共伴関係と編年的位置づけ 

前頄で行った分類に基づき、各遺構の床面出土土器の共伴関係を見ると、以下の表のように

整理される｡ 
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この表からわかるように､深鉢Ａ(Ⅰa1)･Ａ(Ⅰa2)･Ａ(Ⅰb)･Ｂ･Ｃは同一時期に属する土器

群を構成している。また、4住・8住・2号土壙出土土器についても、文様の特徴からみて上記

の土器群との間に大きな時期的隔たりはないものと耂えられる。基本層Ⅱ～Ⅳ層出土のものに

ついても同様である。なお、新旧関係のある住居から出土した土器については、出土量が尐な

いこともあって住居間の時間差を反映するような変化は明瞭には把握できないが、これは住居

の切り合いや重複が比較的短期間のなかで起こったことにもよると耂えられる｡ 

以上のことから、前頄で分類した各類土器は時期的にまとまりをもった土器群を構成するも

のと耂えられ、その時期は従来の研究成果に拠って、大木 8ｂ式に位置づけることができる。 

宮城県内におけるこの時期の土器の出土例としては、大木囲貝塚の他に、黒川郡大和町大松

沢貝塚(加藤1956)・同町勝負沢遺跡第Ⅱ群土器(丹羽・阿部・小野寺1982ａ)・塩釜市桂島貝塚

(加藤・後藤1966)・刈田郡七ケ宿町小梁川遺跡(真山・佐藤他1987)があげられる。大木 8ｂ式 
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の中でも古い段階とされる大松沢貝塚の出土土器で、本遺跡の深鉢Ａ(Ⅰ)類に相当する器形の

ものをみると､胴部文様は渦巻文を基調とする卖位文様が胴上部から斜め方向に垂下して胴下

端付近に達しており､本遺跡の深鉢Ａ(Ⅰa1)類にみられるような､卖位文様同士が横方向に連結

される傾向は顕著ではない。文様が卖純な深鉢Ｄ･Ｅについては大松沢貝塚出土土器との相違点

を見出せないが、深鉢Ｂ・Ｃに相当するものは施文技法・文様構成の点で異なっている。この

ような点からも本遺跡の土器群は､大木8ｂ式の中でも新しい段階とされる桂島貝塚・勝負沢遺

跡第Ⅱ群土器の一部（Ｂ・Ｃグループの一部）とほぼ同時期に位置づけられるが、器形組成の

点では上記二遺跡がよりバラエティに富んでいる。また、本遺跡の土器にはみられない断面三

角形状の隆沈線文・充塡縄文の技法が存在する点や、勝負沢遺跡では大松沢貝塚の土器に類似

する特徴を持つものが共伴するなどの相違点も認められる。出土状況からみても本遺跡の土器

群は良好なまとまりを持っているため、こうした相違が時期差となる可能性もあるが、これは

今後の検討課題である｡ 

2．遺構について 

住居跡 

今回の調査で発見された住居跡は、出土土器からみていずれも大木 8ｂ式期に属するもので

ある。確認できた平面形には隅丸方形状･隅丸長方形状･円形の可能性があるものの3種類があ

り、拡張を経ている 4ａ号住居跡と、半分が削平されている 8 号住居跡をのぞけば、長軸が 5

～6.5ｍ、短軸が5ｍ前後の規模をもっている｡ 

柱穴の配置には、① 炉を中心とする空間を囲むもの(6 住)、② 住居の長軸方向に炉を挟ん

で2列に並ぶもの(4ａ・4ｂ住)、③ 壁柱穴をもつもの(1住)、が認められる。①は6個の柱穴

がＣ字状にまわるもので、住居の東辺では柱穴が検出されていない。この部分は周溝が途切れ

る部分でもあるため、出入り口の位置に関係するのかもしれない。②では、3個ずつ 2列に柱

穴が並ぶが、住居東辺寄りの床面の拡張部分では柱穴が検出されていない。このため、検出し

た6個の柱穴が拡張の前・後どちらの住居で使用されたのかは不明である。また、③は住居の

北側が破壊されているため壁柱穴以外の柱穴の配置は不明である｡ 

炉 

全ての住居跡に石囲い炉があり､河原石を一辺70㎝～1ｍの方形ないし長方形にめぐらす

ものである｡構築方法には､① 溝状の炉石据え方を掘り､その中に炉石を据えるもの(1･2･

3･7･8住)と､② 土壙状の掘り方をつくり､それを埋めたてる過程で炉石を縦に固定したり、

埋め土の上面に浅く炉石を据えるもの(4ａ･6住)の2種類がある｡また4ｂ号住居跡の炉は、

炉石の抜き取り痕に深いものがあることから､前二者とは異なる構築方法をとっていた可 
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能性がある｡ 

住居の新旧関係 

重複・切り合い・拡張などから､新旧関係が明らかな住居は、2号（新）と3号（古）・7号

（新）と2号（古）・4ａ号（新）と 4ｂ号（古）である。また､2・4・7号住居は接近している

ため、同時存在ではなかった可能性がある｡ 

その他の遺構 

1 号土壙は、本来の平面形や深さが不明な遺構であるが、土器の出土状況からみて墓壙とな

る可能性がある。2 号土壙は、堆積土が自然堆積の状況を示しており、その性格については不

明である。ピット1は、後述するように、出土した石器・石核・剥片にみられる諸特徴から剥

片類の貯蔵穴と耂えられる｡ 

宮城県内における大木 8ｂ式期の住居跡の検出例には、刈田郡七ケ宿町小梁川遺跡（真山､

佐藤他 前掲書）があり、平面形・規模・柱穴の配置などに本遺跡と大きく異なる点はない。

しかし、石囲い炉の平面形ではコの字状となるものや前庭部を持つものがみられるなどの相違

点がある。出土土器の比較が困難なため、このような炉の平面形の相違が時期差あるいは地域

差のいずれなのかは明らかでない。また、小梁川遺跡では一遺跡の範囲を全掘したにもかかわ

らず住居跡以外の遺構はきわめて尐なく､本遺跡でも検出数はきわめてかぎられている。したが

って､大木 8ｂ式期の集落の構造を把握することは今後の集落遺跡の調査の進展をまたねばな

らない。 

3．ピット 1出土の剥片類について 

ピット1から出土した剥片類は計 21点である。2つの母岩が用いられており、母岩 1は二次

加工ある剥片1点、微細剥離痕ある剥片5点、剥片10点の計16点である。母岩2は石核 1点、

両極剥離痕ある石器1点、剥片 3点の計5点である。いずれの母岩も砕片は出土していない。

また石材は母岩1・2ともに珪化凝灰岩を用いているが、どちらも良質な石材とは言い難く、母

岩1には節理面が多く含まれる｡ 

剥片類は全てほぼ完形であり、形状は不整形である。母岩 1は1組の接合資料や剥片の背面

構成から、剥片剥離に際しての規則性は認められないことが理解できる。母岩2も同様である

が、一部両極打法も用いられた可能性がある｡ 

剥片類は大きさが3㎝以上のもののみであり、砕片が認められないこと、接合資料は 1組で

あること、一部に使用の痕跡と耂えられるもの（微細剥離痕・二次加工痕）が認められること

などの特徴を有する。これは選択的にピット1にもたらされたことを示すものであり、その一

部は使用された可能性がある。ピット1に入れられた目的としては、再び用いるために収納さ 
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れたか、ピット1内に廃棄された等が耂えられる。ここでは、剥片類の大きさにまとまりがあ

ること、ほとんど全てのものに打面部が残りほぼ完形に近く、このままでも、石器の素材とし

ても使用可能と耂えられることから、ピット1の性格として剥片類の収納穴(剥片溜め)であっ

た可能性を指摘しておく｡ 

4．石鏃について 

本遺跡は大木 8ｂ式期の卖純遺跡であり､それ自体では所属時期の認定が困難な石器を分析

するにあたって､一型式という限定された時間幅の中で石器の様相が把握しうるという有利な

条件を有している。本遺跡出土の石器の中で石鏃は9点と最も点数が多く､形態においても特徴

的であることが認められた。以下に当該期における石鏃の特徴を明らかにし、近接する時期の

他遺跡の石鏃と比較を試みたい｡ 

分 類 

全て無茎であり、基部形状により4類に大別しうる｡ 

Ⅰ類：「∩」字状の深い抉りが入るもの。6点（第9図1・第16図2・第19図1・第32図1

～3） 

Ⅱ類：浅く抉りが入り、脚部が鋭く尖るもの。1点（第16図1） 

Ⅲ類：抉りが僅かに入るもの。1点（第12図2） 

Ⅳ類：丸くふくらむもの（丸基）。1点（第16図3） 

Ⅲ・Ⅳ類は周辺にのみ粗く加工が施され、先端も鋭く尖らず、左右の縁辺も非対称であるた

め未成品と耂えられる。また､Ⅰ類の第9図1は片方の脚部がないが、Ⅰ類が再加工されたもの

として本類に含めて分析を行った｡ 

石 材 

珪質頁岩を为に用い、珪化凝灰岩がⅠ類で 2点（1点は玉髄化）とⅡ類（玉髄化）に用いら

れている｡ 

Ⅰ類の特徴 

6点と本遺跡出土石鏃の2/3を占め量的为体をなす。平面形は長幅比1：1～2：1以上のもの

まで様々であるが、縦長の形状を呈す。両側辺は程度差はあるものの全て外弯し脚部末端まで

明確な変曲点をもたずに連続するものが多い。脚部（抉り部）の内側両側辺は直線的であり、

脚部が内側に向き合う印象を受ける。 で表される抉り度数(後藤他 1978)は 70

～124(平均77)である｡ 

Ⅰ類の他遺跡との比較 

大木8ｂ式を为体とする勝負沢遺跡(丹羽・阿部・小野寺1982a)から石鏃が44点出土している｡ 
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Ⅰa類と分類されたものが本遺跡のⅠ類に類似する。点数は6点と分類可能なもののなかで23％

を占めるにすぎないが、基部が「∩」状に深く凹み両側辺は外弯し、抉り度数も平均 67と類似

した数値を示す。両側辺が直線的で脚部が尖るものも僅かに存在するが､勝負沢遺跡のⅠa類と

本遺跡のⅠ類は同様のものとして把握できる｡ 

大木9式を为体とする上深沢遺跡(後藤他 前掲書)からは石鏃が110点出土している。ＡⅠ

類､ＡⅡ類と分類されたものの中に､両側辺が外弯し基部が僅かながら「∩」状に凹むという点

で類似するものが認められる｡点数は9点と分類可能なもののなかで20％を占めるが､両側辺が

直線的なものが増加し､抉り度数も 30～40 と浅くなるため､時期が下り様相が若干異なってく

るようである｡ 

大木10式を为体とする菅生田遺跡(丹羽・阿部・小野寺1982b)からは石鏃が113点出土して

いる。第1c1類と分類されたもののなかに類似するものが見られるが、3点と量的には僅尐であ

る。抉り度数の平均は49であるが、両側辺は直線的となり脚部も尖る。様相はさらに変化する

と耂えられる｡ 

以上のように､中ノ内Ｂ遺跡の石鏃Ⅰ類は大木8b式期にまとまって出土することが明らかに

なった。しかし、類似のものは他の時期にも様相を違えながらも存在していることも明らかと

なった。中ノ内Ｂ遺跡の資料は量的に尐なく、同時期の資料が多量に出土した勝負沢遺跡での

ありかたが本来的であった可能性がある。資料は僅かでも、勝負沢遺跡では低い割合であった

Ⅰ類が中ノ内Ｂ遺跡では为体を占めるという様相は、地域性や遺跡の性格を耂える上で重要な

事实である｡ 

着柄痕について 

4号住居跡出土のⅠ類(第 16図2)にアスファルト状の付着物が認められ、着柄の状態が明ら

かになった。付着物は表裏両面の器体中央から脚部の内側に認められ、片面は石鏃の先端部付

近まで尖った状態で残存するが､もう一面は先端から2.5ｍｍ下で丸みを帯びて残存する。これ

らは基部の抉りの最深部からそれぞれ11.6ｍｍ･9.7ｍｍを測る。また脚部末端における付着物

の最大幅は9.1ｍｍを測る。以上より推定される柄の形態は、1㎝程の着柄用の刻みが先端から

入り、直径 9ｍｍ程度の先端の尖ったものである。ここで注意すべき点は、付着物が脚部内側

に認められ、着柄された場合、抉り部は柄の中に入るか、もしくは柄が抉り部より細くとも、

抉り部は付着物に埋められて外側からは見えなかったと推定されることである。着柄された状

態を推定すると、脚部外側下部は丸みを帯びているため明確なかえしとはならない。したがっ

て、この石鏃の抉り部はあくまでも着柄を目的としたものであり、着柄とかえしを作出するこ

とを目的としたものとは異なっている｡ 
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Ⅵ．ま と め 

1. 中ノ内Ｂ遺跡は川崎盆地单端に形成された崖錐上に立地する遺跡である｡ 

2. 調査の結果、縄文時代中期の住居跡 8軒（重複・拡張を含む）、土壙 2基、ピット 2基が

発見され、縄文土器・石器・土製品などが出土した｡ 

3. 出土した縄文土器は大木8ｂ式に位置づけられるもので、大木8ｂ式の新しい段階とされる

桂島貝塚・勝負沢遺跡の出土土器の一部（Ｂ・Ｃグループの一部）に類似しており、大木 8

ｂ式の古い段階とされる大松沢貝塚出土土器とは異なっている｡ 

4. 石器では石鏃に特徴的なものが認められる。その中には着柄痕を持つものがあり、着柄の

状態が明らかとなった｡ 

5. 本遺跡は大木 8ｂ式期の集落跡と耂えられるが、住居以外の遺構のありかたや、遺跡のひ

ろがりについては不明な点がある｡ 
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調 査 要 頄 

遺 跡 記 号；ＬＮ（宮城県遺跡地名表登載番号 09073） 

遺跡所在地；宮城県柴田郡川崎町大字前川字垣ノ内地内 

調 査 期 間；昭和 60年4月5日～5月15日、11月19日～12月5日 

調査为体者；宮城県教育委員会・日本道路公団 

調査担当者；宮城県教育庁文化財保護課 

調査対象面積；21,000㎡ 

発 掘 面 積；6,230㎡ 

調 査 員；平沢英二郎、斎藤 吉弘、古川 一明、 

小山田正男、大槻 仁一、佐藤 裕志 

 



 468 

目 次 

Ⅰ．遺跡の位置と環境··························································· 469 

Ⅱ．調査の方法と経過··························································· 469 

Ⅲ．基本層位 ·································································· 470 

Ⅳ．発見された遺構と遺物 ······················································· 472 

(1) 竪穴住居跡 ····························································· 472 

(2) 土 壙 ································································· 481 

(3) ピット群 ······························································· 483 

(4) 遺構外出土遺物 ·························································· 483 

Ⅴ．ま と め ······························································ 488 

引用・参耂文献 ································································ 488 

写真図版 ······································································ 489 

 



 469 

Ⅰ．遺跡の位置と環境 

中ノ内Ｃ遺跡は、宮城県柴田郡川崎町大字前川字垣ノ内に所在する。垣ノ内地区は川崎盆地

の单側に位置し、立野川の右岸に形成された標高200～210ｍの河岸段丘となっている。現状は、

大部分が水田として利用されており、一部が畑地となっている。 

なお、遺跡の单側には旧河道をはさんで中ノ内Ｂ遺跡が所在している｡ 

Ⅱ．調査の方法と経過 

調査は川崎インターチェンジの予定地部分である｡ 

地区設定は､中心杭ＳＴＡＯ（Ａ）とＳＴＡＯ＋20（Ｂ）を結び､Ａ点を原点として直交する

線を基準として行った。单北軸にはアラビア数字、東西軸にはアルファベットを用い、3ｍ卖位

のグリッドに区画した｡ 

調査を開始したのは昭和60年5月3日である。3ｍ幅のトレンチ調査によって遺構の確認を

行った結果、单流する旧河道の西側（Ｂ地区）で住居跡及び土壙、東側（Ａ地区）でピット群

と土壙を各々検出した｡ 

精査は他の遺跡との関連で10月下旪から实施した。遺構の平面図・断面図作成､写真撮影等

を行い、12月7日に調査の一切を終了した｡ 
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なお、検出された遺構は下記の通りである｡ 

○竪穴住居跡3軒（縄文時代中期、後期、平安時代～各 1） 

○土壙4基（縄文時代後期） 

○ピット群（時期不明） 

Ⅲ．基 本 層 位 

遺跡の基本層位は大きく4枚に分けられる。第Ⅰ層は耕作土である。第Ⅱ層は黒褐色シルト

で遺跡のほぼ全体を覆う旧表土である。第Ⅲ層は旧河道埋積層でａ～ｍ層の13枚に細分された。

このうち、Ⅲｊ層には灰白色火山灰・内黒土師が含まれ、Ⅲｋ～ｍ層には縄文土器が含まれて

いた。このことから、旧河道は平安時代以降、急速に埋積したものと耂えることができる。第

Ⅳ層は暗褐色シルト層である。遺構はすべて第Ⅳ層上面で確認した｡ 
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Ⅳ．発見された遺構と遺物 

(1) 竪穴住居跡 

第1号住居跡 

〔位 置〕 ＢＦ61区・62区に位置する｡ 

〔重 複〕 床下及び西壁側から第 2号土壙・第3号土壙が検出された。いずれも、第1号住

居跡より古い｡ 

〔平面形・規模〕 方形を呈する。長軸が5.1ｍ、短軸が4.8ｍである｡ 

〔堆積層〕 6層に分けられる。第 1～3層はほぼ住居内全域に堆積し、第 4～5層は为として

壁際に堆積する｡ 

〔壁〕 東辺及び单辺・北辺の一部を欠いている。壁高は約 20 ㎝である。第Ⅳ層を壁として

おり、立ち上がりは急である｡ 

〔床〕 第Ⅳ層を床面としている。東側は削平されており残存しない。床面は掘り方埋土の上

に褐色土と黒色土を混ぜてたたきしめ、貼り床としている｡ 

〔柱 穴〕 住居内から11個のピットが検出されている(Ｐ1～Ｐ11)。このうち、ピット1～9

は周溝内から検出され、壁柱穴と耂えることができる。ピット10、11は为柱穴と耂えられる。 

〔周 溝〕 残存する壁沿いに断面「∪」字状を呈する周溝がめぐっている。東側は削平のた

めに不明である｡ 

〔カマド〕 東壁中央に付設されており、燃焼部の一部が検出されている。燃焼部底面は皿状

にくぼみ、内部には焼土が堆積していた｡ 

〔出土遺物〕 周溝埋土と堆積土中から土師器坏・甕、赤焼土器坏が出土している｡ 

土師器 坏 

器高 5.4㎝、口径 13.5㎝、底径 6.1㎝を測る。外面の器面調整はロクロナデで、体部下端

には手持ちヘラケズリが加えられている。底部には回転糸切り痕が残されている。内面は全面

にヘラミガキ・黒色処理が施されている｡ 

赤焼土器 坏 

底径6.1㎝を測る。内外面ともにロクロナデによって器面調整が施されている。底部には回

転糸切り痕が残されている｡ 

土師器 甕 

底径7.1㎝を測る。外面の器面調整はハケ目、内面はナデである｡ 

〔時 期〕 出土遺物の特徴から平安時代のものであり､9世紀後半頃に位置づけられよう｡ 
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第2号住居跡 

〔位 置〕 ＢＤ60区・ＢＥ60区に位置する｡ 

〔重 複〕 第3号住居跡と重複し、第 3号住居跡より古い｡ 

〔平面形〕 楕円形を呈する。規模は長軸が5.2ｍ、短軸が4.8ｍである｡ 

〔堆積層〕 5層に分けられる。第 1～3層はほぼ住居内全域に堆積する層で、第 4～5層は为

として壁際に堆積する層である｡ 

〔壁〕 第Ⅳ層を壁とする。壁高は保存のよい箇所で 30 ㎝を測り、立ち上がりは急角度であ

る｡ 

〔床〕 第Ⅳ層を床とし、ほぼ平坦で固くしまっている。床面の直上には黒褐色の薄層が認め

られ、生活面と耂えられた｡ 

〔柱 穴〕 床面において 9 個のピットが検出された（Ｐ1～Ｐ9）。いずれも径 20～30 ㎝の

円形を呈し、深さは20～30㎝程である。このうち、ピット 2が中軸線上に位置し、中軸線北側

にピット 3、5、9、8、中軸線单側にピット 1、4、6、7の 8個のピットが各々対応する位置に

配されている｡ 

床面下では4個のピットが検出された(Ｐ10～Ｐ13)。円形ないしは不整形を呈するものであ

る｡ 

〔炉〕 炉は住居の中央から東壁に接する位置で確認された。長楕円形を呈するもので、長軸

2.6ｍ、最大幅1ｍを測る。土器埋設石囲部・敶石石組部・前庭部から成る複式炉である｡ 

土器埋設石囲部は、胴下部を欠失させた深鉢を正位に埋設し、その上半部の周囲に河原石を

4列4段に積んだものである。石囲部の掘り方平面形は楕円形で、長軸が70㎝、短軸が 50㎝、

深さ 45㎝測る。土器内堆積土には焼土粒・炭化物が大量に含まれている｡ 

敶石石組部は、長方形の掘り方に平らな河原石で側壁を構築し、底面には若干小さめの河原

石を敶きつめたものである。側壁の炉石には一部裏込めが施されている。掘り方の規模は、1.1

ｍ×0.7ｍである｡ 

前庭部は「∩」字状を呈し、東側は住居の壁に接している。底面は平坦である｡ 

〔出土遺物〕 床面ピット3の周囲から注口土器1個体、台石1点、磨石2点、複式炉北側の

床面で磨石1個が発見された。微細剥離痕ある剥片も床面から出土しているが、位置は不詳で

ある。その他、堆積土中から深鉢形土器破片が得られている｡ 

土器埋設石囲部出土土器（第 6図） 

土器埋設石囲部に据えられた深鉢である。器形は、胴下部が丸味をもって立ち上り、胴上位

でゆるやかにくびれ、口縁部はわずかに外傾する。地文として2種の縄文が施されている。口

縁部には一対の補修孔が穿れている。内外面に若干の炭化物が付着している｡ 
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床面出土土器（第7図1） 

ピット3の单側床面から出土した。算盤玉状の鉢に注口部と把手を付した土器である。内傾

部には赤色塗料によって彩色が施されている。内外面に炭化物が著しく付着している｡ 

床面出土石器（第7図2、第 8図1） 

第7図2は微細剥離痕ある剥片である。菱形を呈する剥片の 1側辺に微細剥離痕が認められ

る｡ 

第8図1は台石である。磨痕等の使用痕跡を肉眼では観察できないが、何らかの作業台と耂

えることができる｡ 

その他、磨石3点が床面から出土しているが、現在収納場所が不明となっている｡ 

堆積土出土土器（第8図 2～6） 

いずれも深鉢形土器破片である。隆沈線文によって「Ｓ」字状ないしはその一種と思われる

文様が構成されている｡ 

〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代中期末葉大木10式(山内；1937)に位置づけられる。

また、近年の細分研究によれば大木10式第Ⅱ段階（丹羽；1981）に該当するものである｡ 
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第3号住居跡 

〔位 置〕 ＢＤ58区、ＢＥ58区に位置する｡ 

〔重 複〕 第2号住居跡及び第1号土壙と重複し、これらより新しい｡ 

〔平面形〕 直径5.5ｍの円形である｡ 

〔堆積層〕 1層である。削平が著しく最大厚5㎝の極暗褐色土層である｡ 

〔壁〕 ほとんど削平されており、立ち上がりとしては確認していない｡ 

〔床〕 第Ⅳ層を床としている。ほぼ平坦で固くしまっている｡ 

〔柱 穴〕 床面において 7 個のピットが検出された（Ｐ1～Ｐ7）。いずれも、径 20 ㎝前後

で、深さは30～35㎝である｡ 

〔炉〕 炉は住居の中央の位置で確認された。ほぼ円形を呈する石囲炉である。炉の单側の一

部は削平を受け壊されている。円形の溝が掘りくぼめられ、炉石の据え方になっている。炉使

用面は、床面より5㎝程くぼむ皿状を呈する焼面となっている。炉掘り方には5㎝程の極暗褐

色土が敶きつめられている｡ 

〔出土遺物〕 床面から台石、炉内堆積土から深鉢形土器が出土した。なお、炉内出土土器は

旧河道ＢＡ59区・第Ⅲｍ層出土土器と接合関係が認められた｡ 
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炉内出土土器（第10図1） 

平縁の深鉢形土器である。文様は横位平行沈線文と格子状沈線文・大小の瘤状突起によって

構成されている｡ 

床面出土石器（第10図2） 

台石である。磨痕等の使用痕跡を肉眼では観察できないが、何らかの作業台と耂えることが

できる｡ 

〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代後期後葉金剛寺式（伊東；1957）に位置づけられる。 
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(2) 土 壙 

第1号土壙 

〔位 置〕 ＢＤ57区に位置する｡ 

〔重 複〕 第3号住居と重複する。切り合い関係は不明である。また北側では、古いピット

と切り合う｡ 

〔平面形・規模〕 隅丸長方形を呈する。規模は長軸が 1.4ｍ、短軸が1.2ｍである｡ 

〔堆積層〕 2層に分けられる。自然堆積である｡ 

〔壁・底面〕 なだらかな皿状を呈している。深さは約 20㎝である。 

〔出土遺物〕 堆積土中から深鉢形土器破片1個体2点が出土している｡ 

〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代後期中葉宝ケ峯式（伊東；1957）に位置づけられる｡ 

第2号土壙 

〔位 置〕 ＢＧ62区に位置する｡ 

〔重 複〕 第1号住居と重複し、第 1号住居より古い｡ 

〔平面形・規模〕 不整な円形である。規模は直径1.2ｍ程である｡ 

〔堆積層〕 4層に分けられる。自然堆積である｡ 

〔壁・底面〕 壁は急角度に立ち上がる。深さは70㎝で底面は平坦に整えられている｡ 

〔出土遺物〕 堆積土中から深鉢形土器破片6点が出土している。 

〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代後期前葉单境式（伊東；1957）に位置づけられる。 

第3号土壙 

〔位置・確認面〕 ＢＦ61区の第1号住居床下において確認された｡ 

〔重 複〕 第1号住居に切られている｡ 

〔平面形・規模〕 直径1ｍの円形を呈する｡ 

〔堆積層〕 不明。 

〔壁・底面〕 全体にゆるやかなすり鉢状を呈している。深さは30㎝である｡ 

〔出土遺物〕 堆積土中から深鉢形土器破片数点が出土している。図示し得たのは第 11 図 7

の1点のみである｡ 

〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代後期前葉单境式（伊東；1957）に位置づけられてい

る｡ 

第4号土壙 

〔位 置〕 旧河道東側のＡＰ67区に位置する｡ 

〔平面形・規模〕 直径30㎝の円形である｡ 

〔堆積層・壁・底面〕 堆積土中から深鉢形土器1個体の胴上部が出土した｡ 
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〔時 期〕 出土土器の特徴から縄文時代後期中葉宝ケ峯式～後期後葉金剛寺式に位置づけら

れる｡ 
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(3) ピット群 

旧河道東側のＡ地区、第Ⅳ層上面で確認された。平面形は方形のものと円形のものがあり、

大きさ、深さともに20～30㎝である。中には、柱痕跡の認められるものや、礎盤を思わせる平

坦な石が据えられているものもある。組みあわせについては明らかにすることができなかった。

出土遺物として縄文土器の細片が若干認められるが、ピット群の時期を示すものとは耂えられ

ず、時期不明である｡ 

(4) 遺構外出土遺物 

縄文土器・土師器・須恵器・石器が出土している。ここでは、他遺跡から得られた従来の知

見に基いて分類記述を進めてゆく。なお、石器については現在収納場所が不明となっている｡ 

縄文土器 

第12図1～2は胎土に繊維を含む土器である。いずれも旧河道東側のＡ地区から出土してい

る。1は組紐回転文、2は半截竹管による連続刺突文が施されている。これらは上川名上層式－

大木 1式の過渡型式にあたり、前期初頭に位置づけられている。詳細は、本書前田遺跡の耂察

を参照されたい｡ 

3～4は胴部破片で渦巻状隆線文や棘状隆線文が付されている。5は4卖位の波状縁で、波頂

部には渦巻状隆線文が施されている。これらは大木 8ｂ式（山内；1937）とされるものに該当

し、中期中葉に位置づけられる。本時期の集落が旧河道单側対岸の中ノ内Ｂ遺跡で確認されて

いる｡ 

6は胴部破片で渦巻状線文・円弧状沈線文が施されている。これは大木 9式（山内；1937）

とされるものに該当し、中期後葉に位置づけられる｡ 

7～8は弧状沈線文が施され、9～13は「Ｓ」字状を为とする文様が隆沈線文によって描かれ

る。また、14～15は隆線ないしは沈線による縦位区画をもつ。これらは大木10式（山内；1937）

とされるものに該当し、中期末葉に位置づけられる。近年の細分研究（丹羽；1981）によると、

7～8が第Ⅰ段階、9～13が第Ⅱ段階、14～15が第Ⅲ段階に該当するものである｡ 

第 13 図 1～22 は、円形の盲孔及び剣菱状・蕨手状・｢Ｊ｣字状等の各種沈線文が施される深

鉢形土器である。器形は、胴部から口縁部にかけてまっすぐ立ち上がるものと、頸部にくびれ

部をもつものの2種がある。これらは单境式（伊東；1957）とされるものに該当し、後期前葉

に位置づけられる｡ 

第 14図 1～4は横位平行沈線文を为とする文様が施される深鉢・鉢である。5は胴部に斜位

沈線文が描かれている。6、7は浅鉢で内面上部に刻目文や横位平行沈線文を为とする文様が施

される。これらは宝ケ峯式（伊東；1957）とされるものに該当し、後期中葉に位置づけられる｡ 
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8～10 は、横位平行沈線文と瘤付きの組みあわせ文様が施される深鉢である。これらは金剛

寺式（伊東；1957）とされるものに該当し、後期後葉に位置づけられる｡ 

11は旧河道東側のＡ地区から出土している。口縁部に刻目文、横位平行沈線文が施される鉢

である。これは大洞Ｃ2 式～Ａ式（山内；1937）とされるものに該当し、晩期後葉に位置づけ

られる｡ 

土師器（第14図14、15） 

製作にロクロを使用した坏である。内面にはヘラミガキ・黒色処理が施されている。これら

は平安時代表杉ノ入式（氏家；1957）とされる土師器の特徴をもつものである｡ 

須恵器（第14図12、13） 

甕と長頸瓶がある。内外面ともにロクロ調整が施されている。甕は口縁部に縁帯をもつもの

で、小形品である。長頸瓶は胴部径に比して頸部径が小さく、胴上部には自然釉を帯びている。

これらは土師器の年代から推して平安時代に位置づけられよう｡ 
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Ⅴ．ま と め 

1. 中ノ内遺跡は、宮城県柴田郡川崎町大字前川字垣ノ内に所在し、立野川右岸に形成された

標高200～210ｍの河岸段丘上に立地する｡ 

2. 検出された遺構は、年代項に示すと次の通りである｡ 

 
3. 遺構外出土遺物としては、縄文土器、土師器、須恵器、石器がある。それらは、下記のよ

うに、分類された｡ 

 

4. 石器の一部は、収納場所不明のために掲載できなかった。 
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Ⅰ．調査の方法と経過 

幅6ｍ、長さ18ｍのトレンチで遺構の分布を調べ、遺構の検出された地区を拡張する方法を

とった（第 1 図）。Ⅰ区では中心杭ＳＴＡ77＋20 とＳＴＡ77＋40 を結ぶ線を基準線とし、約

3360㎡を発掘し、平安時代の竪穴住居跡1軒、時期不明のピット2基および小規模な遺物包含

層を検出した。Ⅱ区では中心杭ＳＴＡ75＋80とＳＴＡ76＋00を結ぶ線を基準線とし、約 1190

㎡発掘し、縄文時代後期中葉の竪穴住居跡1軒を検出した｡ 

Ⅱ．位置・地形・基本層序 

向鹿遺跡は柴田郡川崎町字向鹿にあり、前川支流の四日川右岸の中位段丘上に位置する。遺

跡は高館丘陵の北西麓にあり、单方と東方とは丘陵に接し、北方と西方とは川崎盆地に面する。

景観的には、西方の高山官林遺跡から続く緩斜面にみえるが、数本の小さな沢に開析されてい

る。周辺の表層地質は基盤の白沢層の上に不整合に堆積した段丘堆積物で、丘陵から段丘面へ

と斜面が変換する地帯では崖錐堆積物が発達し､段丘上を覆っている（第2図1）｡ 

基本層序は7枚に大別される。詳細は第2図に示す。Ⅶ層は火山灰起源の粘土層でⅠ区Ｃ－

2トレンチとⅡ区第 2トレンチに分布する。Ⅵ層は小礫を多くふくむ砂質ロームおよび砂質シ

ルト層。Ⅴ層は黒ボクに起源をもつ黒褐色シルト層。Ⅳ層は暗褐色シルト質ローム層。Ⅲ層は

褐色砂質層で前記した崖錐堆積物の末端にあたり、広く分布する。とくにⅢｃ層は帯状に分布

する地点があり、この部分の緩斜面を分流していた小さな沢の堆積によるものとみられる。こ

れらの堆積状況は多尐の変化があるが、他の地区でも普遍的にみられる（第 2図 2、3、4）。

遺構は、平安時代のものがⅢａ層上面で、縄文時代後期のものがⅤａ層上面で確認された。 

Ⅲ．調査の内容 

(1) 1号住居跡（第3図） 

〔平面形・規模〕 Ⅲ層上面で確認した。規模は单北軸 4.9ｍ、東西軸 4.5ｍである。平面形

はやや東西に長い隅丸方形である。北壁の方向はＮ－40°－Ｗである｡ 

〔壁〕 第Ⅲ層を壁とし、残存高は20～22㎝で、立ち上がりは緩やかである｡ 

〔床〕 底面の上に黒褐色シルト層が 3～4 ㎝あり、その上面が床面となる。床面は平坦で締

まりをもつ｡ 

〔柱 穴〕 床面に 6 個のピット（Ｐ1～Ｐ6）がある。Ｐ1・Ｐ2 が单壁側に、Ｐ3～Ｐ6 の 4

個が北壁側に検出されている。いずれも柱痕跡は認められない。平面形は円形のものと長方形

のものがある。深さは42～49㎝である。これらのピットは住居内で対角線上に配置される
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ことやそれぞれを結ぶと長方形になることでＰ1～Ｐ4もしくはＰ1・Ｐ2・Ｐ5・Ｐ6の組み合わ

せが为柱穴と耂えられる｡ 

〔カマド〕 東壁の中央单寄りに付設されている。煙道は削平のため不明である。燃焼部の側

壁は礫を芯とし、シルトや粘土を積みあげて構築している。燃焼部の規模は奥行き 60㎝幅 40

㎝で、底面は皿状に凹んでいる。奥壁の立ち上がり付近に長方体の角礫を立てて支柱としてい

る。4層の焼土中から土師器甕が出土している｡ 

〔貯蔵穴状ピット〕 カマドの右側に楕円形のピット（Ｐ7）がある。規模は径60×50㎝、深

さ10㎝で、皿状に凹む。堆積層は2枚あり、上層から土師器坏が出土した｡
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〔堆積土〕 住居内の堆積層は 4枚に大別され、1層～3ａ層は全体に、3ｂ層は壁から住居中

央にかけて堆積する。4層は壁際にのみ堆積する。なお、3ｂ層は灰白火山灰をブロック状に含

んでいる。また、1～3層には土師器坏・甕などの遺物を含む｡ 

〔遺 物〕 床面・カマド・貯蔵穴状ピット・堆積土から遺物が出土している。住居廃絶時を

示す資料はカマド燃焼部の土師器坏・甕・鉢、貯蔵穴状ピットの土師器坏、床面の須恵器甕・

刀子などである｡ 

土師器（第4図） 

坏・甕・鉢が出土している。いずれも製作にロクロを使用している｡ 

坏（第4図1～4） 

1 は体部が緩やかに丸みをもって立ち上がり、口縁で外反している。外面には底部の周辺と

体部下端に手持ちヘラケズリがみられ、底部に回転糸切り痕が残る。内面にはヘラミガキと黒

色処理が施される。底部外面には「亥年」または「前年」と墨書されている｡ 

2～4は底部から体部にかけての破片である。2は底部周辺と体部下端に手持ちヘラケズリが

みられ、底部に回転糸切り痕が残る。3には底部全体と体部下端に手持ちヘラケズリ、4には底

部全体と体部下端に回転ヘラケズリがみられる。3、4ともに切り離しは不明である。2～4の内

面にはヘラミガキと黒色処理が施される｡ 

甕（第4図5～7） 

5 は長胴形のもので底部が破損している。体部がほぼ直線的に立ち上がり、口縁部が外反す

る。体部には縦方向のヘラケズリ、内面には横方向のヘラナデが施される。6～7は口縁部破片

である。6は口縁端が上につまみだされ、外面にはヘラケズリが施される。7は口縁部が下方に

わずかにつまみだされる｡ 

鉢（第4図8） 

体部がやや丸味をもって立ち上り、口縁部は外反し端部がやや上方につまみ出される。外面

には底部付近まで縦方向のヘラケズリが、内面には体部中央までヘラミガキが施される｡ 

須恵器（第4図9・第5図1） 

高台付坏と甕とが出土している｡ 

高台付坏（第4図9） 

坏部が失われているもので、台が短く端部が平坦になっている｡ 

甕（第5図1） 

体部下半から底部にかけてのものである。体部外面の上半には縦方向のヘラケズリ、下端に

は横方向のヘラケズリが行なわれ、内面には体部に横方向のヘラナデ、体部から底部に縦方向

のヘラナデが行なわれている｡ 
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砥 石（第5図2） 

2は欠損品で全体の形は不明である。断面が長方形で5面が使用されている｡ 

刀 子（第5図3） 

刀身の一部分で約5㎝残存している。平棟で断面が三角形をしている｡ 

(2) 2号住居跡（第6図） 

〔位置・確認面〕 Ⅱ区第2トレンチ中央に位置する。平面形が隅丸長方形で、規模は長軸 3.1

ｍ､短軸2.5ｍ､床面積約5.84㎡である。確認面はⅤｂ層上面だが、掘り込み面はⅤａ層上面と

耂えられる｡ 

〔壁の状況〕 Ⅴａ層、Ⅴｂ層、Ⅶ層を壁としている。確認面での壁高は最大で20㎝である。 

〔住居堆積土〕 埋土は3層に区分されレンズ状の自然堆積の様相を示す。埋土からの遺物の

出土は全くない｡ 

〔床 面〕 構築当初はⅦ層を直接床面としている。埋土4層はⅦ層のブロックをモザイク状

に含む黒褐色シルトの薄層で、木炭片を多く含み生活による堆積土と耂えられる｡ 

〔柱 穴〕 床面で確認された二十個のピットのうち、Ｐ1ａ、Ｐ1ｂ、Ｐ2、Ｐ3、Ｐ4、Ｐ5、

Ｐ6、Ｐ7が壁際の为柱穴で、Ｐ1ａ、Ｐ1ｂ、Ｐ4、Ｐ5、Ｐ6、Ｐ7では柱痕を確認した。Ｐ1ｂ

はＰ1ａを切っていて、柱の立て替えが耂えられるが、他の柱穴では確認できない。掘り方の壁

および柱痕はほぼ直立している｡ 

〔入り口〕 入り口としての明確な施設はないが、長軸方向でＰ1 と対応する柱穴が欠けてい

るので、Ｐ4とＰ5との間を想定している。これは周辺地形の傾斜方向と一致する｡ 

〔炉〕 炉は住居の中央部にある。直径約60㎝の円形の石囲い炉で11個の円礫および角礫を 
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使用している。炉石の据えかたは深さ10㎝の溝状で、炉石の対応する部分は深く掘られている。

炉の中央部は皿状に浅く凹む。焼け面の形成は顕著ではない。北側の一部は炉石がない。掘り

方は確認したが、抜き取り痕はなかった｡ 

〔床面遺物〕 床面遺物は土器 3個体（Ｐo.1、Ｐo.2、Ｐo.3）と磨石(Ｌi.1)､台石(Ｌi.2)と

がある。Ｐo.1（第8図1）は黒褐色を呈する無文の台付浅鉢形土器で、胎土に大粒の石英・長

石粒を含む。Ｐo.2（第8図2）は四卖位の大波状口縁を有し、頸部と体部との間に屈曲部を有

する深鉢形土器で、磨消部と縄文(ＲＬの0段多条)部とで为要文様を構成する。内外面に炭化

物が付着し、外面に焼けはじけの痕跡がある。Ｐo.3（第8図3）は平縁の鉢形土器で、磨消部

と縄文（ＬＲ）部とからなる为要文様を有する。Ｌi.1(第7図1)は大粒の礫をふくむ火山礫凝

灰岩製の磨石で、両面に顕著な磨面と敲打による凹み部とを有する。周辺部には顕著ではない 
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が、敲打痕が確認できる。Ｌi.2（第7図2）は石英安山岩製の台石で、平坦面の中央部に幅広

の帯状の磨痕がある。その外側にも顕著ではないが､磨痕がある。Ｌi.2は使用痕のある平坦面

を上とし、底部の凸部が床面に尐しめり込むような状態で出土した｡ 

なお、この住居跡の周辺からは同時期の遺物も遺構も発見されていない｡ 

(3) ピット 1（第9図 1） 

Ⅰ区Ａ－10トレンチⅥｂ層上面で確認した。埋土 1～3層は基本層位Ⅲ層で一括した砂礫層

に類似しているので、掘り込み面はⅣ層上面以上の可能性が高い。長軸164㎝、短軸 102㎝の

長楕円形を呈し、深さは100㎝である。壁はほぼ垂直で、底面は中央部が凹む。埋土は自然堆

積と耂えられる。出土遺物はない｡ 

遺構の性格は不明で、構築時期も明確ではない｡ 

(4) ピット 2（第9図 2） 

Ⅰ区Ａ－11トレンチで、Ⅵａ層上面で確認した。掘り込み面はⅢ層上面である。全体を調査

してはいないが、不整な溝状を呈する可能性がある。埋土は自然堆積の様相を示す。埋土4層

の上面に微量の灰白火山灰が団塊状に混入する。出土遺物はない｡ 

遺構の性格は不明だ。構築時期は灰白火山灰が混入することから、1 号住居とほぼ同時期の

可能性が高い。 

(5) Ⅰ区Ｃ－2トレンチ遺物包含層（第10図1、2、3、4、6、8） 

Ⅰ区Ｃ－2トレンチⅤｂ層で､縄文土器の破片、礫石器が尐量出土した。土器片は中期後葉か

ら後期前葉の時期に相当するが、完形になるものはない。同一個体はまとまる傾向があり、二 
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次堆積ではないと耂える｡ 

(6) 遺構外出土遺物（第 10図） 

Ⅰ区Ａ－9トレンチⅤａ層上面（第 1図矢印部分）で、重機で掘り下げ中に､深鉢形土器の体

部下半（第10図7）を発見した。後に、この部分を精査したが、遺構は検出できなかった。付

加条縄文が縞状の施文され、弥生時代後期のものと耂える。また、Ⅱ区で縄文時代前期初頭の

上川名Ⅱ型式の深鉢形土器の破片（第10図5）と磨石（第 10図9）とを表採したが、発掘では

前期初頭の遺物は全く検出できなかった｡ 

Ⅳ．耂 察 

(1) 1号住居跡 

(a) 土師器の年代 

住居跡出土の土師器について器形、調整技法の为な特徴をのべた。坏・甕ともに製作にロク

ロを使用している。製作にロクロを使用する土師器は東北地方单部の土師器編年の中で表杉ノ

入式（氏家；1957）に位置づけられるものである｡ 

住居跡出土坏の中で、第4図1がほぼ器形がわかるもので、第4図2～4は底部破片である。 

1 の器形は碗状で内弯の度合が強く、底径の小さいものである。調整技法は糸切離しの後に

底部周辺と体部下端の手持ちヘラケズリがみられる｡ 

底部破片2・3は底径が小さく、碗状に近い立ち上がりである。2は糸切離しの後に底部周辺

と体部下端に手持ちヘラケズリがみられる。3 は底部全体と体部下端に手持ちヘラケズリがみ

られる｡ 

底部破片 4 は 2・3 に比べて底径が大きく、直線的に立ち上がる。底部全体と体部下端に回

転ヘラケズリがみられる｡ 

1 のような器形と調整技法が認められる土師器坏は他の遺跡と比較すると白石市家老内遺跡

出土の土師器坏ＡⅡ類（宮城県教育委員会：1981）に類例が求められる。底部破片 3の調整技

法も同遺跡の土師器坏ＡⅠ類に例がみられる。家老内出土の土師器坏ＡⅡ類､ＡⅠ類は 9世紀後

葉に位置づけられているものである。このことから、これに類似する本遺跡出土の土師器坏 1

～3についてもほぼ同時期の9世紀後半としておきたい｡ 

なお、底部破片 4 のような回転ヘラケズリが施されるものは蔵王町東山遺跡などにみられ、

9 世紀後葉よりややさかのぼるものと耂えられている（宮城県教育委員会：1981）が、全体の

器形が不明であるためここでは出土状況から1～3の時期に含まれるものとしておきたい｡ 

(b) 墨書について 

第4図1にある墨書は東北歴史資料館の吉沢幹夫氏に判読していただいたところ「亥年（ヰ 
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ノトシ）」または「亥」と判読された文字は「前」ともみられるので「前年」の可能性もある

との御教授を得た｡ 

(2) 2号住居跡 

(a) 年 代 

2号住居跡床面から出土した三個体の土器は、① 四卖位の大波状口縁を有し、頸部・体部間

に屈曲部を有する器形(Ｐo.2)､② 頸部の弧線状の磨消入組部（Ｐo.2）､③ 体部の逆「Ｚ」字

状の磨消部（Ｐo.2とＰo.3）などの特徴がある。以上の諸特徴から、これらの一括土器は縄文

時代後期中葉の時期に製作されたもので、土器形式は宝ケ峰形式（伊東：1957）に比定できる。 

さらに、住居廃絶直前の床面での供伴の事实から、これらの土器は住居での同時使用を示す

と耂える｡ 

(b) 住居構造 

2 号住居は円形の石囲い炉を有し、隅丸長方形を呈する。壁際の七本の柱が上屋構造を支え

る为柱と耂える。縄文時代後期中葉の竪穴住居跡の報告例は福島県相馬郡飯館村松ケ平Ｄ遺跡

(福島県教育委員会：1984)の二棟がある。これらは为柱と壁柱とを有し、隅丸長方形を呈する

が、1号住居は円形石囲い炉、2号住居は地床炉を有する。松ケ平Ｄ遺跡1号住居では炉の近く

の床面から磨石と台石とがセットで出土し、その状況が本遺跡2号住居と類似している。縄文

時代後期後葉の竪穴住居の報告例は宮城県亘理郡亘理町椿貝塚（宮城県史編纂委員会：1981）、

宮城県柴田郡村田町東足立遺跡（宮城県教育委員会：1981）、宮城県柴田郡川崎町中ノ内Ｃ遺

跡（本書所収）がある。椿貝塚の住居の詳細は不明だが、为柱と壁柱とがあり、隅丸長方形を

呈するらしい。東足立遺跡の三棟は円形または不整楕円を呈し、円形石囲炉を有する。 

为柱穴の配置の規則性はない｡ 

後期中葉から後葉の住居は円形石囲い炉を有する傾向が高い。しかし、平面形や为柱、壁柱

の配置などの点では変化が状きく、良好な遺構が尐ないことも関連し、一般的な共通性を指摘

できない｡ 

(c) 床面遺物と住居内の空間区分 

2号住居は床面積約5.84㎡で、比較的小規模な住居だが、五点の床面遺物が発見された（第

6図）。出土状況の特徴を述べ、問題点を指摘したい（第 11図）｡ 

① 住居埋土から出土した遺物はない｡ 

② 磨石(Ｌi.1)と台石(Ｌi.2)とは推定入り口の側の炉の近くに、近接して存在した｡ 

③ 土器(Ｐo.1～3)は口縁を壁に向け､西側の壁際にまとまって存在した｡ 

④ 三個体の土器のうち、煮炊に使用された痕跡があるのはＰo.2 のみで、その容積は最大

2710ccである｡ 
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①、②、③の状況から、これらの遺物には機

能、種類によるまとまりが見られ、住居機能時

の原位置に近い状態を保っていると耂える。ま

た、②、③、④から、磨石(Ｌi.1)と台石(Ｌi.2)

とのセット、煮炊に使用された土器(Ｐo.2)など

の調理用具の性格をもつと耂えられる遺物が推

定入り口の側にあることが指摘できる。磨石と

台石(または石皿)とが床面でセットとして出土

した縄文時代後期の住居の例は、青森県水木沢

遺跡3号住居、13号住居（青森県教育委員会：

1976）、岩手県岩手郡西根町上斗内Ⅲ遺跡Ｄ－

12住居（岩手県埋蔵文化センター：1984）、福

島県松ケ平Ｄ遺跡1号住居がある。入り口方向

が判明する水木沢遺跡13号住居、上斗内Ⅲ遺跡

Ｄ－12住居では、これらのセットが入り口側の

炉の近くにある点が、本遺跡2号住居と類似し

ている。床面遺物はその性格と出土地点との分

析により、竪穴住居内の空間区分を解明する資

料となる。特に、住居内の性的区分に関連して、

食物の調理は女性の分業であるという民族例からの一般的事实によれば、これら三例の住居は

入り口側に女性の生活、作業空間があったことを示唆していると耂える。この住居内の性的空

間区分が縄文時代後期に普遍的か否かは全く不明だが、アイヌなど多くの民族例（大林：1971、

渡辺：1980）、またはオホーツク文化、擦文文化の竪穴住居の分析結果（藤本：1972、1985）

と類似するように思う。火災住居などの良好な資料の増加がのぞまれる。 
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調 査 要 頄 

遺 跡 記 号：ＬＯ（宮城県遺跡地名表登載番号09071） 

遺跡所在地：宮城県柴田郡川崎町大字今宿字前田地内 

調 査 期 間：第1次調査・昭和60年7月17日～7月24日、12月5日～13日 

第2次調査・昭和61年4月24日～5月19日 

調査为体者：宮城県教育委員会・日本道路公団 

調査担当者：宮城県教育庁文化財保護課 

調査対象面積：4,000㎡ 

発 掘 面 積：第1次調査・840㎡、第2次調査・1,600㎡ 

調 査 員：第1次調査 平沢英二郎・斎藤 吉弘・佐藤 広史 

古川 一明・小山田正男・大槻 仁一 

第2次調査 藤沼 邦彦・手塚  均・相原 淳一 

須田 良平・鈴木真一郎 



 524 

目 次 

Ⅰ．遺跡の位置と環境··························································· 525 

Ⅱ．調査の方法と経過··························································· 526 

Ⅲ．基本層位 ·································································· 526 

Ⅳ．発見された遺構と遺物 ······················································· 530 

1．土 壙 ··································································· 530 

2．北側遺物包含層 ··························································· 540 

3．西側遺物包含層 ··························································· 554 

4．その他の土器・石器 ························································ 562 

Ⅴ．耂   察 ································································ 566 

1．遺構について ····························································· 566 

2．北側遺物包含層について ···················································· 567 

3．西側遺物包含層について ···················································· 574 

Ⅵ．ま と め ································································ 576 

引用・参耂文献 ································································ 576 

写真図版 ······································································ 579 

 



 525 

Ⅰ．遺跡の位置と環境 

前田遺跡は、宮城県柴田郡川崎町大字今宿字前田に所在し、川崎町役場の西約2.5kmに位置

している。遺跡は、東单に延びる高館丘陵の縁辺から東に派生する小丘陵の裾部及び一部は轟

川右岸の河岸段丘上に立地している｡ 

遺跡の单端は、東流する小支谷によって区切られている。遺跡の東側から北側にかけては、

地形的に見て、現在の熊野神社が所在する段丘面へと連続しているが、農免道立野－本屋敶線

建設時の発掘調査では遺構・遺物ともに発見されておらず､遺跡の広がりは標高221.5ｍ付近で

切れるものと耂えられる。遺跡の西部は、現在水田として利用されている。今回の発掘調査で、

泥炭層・砂層の互層からなる一種の埋積谷が確認され､ＳＴＡ106付近にあたる埋積谷右岸には､

遺跡西側を画する遺物包含層が発見された。また､ＳＴＡ106＋80付近の埋積谷左岸にも、若干

の遺物散布が見られ、今回試掘調査を行ったが、遺構・遺物ともに確認できなかった。遺跡の

西单部は、なだらかな丘陵地形となっており、遺跡の西单端については未確認である｡ 
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Ⅱ．調査の方法と経過 

第1次調査（1985年7月17日～24日、1985年12月5日～13日） 

7月 17日から 24日に､遺跡の概要を把握するために試掘調査を实施し､12月 5日から 13日

に本調査を行った。グリッド設定は､中心杭ＳＴＡ105＋60とＳＴＡ106を結ぶ直線を東西の基

準線とし､それに直交する单北の直線を設け､3ｍ卖位のグリッドを組んだ。グリッドの名称は､

ＳＴＡ105＋75をＢＡとし、東に向かってＢＢ､ＢＣ､ＢＤ､……とし、单北方向にはアラビア数

字を用いた｡ 

調査の結果、土壙9基と遺物包含層が確認された。ただし、遺物包含層については、確認面

の把握を誤り、表土と一緒に剥ぎ取るという過失をおかしている｡ 

第2次調査（1986年4月24日～5月19日） 

第2次調査は、前年度調査区の西側にあたる畑・水田部分について实施した。グリッド設定

は､中心杭ＳＴＡ105＋60とＳＴＡ106を結ぶ直線を東西の基準線とし、それに直交する单北の

直線を設け、3ｍ卖位のグリッドを組んだ。グリッドの名称は、ＳＴＡ105＋66をＢＡとし、西

に向かって、ＢＢ､ＢＣ､ＢＤ､……とし、单北方向にはアラビア数字を用いた。西側遺物包含層

は、東西方向幅4ｍのトレンチによって調査を实施し、单から北に向かって、ａ、1、2、3、4、

……と名称をつけた｡ 

調査の結果、土壙3基と2ケ所の遺物包含層が確認された。遺跡の北側に広がる遺物包含層

は、前年度確認された遺物包含層の続きで、畑地部分にのみ残されていた。遺跡の西側に広が

る遺物包含層は、水田下の泥炭質土壌において確認された。ともに、1 層のみで細別すること

はできなかった。また、遺跡の基本層位を把握するために、3 地点において探掘り調査を实施

した｡ 

なお、昭和60年度調査と昭和 61年度調査とでは､地区設定の方法が異っており､本報告では

昭和 60年度分の地区については、すべて年度を付して用いた。年度の付されないものは、すべ

て、昭和61年度分の調査地区である｡ 

Ⅲ．基 本 層 位 

遺跡の土層は、西斜面と東から北斜面とで若干の相違が認められた。各土層の特徴・性格は

以下の如くである｡ 

〔西斜面〕（第3図－3） 

第Ⅰ層は、水田耕作土・床土で、酸化鉄・礫を含んでいる。厚さは30～50㎝である｡ 

第Ⅱ層は、砂層と砂質シルト層の互層からなる河川堆積物の層で、ａ～ｇ層まで細分された｡ 
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厚さは 20㎝である。遺物は含まない｡ 

第Ⅲ層は、泥炭層で、未分解の木材、木葉等を大量に含んでいる。厚さは 5～10 ㎝である。

遺物は含まない｡ 

第Ⅳ層は、泥炭質の黒褐色土層で、ａ、ｂに細分された。厚さは 20 ㎝である。遺物は含ま

ない｡ 

第Ⅴ層は、灰黄褐色砂質シルト層及び明赤褐色砂層との細かい互層からなる河川堆積物の層

である。厚さは60～90㎝である。遺物は含まない｡ 

第Ⅵ層は、泥炭質の黒褐色粘土層で、わずかに未分解の木片等を含んでいる。厚さは、最大

20㎝である。縄文時代後期の土器、石器が発見された｡ 

第Ⅶ層は、黒色ないしは黒褐色のシルト質粘土層である。ラミナ状に、砂層がはいり込み、

下部はグライ化している。遺物は含まない｡ 

第Ⅷ層は、暗褐色ないしは褐色の砂質シルト層である。厚さは5～40㎝である。遺物は含ま

ない｡ 

〔東から北斜面〕（第3図－1、2） 

第Ⅰ層は、表土・耕作土で､暗褐色ないしは黒褐色のシルト層である。厚さは10～40㎝であ

る。縄文土器・石器等が含まれている｡ 

第Ⅷ層は、暗褐色シルト層である。若干のパミスを含み、厚さ20㎝程である｡ 

第Ⅸ層は、極暗褐色ないしは黒色を呈するシルト層で、ａ～ｃ層まで細分された。ｃ層が遺

跡の東半分全域に認められ、縄文時代前期の遺物包含層に該当する｡ 

第Ⅹ層は、褐色ないし黄褐色の多量のパミスを含むシルト層である。厚さは 20～30 ㎝であ

る。遺物を含まない｡ 

第Ⅺ層は、黒褐色ないしは暗褐色シルト層である。厚さは 40㎝程である。遺物は含まない。

なお、第1次調査の確認面は、この層の上面である｡ 
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Ⅳ．発見された遺構と遺物 

1．土 壙 

第1号土壙 

昭和60年度ＢＦ56区に位置し､基本層位第Ⅺａ層の上面で確認された。平面形は長軸2.7ｍ、

短軸 0.7ｍの長楕円形で､長軸方向は单西である。堆積土は 4層認められ、自然堆積である。壁

はほぼ垂直に立ちあがり、深さは約50㎝である。底面はほぼ平坦で、長軸方向に若干張り出し

気味の形態である｡ 

遺物は、堆積土中から縄文土器、石器が出土している｡ 

縄文土器（第5図1～20） 

1～13は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。1、2は口縁部に沈線文によってモチーフが

描かれている。3～13は地文のみが施されている。0段多条のＲＬ、ＬＲ結束羽状縄文、及び非

結束羽状縄文、0段多条ＲＬ原体の多段末端ループ文がある｡ 

14は浅鉢、15～20は深鉢形土器で胎土に繊維を含んでいない。14は口縁部に帯状縄文と楕

円状貼付文が施されている。15・19では横位沈線文が、18では櫛歯状沈線文が施されているが、

小片のためモチーフは明らかでない。15、17では突起を含めて口縁部内側が肥厚している｡ 

石 器（第5図21） 

21は多面体の亜円礫を用いた磨石である。磨面は一面のみに認められる。左側辺は欠損して

いる｡ 

第2号土壙 

昭和 60 年度ＢＥ56 区、基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸 1.9ｍ、短軸約

0.8ｍの楕円形を呈し､長軸方向は单西である。堆積土は､6 枚の層に細分され､いずれも自然堆

積である。壁はほぼ垂直に立ち上がっているが、北側壁の立ち上がりが若干緩やかである。壁

高は 70㎝である。底面はほぼ平坦である。遺物は、第2、3層から縄文土器が出土している｡ 

縄文土器（第7図） 

1～4は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。1は無文、2～4は縄文、羽状縄文が施されて

いる｡ 

第3号土壙 

昭和60年度ＢＣ58区･ＢＤ58区､基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸 3.6ｍ､

短軸 0.9ｍの長楕円形を呈し、長軸方向は单西である。堆積土は 4枚の層に細分され､いずれも

自然堆積である。壁はほぼ垂直に立ち上がる。壁高は、約 60㎝である。底面は、やや凹凸があ 
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る。出土遺物はない｡ 

第4号土壙 

昭和 60 年度ＢＣ59 区､基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸 2.8ｍ､短軸 0.8

ｍの楕円形を呈し､長軸方向は单单西である。堆積土は8枚の層に細分され、いずれも自然堆積

である。壁は長軸方向端部が袋状にオーバーハングし、長軸側壁がほぼ垂直に立ち上がる。壁

高は約 60～70㎝である。底面は長軸方向端部が30㎝程くぼみ、中央部分はほぼ平坦である。

出土遺物はない｡ 

第5号土壙 

昭和 60 年度ＢＣ63・64 区､ＢＤ63･64 区､基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長

軸2.6ｍ､短軸2.4ｍの隅丸長方形で､西側隅に若干の不整部がある。堆積土は3枚の層に細分さ

れ、黒色ないしは黒褐色の自然流入土である。壁はゆるやかに立ち上がり、壁高は25㎝である。

底面はほぼ平坦である。第1層から縄文土器、石器が出土している｡ 

縄文土器（第11図－1、2） 

1～2は､胎土に繊維を含む深鉢形土器である｡ともに､結束羽状縄文が施されている｡ 

石 器（第11図－3、4） 

3．石匙。背面は全面に及ぶ加工が施されるが、腹面には抉入部と先端部にのみ加工がなさ

れ､先端は尖鋭である｡ 

4．不定形石器。両側辺に微細な剥離痕と磨滅が認められ、先端が急角度の加工により折断

されている｡ 

第6号土壙 

昭和 60 年度ＢＤ64･65 区､基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は径 1.3ｍ程の歪ん

だ円形である。堆積土は4枚の層に細分され、いずれも自然堆積である。壁は全体的にゆるや

かに立ち上がっているが、北西部の立ち上がりは比較的急である。壁高は30㎝である。底面は

ほぼ平坦である。縄文土器、石器が第1層から出土している｡ 

縄文土器（第13図1～10） 

1～10 は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。5 は半截竹管による横位平行沈線文、連続

刺突文、コンパス文が施されている。10 は胴下部・底面に連続刺突文が施されている。他は、

地文として縄文、羽状縄文が施されている｡ 

石 器（第13図11～13） 

11．石匙。腹面先端部の加工は、バルブの高まりを取り除くような深く平坦なものである｡ 

12．篦状石器。腹面右側辺の加工は素材に用いられた剥片の打面部やバルブを取り除くよう

なものであり､背面側の加工に切られている｡ 
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13．石核。節理面を多く含む亜角礫を素材としている。形状はチョッパー状を呈し、打面調

整はなされていない。得られた剥片は3㎝前後の不定形なものである。なお､この土壙からは当

石核と節理面で接合する､非常に不整形な剥片1点が出土している｡ 

第7号土壙 

昭和60年度ＢＥ64・65区、基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は約3.0ｍ×2.4ｍ

の不整な長方形を呈している。堆積土は3枚の層に細分され、いずれも自然堆積である。壁は

单壁がほぼ垂直に立ち上がり、他の壁の立ち上がりは比較的緩やかである。壁高は30㎝である。

底面はほぼ平坦で、浅いピットがある。縄文土器が第1層から出土している｡ 

縄文土器（第14図1～7） 

1～7は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。いずれも地文のみが施されている。縄文、結

束羽状縄文、末端ループ文がある｡ 

第8号土壙 

昭和 6O年度ＢＥ59区、基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸 1.2ｍ､短軸 0.9

ｍの若干歪んだ楕円形を呈している。堆積土は2枚の層に細分され、いずれも自然堆積である。

壁はゆるやかに立ち上がり、全体に皿状を呈する。壁高は 25㎝である。縄文土器が第 1層から

出土している｡ 

縄文土器（第15図1） 

1は、胎土に繊維を含む深鉢形土器で、縄文が施されている｡ 

第9号土壙 

昭和60年度ＢＦ57区、基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸1.4ｍ、短軸 0.9

ｍの楕円形を呈している。堆積土は黒褐色シルト1層で、自然堆積である。壁は緩やかに立ち

上がり、底面には凹凸がある。縄文土器が第1層から出土している。 

縄文土器（第16図1～2） 

1～2は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。末端ループ文、結束羽状縄文が施されている｡ 

第10号土壙 

昭和 60 年度、地区は不明である。基本層位第Ⅺａ層上面で確認された。平面形は長軸 1.0

ｍ、短軸0.7ｍの歪んだ楕円形を呈している。堆積土は黒褐色シルト1層で、自然堆積である。

壁は緩やかに立ち上がり、皿状を呈する。壁高は20㎝である。第1層から縄文土器が出土して

いる｡ 

縄文土器（第17図1～4） 

1～4 は、胎土に繊維を含む深鉢形土器である。1 は口縁部に山形状のモチーフが、連続刺

突によって描かれ、胴部は多段末端ループ文が配されている。2、3は縄文、羽状縄文が施さ 
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れている。4は底面に連続刺突文が加えられている｡ 

以上が､昭和60年度の第 1次調査で確認された土壙である。次に､昭和 61年度の第 2次調査

で確認された土壙について説明する｡ 

第11号土壙 

ＢＨ58区の基本層位第Ⅷ層で確認した。上部は開田時に削平をうけている。平面形は径 1.2

ｍ程の不整な円形を呈している。堆積土は、底面の凹凸をならすように灰黄褐色の砂礫(Ⅰｂ層)

が敶かれ、その上部に黄褐色の砂礫を斑状に含む土(Iａ層)が埋め込まれており、人為的な堆積

状況を示している。底面から壁にかけては、いわゆるフラスコ状を呈し、壁高は約60㎝である。

石器が北東壁近くのⅠｂ層上面から出土している｡ 

石 器（第18図1） 

1．断面三角形状の磨石である。三面に滑らかな磨面があり、それらにはさまれた側辺に粗

い磨面が認められる。また、粗い磨面をはさむ両面には、使用時についたと思われる粗い磨面

を打面とする剥離痕も認められる｡ 

第12号土壙 

ＢＨ59区の基本層位第Ⅷ層で確認した。上部は開田時に削平をうけている。平面形は、長軸

1.4ｍ、短軸0.9ｍの不整な楕円形である。堆積土は黒褐色土 1層で自然堆積である。底面から

壁にかけては、ゆるやかに立ち上がり、皿状を呈している。壁高は約15㎝である。土器の細片

1点、砕片1点が第1層から出土している｡ 

第13号土壙 

ＢＧ60 区の基本層位第Ⅷ層で確認した。上部は開田時に削平をうけている。平面形は長軸

2.7ｍ、短軸0.9ｍの不整形で、長軸方向は单西である。堆積土は黒褐色土1層で自然堆積であ

る｡底面から壁にかけては､ゆるやかに立ち上がり、皿状を呈している｡壁高は約 30 ㎝である｡

土器の細片1点が第1層から出土している｡ 
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2．北側遺物包含層 

調査区の北側緩斜面で遺物包含層を確認した。層の色調は極暗褐色ないし黒色、土性はシル

トである。出土遺物は、縄文土器、石器がある｡ 

なお、前述のように第1次調査では遺物包含層の把握が必ずしも十分ではなかったので、こ

こでは第2次調査で出土した土器と同一の特徴をもつものについては併示し、それ以外の土器

についてはその他の土器として一括して後述することにする｡ 

(1) 縄文土器 

Ａ群土器（第21図～第26図） 

縄文時代前期初頭の土器群である。いずれも深鉢形土器で、すべて胎土に繊維を含んでいる。

内面にはミガキ、ナデ、粗いナデ(擦痕)、ケズリ調整が施され、条痕文は認められない。口縁

部から胴部外面の施文文様の違いによって、Ⅰ～Ⅶ類に類別できる｡ 

ＡⅠ類（第21図1） 

押圧縄文と円形竹管文によって文様が構成されるものである。1段撚りの弧状押圧縄文間に、

円形竹管文が連続して施されている｡ 

ＡⅡ類（第21図2～10、第22図13） 

連続刺突文によって文様が構成されるものである。施文具の種類によって次の2類に分ける

ことができる｡ 

ａ類 棒状刺突具あるいは円形刺突具の外角部によって文様が施されるものである。モチー

フとしては、横位帯状（第21図－2､4､8）、山形状（第21図－3）、同心円状（第21図－9） 
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等を呈している。また、コンパス文（第21図－2、8）や円形竹管文（第21図－9）が加えられ

るものもある｡ 

ｂ類 半截竹管によって文様が施されるものである。モチーフの全体は明らかではない。ａ

類同様、コンパス文（第21図－5）や円形竹管文（第21図－7）が加えられるものがある｡ 

ＡⅢ類（第21図11～22、第 22図1～9） 

多段末端ループ文によって文様が施されるものである。いずれもＲＬ縄文のみで､ＬＲ縄文

によるものは認められない。また､器面構成では､すべて 1指幅によると思われる密接帯状施文

である。文様構成によって、次の 2類に分けることができる｡ 

ａ類 多段末端ループ文によって菱形状ないしは山形状（第 21図11～15）等のモチーフが、

構成されるものである。文様をつくる際に、磨り消し手法を用いるもの(第21図－11ｄ)と、最

初から回転方向を変えて転がすもの（第21図－11ａ、14他）とがある｡ 

ｂ類 多段末端ループ文が横帯密接施文によって施されるもの（第21図16～22、第22図1

～9）である。口縁部上端に刻目文をもつものともたないものとがある｡ 

ＡⅣ類（第22図10～12・14～21、第23図1～8、第24図1～30） 

地文に結束羽状縄文や結束斜縄文の施されるものである。結束部は、すべて第1種（山内：

1961）が用いられている。結束される2本の縄は、相反する撚りのものが多いが、わずかに同

一撚りによるもの(第22図19、第24図18・22)もある。器面構成では､ほとんど結束部のみを

横帯密接施文するものと、末端まで施文するものとがある。末端まで施文するものも、概して

原体は短く、両端には他条結縛による一種の結節が加えられるものが多い。縦帯施文の施され

るものは1点(第24図－30)のみ検出された。縄文は0段多条による2段撚りがほとんどである

が、1段撚り(第23図－1)も 1点認められた｡ 

口縁部上端ないしは上部のあり方から、次の3類にわけることができる｡ 

ａ類 口縁部上端ないしは上部にかけて、刻目文、連続刺突文の施されるものである。篦状

工具によるものと、半截竹管によるものとがある｡ 

ｂ類 口縁部上端に押圧縄文の加えられるものである。第23図－1の1点のみが検出された。 

ｃ類 刻目文等を持たないものである｡ 

ＡⅤ類（第25図1～5） 

地文に非結束羽状縄文の施されるものである。器面構成は、Ⅳ類と比べてやや幅広の施文と

なっている。縄文はいずれも 0段多条による2段撚りである｡ 

口縁部上端に刻目文の施されるものはない｡ 

ＡⅥ類（第25図6～21、第26図1～9） 

地文に斜縄文の施されるものである。器面構成は、Ⅴ類同様、Ⅳ類と比べてやや幅広の施文 
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が用いられている。原体端部には他条結縛が加えられるものが多い。また、口縁部上端に刻目

文の施されるものはなく、この点でも同様である｡ 

ここでは、縄文原体の撚りの種類によって次の3種にわけることができる｡ 

ａ類 卖節斜縄文の施されるものである。すべてＲＬ縄文のみでＬＲ縄文によるものは認め

られない。0段は2条によるものと多条によるものとがある｡ 

ｂ類 異節斜縄文の施されるものである。ＲＬ｛Ｒ

Ｌ及びＬＲ｛Ｌ

Ｒとが認められる｡ 

ｃ類 複節斜縄文の施されるものである。ＲＬＲ縄文のみが認められる。また､0段はいずれ

も多条である｡ 

ＡⅦ類（第26図10～14） 

地文に撚糸文の施されるものである。Ｒ撚りとＬ撚りとがある。口縁部形態については不明

である。走行方向の違いから次の 2類にわけることができる｡ 

ａ類 斜走撚糸文の施されるものである｡ 

ｂ類 縦走撚糸文の施されるものである｡ 

なお、底部資料（第26図15～22）を見ると、形態的に次の3類が認められる｡ 

ａ類 丸底風の平底をなすものである。15、16ともに底面にまで縄文施文が及んでいる｡ 

ｂ類 揚底状をなすものである。17は付高台的なつくりとなっている｡ 

ｃ類 平底をなすものである｡ 
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(2) 石 器（第27図 1～11、第28図1～8、第29図1～6、第30図1、2） 

石鏃、石匙、異形石器、石錐、両極剥離痕ある石器、篦状石器、スクレイパー、不定形石器、

磨石、凹石、石皿が発見された｡ 

石 鏃（第27図1）。破損品が1点出土しているのみである。加工の状態から基部が凹状に

なる無茎石鏃と耂えられる。折れ面の観察によると、製作時に破損した可能性がある｡ 

石 匙（第27図2～8）。平面形態は様々であるが､すべて縦長の形状を呈し、やや幅広のも

の（4・5）も認められる。加工はほぼ片面になされ、全面に及ぶもの（2・5・6・8）、周辺に

施されるもの（4・7）、部分的なもの（3）に分類しうる。8は腹面側右側辺にやや急角度の調

整がなされた後に、その面を打面として背面側に平坦で奥深くまで至る加工が施されている。

従って、腹面側の急角度の加工は背面側の加工のための打面作出と耂えられよう。6 は腹面側

右側辺の急角度の加工が背面の加工を切っているが、8 と同様の製作時の特徴を有していた可

能性も耂えられる｡ 

異形石器（第27図9）。両端とも非常に先鋭である。骨角器の釣針に類似する｡ 

石 錐（第27図10）。つまみ部とやや短い錐部からなる。 

両極剥離痕ある石器（第27図11）。剥片素材である。縦断面は紡錘形を呈する｡ 

篦状石器（第28図1～3）。3は非常に整った作りであるのに比べ、1は末端がステップ状の

粗雑な加工が施され平面形状もやや不整であるが篦状石器に含めた。2 は背面全面に及ぶ平坦

な加工を施した後、腹面に急角度の調整を加え両側辺を整形し、その後刃部を作出している。1・

3とは製作技法の異なる石器である｡ 

スクレイパー（第 28図 5・8）。加工が整っており、60°前後の調整剥離が連続的に施され

ているものをスクレイパー・エッジと認定し、一器種としてスクレイパーに分類した。5 は内

弯する剥片の末端に急角度のスクレイパー・エッジを作出したエンド・スクレイパーである。8

はサイド・スクレイパーである｡ 

不定形石器（第28図4・6・7）。4の両側辺の加工は急峻で細かく、旧石器時代のナイフ形

石器のブランティングに類似する。7の縁辺の側面観はジグザグ状を呈する｡ 

磨・凹石（第 29図 1～3・5）。1は磨面ではなく擦痕のみが認められる。2はいわゆる特殊

磨石に凹みと擦痕、溝状の深い凹みが認められ、有溝の砥石でもある｡ 

磨 石（第29図4・6）。4は2と同様に磨面を打面とする､使用時についたと思われる剥離

痕が認められる。6は側辺の粗い磨面にはさまれた広い面にも、より滑らかな磨面がある。 

石 皿（第30図1・2）。1は片面のほぼ全面に磨面があり、図上部は縁状に高まっている。

2は両面に磨面がある。 
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3．西側遺物包含層 

調査区西側の埋積谷斜面で確認した。層の色調は黒褐色、土性は泥炭質の粘土層である。出

土遺物は縄文土器、石器がある｡ 

(1) 縄文土器 

Ｂ群土器 

縄文時代後期の深鉢形、浅鉢形、瓢形、壺あるいは注口形などの器種が出土している。深鉢

形土器は施文文様の違いによってＢⅠ～ＢⅤ類に類別できるが、他の器種は量も尐なく個別に

説明を加える｡ 

深鉢形土器（第31図～35図3） 

ＢⅠ類：縦・横位の多条平行沈線によって文様が構成されるもので、第31図1が相当する。

胴上部に最大径が位置し､頸部で「く」字状にくびれ、口縁部が外反する器形である。口縁部は

4 卖位の大波状縁で､端部は一度肥厚してから細まる。文様は口縁端部、頸部、胴部に配され、

波頂部下位では頸部から胴部への連続文様となる。口縁端部の文様は口縁波形に沿う 1条の沈

線文で、波頂部を除いて配され、波頂部には逆「ハ」字状沈線文が配される。頸部、胴部文様

は、4本 1組の櫛歯状工具を用いた多条平行沈線による連鎖状沈線文、縦・横位平行多条沈線

文の組み合う文様で、頸部には半截竹管による斜め方向からの刺突列が1段配される。文様卖

位は 4卖位である。なお、胴部では文様描出以前に地文としてＬＲ縄文が施され､口縁部と内面

にはミガキが施される｡ 

ＢⅡ類：平行沈線で画された幅の狭い帯状縄文によって横位展開文様が構成されるもので、第

32図1・2が相当する。この 2点は同一個体と思われ、頸部でくびれ、口縁部が緩やかに外反す

る器形で最大径は口縁部に位置する。口縁部は大波状縁であるが卖位数は不明である。口頸部文

様は幅 5ｍｍほどの帯状縄文で構成され、帯状縄文の分岐点、波頂口唇部、波頂下口縁部には円

形、半截竹管による刺突が配される。縄文はＲＬ充塡縄文で､内面にはミガキが施される｡ 

ＢⅢ類：弧状沈線区画によって入組文が構成されるもので、第 32図3～11、第33図1～3が

相当する。器形の明らかなものでは、胴上部でくびれ、口頸部が開き気味に外傾し最大径は口

縁部に位置する。端部は内弯気味になるものが多い（第 32図3・8、第33図1など）。口縁部

形態は平縁のもの（第32図3・9～11）と大波状縁のもの（第 32図4、第33図1～3）があり、

頂部が二分された山形小突起を規則的に配するものが多い（第 32図3・8・9、第33図1）。口

縁部資料では端部内側が肥厚する特徴をもっている。口頸部から胴部まで残る資料で見る限り､

口頸部文様帯と胴部文様帯をもち（第32図3・5～7、第33図1）、くびれ部をめぐる横位平行

沈線で画されている。第32図3の口頸部文様は上下の向い合う弧線帯(弧線区画)を半卖位ず 
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つずらして入組文を作るもので、各卖位文様の起点と終点は点対象の位置関係となる。胴部文

様も類似の構成を示すものであろう。一方、8 の口頸部文様は起点と終点が線対象の位置関係

を示し、第33図1は、第32図3のモチーフの起点、終点に弧線帯を付加したモチーフと言え

る。これらの文様はいずれも 4卖位で配されている。なお、各文様区画内を充塡する手法とし

て縄文によるもの（第32図3・5・6はＲＬ縄文、4はＲＬ縄文、7はＬＲ・ＲＬ羽状縄文）と

櫛歯状沈線によるもの（第32図8～11、第33図1～3）が認められる。内面調整としてはミガ

キとナデがある｡ 

ＢⅣ類：櫛歯状沈線によって文様が構成されるもので、第 33図 4～6、第 34図 1～5が相当

する。胴部でくびれることなく口縁部まで立ち上がる器形で、平縁である。口縁部は内弯ある

いは直立気味になり､端部の内側が肥厚するものが多い（第33図4・6、第34図1・2）。第33

図6では頂部の二分された山形小突起が2個対で4卖位に配されている。文様は口縁部から胴

部への連続文様で、連鎖状（第 33図4・5）、曲流状（第34図3～5）に描かれるものがある｡ 

内面調整はミガキである｡ 

ＢⅤ類：地文だけが施されるもの、第 34 図 6～18 が相当する。器形はⅣ類に似ている。口

縁部は 17が波状縁､他は平縁である。12～14では口唇部に山形小突起が配される。口縁部内側

の肥厚は 10・13・14に認められ、16～18では逆に端部が薄くなる。地文の種類はＬＲ縄文が

最も多く、6・7・9・10・12～18に横回転で施文され、8ではＬＲ・ＲＬ羽状縄文、17ではＬ

縄文が横回転で施文される｡内面調整にはミガキとナデがある｡ 

なお、第 34図 19・20、第 35図 1～3は深鉢形土器の底部資料である。底面の状況について

のみ述べると、19はケズリ、20・3はナデ、1は網代、2は網代のちナデ調整が行なわれている｡ 

浅鉢形土器（第35図4～6） 

4 は小形の浅鉢で、胴部から口縁部まで開いて外傾し、端部内側が肥厚している。口縁部は

3卖位の山形大波状縁である。口縁部には横位平行沈線が波形に沿ってめぐる｡部分的にＬＲ縄

文が施文されているが、外面の大部分にはナデ､内面にはミガキが施されている。5は口縁部に

山形突起がつく。外面は雑なミガキが施され、内面口縁部に魚眼状貼付文、多条沈線波状文、

刺突が配され、雑なミガキが施される。6 は内面胴部（？）に横位平行沈線文が配され、その

下位及び外面にはミガキが施される｡ 

瓢形土器（第35図7） 

大きく内傾する口頸部資料である。口唇部には頂部の二分された山形小突起がつき、口縁端

部内側が肥厚する。口縁端部、頸部に横位平行沈線がめぐりＬＲ縄文が充塡される。口縁部及

び内面にはミガキが施される｡ 

 



 556 



 557 

 



 558 
 



 559 
 



 560 

 



 561 

壺形土器・注口土器（第35図8・9） 

8 は壺あるいは注口土器の□頸部資料である。頸部が内傾し、口縁部は外傾する。口縁部は

無文でミガキが施される。頸部には 8条の横位平行沈線文がめぐり､沈線間にはＬＲ充塡縄文と

ミガキが交互に行なわれる。なお、縄文充塡部には充塡以前に大小の瘤状突起が規則的に貼付

されている。内面にはミガキが施される。9 は注口土器の胴部資料で注口部を欠損している。

胴部はほぼ球状を呈し、底部は小さくわずかに窪む。文様は胴上部に配され、その構成は器面

を4分割するように規則的に配された注口部と瘤状突起を連結するもので、深鉢形ＢⅢ類と似

ている。ＬＲ縄文が充塡されている。胴下部は無文でミガキが施され、内面にはナデが施され

ている｡ 

双口付土器（第36図1） 

胴部はややつぶれた球状を呈し、口頸部は内傾気味に立ち上る。底部は平底で台が付く。最

大径は胴上部に位置し、双口はこの位置に取りつく。口唇部には山形小突起が4卖位で配され

突起内側の肥厚が強い。器両全体に文様が施され、口頸部文様、胴部文様、台部文様に区分さ

れる。口頸部文様は横位平行沈線文で、沈線間にはミガキが施される。胴部文様は深鉢形土器

ＢⅢ類、注口土器のモチーフと類似する弧線区画による入組文、弧線帯と、三角形の透し彫り、

瘤状小突起の組み合わせで構成され､入組文、弧線帯はＬＲ縄文で充塡される。台部文様として

は双口部下位に透し彫りが配されている。内面は口頸部にミガキ、胴部にナデが施されている｡ 

ミニチュア土器（第36図 2・3） 

2、3は非常に小形の土器でセットとして使用された身（2）と蓋（3）と思われる。ともに2

個の円孔が穿たれ“ヒモ”を通して落とし蓋としての使用が耂えられる。3 にはつまみが付い

ていたと思われる剥落痕が認められる。2・3ともに内外面はミガキが施される｡ 



 562 

(2) 石 器（第37図 1～5） 

鋸歯縁石器、不定形石器、微細剥離痕ある剥片、磨製石斧が発見された｡ 

鋸歯縁石器（第 37 図・4）。大形の剥片を素材とし、大きな剥離でノッチ部を形成した後､

細かな調整を加えている｡ 

不定形口器（第37図・1・2）。1は一側辺の両面に細かな調整剥離を加えている。2は左図

右側辺下端の調整剥離によって同時に破損している。上端には素材面が残っている。尖頭器の

基部の可能性も耂えられる｡ 

微細剥離痕ある剥片（第37図・3）。両側辺に末端がステップ状の剥離痕が認められる。こ

の剥離痕はバルブが発達せず粗雑であり､調整加工とは異なったものである。したがって明確な

製作意図による二次加工ではないと耂えられ、使用時の痕跡と思われる｡ 

磨製石斧（第37図・5）。刃部を折損しているが、折れ面から縦断面の凸部に加工がなされ、

再利用されたものである｡ 

4．表土出土の土器・石器（第38図、第39図） 

土器については、北側・西側遺物包含層と異なる時期のものを紹介する｡ 

(1) 縄文土器（38図） 

1は口縁部に斜位沈線文の施されるもので、胎土に繊維を含んでいる。第 1号土壙から出土

した繊維土器の一部と同一時期のものと思われる。2 は細い粘土紐を鋸歯状に貼付したもので

ある。3は頸胴部に半截竹管による平行沈線文によって文様が描かれている。4は口縁部上端に

角押文、頸部に縦位押圧縄文が連続して施されている。5 は鍔状に張り出す頸部隆帯上に、連

続して円形竹管文が加えられている。6はＳＴＡ106＋80付近で採集された縄文の施された土器

である｡ 

以上、型式的には、1が上川名上層式、2～3が大木 5式、4～5が大木 8ａ式、6が縄文時代

晩期ごろに位置づけることができる｡ 



 563 

 



 564 

 

 

 

(2) 石 器（第39図） 

石 鏃（第39図・1）。右図中央に素材面（ポジティブかネガティブかは不明）を残す｡ 

石 匙（第39図・2）。腹面右側辺に、背面側の平坦な加工に切られた急角度の加工が認め

られる。第27図8の石匙と同様の製作技術を示すものであろう｡ 

石 匙（第39図・3）。やや幅広の形態を呈する。末端がヒンジ・フラクチャーを起こした

剥片を素材に用い､その面を打面として背面部末端にステップ状剥離痕が認められる。全周の調

整加工は粗雑である｡ 

篦状石器（第 39 図・5）。右図左側辺上部は折断面であり､大まかな整形加工に折断技術が

用いられたことを想像させる。横断面をとった位置の直下に最大幅があり､刃部にかけて側辺が

くびれる左右対象の特徴的を平面形を呈する｡ 

二次加工ある剥片（第39図・4）。大形の剥片を素材とし、一側辺に大まかな二次加工を施

して尖頭器状の平面形態を作出している｡ 

磨凹石（第29図・7）。両面に凹みとその周辺に擦痕のみが認められる｡ 



 565 

 



 566 

Ⅴ．耂 察 

1．遺構について 

第1次調査で10基、第2次調査で3基の土壙が検出されている。形態上､次の 4類にわける

ことができる｡ 

Ａ類；楕円形ないしは長楕円形の平面形態をもつもので、いわゆる「Ｔピット」（トラッピ

ング＝ピット）と呼称されるものである。（土壙1～4） 

Ｂ類；不整な長方形をしているもの。（土壙7） 

Ｃ類；いわゆるフラスコ状土壙。（土壙11） 

Ｄ類；その他の土壙｡ 

Ａ類土壙は、いずれも長軸方向がほぼ单西を向き、地表面等高線にほぼ直交する形で配され

ている。出土遺物は、第1号土壙から前期・後期縄文土器、第2号土壙から前期縄文土器が得

られたが、いずれも埋土中からの出土であり、必ずしも構築時期は明らかではない。他遺跡の

例から見ても、土壙に伴う遺物が出土することはほとんどなく、これらについても流れ込みと

耂えるのが妥当と思われる。その意味では、第1号土壙から出土している縄文時代後期の土器

が最も新しく、当該期に一括して構築された可能性が強い｡ 

このような土壙は、東北横断自動車道路線敶の中でも、本屋敶遺跡、支倉遺跡、大平山Ｂ遺

跡から発見されており、いずれも丘陵ないしは段丘のなだらかな緩斜面に連続的に構築されて

いる。これらは、民俗例にある“ししおとし”に該当するものと思われるが、発掘面積が狭小

であることから、全体の配置関係については、不明とせざるを得ない｡ 

Ｂ類土壙は第7号土壙1基が該当する。平面形が約3.0ｍ×2.4ｍの不整な長方形を呈してい

る。構築時期については、やはり埋土中から縄文土器が出土しているのみで、必ずしも明らか

ではないが、いずれも北側遺物包含層と同一時期のものだけであり、縄文時代前期初頭に位置

づけられる可能性が強い｡ 

当該期の類似する規模・形態の遺構では、今熊野遺跡（小川；1986）等の住居跡があげられ、

住居跡の可能性が耂えられる。本遺構例では柱穴らしい柱穴を確認し得なかったが、本来的に

当該期の住居構造は著しく貧弱なものが多く、柱穴の全く確認できない例も若干見られること

から、ここでは一応住居跡として扱っておく｡ 

Ｃ類土壙は第11号土壙1基が該当する。平面形が径1.2ｍ程の不整な円形を呈し、断面形が

袋状を呈する､いわゆるフラスコ状土壙である。出土遺物は磨石のみである。遺構確認面が基本

層位第Ⅷ層であることから西側遺物包含層と同一時期の縄文時代後期に該当する。底面に砂 



 567 

が敶きつめられ一挙に埋め込まれていることから、墓壙の可能性が耂えられる。 

Ｄ類土壙はＡ～Ｃ類土壙以外の形態をもつものである。いずれも性格については不明である。

第5号、第6号、第8号、第 9号、第10号土壙は、埋土から北側遺物包含層と同一時期の前期

初頭の遺物が出土しており、当該期に位置づけられるものと思われる。規模的には、2.5ｍ前後

の隅丸長方形の第5号土壙と、1.0ｍ前後の楕円形を呈する第6号、第8号、第9号、第10号

土壙との2群にわけることができる｡ 

第12号、第13号土壙は基本層位第Ⅷ層で確認しており、西側遺物包含層と同一時期の縄文

時代後期に該当する。ともに不整な楕円形をしており、同一の性格をもつものと思われる。 

2．北側遺物包含層について 

(1) 縄文土器 

ａ．土器組成 

北側遺物包含層出土土器は、第1表のようにⅠ類～Ⅶ類に分類された。また、それらの出土

点数について示したのが第2表である｡ 
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出土点数は尐ないものの、Ⅳ類とした地文に結束羽状縄文ないしは結束斜縄文の施されるも

のが 4割強を占めており、为体となる地文と耂えることができる。また、モチーフを持つ土器

として把握できるⅠ類、Ⅱ類、Ⅲａ類は 13.8％を占め、地文のみないしは口縁部上端に刻目文

が加えられる程度のものが圧倒的に卓越している｡ 

ｂ．他遺跡との比較 

ここで、本遺物包含層と比較的近い時期と耂えられ、地理的にも近接する他遺跡と若干の比

較を試みる｡ 

 

宮城県七ケ宿町原頭遺跡第Ⅱ群土器（村田、1986） 

器種については、原頭遺跡第Ⅱ群土器はすべて深鉢形土器からなり、この点は前田遺跡と共

通しているが、原頭遺跡で指摘されているつよく口縁部が内弯する器形は、前田遺跡では確認

されていない｡ 

文様モチーフについては、まず、前田遺跡ではモチーフをもつ土器が1割強に過ぎないのが、

原頭遺跡では8割弱に達する点が注意される。文様の内容においても、原頭遺跡では 1段撚り

押圧縄文と短沈線文ないしは、篦描き沈線文と短沈線文との組みあわせによる蕨手状の文様が

为体となるが､このような文様モチーフは前田遺跡では見られない。一方、前田遺跡のⅠ類・Ⅱ

類・Ⅲａ類の文様モチーフも､原頭遺跡では全く欠けており、Ⅲａ類に至っては、原頭遺跡では

末端ループ文という手法そのものが確認されておらず、両者は極めて異なる様相を呈している 
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と言えよう｡ 

地文については、両者ともに結束羽状縄文、非結束羽状縄文、斜縄文、撚糸文を持っており、

これらについては共通した特徴と言えよう。しかし、共通した特徴の中でも、原頭遺跡では非

結束羽状縄文が为体を占め、結束羽状縄文が1点確認されているだけに過ぎないのが、前田遺

跡では結束羽状縄文が为体を占め、非結束羽状縄文が尐数存在するというように、量的関係が

逆転している。さらに、前田遺跡の結束羽状縄文に多く見られる結束部のみを横帯密接施文す

るものについては、原頭遺跡では確認されていない。斜縄文については、0 段多条の卖節縄文

が为体となる点は共通しているが、前田遺跡にみられる異節縄文や複節縄文は原頭遺跡では確

認されていない｡ 

底部については、両者ともに丸底風平底、平底を持ち、底面に縄文施文されるものがある点

については、共通した特徴として把握できるが、前田遺跡に見られる揚底例や、底面に連続刺

突を施す手法については、原頭遺跡では確認されていない｡ 

なお、本群土器に類似する略完形の土器が、本書所収の西林山遺跡第1号土壙から出土して

いる｡ 

宮城県名取市宇賀崎貝塚Ｂ群土器（阿部；1980） 

器種については、宇賀崎貝塚Ｂ群土器はすべて深鉢形土器からなり、この点は前田遺跡と共

通しているが、宇賀崎貝塚で指摘されている複合口縁状のくびれないしは段をもつ器形（实数

24点・15.3％）は、前田遺跡では確認されていない。その他の器形については、ほぼ共通して

いる｡ 

文様モチーフについては、まず、宇賀崎貝塚ではモチーフをもつ土器が1割弱、前田遺跡で

は1割強で、ほぼ同率で文様モチーフが構成される土器が作製されている｡ 

また、文様要素についても、宇賀崎貝塚では半截竹管による平行沈線文・連続刺突文、円形

竹管による刺突文、押圧縄文が種々組みあわされ、前田遺跡とほぼ共通するが、その中でも押

圧縄文との組みあわせによるものの比重が高い点（实数 9点・5.7％）が注意される。半截竹管

による平行沈線文によって菱形状のモチーフを描く手法や、円形竹管による連続刺突文を施す

手法等は､宇賀崎貝塚には認められ、前田遺跡では確認できなかった。逆に、前田遺跡Ⅱａ類棒

状刺突具あるいは円形刺突具の外角部によって文様が構成されるものや、Ⅲａ類多段末端ルー

プ文によって菱形状・山形状文等の意匠が描かれるものは、宇賀崎貝塚では確認されていない。

このように、文様要素個々についてはほぼ共通する内容であるが、文様総体として比較すると

異なる面も目立つ｡ 

地文については、結束羽状縄文・結束斜行縄文が両者ともに 4割強を占め、最大の共通点と

することができる。宇賀崎貝塚で確認された組紐回転文（实数7点・4.4％）は、前田遺跡では 
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確認されなかった。また、宇賀崎貝塚で1、2点確認された付加条、網目状撚糸文等についても、

前田遺跡では確認し得なかった。これらについては、前田遺跡の母集団が小さいことも耂慮せ

ねばならないものと思われる。一方、前田遺跡で確認された異節縄文は、宇賀崎貝塚では確認

されていない｡ 

底部については、両者ともに丸底風平底、平底、揚底から構成され、底面には縄文、連続刺

突文が施され、共通した特徴をもっていると耂えることができる｡ 

なお、本群土器に類似する土器が、本書所収の西林山遺跡ⅡＢ類に見られる。 

宮城県名取市今熊野遺跡第Ⅰ群土器（村田；1986） 

今熊野遺跡第Ⅰ群土器は､7号住・10号住・15号住・17号住・51号住覆土及び遺物包含層出

土資料に基いて設定された土器群である｡ 

器種は深鉢形土器が为体で､若干の鉢形土器（实数4点・3.4％）を伴う。前田遺跡では鉢形

土器は確認されていない。深鉢形土器の器形は、胴中位から頸部にかけてゆるやかにくびれる

ものと、ゆるやかに内弯ないしは外反しながら立ち上がるものから成り立ち、くびれ部をもつ

ものではかなり胴張りする例（15号住）も含まれている。これらの器形上の特徴は前田遺跡で

も共通したものと言える｡ 

一方、今熊野遺跡ではモチーフをもつ土器が3.4％と前田遺跡よりさらに激減し､地文のみの

施される土器が卓越する。また、地文においても結束羽状縄文は 5点・4.3％を占めるに過ぎず、

前田遺跡に多く見られる結束部のみを横帯密接施文するものについては確認できず、地文のあ

り方も大きく変化している｡ 

文様モチーフをもつ土器では、今熊野遺跡では横位平行押圧縄文、半截竹管による山形状沈

線文、縦位の楕円形貼付文がある。前田遺跡では貼付文は確認されていないが､Ⅰ類では押圧縄

文、Ⅱ類では半截竹管文が用いられており、文様要素としては共通している。ただし、前田遺

跡では 1段撚り押圧縄文、今熊野遺跡では2段撚り押圧縄文が用いられる点、及び連続刺突を

伴わずに卖独で山形状文が描かれる点は異なっている。前田遺跡で散見されるコンパス文は確

認されていない｡ 

地文については、前述のように、その構成比率に大きな相違が見られる。今熊野遺跡では、

多段末端ループ文・非結束羽状縄文・斜行縄文がほぼ同数の比率によって、用いられている。

前田遺跡Ⅲａ類に見られる多段末端ループ文によって、菱形状・山形状文等の意匠を構成する

ものは、今熊野遺跡では確認されず、かわって多段末端ループ文を口縁部に数段集約的に施し、

まれに胴～底部にかけて、1ないし 2段の末端ループ文を加えるものが为体となっている。ま

た前田遺跡では、末端ループ文は卖独で用いられ、他の地文と組みあうことはないが、今熊野

遺跡では、羽状縄文、斜行縄文等他の地文と組みあうものが为体を占めている。羽状縄文のみ 
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によって構成される土器は、今熊野遺跡では非結束羽状縄文によって施され、条の走行が菱形

状をなすように組みあわされる場合が多く、これらは前田遺跡では確認し得ない｡ 

底部については、平底（若干の揚底風のものを含む）で、そのほとんどに縄文が施文されて

いる。前田遺跡で確認された丸底風の平底や底面への連続刺突文施文は認められない｡ 

以上、前期初頭に位置づけられる県内3遺跡と比較を行ったわけであるが、総じて宇賀崎貝

塚Ｂ群土器に最も近似していることが明らかとなった。ただし、器形上の特徴については今熊

野遺跡第Ⅰ群土器に比較的近いものがあった｡ 

ここで、県外にも類例を求めるならば、福島県相馬郡小高町宮田貝塚第Ⅲ群土器（竹島；1975）

があげられ、器形の一致のみならず、押圧縄文と円形竹管文の組みあわせ文様、連続刺突文に

よって構成される文様、多段末端ループ文によって構成される菱形状・山形状の文様等、文様

モチーフについてもほとんど一致している。また、底部の形状や施文のあり方等についても多

くの一致点を見出すことができる。ただし、地文における結束羽状縄文の出現率等の相異点も

見出され、地域差等についても耂慮せねばならず、ここでは類似の事实を指摘するに留めてお

きたい｡ 

ｃ．土器群の年代 

東北地方单部において、現在のような縄文土器の編年系列を確立したのは、山内清男の業績

である。前期初頭の編年としては、｢室浜式｣・｢大木1式｣（山内；1937）が設定されたが、こ

れらの内容についてのまとまった発表がなく、各々の研究者の理解の程度において型式名が用

いられているに過ぎない。一方、山内編年の实体化ないしは、不備を補うために、｢上川名上層

式｣（加藤；1951）･｢上川名式｣（伊東；1957）･｢上川名Ⅱ式｣（林；1965）、｢桂島式｣（林；1960）、

｢三神峯Ⅲ式｣（林；1960）等の新型式が1950年代から1960年代にかけて設定されたが、これ

らについても量的保証に欠けたり､あるいは公表が十分でなかったり等 ､々必ずしも統一的な理

解を得られずに現在に至っている｡ 

また、前頄で比較した原頭遺跡第Ⅱ群土器は「上川名Ⅱ式」、宇賀崎貝塚Ｂ群土器は「上川

名Ⅱ式」、今熊野遺跡第Ⅰ群土器は「大木1式」に各々比定され､最も類似する資料として指摘

した宮田貝塚第Ⅲ群土器は、「大木1式に先行」し、「上川名Ⅱ式に後続」する「三神峯Ⅲ層

土器」にほぼ併行するもの*註）とされてきた。しかし､現状では上記の理由により､研究者によっ

て型式内容の把握にズレが見られ、そのまま型式名として用いることは難しい。むしろ、ここ

では、大方の理解の一致する「上川名上層式」から「大木 1式」に至る縄文時代前期初頭に位

置づけ、「大木1式」以前の縄文前期の土器が、① 原頭遺跡第Ⅱ群土器 ② 宇賀崎貝塚Ｂ群土

器 ③ 前田遺跡Ａ群土器の3類型に分けられる点を指摘しておきたい｡ 

山内清男は、｢日本先史土器の縄紋｣(1961)の中で、｢室浜式と大木1式との中間に当たる型 
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式」として、以下の特徴をあげている。① 環付末端が1指幅で数帯押捺され、すべてＲＬ縄文

に属するのみである。② 2本の条を以て緩い結節をつくり、同一結節を数帯加えるものがある。

③ 縄の束が稀に見られる。④ 写真資料として、末端ループ文で山形状の文様が構成されるも

のがある、としている。これらの特徴は、前田遺跡Ａ群土器の特徴とすべて一致するものでは

ないが、①・④に示された文様等については、ほとんど同一のものであり、今後、類例の増加

を待って、「上川名上層式」から「大木1式」への変遷過程については明らかにしていきたい。 

※註）近年、宮田貝塚第Ⅲ群土器を長野県・有尾式との文様の類似から、黒浜式（大木 2ａ、

ｂ式）併行とする見解が発表されている。宮田貝塚第Ⅲ群土器は、これまで宮城県内

では分層が必ずしも十分でなくここでは扱わなかったが、古くは船入島貝塚上層をは

じめ金山貝塚等々で注意されて来たものであり､大筋では山内清男･林謙作･竹島国基

の所論のごとく､大木 1式を降るものではなく､また東北地方单部の編年系列の中で十

分に理解可能なものと思われる。 

(2) 石 器 

ａ．石器組成 

北側遺物包含層出土の石器組成は以下の通りである｡ 

石 鏃        1点    磨凹石      4点 

石 匙        7点    磨 石      2点 

石 錐        1点    石 皿      2点 

篦状石器       3点        小計   8点 

異形石器       1点        総計   60点 

両極剥離痕ある石器  1点 

スクレイパー     2点 

不定形石器      3点 

二次加工ある剥片   3点 

微細剥離痕ある剥片  5点 

剥 片        25点 

小計     52点 

剥片石器の石材は、90％以上珪質頁岩が用いられている｡ 

全体的な出土点数は尐いものの、石鏃の点数が尐いのに比べて、石匙、篦状石器、磨凹石の

点数が多い点が一つの特徴としてあげられる｡ 

ｂ．各器種の特徴 

各器種ごとの点数は前述の通り尐く、器種ごとの特徴を抽出するまでには至らなかった｡ 
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ただし、石匙については興味深い特徴が明らかとなったので以下に記す。第 40 図は石匙の

長幅比を横軸に､つまみ部の幅を縦軸に示したものである。分布をみると、石器が縦に長く、つ

まみ部の狭いものと、やや幅広でつまみ部も幅広いものに二分しうる傾向性を示している。こ

れは石器の着柄法と使用法に関係があると思われるが、現段階の資料・分析ではこれ以上言及

することはできない。さらに石匙の平面形態の特徴として、背面を表にした時、左側縁が斜め

になるものが多い（7点中6点）。この特徴も使用法と関係があるか､卖に製作者の“くせ”な

のかなど様々な解釈が可能であり、实体は不明である｡ 

礫石器は、磨痕、擦痕、凹みなどが複合して認められるものが多い。滑らかな磨面と凹みが

複合するもの（第29図3・5）は形態が整っているのに対して、擦痕と凹みが複合するもの（第

29図1・2）は不整形の礫を用いている。これらの石器に、滑らかな磨面が認められないのは、

前者の礫に比べて粗な石質によるのか否かは不明である。第29図2・4・6には側縁に粗い磨面

が認められる。これは滑らかな磨面とは明確に区別しうるものである。さらに、この粗い磨面

を打面として両側の面に剥離痕が認められ、使用痕の可能性がある。 

これらの特徴は、この石器の使用法を耂えるうえで重要な特徴と耂えられる｡ 

ｃ．他遺跡との比較 

北側遺物包含層出土の石器は総計 60点と､絶対的な出土量が尐く、当該期の石器群の实体と

はへだたりがあると思われる。したがって、ここでは個々の石器や組成について、他遺跡と簡

卖な対比を行うにとどめたい｡ 

石匙は最も出土点数が多く、様々な特徴を指摘しうる。前述のように、いわゆる縦型が多く、 
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左側辺が斜めになる特徴の他に、製作技法にも特徴が認められる。つまり、腹面右側辺にやや

急角度の連続的な調整剥離を施し、この面を打面として、背面側につまみ部から先端にむかっ

て平坦で奥深く入る調整剥離がなされていることである。腹面側の調整加工は、背面側の調整

剥離がより平坦で奥深く届くための打面形成と思われる。この製作技法は山形県松原遺跡（泰；

1977）などで注目され、宮城県七ケ宿町大倉遺跡(笠原：1985)、名取市宇賀崎貝塚（阿部；1980）、

同今熊野遺跡（小川；1986）などの早期末～前期初頭の遺跡からも多くの出土例がみられる。

ただし、大木1、2ａ式を中心とする仙台市三神峯遺跡からは 76点の石匙が出土しているが､上

述の特徴を有するものは1点も認められないという（佐藤；1980）｡ 

断面が三角形の礫を素材とし、その角の幅の狭い部分に粗い磨面の認められる石器が 3点出

土している（第29図2・4・6）。いわゆる特殊磨石（八木；1977）であるが、砥石状の溝や擦

痕、凹み、滑らかな磨面も同時に認められる複合石器である。東北地方では早期前葉から認め

られ、今熊野遺跡、宇賀崎貝塚、さらに三神峯遺跡ではかなり多量に認められる。 

石器の個々の特徴について、量的に不十分であるため一部の石器の対比にとどまったが、同

時期の他の遺跡と同様の様相を呈していることが明らかとなった｡ 

当遺跡の石器組成は、石匙、篦状石器が多く、石鏃、石錐はごく僅かである。また、磨石、

凹石などの礫石器が多い。今熊野遺跡からは石器が多量に出土しており、石匙が最も多く、石

鏃、篦状石器がそれに次ぐ。磨石、凹石も多量に認められる。点数は尐ないが、宇賀崎貝塚も

組成的に類似した様相を呈する。さらに、三神峯遺跡もかなりの石器の出土をみているが、総

体的には今熊野遺跡とほとんど同様の組成内容である。 

石匙に代表される石器個々の特徴については、若干の相異点がみうけられるが、石器組成や

全体的な石器群の内容については、当該期に共通する様相があるものと思われる。前田遺跡北

側遺物包含層出土の石器も、前期初頭の石器群の他遺跡と共通する様相の一端を表わしている

ものと耂えられる。 

なお､その他の石器とした表土の石匙についても第40図に示した。その結果、それぞれ 2つ

の分布域に含まれ、平面形態も北側遺物包含層出土のものと類似し、特に第38図・2について

は製作技術も類似している。従って、これらの石器が北側遺物包含層から遊離した可能性が高

いと耂えられる｡ 

3．西側遺物包含層について 

(1) 縄文土器 

深鉢形土器については第Ⅳ章第3頄で類別を行い、浅鉢・注口・双口付土器など個体数の尐

い器種については個点に説明を加えた。深鉢ではＢⅠ類～ＢⅣ類に文様が描かれ､注口・双口付 
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土器の文様はＢⅢ類の文様と共通性が認められた。以下に、各器種の編年的位置づけについて

簡卖に述べておく｡ 

深鉢形土器ＢⅠ類：多条平行沈線によって文様を構成するもので、为文様は頸部～胴部に縦

位で描かれる。類似の資料は川崎町湯坪遺跡Ａ4 類土器（一條：1978）や蔵王町二屋敶遺跡第

Ⅲ群土器（加藤他：1984）に見られ、後期前葉单境式（伊東：1957）の新しい段階の土器と耂

えられている｡ 

深鉢形土器ＢⅡ類：平行沈線で画された幅 5ｍｍほどの溝状縄文によって横位展開文様を構

成するものである。類似の資料は石巻市单境貝塚Ｃ群土器（伊東：1957）などに見られ､ＢⅠ類

同様の年代が耂えられる。東北北部での大湯式土器のモチーフに極めて似た特徴を示すと言え

よう｡ 

深鉢形土器ＢⅢ類・注口・双口付・瓢形土器：弧状沈線区画によって入組文、弧線帯を構成

するもので、深鉢、瓢形土器では口唇部に頂部が二分され内側の肥厚する山形突起が規則的に

配されるものが多い。深鉢の文様帯は口頸部と胴部に分かれ、双方に類似のモチーフが描かれ

るのに対し、注口、双口付、瓢形土器では胴部に为文様として描かれる。類似資料は多く、丸

森町岩ノ入遺跡（志間：1958）、同町清水遺跡Ａ地点（志間：1960）亘理町畑中貝塚（藤沼他：

1986）鳴瀬町台囲貝塚（後藤：1962）西ノ浜貝塚Ｒトレンチ（斎藤：1968）気仙沼市田柄貝塚

第Ⅳ群土器（手塚：1986）など、県内のほぼ全域で認められている。後期後葉西ノ浜式（後藤：

前掲）と耂えられる｡ 

深鉢形土器ＢⅣ類：櫛歯状沈線によって文様を構成するもので、口縁部から胴部への連続文

様となる。類似資料は岩ノ入遺跡、清水遺跡Ａ地点、村田町東足立遺跡（黒川：1981）などに

認められ、先のＢⅢ類と共伴する例が多いが、西ノ浜式以降の宮戸Ⅲａ式（後藤：前掲）にも

継続して認められている｡ 

深鉢形土器ＢⅤ類：地文だけが施されるもので、ＬＲ縄文を横位回転で施文するものが多い。

個々についての所属年代は難しく、後期前葉～後葉の土器としておく｡ 

なお、浅鉢のうち小形のもの（第 35図4）は田柄貝塚第Ⅲ群土器（手塚：前掲）に、内面文

をもつもの（第 35図 5・6）は東足立遺跡、西ノ浜貝塚（松島町教委：1976）に類似資料が見

られ、後期中葉宝ケ峯式（伊東：1957）と耂えられる｡ 

以上のように、西側遺物包含層出土土器は单境式の新しい段階、宝ケ峯式、西ノ浜式などに

比定されたが、深鉢ＢⅣ類のように宮戸Ⅲａ式段階の可能性を否定できないものも含んでいる。

文様を持つ土器では西ノ浜式に比定されるものが多いが、地文だけのあるいは、未提示の小片

を含めた場合、その割合が絶対的なものとは言い難い面もある。層的には1枚だけの検出であ

るが、後期前葉の終わり頃から後期後葉の段階までに形成された遺物包含層として大きく 
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捉えておく｡ 

(2) 石 器 

石器の出土点数が尐なく、石器組成を呈示するにとどめたい｡ 

・鋸歯縁石器       1点       ・剥 片      23点 

・不定形石器       3点       ・石核？       2点 

・二次加工ある剥片    3点       ・磨製石斧      1点 

・微細剥離痕ある剥片   1点       ・原石？(黒耀石)   2点 

剥片石器の石材は珪質頁岩がほとんどを占める｡ 

Ⅵ．ま と め 

1. 前田遺跡は、宮城県柴田郡川崎町大字今宿字前田に所在する。遺跡は、高館丘陵から派生

する小丘陵裾部と轟川右岸の河岸段丘上に立地している｡ 

2. 発見された遺構は、土壙が13基、遺物包含層が2か所である。これらは、縄文時代前期及

び後期に構築・形成されたものである｡ 

3. 土壙はＡ～Ｄ類に分けられ、Ａ類・陥穴（後期）、Ｂ類・住居（前期）、Ｃ類・墓壙（後

期）、Ｄ類・不明（前期・後期）の性格が耂えられた｡ 

4. 北側遺物包含層出土のＡ群土器は、縄文時代前期初頭の上川名上層式と大木 1式の中間に

あたる宮田貝塚第Ⅲ群土器に類似する。 

5. 西側遺物包含層出土土器は、縄文時代後期前葉の单境式の終わりごろから後期後葉の宮戸

Ⅲａ式までの複数型式からなる｡ 

6. 表土中には、上川名上層式、大木5式、大木8ａ式、晩期の土器片が尐数含まれていた。 
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調 査 要 頄 
 

遺 跡 記 号；ＬＰ(宮城県遺跡地名表登載番号09076) 

遺跡所在地；宮城県柴田郡川崎町大字今宿字野上町西林山､丸丹地内 

調 査 期 間；昭和 61年5月26日～7月31日 

調査対象面積；約25,000㎡ 

調 査 面 積；約16,000㎡ 

調 査 員；藤沼 邦彦・手塚  均・相原 淳一・須田 良平・鈴木真一郎 
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I．遺跡の位置と立地 

西林山遺跡は宮城県柴田郡川崎町大字今宿字野上町西林山､丸丹地内に所在する｡野上町は

川崎町の中心部から国道286号線(笹谷街道)を山形方面に向かって約5㎞進んだあたりに開け

た町並みで､町並みの 100ｍほど单側には川崎盆地の单縁を画する丘陵が東西に伸びている。 

遺跡は､この丘陵の中で地元の人々によって“シシナゴ山”と呼ばれる擂鉢を伏せたような

山(標高 556ｍ)の急峻な北斜面麓に位置し､川崎盆地中央部を東流する北川右岸の段丘面上の

单端(標高264～271ｍ)に立地している｡ 

遺跡内の地形は､路線内中心杭ＳＴＡ140＋00 東側の防風林となっている地区が周辺部より

若干小高くなっている以外､おおむね平坦で､西から東へ緩やかに傾斜している。また､丘陵部と

の間には東西に走る小さな沢が入り､湧水地も見られる｡後述する調査結果から見ると､出土遺

物は縄文時代早期～平安時代までの各期のものが認められるが､住居跡の検出は縄文時代中期

初頭に位置づけられる1棟だけであり､調査区域が遺跡の为体を占めるとは耂え難い｡ 

遺跡内の現況は､防風林地区を除く大部分が水田あるいは畑地として利用されており､遺構

面まで削平を受けている場所も多く､耕地化に伴なう切り盛りによる段差も各所に見られる｡ 

Ⅱ．調査の方法と経過 

西林山遺跡は昭和55年度の東北横断自動車道路線内遺跡分布調査で発見された遺跡で､路線

内中心杭ＳＴＡ138＋00 周辺の畑と路線内中心杭ＳＴＡ140＋40 西側の畑の二ケ所から縄文土

器片が採集されている｡採集された 2地点間の距離は 200ｍ以上あり､間に防風林となっている

小高い地区を挟むものの地形的な変化は尐なく､遺跡の範囲を把握することが急務とされた。こ

のため､当初はＳＴＡ136＋00～ＳＴＡ141＋00までの500ｍを調査対象地域とし､トレンチによ

る遺構確認を行った後､精査に入るという行程を組んだ｡ 

調査は昭和 61年 5月 26日から開始した｡初めに､ＳＴＡ140＋00とＳＴＡ140＋60を結ぶ直

線を東西方向の基準線とし､これに直交する单北方向の基準線を設け､調査区内を 3ｍ卖位のグ

リッドで画した｡東西 20 グリッドで大区画とし､東からＡ区､Ｂ区････Ｉ区とした｡各大区画内

のグリッド名は東西方向をアルファベット(Ａ～Ｔ)で表し､单北方向にはアラビア数字を用い､

両者の組み合わせで呼んだ｡(第3図)｡ 

発掘は調査区西側から開始し､項次東側へと進めた｡Ｇ～Ｈ区では数卖位のグリッドを連結

させた单北トレンチを､Ａ～Ｆ区では同様の東西トレンチを設定し､堆積層の現況を見ながら

遺物､遺構の検出に務めた。その結果､Ｈ区では後述する基本層位第Ⅲ層から縄文土器の出土

があり､また､Ｆ区では竪穴住居跡､土壙などが検出され､この時点で面的調査への切り替え 
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を行った。検出された遺構は縄文時代の竪穴住居跡1棟、埋設土器遺構1基，土壙 15基、遺物

集中地点2ケ所、平安時代の焼土遺構1基で、多くはＦ区～Ｈ区に認められた。なお、Ａ、Ｂ

区については用地買収未了の土地があり、一部をトレンチ調査したに留めた。 

検出された各遺構の精査は6月下旪から開始し、調査の一切が終了したのは7月31日である。 

Ⅲ．基 本 層 位 

東北横断自動車道の路線式は遺跡内を東西に横切り、その長さは500ｍにも及ぶ。このため、

調査区は東西に長い区画となり、間に水路、防風林、水田造成時の土地の切り盛りによる段差

などがあり、調査区全体を通して堆積層を観察することは困難であった。そこで、最も良好な

堆積状況を示すと耂えられたＨＪ区の土層断面図をもとに、基本層位について述べてゆくこと

にする（第2図）。 

Ｈ区では、表土から地山面まで 1ｍ前後の堆積土があり 5枚の層(第Ⅰ～第Ⅴ層)に大別され

た。各層の特徴は以下の通りである。 

第Ⅰ層：層№1～4である。表土、水田床土などの層で10～40㎝の厚さがある。 

第Ⅱ層：層№5 である。黒色シルト層で 10 ㎝ほどの厚さがある。ＨＣ48 区西側の沢に向か

う斜面にのみ分布している。遺物の出土はない。 

第Ⅲ層：層№6・7である。6は暗褐色、7は黒褐色の砂質シルト層で30～40㎝の厚さがある。

粘性は尐なくサラサラしている。沢沿いを除く部分に分布し、53ライン北側では縄文後期末葉

～晩期前葉の土器が出土している。埋設土器遺構の掘り込み面、第2号土壙の確認面である。 

第Ⅳ層：層№8である。黒褐色シルト層で20㎝程の厚さがある。第Ⅲ層№7よりも黒味が強

く、僅かに粘性がありしまっている。遺物の出土は他の層に比して多く、50ライン单側では縄

文前期初頭、中期初頭の遺物が、北側では縄文後期中葉の遺物が为に出土している。遺物集中

地点として後述する遺構は第Ⅳ層の中でも上位で検出され、第1号土壙は下位で検出されてい

る。精査時には、地区による遺物の年代の違いは認識できたが、層の違いを区別することはで

きなかった。おそらくは細分されるべきものであったと耂えられる。 

第Ⅴ層：層№9である。暗褐色シルト層で10～20㎝の厚さがある。粘性が強く、しまりがあ

る。地山漸移層で、遺物は出土していない。 

以上、Ｈ区の堆積層の特徴について述べてきたが、他の地区の層位の状況についても簡卖に

述べておく。Ａ～Ｆ・Ｉ区は水田・畑地であり、Ｇ区は防風林地区である。 

Ａ～Ｄ区：Ｄ区西側では 30㎝ほどの表土下に第Ⅳ層に相当する黒褐色シルト層が 10㎝ほ

どと第Ⅴ層に相当する暗褐色シルト層が 5㎝ほど認められたが、遺構、遺物は検出されな 
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かった。Ｄ区東側～Ｂ区西側は表土下が地山であり、Ｃ区の地山面で縄文土器数点(前期初頭、

中期中葉)が出土しているが、遺構は検出されなかった。 

Ｅ区：表土下に黒褐色シルト層2枚(第Ⅲ、Ⅳ層に相当)と暗褐色シルト層(第Ⅴ層に相当)が

認められた。第Ⅲ層は10㎝ほどの厚さで粘性が尐なく、しまりがあった。弥生後期の土器が出

土している。第Ⅳ層は20㎝ほどの厚さで上層に比して粘性があり、砂質気味のところもあった。

時期不明の縄文土器片が出土し、層中で第15号土壙が検出された。 

Ｆ区：北側の堆積層はＥ区とほぼ同様であったが、单側では表土下が黒色シルト層(第Ⅳ層

に相当)となり、20 ㎝ほどの厚さで堆積し、その下は地山漸位層(第Ⅴ層)であった。第Ⅲ層か

ら縄文前期、晩期の土器片が出土し、第Ⅳ層上面では竪穴住居跡、土壙(第4号～14号)が検出

された。 

Ｇ区：防風林となっていた小高い地区で、表土として腐食土の堆積が 40 ㎝ほどの厚さで認

められた。中央部では表土下が安山岩礫層(径10～60㎝ぐらい)となっており、礫層の上面に黒

褐色シルト層（第Ⅳ層）の薄い堆積（0～5㎝）が見られ、周辺部では 10～15㎝ほどの厚さで

あった。第Ⅳ層から縄文中期、後期の土器片が出土し、ＧＦ51区のピット中からは剥片 22点

が出土している。また第Ⅳ層上面で第3号土壙が検出されている。 

Ｉ区：ＩＡ～ＩＧ区は地山面まで削平を受けていた。ＩＩ区から西側では水田床土下に褐色

シルト層(第Ⅲａ層に相当)が 10㎝ほどの厚さで認められ、この上面で焼土遺構が検出された。

焼土遺構のすぐ脇から平安時代の土師器が出土している。第Ⅲａ層以下の層位はＨ区と同様で

ある。 

Ⅳ．発見された遺構と遺物 

1．縄文時代 

縄文時代の遺構としては、竪穴住居跡1棟、埋設土器遺構 1基、土壙16基、遺物集中地点2

ケ所が検出された。 

(1) 竪穴住居跡と出土遺物 

〔位置・確認面〕 ＦＲ～ＦＴ・49～51区の基本層位第Ⅳ層・第Ⅴ層で確認された。 

〔平面形・規模〕 長方形状を呈する。規模は長軸が4.9ｍ、短軸が3.2ｍである。 

〔重複・増改築〕 重複は認められない。周溝及び柱穴の状況から、北辺・東辺の増築の可

能性が高い。 

〔堆積土〕 住居内堆積土は3枚の層に分かれる。第1層は黒色土で住居内全域に厚く堆積し 
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ている。第2層は焼土層で斑状に数ケ所に分布している。第 3層はいわゆる三角堆積で、壁際

に堆積している。 

〔壁〕 北側を除き残存している。壁高は最も高い所で 25㎝で、立ち上がりは緩やかである。 

〔床〕 基本層位第Ⅴ層・地山を床としている。炉の周囲は固くしまっており、平坦である。 

〔周 溝〕 周溝の浅いくぼみが東辺及び北辺に、断続的に認められた。 

〔柱 穴〕 住居跡内に61個、住居跡外に10個のピットが検出されている。Pit.4には柱痕跡が 
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認められた｡なお､第 4図中に､Pit.番号を付したものは､縄文土器の出土したものである｡ 

〔炉〕 住居のほぼ中央に位置し､单側に長さ 28 ㎝､幅 25 ㎝の板状の石が埋め込まれている｡

炉壁はひだ状に掘り窪められ､火熱を受けた痕跡が残されている｡ 

〔遺物の出土状況〕 床面・柱穴埋土・堆積土から遺物が出土している｡ 

縄文土器（第5図1～3） 

第5図1は住居内床面西側(Po.14)及びPit.1埋1層から出土した深鉢形土器である｡口縁部

には環状の貼付文・三角形の彫去・短沈線文等が施され､頸部には橋状把手が付されている｡第

5図 2は住居内床面東側及び Pit.2～9埋 1層から出土した深鉢形土器である｡口縁部から底部

まであるが､胴下半は著しい細片となっており完全に復元することはできない｡肥厚する口縁部

には「Ｖ」字状の貼付文・半截竹管による種々の文様が施されている｡胴部は無文である｡ 

第5図3は堆積土1層から出土した深鉢形土器である。縄文が施されている。 
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磨 石（第6図1） 

断面三角形状を呈し、二側辺にざらついた磨面が認められ、二面にも滑らかな磨面が認めら

れる。側辺及び先端部には剥離痕がある。 

石 皿（第6図2） 

偏平な自然礫をそのまま用いた石皿である。磨面は一面で、わずかに凹みが認められる。 
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(2) 埋設土器遺構（第7図） 

ＨＨ58 区基本層位第Ⅲｂ層で検出された｡検出時に上端の一部を削平している。掘り方平面

形は径30㎝の略円形､深さは28㎝で､埋設土器より幾分大きい程度のものである｡土器は正位で

検出された｡ 

埋設土器 

口径25.6㎝､底径9㎝､器高30㎝の深鉢形土器である｡胴部から口縁部までくびれることなく

緩やかに外傾して立ち上がる器形で､口縁部は直立し､小波状縁を呈する。文様帯は口縁部に位

置し､右上がりで展開する入組文の退化的モチーフが描かれ､上位は 1条の横位沈線、下位は 2

条の横位平行沈線で画されている｡モチーフ内部､下位の沈線間及び口縁端の一部にはＬＲ縄文

が充塡されている。胴部は下位がミガキで､上位はＬＲ縄文が施文されている｡底部には網代痕

が認められる｡ 
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(3) 土壙と出土遺物 

15基が検出された。検出面は第2号が第Ⅲｂ層、他は第Ⅳ層である。 

第1号土壙（第8図1） 

ＨＦ48区で検出された。平面形は楕円形で、長軸103㎝、短軸71㎝、深さ20㎝である。底

面は舟底状を呈し、壁の立ち上がりは緩やかである。堆積土中から1個体分の縄文土器が出土

している。 

縄文土器（第9図1） 

口径31.8㎝、底径9㎝、器高 34㎝である。口縁部が内弯するキャリパー状の器形を呈し、

胴下部は緩やかに膨らんでいる。口縁部の文様には鋸歯状に斜位沈線文が重ねられている。胴

上部には蕨手状の文様が2段にわたって展開し、胴下部には非結束羽状縄文が施されている。

底面にも縄文が施されている。内面は丁寧にミガキ調整が施され、胎土には繊維が含入されて

いる。 

第2号土壙（第8図2） 

ＨＥ、ＨＦ60、61区で検出された。平面形は隅丸長方形状で、長軸185㎝、短軸153㎝、深

さ41㎝である。底面はわずかに凹凸があり、壁は緩やかに立ち上がる。堆積土は自然流入土で

ある。出土遺物はない。 

第3号土壙（第8図3） 

ＧＢ53区で検出された。平面形は楕円形で、長軸 96㎝、短軸 84㎝、深さ 29㎝である。底

面は平坦で、楕円形を呈し、長軸 125㎝、短軸95㎝で上端平面形より大きい。壁は内弯して立

ち上がり、上位で括れて開く。いわゆるフラスコ状を呈している。堆積土は自然流入土で出土

遺物はない。 

第4号土壙（第8図4） 

ＦＱ51区で検出された。平面形は楕円形で、長軸 72㎝、短軸 58㎝、深さ 37㎝である。底

面は平坦で、上端平面形より大きい楕円形を呈し、長軸 85㎝、短軸65㎝である。壁は内弯し

て立ち上がる。堆積土は自然流入土で出土遺物はない。 
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第5号土壙（第8図5） 

ＦＱ50区で検出された。平面形は楕円形で、長軸118㎝、短軸85㎝、深さ17㎝である。壁

の立ち上がりは急で、底面の中央部東寄りと西端にピットがあり、前者は25㎝、後者は 32㎝

の深さがある。堆積土は自然流入土で、堆積土中から磨石が 1点出土している。 

磨 石（第9図2） 

平面形状が楕円形を呈するやや偏平な石器である。両面に磨面が認められる。 

第6号土壙（第8図6） 

ＦＲ48区で検出された。平面形は不整円形で、径は110～115㎝、深さ26㎝である。底面に

は深さ 10センチほどのピット状の窪みが3ケ所認められ、全体として浅い皿状となっている。

壁の立ち上がりは西～单側が急で堆積土は自然流入土で出土遺物はない。 

第7号土壙（第8図7） 

ＦＭ49区で検出された。平面形は不整楕円形で、長軸120㎝前後、短軸57㎝、深さ 10㎝で

ある。3個の攪乱ピットに切られている。底面は中央部北寄りの部分が 7㎝ほど窪む以外、ほ

ぼ平坦である。壁の立ち上がりは急である。堆積土は自然流入土で、堆積土中から縄文土器が

出土している。 

縄文土器（第10図1） 

口径29.0㎝の深鉢形土器である。4卖位の波状縁で、波頂部の内外には各種貼付文が付され

ている。口縁部には連弧状沈線文、連続刺突文が施され、胴部には4卖位の「Ｙ」字状懸垂隆

線文と各種弧状沈線文が施されている。内面にはミガキ調整が施される。 

第8Ａ号土壙（第8図8） 

ＦＫ48・49区で検出された。第 8Ｂ号土壙を切り、北辺は攪乱ピットに切られている。平面

形は不整楕円形で、長軸265㎝、短軸120㎝、深さ30㎝である。底面西側は10㎝ほど高いテ

ラス状となる。壁の立ち上がりは急である。堆積土は自然流入土で、出土遺物はない。 

第8Ｂ号土壙（第8図8） 

ＦＪ48、49区で検出され、北側が第 8Ａ号土壙に切られている。平面形は円形で径145㎝、

深さ 15㎝である。底面は平坦で、壁の立ち上がりは緩やかである。堆積土は自然流入土で、出

土遺物はない。 

第9号土壙（第8図9） 

ＦＭ49区で検出された。東側が径 50㎝、深さ40㎝のピットに切られている。平面形は不整

円形で、径80㎝、深さ12㎝である。底面は平坦で、壁の立ち上がりは急である。堆積土は自

然流入土で、出土遺物はない。 

第10号土壙（第8図10） 
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ＦＴ51区で検出された。平面形は隅丸長方形で、長軸 261㎝、短軸 248㎝、深さ 20～30㎝

である。底面は西・单側が舟底状に窪み、壁の立ち上がりは緩やかである。堆積土は自然流入

土で、層中及び土壙底面から縄文土器、石皿が出土している。 

縄文土器（第10図2～4、第 11図1） 

4 は浅鉢、他は深鉢形土器である。2 は 4 卖位の山形大波状縁を呈するもので、胴上部は大

きく開いて外傾し、頸部でわずかに括れる。口縁部はややふくらみをもって大きく開き、端部

内側が肥厚している。文様帯は胴上部に位置し、横位平行沈線文、縦位連続Ｓ字状沈線文で構

成され、沈線間にはＬＲ縄文が充塡されている。口縁部、胴下部、内面には入念なミガキが施

されている。3、4は底部資料である。3は底部がわずかに張り出し、胴部は直線的に外傾する。

4は胴部が外反気味に立ち上がる。3、4ともに胴部、内面にミガキが施される。底部には 3で

網代痕、4で木葉痕が見られる。1は胴部から口縁部まで直線的に外傾して開く。頸部に 1条の

横位沈線がめぐり、口縁部にミガキ、胴部にＲＬ縄文が施される。内面はミガキが施される。 

石 皿（第12図） 

偏平な礫の両面中央部に磨面が認められる。両面とも平坦であり、磨面がほんのわずかに凹

む程度である。 

第11号土壙（第8図11） 

ＦＰ50 区で検出された。溝ピットによって北側が切られている。平面形は不整円形で、径

110㎝ほど、深さ 5㎝である。底部中央部に楕円形のピット(長軸 55㎝、短軸 43㎝、深さ 18

㎝)があり、この部分を除いた底面は平坦である。堆積土は自然流入土で、層中から縄文土器が

出土している。 

縄文土器（第11図2） 

「ハ」字状に開く器台である。中央部に径3㎝ほどの孔が穿たれている。ＬＲ縄文が施文さ

れ、内面には雑なミガキが施される。 

第12号土壙（第8図12） 

ＧＡ48区で検出された。平面形は角が丸味を帯びた正三角形状を呈し、一辺120㎝ほど、深

さ40㎝である。底面は楕円形を呈し、ほぼ平坦で、壁の立ち上がりは急である。堆積土中から

縄文土器が出土している。 

縄文土器（第11図3） 

口径 17.5 ㎝の深鉢形土器で、口縁部が内弯するキャリパー状の器形である。口縁部の文様

は4卖位の相対する弧状区画隆線文を配し、その中に渦巻状隆線文を施している。胴部は縄文・

結節文である。内面にはミガキ調整が施される。 
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第13号土壙（第8図13） 

ＦＬ50区で検出された。平面形は不整楕円形で、長軸 160㎝、短軸 120㎝、深さ 10㎝であ

る。底面は平坦で、壁の立ち上がりは急である。出土遺物はない。 
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第14号土壙（第8図14） 

ＦＮ48区で検出された。平面形は不整円形で、径90㎝、深さ10㎝ほどである。底面は平坦

で東側に深さ10㎝ほどのピットがある。壁の立ち上がりは急である。出土遺物はない。 

第15号土壙（第8図15） 

ＥＨ53区で検出された。平面形は不整円形で、径 130㎝、深さ 50㎝ほどである。底面には

わずかに凹凸があり、壁の立ち上がりは急である。堆積土は自然流入土で、遺物の出土はない。 

(4) 遺物集中地点と出土遺物 

第Ⅰ遺物集中地点（第13図） 

ＨＱ、ＨＲ55区の基本層位Ⅳ層面で、炭化物を多く含む黒褐色土の分布が見られ、分布範囲

を中心として縄文土器の出土が認められた。精査の結果、ＨＲ55区で径3.2ｍほどの不整円形

の窪み状になり、底面には部分的に凹凸が見られた。最深部で約30㎝の深さがあり、全体とし

ては浅い皿状を呈している。堆積土中には、縄文土器、石器、礫、焼土ブロック、炭化物が含

まれていた。炭化物、礫は東側でブロック的に検出された箇所もあり、人為的に埋められた可

能性がある。 
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縄文土器（第14、15図） 

第 14図 1～第 15図 5は深鉢形土器である。第 14図 1、2は外傾、外反する波状縁の口縁部

資料である。1 は口縁部に刺突入隆線文が横位に、胴部には区画沈線文（ＬＲ縄文充塡）が縦

位に配され、内面の口縁端部に 1条の沈線がめぐる。2は口縁端部に口縁に沿う 1条の沈線、

波頂部に三角文、口頸部に区画沈線曲線文が配され（いずれもＬＲ縄文充塡）、三角文を除く沈

線に沿って連続竹管刺突文が施されている。 

3～6は同一個体と思われる。平縁で口縁端部がわずかに内弯する。口頸部と胴部に区画沈線

による曲線文様が描かれ、ＬＲ縄文が充塡されている。7～10 は口縁部が直立気味で、地文だ

けが施される。7～9はＲＬ縄文、10はＲＲ縄文である。11～13は胴上部が内弯気味になり口

縁部が外傾するもので、11は全体にＬＲ縄文が施文される。12、13は口縁部が無文（12はミ

ガキ、13はナデ）で、胴部にＲＬ縄文が施文される。なお、12の頸部には押圧縄文（Ｌ）の施

文も見られる。第15図1は13に似ているが、頸部と胴部で縄文原体の回転方向が異なってい

る。2～5は胴下部から底部資料で、胴部は外傾し底部は安定した平底である。胴下部は無文（2、

5がナデ、3、4がミガキ）で、2、3では上位に縄文（2がＬＲ、3がＲＬ）が施文され、3～5

の底部には網代痕が見られる。 

6は浅鉢、7、8は壺、9は器台形土器でいずれも小形品である。6、7では横位平行沈線で画

された帯状縄文が、8では「横Ｙ字」状区画沈線文が胴部に 3卖位で配され、ＬＲ縄文が充塡

されている。7、8の胴下部にはミガキが施され、8の底部には「 」印状沈線文が見られる。9

は「ハ」字状に開き、雑なミガキが施されている。 
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石 器（第16図－1、2） 

1 は縦型の石匙である。一面は縁辺全周に二次加工が施されている。片面は外弯する縁辺に

のみ二次加工が施されている。 

2 は中央図の左下に素材となった剥片の腹面が認められ、上端はその打面部と思われる。形

状や素材の用い方などから、石匙のつまみ部と耂えられる。 

第Ⅱ遺物集中地点（第17図） 

ＨＭ・ＨＮ56・57区の第4層を中心として、石器類が集中する地点が確認された。遺物の分 
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布する面はほぼ水平であり、遺物の垂直分布には20㎝程のレベル差が認められた。多数の砕片

の他に剥片・土器片・数点の石器（ＴＯＯｌ）・石核や礫が集中し、土偶の脚部も認められた。

さらに石器の集中地点を中心に 3基のピットも確認された。 

遺物の取り上げに際しては平面分布図を作成したが、遺物の出土が多いため 1ｍのメッシュ

を組み、1㎡ごとに土ごと資料を採取した。 

ピット1 平面形は北側にくびれをもつ長楕円形を呈し、約 470㎝×240㎝、深さ40㎝の規

模である。底面には2ケ所の窪みがある。壁は比較的傾斜をもって立ち上がるが、上部になる

と緩やかになる。堆積土は焼土・炭化物を多く含み、確認面中央の大形礫集中の下部に焼土ブ

ロックも認められる。堆積土は大きく2層に分けられるが、焼土・炭化物の混入状態や土の状

態より、人為的に埋められた可能性がある。大形礫4点のうち2点に火熱を受けた痕跡がある。 

ピット2 平面形は楕円形を呈し、約160㎝×120㎝、深さ10㎝前後の規模である。底面は

平坦である。壁は单側が比較的急峻であるが、他は緩やかである。堆積土は一層のみである。 
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ピット 3 平面形は不整な隅丸方形を呈し、約 110㎝×90㎝、深さ 30㎝の規模である。底

面及び壁は摺鉢状を呈する。堆積土は一層のみである。 

石器の分布（第17図 第18図） 

第 17 図は最初に石器の集中を確認した段階の全ての遺物分布と、その後出土した、大きな

石器類や土器片の平面分布を合成したものである。 

第18図は土壌サンプルを2ｍｍメッシュにより水洗選別して集計した石器数点から、平面部

分における石器の疎密を表したものである。サンプリングはスクリーン部から行った。石器は

分布の中央部やや北寄り（Ｇ－9 区）に密であり、周辺になるにつれて疎になる。分布の東側

は他と比較して分布が疎である。分布の集中域は、单東側にあるピット1の上部をさけるよう

にして密である点も一つの特徴である。北側には中央部と同一母岩の砕片が、中央部から最長

8ｍまで分布している。砕片の分布範囲を推定すると、最大 15ｍ×9ｍ以上、特に密に分布する

範囲は 4ｍ×3ｍ程度のものと思われる。 

敲石はピット2の西に1点、平面図には図示していないが、ピット1の单西部（Ｆ－11区付

近）の堆積土中から2点出土した。磨石は1点集中域の周辺に分布し、土偶の脚部は北端部か

ら出土した。 

縄文土器（第19図1～7） 

1～3、5～7は深鉢形土器である。1は口径 33cｍほどの大形品で、口縁部から胴上部の資料

である。胴上部はわずかにふくらみ、頸部ですぼみ、口縁部は外反気味になる。口縁部は6卖

位の緩やかな波状を呈する。文様は平行沈線で画された幅 5ｍｍほどの帯状縄文で描出され、

口縁部では波形と並行して3条が配されている。胴上部では波頂部下位に楕円状文が变位で、

また、これと組み合う横位展開文様が2条の帯状縄文で描かれ、その下位には文様帯区画と思

われる平行帯状縄文が配されている。また、文様と文様の接点には竹管による刺突文が施され

ている。縄文はＲＬ充塡縄文である。2、3も類似の器形、文様と思われる。5～7は直立する口

縁部資料で地文としてＬＲ縄文が施文されている。 

4は口径23㎝、底径12㎝、器高 14㎝の鉢形土器である。胴部から口縁部まで直線的に開い

て外傾する。外面は無文で、内面口縁部に1条の沈線がめぐっている。 

土 偶（第19図8） 

右足脚部資料で、足を開いた形で表現されている。無文である。 

石 器（第20～22図） 

第 20 図に水洗選別により検出された石鏃、その他の石器類（石錐、両極剥離痕ある石器、ノッ

チ、スクレイパー、不定形石器）、石核を示した。ピットの堆土を同様に水洗選別した結果も示し

た。石器類や石核は、第17図においては集中域の周辺部に多く見られた。サンプリングのメッ 
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シュの枞が広いため集中域内でのマクロな分布の検討はできないが、第18図の分布状態と共に

検討を加えてみる。石鏃は集中域にも多く分布がみられるのに対して､石核や特にその他の石器

は､集中域の中央部には分布が疎である｡ピットの埋土中からも石核､石器類が多く検出された｡ 

石器の組成 

石鏃 16点､石錐 2点､ノッチ 1点､スクレイパー1点､両極剥離痕ある石器 1点､不定形石器 3

点､石核9点､敲石3点､磨石1点から成る｡ 
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水洗選別によって得られた破片、剥片類は総計21,031点を数えた。 

石 鏃（第 20図 1～16）有柄のものが 8点あり、幅の狭いもの（1、2、4、5）、幅広のもの

（3、8）、幅広でかえしのつくもの（7）、幅広で先の尖らないもの（9）に分類できる。無柄の

ものは、凹基（6、11）、平基（10）、円基（12）に分類できる。破損品は6点認められる。11、

14は製作時に破損した可能性がある。9、12、13は調整が粗雑であること、形態が不整である

こと、などの点から、石鏃の未成品と思われる。 

石 錐（第19図17、18）17は錐部でありつまみ部を欠失している。 

両極剥離痕ある石器（第19図21）後述の石核Ⅰ類と類似している。 

石 核（第20図）は14点出土しているが6点図示した。形状により2類に分類できる。 

Ⅰ類 偏平なもの、Ⅱ類、拳状のもの。 

Ⅰ類は折れ面状の平坦な打面から剥片剥離がなされるもので、作業面は一面もしくは二面に

設定され、石核は偏平である。多打面の石核である。 

Ⅱ類も打面は平坦であり、作業面も一面もしくは二面に設定されているが、片面に自然面、

節理面を多く有する。剥片剥離作業は石核の周辺から中心に向けて求心的におこなわれるもの

と頻繁に打面を転移するものがある。 

Ⅰ類とⅡ類は大きさに相違があり、剥離痕の大きさにも違いが認められる。しかし、Ⅰ類は

より残核状の様相を呈しているため、剥離された剥片の性状等の差についての詳細は不明とせ

ざるをえない。 

敲 石（第 21図 1～3） いずれも両端に使用時によると思われる敲打痕が認められる。し

かし、それぞれが、小形で柱状のもの（1）、中型で拳状のもの（2）、大形で偏平なもの（3）に

分類でき、異なった特徴がある。粗割り、剥片剥離、二次加工などの石器製作の段階に応じて

使い分けられたのであろうか。 

磨 石（第21図4）は両面に磨面が認められる。上下が破損している。 

母 岩 

出土した石器類は1ａ、1ｂ、2～5の6つの母岩に分類できた。1～3は珪化凝灰岩、4、5は

珪質頁岩である。ただし、1ａ、1ｂはそれぞれ一母岩として扱ったが、石核や自然面などの観

察によると、同一石材を利用したいくつかの母岩の集合というものであり、厳密な意味での同

一母岩ではない。 

第 表は母岩ごとの石器の組成表である。各母岩は石器の組み合わせにより以下のように分

類できる。 

Ａ1類…石鏃・石核・剥片・砕片（母岩1ａ）、Ａ2類…石鏃その他の石器・石核・剥片・砕片

（母岩 1ｂ、3） 
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Ｂ1類…石鏃･剥片･砕片､Ｂ2類…石鏃・その他の石器･剥片･砕片(母岩 2、5)､Ｂ3類…その他

の石器･剥片･砕片（母岩 4） 

Ｃ類…石鏃･砕片 

Ａ類は石器の素材生産の段階からの資料を有し､Ｂ類は石器の素材となりうる剥片も含む｡

しかし､Ｃ類は製品と砕片のみである｡ 

以上のことから､これらの母岩別資料には段階は異なるものの、一連の石器製作工程を表す 
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資料が含まれていることを示す。また、いずれの石器類にも砕片が認められることは、この場

に製品としてもたらされたものはないことを示すものであろう。 

また、Ｂ3類の母岩4を除いて、他は全て組成に石鏃を含む。さらに、Ｇ－9とＦ－10から水

洗選別により得られた砕片の重量を計測したところ、母岩 1と他の母岩との重量比はそれぞれ、

37g：9g、39g：10gとなり、母岩 1が全体のほぼ80％を占めていることが明らかとなった。母

岩1は石鏃の製作と関係が深いものである。以上の事实は、この集中地点出土の資料のほとん

どが、石鏃の製作に関係するものであることを明確にしている。 
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(5) ＧＦ51区ピット出土の剥片について（第23図～第27図） 

剥片は合計22点が出土した。1点を除いて剥片の縁辺には微細な剥離痕が認められる。全て

同一の母岩から剥離されたものであるが、接合するものは 2点と 3点のみである。(第 25図 1

＋2、3＋4＋5)。打面転移を頻繁に行いながら剥片を剥離している。接合しない剥片の背面を観

察すると、17点のうち 10点（59％）に、腹面と異なる方向を示す剥離面が認められる。従っ

て全て同一母岩であることを耂えあわせると、接合資料で表れているように、これらの剥片は

多面体の石核から、打面転移を頻繁に行って剥片生産する技術により剥離されたものと耂えら

れる。接合するものは僅かであり、剥片の背面を見ると多くの剥片が剥離されたことが推察さ

れる。折れ面を有する剥片も 4点あるが、折れ面で接合するものはない。剥片の長幅・厚幅相

関分布図を示した（第23図・第 24図）が、長さ3.4～5.8㎝、幅2.7～5.7㎝、厚さ 0.6～1.7

㎝に集中し、砕片、大形剥片は存在せず、大きさにまとまりがある。また、これらと同一母岩

のものは当遺跡の発掘資料には認められない。微細な剥離痕を使用の痕跡と耂えるならば、以

上の事实より、これらは他の場所で製作された剥片を選択的に使用して、その後ピット内に保

持もしくは廃棄したものと思われる。 
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(6) 遺構外出土遺物 

遺構外出土遺物には土器と石器がある｡ 

1．土 器 

第Ⅰ群土器（第28図1、2） 

縄文時代早期に位置づけられる土器である。ＧＥ57 区及びＨＧ49 区の 2 地点において発見

された。器種はすべて深鉢形である。文様の種類によって、Ａ～Ｂ類分けることができる。 

Ａ類土器（第28図1） 

押型文土器である。重層山形押型文及び平行線状押型文が施文されている。 

Ｂ類土器（第28図2） 

縄文条痕土器である。口縁部及び内面には貝殻条痕文が施され、胴部には縄文が施されてい

る。また、口縁部上端には貝殻背圧痕文が連続して施されている。 

以上に述べた各類の年代及び他遺跡との比較については、以下の通りである。 

Ａ類土器は早期前葉の日計式（江坂；1959・笹津；1960）に位置づけられる。宮城県内では

21遺跡が知られ、川崎町内でも下窪遺跡（後藤他；1970）において発見例がある。 

Ｂ類土器は早期後葉の梨木畑式（林；1965）に位置づけられる。県内各地で多くの遺跡が発

見されており、川崎町では下窪遺跡（後藤他；1970）、下原遺跡（志間・中村；1970）等が知ら

れている。 

第Ⅱ群土器（第28図3～10、第29図～第32図、第33図1～8） 

縄文時代前期に位置づけられる土器である。器種はすべて深鉢形で、文様の種類によってＡ

～Ｉ類に分けることができる。 

Ａ類土器（第28図3～7） 

ＨＨ50～58 区付近とＨＲ50 区付近の 2 か所で確認された。口縁部の文様が押圧縄文や太描

きの沈線文によって描かれる土器である。文様構成の全体は明らかではないが、4 には渦巻状

の文様が施されている。 

Ｂ類土器（第28図8～10、第29図1～6、第30図1～2） 

ＨＧ～ＨＩ・47～51区付近とＨＱ～ＨＳ・49～51区付近の 2か所で確認された。器形は、複

合口縁状をなすもの（第30図1）、頸部に段をもつもの（第28図8、9）、頸部隆帯をもつもの（第

29図1）などのａ種と口縁部がほぼ直立するｂ種に分けることができる。ａ種の器形に分類され

るものは、すべて口縁部上端及び下端ないしは頸部に刻目文が施されている。文様モチーフが構

成される土器は第 29図1、4で、文様施文具は半截竹管である。第 29図 1は隆線文によって 5

つの区画を構成し、渦巻状隆線文・菱形状隆線文を施し、さらに半截竹管によって菱形状・
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渦巻状・コンパス状の沈線文が描かれている。地文は結節文、ループ文、結束羽状縄文、非結

束羽状縄文等があり、これらの多くは 1指幅～2指幅の卖位で密接多段に施文されている。底

部（第 29図6）には半截竹管による連続刺突文が施されている。 

Ｃ類土器（第30図3～6、第 31図1～4） 

ＦＬ～ＦＴ・49～52 区付近、ＨＡ～ＨＩ・47～52 区付近、ＨＲ～ＨＴ・50～52 区付近の 3

か所で確認された。いずれも、口縁部から頸部にかけてゆるやかに外反している。地文は若干

幅広の羽状縄文が施されるａ種と 2ないし3段の末端ループ文が施されるｂ種とがある。 

Ｄ類土器（第31図5～10） 

ＦＳ～ＧＩ・52～57区付近、ＨＨ49区、ＨＰ～ＨＲ・49～55区付近の3か所で確認された。

器形は、ｂ種若干内弯気味の口縁部をもつ a種（第 31図 5、6）と直線的に外傾する口縁部を

もつもの（第 31図 10）がある。文様としては、横位平行沈線文、半截竹管による横位連続刺

突文、櫛歯状工具によるコンパス文・山形文、撚糸文が施されている。 

Ｅ類土器（第31図11～13） 

ＧＢ～ＧＩ・50～57区付近で確認された。文様としては円形竹管や篦状工具による連続刺突

文が施されている。地文は卖軸絡条体第3類による撚糸文がある。 

Ｆ類土器（第32図1～4） 

ＦＮ49区、ＧＬ～ＨＡ・47～59区付近の2か所で確認された。文様施文具としては円形竹管・

半截竹管・ヘラ状工具が用いられている。第32図2のように粘土紐貼付文上に刻目文として施

されるものもある。 

Ｇ類土器（第32図5～7） 

ＧＩ53区、ＨＡ47区、ＨＳ50区の 3か所で確認された。いずれも口縁部上端に渦巻状の貼

付文が施されている。第32図5の胴部にはやや太目の粘土紐貼付文が施文されている。 

Ｈ類土器（第32図8～18、第33図1～4） 

ＧＡ～ＧＬ・45～58区付近で確認され、Ｇ区で为体を占める土器である。口縁部には刻目文

が全周するもの、山形状の突起が付されるもの等がある。文様は細目の粘土紐貼付文や半截竹

管によって鋸歯状文や連弧状文が描かれている。 

Ｉ類土器（第33図5～8） 

ＦＮ～ＦＯ・47～49区・ＧＧ53～54区・ＨＱ～ＩＡ・50～53区の 3か所で確認された。第

33図5、7の口縁部は肥厚して外傾している。5の文様は口縁部に描かれ、山形状沈線文と円形

の盲孔が配されている。6 は胴部資料で、懸垂沈線文と対角線上に伸びる斜位沈線文及び半円

状をなす弧状沈線文とが施されている。 

以上に述べた各類の年代及び他遺跡との比較については、以下の通りである。 
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Ａ類土器は前期初頭の上川名上層式（加藤；1951）に位置づけられる。川崎町では、前田遺

跡の第 1号土壙及び第2号土壙の埋土中から数点確認されているに過ぎない（相原他；1987）。 

Ｂ類土器は前期初頭の上川名上層式～大木1式の中間に当る土器群と耂えられる。「桂島式」

（林;1960）や「宇賀崎貝塚Ｂ群土器」（阿部；1980）、「前田遺跡Ａ群土器」（相原他；前掲）等

に類似するものである。中でも、頸部に複合口縁状のくびれや、段あるいは隆帯をもつ器形が

見られる点、及び半截竹管による菱形状文が口縁部に施されるものがある点から、「宇賀崎貝塚

Ｂ群土器｣に最も類似していると言えよう。詳細は、本書前田遺跡の耂察を参照されたい。 

Ｃ類土器、Ｄ類土器、Ｅ類土器は、各々前期前葉の大木 1 式、大木 2ａ式、大木 2ｂ式（山

内;1937）に位置づけられるものである。これらは、名取市今熊野遺跡等で発見されている。 

Ｆ類土器、Ｇ類土器は、各々前期中葉の大木 3 式、大木 4 式（山内;1937）に位置づけられ

るものである。これらは、名取市宇賀崎貝塚等で発見されている。なお、第33図4は関東地方

の諸磯式に類似する文様である。 

Ｈ類土器は前期後葉の大木5式（山内；1937）に位置づけられるものである。川崎町高野遺

跡（志間･高倉；1970）白石市上人壇遺跡（片倉･中橋･後藤；1976）等で発見されている。 

Ｉ類土器は前期末葉の大木6式（山内；1937）に位置づけられるものである。七ヶ宿町小梁

川遺跡第Ⅰ群土器（相原他;1986）中に類例がある。 

第Ⅲ群土器（第33図9～13、第34図～第36図） 

縄文時代中期に位置づけられる土器である。器種は深鉢形及び器台形から成り、文様の種類

によってＡ～Ｇ類に分けることができる。 

Ａ類土器（第33図9～13、第34図1～7） 

ＦＫ～ＦＳ･49～52区付近、ＨＩ59区、ＨＯ～ＩＡ･48～52区付近、ＩＯ61区の4か所で確

認された。頸部が、ゆるい「く」字状にくびれる器形のものが多い。第33図9、12には渦巻状

貼付文、第33図10には「∩」字状貼付文が付されている。第 33図9、10、11、第34図1、2、

3、5の口縁上部や頸部、あるいは貼付文上には、梯子状に短沈線文が連続して描かれている。 

Ｂ類土器（第34図8～9） 

ＨＱ51区、ＨＨ58区、ＧＰ52区の 3か所で確認された。平行沈線文や刺突文によって文様

が構成されている。 

Ｃ類土器（第34図11） 

ＨＬ～ＨＮ60区で確認された。押圧縄文と半截竹管による平行沈線文によって文様が描かれ

ている。 

第34図12はＢ類あるいはＣ類土器の底部資料で、底面には笹の葉の圧痕が残されている。 

Ｄ類土器（第35図1） 
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ＨＴ47区で確認された。人面状・渦巻状の文様が施される突起が付されている。胴部は懸垂

沈線文によって大きく区画され、その中に弧状・渦巻状の沈線文が描かれている。 

Ｅ類土器（第35図2） 

ＣＦ53 区で確認された。4 卖位の波状縁をなし、波頂部に渦巻状の沈線文が施されている。

胴上部には各種渦巻文が描かれ、胴下部には懸垂沈線文が描かれている。 

Ｆ類土器（写真図版 ） 

ＦＲ～ＦＴ・50～51区で確認された。立体的な把手の付される深鉢形土器で、渦巻状隆線文

が描かれている。 

Ｇ類土器（第36図1～9） 

ＦＳ～ＧＢ・50～54 区、ＨＱ51 区の 2 か所で確認された。弧状沈線文と充塡縄文によって

文様が構成されている。第36図9の胴部には大波状沈線文と楕円形状・「∩」字状沈線文が描

かれている。第36図8は器台形土器と思われ、台部には円窓が設けられている。 

以上に述べた各類の年代及び他遺跡との比較については、以下の通りである。 

Ａ類土器、Ｂ類土器は中期初頭の大木 7ａ式（山内；1937）に位置づけられるものである。

Ａ類土器は七ケ宿町小梁川遺跡第Ⅱ群土器（相原他；1986）に、Ｂ類土器は同じく小梁川遺跡

第Ⅲ群土器（相原他;前掲）・川崎町中ノ内Ａ遺跡第Ⅰ群土器（古川他;1987）に対比され、これ

らは新旧の関係において把握されている。 

Ｃ類土器は中期前葉の大木 7ｂ式（山内；1937）に位置づけられるものである。七ケ宿町小

梁川遺跡第Ⅳ群土器（相原他;前掲）・川崎町中ノ内Ａ遺跡第Ⅱ群土器（古川他；前掲）に対比

されるものである。 

Ｄ類土器は中期中葉の大木 8ａ式（山内；1937）に位置づけられるものである。白石市五輪

坂遺跡（片倉他;前掲）、单方町長者原貝塚（阿部・遊佐；1978）等で発見されている。 

Ｅ類土器は中期中葉の大木 8ｂ式（山内；1937）に位置づけられるものである。大和町勝負

沢遺跡（丹羽他；1982）、川崎町中ノ内Ｂ遺跡（伊藤；1987）に対比されるものである。 

Ｆ類土器は中期後葉の大木9式（山内；1937）に位置づけられるものである。大衡村上深沢

遺跡（丹羽他；1978）等で発見されている。 

Ｇ類土器は中期末葉の大木 10 式（山内；1937）に位置づけられるものである。七ケ宿町小

梁川東遺跡（真山・菊地；1985）に対比されるものであり、大木10式第Ⅰ段階（丹羽;1980）

に該当する。 

第Ⅳ群土器（第37図～第39図） 

縄文時代後期に位置づけられる土器である。器種には深鉢形、鉢形、浅鉢形、壺形あるいは

注口形などがある。文様の種類によってＡ類～Ｇ類に分けることができる。 
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Ａ類土器（第37図1） 

深鉢形土器である。口縁部に刻入隆線文がめぐり、波頂部下で「＋」字状になる。 

Ｂ類土器（第37図2～11） 

深鉢形土器である。1～2条の沈線で区画文をつくるもの（2～6）と多条の沈線で区画文をつ

くるもの（7～11）がある。口縁部資料にはいずれも盲孔が施されている。縄文は磨消縄文でＬ

Ｒ横回転が多い。 

Ｃ類土器（第38図1～7） 

深鉢形土器である。横位平行沈線文を口縁部から胴上部に配するもので、縦位の弧状区切り

沈線文を伴うもの（5、6）もある。口縁部器形を見ると、1～3は端部が丸く収まるか窄まるも

の（ａ）であり、4、5は内面が肥厚する（ｂ）などの違いがある。縄文は2～7が充塡縄文で2

はＲＬ、3～7はＬＲ横回転である。 

Ｄ類土器（第38図8～14） 

深鉢形土器（8～10）と浅鉢形土器（11～14）がある。区画沈線によって曲線文様を描き、縄

文を充塡するもので、縄文充塡部以外には入念なミガキが施されている。浅鉢では口縁端部内

側が肥厚している。 

Ｅ類土器（第38図15～17） 

深鉢形土器（16、17）と壺形あるいは注口形土器（15）がある。入組文の配されるもので、

15では多条弧状沈線で描き、区画内を平行沈線で充塡している。16、17は三叉状入組文でＬＲ

縄文が横回転で充塡されている。 

Ｆ類土器（第38図18～第 39図3） 

地文だけが施される深鉢形土器である。口縁部が無文で胴部に縄文の施文されるもの(18～

21)、内面に格子状文が2～3条卖位の沈線で描かれるもの(22)、押圧縄文の施文されるもの(23)、

撚糸文の施文されるもの(第39図1～3)がある。縄文は18～21がＲＬ横回転、22、23がＬＲ横

回転、撚糸文はＲ斜め回転である。 

Ｇ類土器（第39図4～10） 

無文の土器で深鉢形土器(4～7)、浅鉢形土器(8～10)がある。無文部は7がナデ、8～10はミ

ガキ調整である。6、7、9、10の底部には網代痕が観察される。 

以上に述べた各類の年代及び他遺跡との比較については、以下の通りである。 

Ａ類、Ｂ類土器は前葉の单境式(伊東；1957)に含まれるもので、町内では湯坪遺跡(一條；1978)

でＢ類土器が出土し、蔵王町二屋敶遺跡(加藤他；1984)、柴田町向畑遺跡(芳賀；1983)などで

はＡ類、Ｂ類とも出土している。单境式は加藤道男氏等により三段階の変遷が示されており、

Ａ類は第一段階、Ｂ類は第二段階に相当する。 
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Ｃ類、Ｄ類は中葉の宝ケ峯式（伊東；前掲）に含まれるもので、町内では向鹿遺跡（佐藤・

斉藤；1986）、大向遺跡（後藤；1972）にＤ類類似資料が出土している。Ｃ類は村田町東足立遺

跡（黒川;1981）、蔵王町二屋敶遺跡、白石市白畑遺跡（片倉他；前掲）などで出土している。 

Ｅ類は後葉の金剛寺式（伊東；前掲）に含まれるものである。本類は金剛寺式の中でも新し

い段階に位置づけられるもので、深鉢は村田町東足立遺跡、鳴瀬町台囲貝塚第二群土器（小井

川;1981）に類例がある。壺あるいは注口土器は類似資料に乏しいが、上記の遺跡などで出土す

る深鉢に入組区画内を平行する縦位の刻目で充塡する例があり、それらと類似の手法と耂え本

類に含めたものである。 

Ｆ類、Ｇ類については前葉～後葉までの各時期を含んでいるものと耂えられる。Ｆ類のうち、

内面に格子状沈線文をもつものは、仙台市山口遺跡（佐藤他；1981）、蔵王町谷地遺跡（片倉他；

前掲）、大和町金取遺跡（小野寺他；1980）などで認められ、单境式の新しい段階の土器群との

共伴が報告されている。また、撚糸文の施文されるものも多くが单境式の中に認められている。 

第Ⅴ群土器（第40図、41図） 

縄文時代晩期に位置づけられる土器群である。器種には深鉢形、鉢形（台付含む）、壺形、

注口形などがあり、文様の種類によってＡ類～Ｄ類に分けることができる。 

Ａ類土器（第40図1～10） 

各種三叉文の描かれるもので、深鉢形（1、2）、鉢形（3～9）、壺形（10）がある。1～9の文

様は口縁部に配され、10は胴上部に配される。1～4は玉抱き三叉文、5、6は魚眼状三叉文、7

～10は入組三叉文である。1～9の器形を見ると、胴部から口縁部まで屈曲することなく立ち上

がり、口縁部が直立あるいは内弯気味になるものが多い。 

Ｂ類土器（第40図11～20） 

羊歯状文や右下りで展開する長目の沈線に刻目を付加した文様の描かれるもので、台付鉢形

（11）、鉢形（12、13、15～19）、注口形（14、20）の器種がある。右下りで展開する沈線に刻

目を付加した文様は、口縁端部の文様としてのみ配され（12、15～19）、12、15、16 では羊歯

状文と、19では横位平行沈線文と組み合っている。鉢の器形はＡ類同様のもの（12、15～18）

と、頸部が括れて内傾し、口縁部の直立するもの（13、19）がある。 

Ｃ類土器（第40図21） 

細かな刻み目と列点文が横位平行沈線間に交互に配されるものである。21は鉢形土器で、胴

部はやや開き気味に外傾し、頸部で括れて内傾し、口縁部が直立する器形である。 

Ｄ類土器（第41図） 

1～3 条の横位沈線文が描かれるもので、鉢形（1～4）と注口形（5）がある。1～4 では

口縁部に描かれ、沈線文の上位は無文となる。器形はＡ類同様である。5では胴上部に描か 
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れ、文様の上下ともに無文である。 

以上に述べた各類の年代及び他遺跡と簡卖な比較を行なうと以下のようになる。 

Ａ類、Ｄ類は初頭の大洞Ｂ式、Ｂ類は前葉の大洞ＢＣ式、Ｃ類は中葉の大洞Ｃ1式（山内；

1930）に属するものと耂えられる。町内では晩期の遺跡が尐なく、特に前半期までのもの

は大向遺跡（後藤；1972）での出土が知られているに過ぎない。近隣では、村田町東足立

遺跡（黒川；前掲）、蔵王町山田沢、同町鍛冶沢遺跡（片倉他；1976）などでＡ～Ｄ類の出

土が知られている。県内では、北上川流域～仙北湖沼地帯、仙台湾岸に該期の著名な遺跡

が多く見られ、田尻町中沢目貝塚（須藤他；1985）、鳴瀬町台囲貝塚（後藤;1962、斉藤；

1960、小井川；1980）などでは、前半期までの資料が多く出土している。 

なお、第 42図に示した 7点は、所属時期を明確にし得ないが、後期あるいは晩期と耂え

られるものである。器種は深鉢形で、1～6 は縄文が施文され、7 は無文である。出土地区

はＨ区で、50区以北の基本層位第Ⅳ層出土のものが多い。 
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石 器 

基本層位第Ⅲ層出土の石器 

石材は珪質頁岩がほとんどを占め、珪化凝灰岩が僅かに用いられる。 

11点の石器を図示した。 

石 鏃（第 43図－1） 両面に素材面を残し、基部はやや外弯する。 

尖頭器（第 44 図－2） 基部は一部折損するが、丸味を帯びていたと耂えられる。右図

が腹面である。 

石 匙（第 43図－2～5） 

1．大形の剥片を素材としている。打面部は折断された後二次加工が施されている。背面

左側辺の加工は粗雑であり縁辺は鋸歯状を呈する。腹面末端の加工は急角度である。 

2．腹面右側辺にやや急角度の調整がなされ、その面を打面として背面に奥深く入る平坦

な剥離がなされている。その剥離は上から下へ向けて連続する非常に整ったものである。 

3．尖頭器の基部につまみ部をつけた形態を呈する。基部などに素材面を残すが、何れの

面が腹面かは不明である。 

4．石匙に分類したが、整った刃部を下にすると、両側辺に対称的な抉りの入った特徴的

な形態を呈する。 

5．つまみ部以外のほぼ全周に微細な剥離痕が認められる。二次加工は抉り部にのみなさ

れている。縦長の剥片を横長の石匙に加工している。 

篦状石器（第 43図－6） 縦断面は刃部側が厚く、基部が薄い。 

不定形石器（第 43図－7・8、第 44図－1） 

7．先端は折損している。腹面に連続的な加工が施されている。 

8．両側辺に、錯交的に剥離がなされている。先端は丸味を帯びる。 

石 核（第 44 図－3） 左図下部はポジティブな面であり、剥片を素材としている。左

図左側辺中央にパンチ・マーク？が認められる。小形の剥片が生産されている。 

基本層位第Ⅳ層出土の石器 

剥片石器類 39点を図示した。石材はほとんどが珪質頁岩を用い、その他、珪化凝灰岩や

玉髄などを用いているがほんの僅かである。 

石 鏃（第 45図－1～4） 

2．左右非対称で先端がやや鈍い。 

3．2 と同様に左右非対称で先端が鈍く、さらに調整も粗雑で全周に及ばない。基部の折

損による、製作破棄品の可能性がある。腹面基部に火熱によるハジケ痕もある。 

4．先端を折損する。 
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尖頭器（第45図－5・6） 

6．いわゆる鏃状の小形尖頭器である。 

石 錐（第45図－7～10） 

7．錐部が長く、つまみ部と明確に区別しうる。ほぼ完形品である。 

8．棒状の石錐に類似する。 

9．両側辺下部は折断されており、特に左側辺はその際に両極技法が用いられている。 

石 匙（第45図－11～14、第46図－1・2） 

12．第Ⅲ層出土の石匙（第46図－2）と製作技法・平面形態ともに類似する。 

13．節理面で半折し、片方には再加工痕が認められる。 

1．一側辺は折断（損）後再加工がなされ、それに対応する側辺には錐状の刃部が認められ

る。 

2．大形の縦長剥片を素材としている。刃部腹面側に磨滅が認められる。



 656  



 657 

 



 658 

 



 659  



 660  



 661 

篦状石器（第 46図－3～7） 

3．基部は折断（損）後再加工がなされている。 

4．刃部付近に磨滅が認められる。 

5．両端を折損しているが、側辺や加工の状態、厚さなどにより篦状石器に分類した。 

7．平面形態が他とは異なり、撥形を呈する。 

石 斧（第 47図－1） 

縦断面は基部が部厚く刃部にかけて薄くなる。折断（損）面を打面として加工がなされ

ている。基部のほぼ全面や折断面にも黒い付着物が認められ、刃部に近い部分が特に濃く、

表裏対称の輪郭を呈している。何らかの着柄痕と耂えられる。 

両極剥離痕ある石器（第 47図－2） 

剥片を素材とし、縦断面は紡鐘形を呈する。 

スクレイパー（第 47図－3～8、第 48図－4） 

剥辺の縁辺になされる連続的で規格的な、やや平坦な角度の調整剥離をスクレイパー・

エッジと認定して、当器種を設定した。 

鋸歯縁石器（第 48図・5） 

5．左図下部にポジティブ・バルブ、打面が残る。剥片素材の石核を転用している。 

なお、第 48図 1～3、6、7は不定形石器、第 48図 8は、二次加工ある剥辺である。 

石 核（第 49図－1・2） 

1．礫を素材とし、自然面や剥離面を打面として、石核の周辺から求心的に剥離作業がな

されている。円盤形の石核である。 

2．石核の各面から剥離作業がなされている、多面体の石核である。 

礫石器類は 12点図示した。 

石材は珪化木、珪質凝灰岩、安山岩、石英安山岩などを用いている。 

打製石斧（第 49図・3） 板状の素材の周辺に加工を施し平面形を整えている。 

磨製石斧（第 49図・4） 小型の磨製石斧である。 

当遺跡における石斧の出土は、表土を含めてもこの 2点のみである。 

磨 石（第 50図－1～7、第 51図－1・3） 

第 50 図・3は小型であり、片面のみに磨面が認められる。第 50 図－4～7 は両面に磨面

が認められる。 

第 50図－1・2、第 51図－1・3には両面に磨面が認められる他に、側辺に滑らかでない

粗い磨面がある。さらに第 50図・2には先端にも同様の磨面があり、その面から両面に剥

離状の痕跡も認められる。 
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磨・凹石（第51図・2） 両面に磨痕・凹みがあり、礫石器類の中で平面形が最も丸い。 

石器の所属時期について 

石器は特徴的なもの以外は、石器それ自体において所属時期を決定することは困難である。

当遺跡では土器型式によって分布が異なるものが認められたため、その分布域に含まれる石器

については、その分布域を形成するほぼ卖一型式の土器群と同時期と認定した。ただし、時代

の離れた複数の土器型式から成る分布域から出土した土器については、その複数の時期のいず

れかに含まれる可能性があるとのみせざるをえなかった。 

ほぼ時期が限定できたものは、ＨＧ～ＨＪの47～52グリッドから出土した石器のみである。

前期初頭の時期と耂えられる。それらは、石匙1点（第43図・2）、篦状石器2点（第 43図・6、

第46図・4）、石斧1点（第47図・1）、両極剥離痕ある石器1点（第47図・2）、不定形石器3

点（第43図－7・8、第48図・2）、磨石1点（第50図・1）である。石匙は山形県松原遺跡（秦；

1977）、宮城県宇賀崎貝塚（阿部恵；1980）、三神峯遺跡（佐藤則之;1980）、今熊野遺跡（小川、

村田；1985）、大倉遺跡（笠原;1985）、前田遺跡（相原他;1987）などの早期末～前期初頭の遺

跡に類例のみられる特徴的なものであり、第45図・12の石匙も同時期のものと耂えられる。 
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他に特徴的な石器として、第 2層出土の第43図・4の石器があげられる。左部上下に抉りが

入りつまみ部状の突起を形成しているが、一側辺の右位に幅広く自然面を残しているため、石

匙としてつまみ部を上位におくと特異な印象を受ける。この石器の特徴は幅広の両刃の刃部と、

そのすぐ上部にみられる対称的な抉り、そして幅広で石冠状の平面形態である。所属時期につ

いては、この石器が中期(大木 7ａ式)、後期（单境式）、晩期（大洞Ｂ式）の土器が出土してい

る地点のそば（ＨＪ58区）から出土しているため、そのいずれかの時期のものである可能性を

指摘しうるにすぎない。中期前半を为体とする宮城県小梁川遺跡に類例が認められるが、時期

は不明である。中期前半に属する可能性が耂えられるが、今後の類例の増加をまちたい。 

2．弥生時代 

弥生時代の遺構は検出されていないが、Ｅ区の基本層位第Ⅲ層中から尐量の弥生土器が出土

している（第52図）。器種には甕形土器（1～3）、壺形土器（4）、高坏形土器（5）がある。 

甕形土器（1～3） 

1 は胴部が張り、頸部で内傾して括れ、口縁部が外反する器形である。口縁部は無文で、頸

部に列点文が施され、胴部にはＬＲ縄文が施文されている。2、3は胴上部がわずかにふくらみ

口縁部が外反する器形である。2は口縁端部にＬＲ縄文が施文され、頸部に綾繰文が配される。

胴部はＬＲ縄文である。3は頸部に 3条の横位平行沈線がめぐり、口縁部、胴部は無文である。 

壺形土器（4） 

胴下部は開き気味に外傾し、中位でふくらむ。文様は多条沈線による連弧状文、三角文で、

沈線間には交互にヘラミガキが施されている。 

高坏形土器（5） 

裾部資料で、「ハ」字状に開いている。端部には 5 条の横位平行沈線文がめぐり、この間を

除く全体に細かなＬＲ縄文が施文されている。 

以上のような特徴を示す土器の年代は、後期「円田式」（伊東；1957）と耂えられ、町内で

は高山官林遺跡（後藤；1972）、中沢遺跡（後藤他;1975）などで数片の出土が知られているに

過ぎないが、蔵王町下永野、東裏、円田遺跡、村田町北沢遺跡（斎藤他；1978）などでは多く

の資料の出土が知られる。円田式期の遺跡は白石川流域の丘陵地帯から蔵王山单麓の丘陵地帯、

河岸段丘、沖積平野にまで広く認められ、町内でも今後の調査によって該期の遺跡の存在が明

らかにされるものと耂えられる。 
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3．平安時代 

焼土遺構1基が検出され、土師器坏、甕各1点が出土している。 

焼土遺構 

ＴＬ－61 区基本層位Ⅱ層面で検出された。平面形は楕円形で、規模は長軸 110 ㎝、短軸 60

㎝、深さ15㎝である。堆積土は焼土を多量に含む赤褐色土である。底面は浅い皿状に凹み、壁

は緩やかに立ち上がる。底面、壁面は熱変化を受け、堅い焼面となっている。 

出土遺物（第53図1・2） 

焼面の脇から出土している。1は坏形、2は甕形土器である。ともに製作にロクロを使用し、

底部の切り離しは右回転糸切りである。1は口径13㎝、底径7㎝、器高3.7㎝で体部から口縁

部までほぼ直線的に外傾している。内面はヘラミガキ、黒色処理が施されている。2は口径16.2

㎝、底径7.2㎝、器高16㎝である。胴部はややふくらみをもち、頸部で内傾して括れ、口縁端

部は直立し縁帯状を呈する。外面体下部に回転ヘラケズリが施される。 

これらの土器は製作にロクロを使用していることから表杉ノ入式（氏家；1957）に相当する

もので、器形・再調整のあり方から9世紀後半頃と耂えられる。 
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Ⅴ．耂 察 

検出された遺構の時期および性格等について簡卖に述べておく。 

1．竪穴住居跡 

〔時 期〕 床面および柱穴埋土から出土した土器の特徴から、縄文時代中期初頭の大木 7ａ

式期に位置づけられる。 

〔構 造〕 柱穴の組み合わせについては明らかにすることができなかったが、住居内柱穴と

外柱穴から構成される可能性が耂えられる。外柱穴の存在は、中期後葉に伴う「二段床構造住

居」（今橋；1981）あるいは、それに類する構造をもつ住居の可能性を示唆し、その場合、本住

居の外側プランは削平によって失なわれ、内矩部下床のみが残存したと見ることができよう。 

2．埋設土器遺構 

〔時 期〕 埋設土器の特徴から縄文時代後期最終末の段階に属するもので、金剛寺式の最も

新しい段階に位置づけられる。 

〔性 格〕 住居等に伴うものでなく卖独で検出されている。土器棺墓的性格をもつものとも

耂えられるが、堆積土の分析も行なっておらず、詳細は不明である。 

3．土 壙 

15基検出されたうち、第1号、7号、10～12号の5基で土器が出土している。 

〔土器の時期〕 第1号土壙出土の深鉢はその特徴から縄文時代前期初頭の上川名上層式に、第

7号、第 12号土壙出土の深鉢は縄文時代中期前葉の大木 7ｂ式に、第 11号土壙出土の器台は縄

文時代中期末葉の大木10式に、第10号土壙出土の深鉢は縄文時代後期中葉の宝ケ峯式に、それ

ぞれ位置づけられる。しかし、以下に述べるように、これが土壙の年代を示すものではない。 

〔土壙の性格〕 上記の土器の出土状況を見ると、いずれも土壙の確認面から堆積土上位で検

出され、かつバラバラであり、土器全体が出土しているわけではない。土壙10での出土状況は

壁面に沿って流れ込んだような状況であり、土壙構築時と出土土器には時間差があるものと耂

えられる。土器の出土状況は廃棄された状況を示すものであり、土壙の性格としては構築意図

とは無関係の廃棄穴と耂えて良いものと思われる。 

4．遺物集中地点 

〔時 期〕 第Ⅰ遺物集中地点は出土土器の特徴から縄文時代後期中葉の宝ケ峯式期に位置づ

けられ、第Ⅱ遺物集中地点は縄文時代後期前葉の单境式期の新しい段階に位置づけられる。 

〔性 格〕 第Ⅰ遺物集中地点出土遺物は、焼土ブロック、炭化物等と共に、人為的に廃棄さ

れたような出土状況を呈し、その性格は廃棄の場と耂えられ、先に述べた土壙の性格と同じも

のと思われる。 
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第Ⅱ遺物集中地点では、以下に述べる7つの事实から性格の解釈を行なった。 

1．遺物は15ｍ×9ｍの範囲のほぼ平坦な面に分布し、4ｍ×3ｍの範囲が特に密である。 

2．周囲にピット、土器、礫も認められる。 

3．石器は石鏃が非常に多く、その他、石錐、スクレイパー、ノッチ、両極剥離痕ある石器、

不定形石器がある。 

4．石鏃は、完形品7点、破損品 6点、未成品3点である。 

5．石鏃の製作に関すると思われる石核、剥片や極めて多数の破片が存在し、各石鏃にはそ

の製作時のものと思われる同一母石の破片が認められる。 

6．大きさ、形態の異なる敲石が3点ある。 

7．石鏃、破片は集中域の中央部により多く分布するのに対し、その他の石器、石核は、集

中域の周辺に分布し、分布に傾向性がある。 

以上の事实から、この場が一連の石器製作を行なった場（遺棄）、あるいはそのような場か

ら廃棄された場という可能性が耂えられる。5の非常に細かな破片まで存在すること、7の分布

に傾向性がみられるという点などから、石器製作跡である可能性を指摘しておきたい。 

5．焼土遺構 

〔時 期〕 出土遺物から平安時代（9世紀後半頃）に位置づけられる。 

〔性 格〕 検出時には住居跡のカマド燃焼部底面だけが削手を受けずに残ったものと耂えた

が、周辺部を精査しても柱穴等、住居跡に関連する施設は検出されなかった。焼土、焼面から

耂えると瞬時に使用されたものではなく、ある程度の時間使用されたものと耂えられるが、そ

の性格については明らかでない。 

Ⅵ．ま と め 

1．西林山遺跡は、柴田郡川崎町大字今宿字野上町に所在し、北川右岸に広く形成された河岸段

丘の单端に立地している。 

2．縄文時代早期～晩期中葉、弥生時代後期、平安時代など各時期の遺物が出土している。縄文

時代の遺物が为体を占め、弥生時代、平安時代の遺物は特定の地区で尐量出土しているに過

ぎない。 

3．検出された遺構としては、縄文時代中期初頭大木7ａ式期の竪穴住居跡1棟、後期後葉金剛

寺式期の埋設土器遺構1基、前期初頭の上川名上層式土器、中期前葉の大木7ｂ式土器、後は

の大木 10式土器、後期中葉の宝ケ峯式土器などが出土した土壙 5基（他に遺物なし 10基）、

後期前葉末、後期中葉の遺物集中地点各 1 ケ所、平安時代表杉ノ入式期の焼土遺構 1 基があ

る。 
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4．竪穴住居跡は住居内柱穴と外柱穴を持つもので、「二段床構造住居」に類する構造が耂えら

れ、第Ⅱ遺物集中地点は後期前葉末の石器製作跡の可能性が指摘された。また、土壙について

は性格が不明で、出土土器は廃棄されたものが流れ込んだものと耂えられ、土壙構築と直接的

に関連するものではないと耂えられた。 

5．調査面積は16,000㎡に及ぶが、出土遺物の年代幅に比して遺構の数は極めて尐なく、恒常的

な生活の一端を示す住居跡の検出は縄文時代大木7ａ式期の1軒だけである。このことは、調査

区域が各時期における集落の为体部からはずれた地域である可能性を示唆し、各時期における

集落形成など生活の为体となる場は、調査区北側の段丘面域に存在することが予想される。 
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遺 跡 記 号：ＬＫ（宮城県遺跡地名表登載番号09019） 

遺跡所在地：宮城県柴田郡川崎町大字前川字本屋敶地内 

調 査 期 間：第3次調査 昭和61年2月17日～2月20日 

第4次調査 昭和61年4月8日～6月14日 

調査为体者：宮城県教育委員会・日本道路公団 

調査担当者：宮城県教育庁文化財保護課 

調査対象面積： 33,000㎡ 

発 掘 面 積：第3次調査・270㎡、第4次調査・8,000㎡ 

調 査 員：第3次調査 平沢英二郎、佐藤 広史、古川 一明 

小山田正男、大槻 仁一、佐藤 裕志 

第4次調査 藤沼 邦彦、手塚  均、相原 淳一 

古川 一明、須田 良平、鈴木真一郎 
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Ⅰ．これまでの調査・研究の成果 

前年度は全調査区の東半分（54区、Ｗ－140まで）の発掘調査を、防風林地区を除いて完了

した。その結果、掘立柱建物跡 66棟、竪穴遺構 5基、土壙 24基、焼土遺構 1基、柱穴列 21

基、溝・空堀 18条、道路跡 2条、他ピット多数を確認した。このうち、第 1号空堀、第 2号

空堀は、これらの遺構群東限を画すものと耂えられ、その西側に分布する上記の遺構群は、方

向・位置・切り合い関係から、地割に先行するもの（第一期）、地割に基づくもの（第二期、

第三期）の大きく三次期に分けて耂えられた。各時期の特徴をまとめると以下の通りである。 

〔第一期〕 地割以前のもので、前年度調査区の中央より（63 区～88 区、Ｗ－120～36）に、

建物の方向、配置に規則性のみられない掘立柱建物跡が 10 棟確認された。これに伴なうと思

われる柱穴列もあったが、遺構群としての性格は明確でなかった。規模や構造も、第二期・第

三期のものと比較すれば、小さく、簡素である。 

〔第二期〕 北に対して約20°東偏した方位を基準とし、直交する2条の道路跡に沿った規則

的な地割に基づいて整然と建てられた掘立柱建物跡が、建て替えも含め 37 棟確認された。地

割の境は明確ではなかったが、いずれも間口に対し奥行がかなり長い長方形の屋敶地と耂えら

れ、建物跡の背後には、竪穴遺構や土壙が分布しており、敶地の使われ方の類似性も確認され

た。建物の規模・構造は、第一期に比べて大きく、また廂や床束を持つものも見られる。 

〔第三期〕 第二期の地割にほぼ基づいて配置されているもので、19棟の掘立柱建物跡を確認

した。建物跡の配置は、第1号道路跡の北と单では若干異なり、单側では第二期の建物跡とほ

ぼ同位置に第三期のものが建て替えられており、さらに掘立柱建物跡の单妻を揃えているのに

対し、北側では第二期の建物跡の位置からずれた位置に建て替えられ、道路にはみ出す遺構も

見られるなど不統一な面も見られた。建物の規模は、第一期・第二期に比してさらに大型化し、

構造も廂や床束をもつものが多く存在した。 

出土遺物としては、陶磁器・石臼・石鉢等の石製品、鎧小札・刀子等の鉄製品、刀装具・分

銅・簪などの銅製品、永楽通寶などの古銭、ほか鍛冶関係品などが出土している。出土数は尐

ないが、東北地方の城館跡出土遺物とほぼ共通した内容であった。年代の判明した遺物は、13

世紀と思われる蓮弁文青磁碗の小破片1点を除き、16世紀後半のものが大部分であった。 

したがって、確認された遺構群の年代も、16世紀後半を中心とするもので、このなかで三時

期にわたる変遷があったものと耂えられた。第三期を最後として、掘立柱建物跡群の存在は確

認されず、掘立柱建物群は一斉に廃絶された可能性も指摘された。 

また、発掘調査と並行して、本屋敶遺跡の单、立野川（轟川）を隔てた丘陵上にある前川本

城跡の踏査を行った。その結果、平場3か所、土塁、空堀、桝形、段状遺構などが確認された 
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（第 1図）。前川本城については、天正年間以降江戸時代初め頃まで、砂金氏が居住していた

ことが文献によって知られている。 

なお、発掘調査の成果及び文献から、本屋敶遺跡で検出された遺構群は、前川本城と不可分

の関係にある屋敶群と耂えられ、「まちくるは」、「まちかまへ」と呼ばれる地区を構成する

遺構群と耂えられた。 

本遺跡の範囲は、「本屋敶」という小字の地内と耂えられるが、その東側に「下本屋敶」、西

側に「高堀」という小字もあり、前川本城に関連する遺跡はそこにも及んでいる可能性がある。 

Ⅱ．調査の方法と経過 

今年度の調査は、昨年度指定解除の遅れで調査できなかった防風林地区（Ｅ－18～39）と、

路線中心杭ＳＴＡ91＋00から立野川（轟川）左岸に至る地区（Ｗ－140～410）を対象とした。 

調査は、昭和 61年 4月 8日に開始し、6月 14日に終了した。なお、防風林地区の北側 270

㎡については昭和61年2月17～20日に行っている。 

地区（グリッド）設定は前年の方法を踏襲して行った。つまり、路線中心杭ＫＥ・9－2を基準

点とし、单北方向は国家座標Ｘ軸に対しＮ－20°22′－Ｅの直線を、東西方向はそれと直交する

直線を基準線として 3ｍ方眼を組んだ。グリッド名については特に設けず、基準点からの距離を

そのまま用い、例えば、ＫＥ･9－2から北に3ｍ、西に180ｍの場合、Ｎ－3・Ｗ－180とした。
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Ⅲ．中世以降の遺構と遺物 

1．遺 構 

検出された遺構は、溝跡 9条、道路跡 1条、掘立柱建物跡 54棟、柱穴列 8列、竪穴遺構 1

基、焼土遺構1基、土壙6基、多数のピットである。溝跡では、前年度検出され道路側溝と耂

えられた2条の平行する東西溝の延長（第25、26号溝）、同じく東辺を画する第1・2号空堀

に対応する西辺の区画としての溝（第22号溝）などがある。また、掘立柱建物跡では、道路及

び道路側溝に妻をそろえ、規則的に配置されたもの（33棟）、道路上にはみ出すもの（12棟）、

規則性のないもの（9棟）があり、前二者は单北棟、後一者は東西棟が多い。 

なお、遺構の説明にあたっては、(1)防風林地区、(2)Ｗ－180 以西地区の項に述べ、図面等

の遺構の名称には以下の略号を用いた。 

ＳＡ：柱 穴 列 ＳＢ：掘立柱建物跡 ＳＤ：溝（空堀） ＳＩ：竪穴遺構 

ＳＪ：焼土遺構 ＳＫ：土 壙 ＳＳ：道路跡 

(1) 防風林地区（Ｅ－18～39）……第2図 

この調査区は前年の調査区にはさまれた長さ約 42ｍ、幅約 21ｍの狭い範囲である。調査の

結果、前年の調査で検出されていた両側に側溝を伴った道路跡の延長部分、掘立柱建物跡 1棟、

焼土遺構1基、土壙2基、溝1条、ピット340個（柱痕跡を確認したもの40個）が検出された。 

出土遺物には陶磁器、石臼、鉄製品、銅製品、古銭があるが、いずれも量は尐なく、細片で

ある。 

以下に、溝跡、道路跡、掘立柱建物跡、焼土遺構、土壙の項に記してゆくが、昨年度の延長

と耂えられる遺構については昨年同様の番号を付し、他の遺構については、昨年度からの継続

番号を付した。 

〔第 6号溝・ＳＤ06〕 第 1号道路跡北側の側溝である。Ｎ－8～9で検出され、Ｅ－38の位

置まで確認している（方向はＮ－15°－Ｅ）。溝の断面形は逆台形状で、上幅 1.5ｍ、下幅 1

ｍ、深さは最大で20㎝である。溝の底面上には黒褐色シルトの堆積が約5㎝の厚さで認められ、

その上位では、黒褐色シルトに混じって径30～80㎝の大きな礫が多く認められた。礫の配置に

規則性はない。溝の確認面、堆積土中から志野焼きの小片（第 18図4）、粉挽き臼下臼断片（第

19図6）、小柄、管状の銅製品（第21図1・2）が出土している。 

〔第 12号溝・ＳＤ12〕 第 1号道路跡北側の側溝である。Ｎ－2で検出され、Ｅ－34の位置

まで確認し、第6号溝と平行している。溝の断面形は逆台形状で、上幅70㎝、下幅 50㎝、深

さは最大で15㎝である。堆積土は黒褐色シルトが一層認められた。出土遺物はない。 
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〔第 19号溝・ＳＤ19〕 Ｓ－19～20で検出された東西溝で、11ｍの長さを確認した。方向は、

およそＥ－20°－Ｓであるが、直線状ではなく曲折している。溝の断面形は浅い皿状で、上幅

60㎝、下幅 50㎝、深さは最大で 6㎝である。堆積土は黒褐色シルトが一層認められた。出土

遺物はない。 

〔第 1号道路跡・ＳＳ01〕 第6号溝と第12号溝の間の幅6ｍ弱の部分である。 

〔第 69号掘立柱建物跡・ＳＢ69…第3図〕 桁行5間、梁行4間の東西棟であるが、北桁側の

西から2番めの柱穴と対になる单桁側の柱穴は認められていない。柱穴掘り方は径 30～50㎝ほ

どで、西妻側の4個でのみ径 15～20㎝、深さ50㎝ほどの柱痕跡が認められている。柱間寸法

は東妻側がほぼ等間隔である以外はばらつきがある。遺物は单桁側の東から1番めと 3番めの 
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柱穴掘り方埋土中から中国銭である宣徳通寳（初鋳年1433年）が1枚ずつ出土している。 

なお、北桁側から 2.7ｍほど内側に桁方向とほぼ平行して並ぶ 5個のピットがあり、束柱の可

能性が耂えられる。また、東妻側から1ｍ東側には径30㎝ほどのピット8個が妻方向とほぼ平行

して並び、塀の可能性が耂えられる。 

〔第1号焼土遺構・ＳＪ1…第4図1〕 Ｓ－13、Ｅ－32に位置する。平面形は不整な楕円形で、

西端部分が幅狭く、わずかに張り出している。規模は長軸3.6ｍ、短軸1.6ｍで、深さは15㎝ほ

どである。堆積土は、黒褐色土で極暗褐色の焼土ブロックや礫が混入していた。底面は平坦で、

壁面は西端の張り出し部分が最も緩やかに立ち上っている。壁面、底面ともに火熱を帯び、堅く

なっている。底面からは板状の鉄製品が出土している。 

〔第29号土壙・ＳＫ29…第4図2〕 Ｓ－6、Ｅ－32に位置する。平面形は楕円形で長軸約1ｍ、

短軸約0.7ｍ、深さ23㎝である。小礫を含む褐色・赤褐色の焼土が堆積していた。出土遺物はな

い。 

〔第30号土壙・ＳＫ30…第4図3〕 ＳＫ29の北約4ｍに位置する。上端の平面形は楕円形で、

規模は長軸104㎝、短軸74㎝であるが、底面は長辺50㎝、短辺20㎝の長方形で、深さは45㎝

である。底面の中央部には径 10㎝、深さ 8㎝の円形ピットがある。堆積土は黒褐色シルトで、

上部では円礫や炭化物を含んだ暗褐色ブロックが混入していた。出土遺物はない。 

他に、ピット1の柱痕跡底面とピット2の柱痕跡堆積土中、遺構確認面から中国銭である永楽

通寶（初鋳年1408年）がそれぞれ1枚ずつ出土し（第21図6、7、14）、表土及び2層中から粉

挽き臼断片がそれぞれ1点（第19図1、7）出土している。 
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(2) Ｗ－180 以西地区 

この地区は轟川左岸に至る長さ約220ｍ、幅約40～45ｍの広がりをもち、耕地化に伴う切り土

による段差が調査区西端に近いＷ－370ライン付近と、調査区東側のＷ－264以東のＳ－12ライ

ンの 2ケ所に認められる。Ｗ－370ラインの西側について見ると、单半部分は調査区内で最も標

高の高い地区（標高 194ｍ）で、北半部分は单半部分に比して 3ｍほど低く、その境は急斜面に

なっている。一方、Ｗ－370ラインの東側は、西側单半部分に比して70㎝ほど低く、わずかな起

伏はあるものの、单東方向に向って緩やかに傾斜し（標高193.5～192.4ｍ）、Ｗ－264以東のＳ

－12ライン单側が北側に比して60㎝ほど低くなっている。 

調査区内の堆積層は前年度と同様に 4枚が確認されたが、第2層が残っていたのはＷ－280ラ

イン沿いとＷ－330ライン沿いの農道となっていた幅20数ｍの部分だけで、他の地区では第1層

下が第3層あるいは第4層という状況であった。遺構の多くは第3層で確認されているが、第2

層が残っている地区では第2層上面で確認されており、遺構の掘り込み面は第2層上面以上にあ

ったものと耂えられる。なお、Ｗ－290面以西のＳ－3ライン以北では第 1層下が基盤の砂礫層

となっており、検出された遺構も柱穴掘り方底面から数㎝が痕跡程度に残っているに過ぎず、削

平が最も顕著な地区であった。また、Ｗ－210以東のＮ－15ライン单側では、基盤層を数ｍ掘り

込む天地返しが行われていた（基本層位については、宮城県文化財調査報告書第120集、pp.8参

照）。 

検出された遺構は、溝跡8条、道路跡1条、掘立柱建物跡53棟、柱穴列8列、竪穴遺構1基、

土壙 4基、多数のピットである。道路跡は前年度検出されたものの延長にあたり、第 25号・第

26号溝はそれぞれ東西道路跡両側の側溝とされた第6号・第12号溝の延長にあたるものである。

また、第 22号溝は遺構群の東辺を画すると耂えられた第 1号・第 2号空堀に対応し、西辺を画

すると耂えられる单北溝で、第1号空堀との距離は約400ｍである。掘立柱建物跡は第22号溝か

ら東側に 51棟、西側に 2棟が検出され、東側のものでは道路に面して妻を並べるもの、道路に

はみだすものなどがある。 

出土遺物には陶磁器、石製品（石臼、砥石、円盤状石製品）、鉄製品（刀子、燧金、馬具など）、

古銭があり、いずれも量は極めて尐ない。 

なお、遺構番号については、前年度検出遺構との重複による煩雑さを避ける意味もあって、同

じ遺構であっても溝跡は第21号から、道路跡は第11号から、掘立柱建物跡は第101号から、柱

穴列は第31号から、竪穴遺構は第11号から、土壙は第31号から遺構番号を付けている。 

遺構の記載は溝跡・道路跡、掘立柱建物跡・柱穴列・竪穴遺構、土壙の項序で行い、掘立柱建

物跡・柱穴列については、道路跡を境に北側、单側の項に、それぞれ東側から記した。 
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（ⅰ） 溝跡・道路跡 

〔第 21号溝・ＳＤ21…第2図(付図)〕 Ｗ－288ライン沿いに検出された布掘り状の单北溝で

直線的に伸びている（方向はＮ－18°－Ｅ）。第25～27号溝、第124、125、142～144号掘立

柱建物跡と重複し、3条の溝、第 144号掘立柱建物跡を切っている。37ｍの長さを確認したが、

さらに单北に伸びるものと思われる。溝は上幅が40～80㎝、下幅が30～50㎝、深さが 20～50

㎝で、断面形は逆台形状を呈し、单側に向かって傾斜が見られる。溝の底面には径 20～35㎝ほ

どのピットがほぼ連続する状態で 70余個検出されている。溝の堆積土は粘質のある暗褐色土に

砂利が混じるもので人為的なものと耂えられた。また、ピット内にはボサボサした黒褐色土が

堆積していた。溝の堆積土中から天目茶碗片（第18図1）、染付碗および皿片（第18図8、9）

が出土している。 

〔第 22号溝・ＳＤ22…第2図(付図)〕 Ｗ－330～335で検出され、直線的に伸びている（方向

はＮ－15°－Ｅ）｡第 27号溝､第 32号・第 33号土壙と重複し､いずれにも切られている｡検出さ

れた長さは約 37ｍであるが､さらに单北に伸びるものと思われる｡断面形はＶ字形に近く､上幅

が2.5～3.0ｍ､下幅が0.2～0.6ｍ､深さ0.8～1.1ｍの規模の大きいものである｡底面は单にむか

って深くなり、单北で50㎝ほどの比高差がある。堆積土は溝の北側､单側ともに10枚認めら 
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れ、北側はⅠ～Ⅳ層に、单側はⅠ～Ⅲ層に大別された（第 5図）。北側の堆積層はいずれも自

然堆積層であるが、单側の堆積層はⅠ層が人為的な堆積層でⅡ・Ⅲ層が自然堆積層である。北

側のⅡ層、Ⅳ層は砂質シルトと砂の互層であり、新旧2段階に及ぶ水流が耂えられる。また、

单側では第Ⅲ層に水流の痕跡が見られ、北側で見られたⅣ層に対比するものと思われる。北側

のⅡ層に対比できる水流の層は单側では確認されないので、北側で見られた新しい段階の水流

は单側には及ばず、人為的に埋め戻されたあと、第32号土壙が掘られ、石積みがなされたもの

と耂えられる。なお、北側での新しい段階の水流を示す堆積層（Ⅱ層）の上面のレベルは、後

述する第27号溝底面のレベルとほぼ一致している。北側のⅠ層中から、北宋銭である元豊通寶

（初鋳年1078年、第21図3）が1枚出土している。 

〔第 23号溝・ＳＤ23…第 2図〕 第 22号溝の西約 8ｍに位置し、第 22号溝と平行している。

第 152 号掘立柱建物跡と重複し、これを切っている。検出した長さは 24ｍで、单端はＳ－28

ラインで止まる。北側については削平のため判然としない。溝は上幅0.7～1.3ｍ、下幅0.5～1

ｍ、深さ 10～35cｍで、单側が幅広くかつ深い。断面形は逆台形状で、堆積土は 2層が観察さ

れ、いずれも自然流入土である。堆積土中から燧金1点（第20図6）が出土している。 

〔第 24号溝・ＳＤ24…第 2図〕 調査区西端のＷ－390～394に位置する单北溝で、「ノ」字

形に曲折している（方向はＮ－25～27°－Ｅ）。14ｍの長さを検出し、单北に伸びる可能性が

ある。溝は上幅3ｍ、下幅1.5～2ｍと幅広いものであるが、深さは15～26㎝と浅く、壁は西側

の立ち上がりが緩く、東側で急である堆積土は砂礫を含む黒褐色土で、遺物は出土していない。 

〔第 25号溝・ＳＤ25…第 2図、第 6図〕 Ｗ－218～224、Ｗ－232～237、Ｗ－267～291の 3

ケ所で前年度検出された道路北側側溝（第6号溝）の延長線上に検出されたものである（方向

はＥ－20°－Ｓ）。約 25ｍの長さで溝が検出されたＷ－267～291 の地区は基本層位第 2 層が

残っている地区であり、5ｍほどの長さしか検出されなかった他の2ケ所は基本層位第 3層まで

削平が及んでいる地区である。前年度検出された第6号溝は部分的に途切れる箇所も見られた

が、連続する一連の溝と耂えられ、部分的に深く掘られているところもあった。今回、検出さ

れた前 2ケ所のあり方は、本来連続していた溝が削平を受け、部分的に深く掘られたところだ

けが残ったものと解釈することができよう。第25号溝は第109号掘立柱建物跡など 8棟の掘立

柱建物跡及び第21号溝と重複し、これらに切られ、第31号土壙とも重複関係にあった可能性

が耂えられる。溝は上幅0.7～1.1ｍ、下幅0.5～0.9ｍ、深さは前二者で50㎝ほど、後者では

15～20㎝で、断面形は逆台形状を呈している。前二者の底面は一様に平坦ではなく段差が見ら

れるが、後者では平坦である。堆積土は前二者で4層が認められ、第1、2層には砂礫が多く含

まれていた。また、後者では砂礫を多く含んだ層が1層認められ、人為的に埋められている可

能性が耂えられた。遺物は出土していない。 
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〔第 26号溝・ＳＤ26…第2図、第6図〕 第25号溝と平行する東西溝で、前年度検出された

道路单側側溝（第12号溝）の延長線上で検出された。第 25号溝同様に数箇所で途切れている

が、本来は一連の溝であると耂えられる。第115号掘立柱建物跡、第11号竪穴遺構、第 21号

溝と重複し、後二者に切られるが、前者との新旧関係は明らかでない。溝は上幅0.7～1ｍ、下

幅0.5～0.8ｍ、深さはＷ－220～237、Ｗ－240～246、Ｗ－287～290の3ケ所で50㎝ほどであ

るが､他の部分では10㎝以下と浅く、痕跡を残す程度の部分もある。断面形、堆積土の状況は

第25号溝に似ている。Ｗ－221・Ｎ－3付近の堆積土中から馬具と思われる環状鉄製品 2点（第

20図7、8）が出土している。 

〔第 27号溝・ＳＤ27…第2図、第6図〕 第26号溝とほぼ平行する東西溝で、Ｓ－2～8で検

出され、西端は第22号溝と接続している。第25、26号溝同様に削平により途切れる部分があ

り、東側ほど削平が著しい。第 127号掘立柱建物跡をはじめ18棟の掘立柱建物跡、第 21号溝

と重複し、前者を切り、後者に切られている。西側の残存が良好な地区で規模について見ると、

上幅 1～1.5ｍ、下幅0.5～0.8ｍ、深さ30～60㎝で、断面形は逆台形状を呈している。底面は

2 ケ所に土壙状の掘り込みが見られるものの、概ね平坦で、東側に向かって緩やかな傾斜が認

められる。堆積土はＷ－282 付近で人為堆積と思われる砂礫層を確認しているが、大部分は砂

質シルトの自然堆積層である。堆積土中から美濃小皿破片 2点（第 18図 2、3）、永楽通寶断

片1点（第21図11）、底面から石臼断片1点（第19図3）が出土している。 
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〔第 28号溝・ＳＤ28…第 2図〕 Ｓ－16～17、Ｗ－270～284で検出された東西溝である。第

141、144号掘立柱建物跡と重複し、これらを切っている。上幅 0.6ｍ、下幅 0.5ｍで深さは最

大で 10㎝である。底面には2ケ所に土壙状の掘り込みがあるものの、概ね平坦である。堆積土

は褐色のシルトである。底面から永楽通寶1枚（第21図10）が出土している。 

〔第 11号道路跡・ＳＳ11…第 2図〕 前年度検出された第 1号道路跡の延長と耂えられ、第

25、26号溝の間の幅約 8ｍの部分で、Ｗ－219～Ｗ－291で確認されている。第 25号溝から单

側へ張り出す第 106号掘立柱建物跡ほか 12棟の掘立柱建物跡、第 115号掘立柱建物跡、第 11

号竪穴遺構、第21号溝と重複し、第115号掘立柱建物跡との新旧関係は不明であるが、他の遺

構よりは古い。 

（ⅱ） 掘立柱建物跡、柱穴列、竪穴遺構 

これらの遺構の重複・新旧関係については、便宜的に9つのブロック（図版ごと）に分けて

述べてゆく。 

第1ブロック（第7図） 

第101～106号掘立柱建物跡、第 31号柱穴列がある。掘立柱建物跡は第101号と第 102号、

第103～106号がそれぞれ重複し、柱穴相互の切り合いから第 104号→第105号の新旧関係があ

る。また第106号は第11号道路跡にはみ出している。 

〔第 31号柱穴列・ＳＡ31〕 Ｗ－190ラインで検出された3個の柱穴である。柱穴掘り方は径

1ｍほどの不整円形で、掘り方の東寄りに径20～30㎝、深さ49～58㎝の柱痕跡が認められた。 

柱間寸法は2.1～2.3ｍである。 

〔第 101号掘立柱建物跡・ＳＢ101〕 桁行3間以上、梁行1間の单北棟である。柱穴掘り方は

径40㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは8～43㎝である。桁行の

柱間寸法は2.4～3.0ｍで、西桁側が2.7～2.9ｍとほぼ均一であるが、東桁側はばらつきがある。 

〔第 102号掘立柱建物跡・ＳＢ102〕 桁行 3間、梁行 2間の单北棟であるが、单妻中央の柱

穴と、東桁北から2番目の柱穴と対になる西桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径 30㎝ほ

どの円形を基調とし、柱痕跡は径 15㎝ほどの円形で、深さは11～27㎝である。桁行、梁行と

も柱間寸法にばらつきがある。北妻中央の柱穴の柱痕跡堆積土中から鉄製の三叉状刺突具(第

20図4)が出土している。 

〔第 103号掘立柱建物跡・ＳＢ103〕 桁行 3間以上、梁間 1間の单北棟であるが、東桁の单

側から 4番目の柱穴と対になる西桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径20～40㎝の円形を

基調とし、柱痕跡は径 15㎝ほどの円形で、深さは 25～49㎝である。桁行の柱間寸法は 2.8～

2.9ｍでほぼ均一である。 

〔第 104号掘立柱建物跡・ＳＢ104〕 桁行2間以上、梁間1間の单北棟である。柱穴掘り方は長
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軸50～80㎝の楕円形を基調とし、柱痕跡は径20～25㎝の円形で、深さは30～60㎝である。桁

行の柱間寸法は2.4～2.8ｍである。 

〔第 105号掘立柱建物跡・ＳＢ105〕 桁行 2間以上、梁間 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 30㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さ26～40㎝である。桁行

の柱間寸法は2.4～2.8ｍである。 

〔第 106号掘立柱建物跡・ＳＢ106〕 桁行 4間、梁間 1間の单北棟である。柱穴掘り方は径

40㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さ 30～40㎝である。桁行の柱

間寸法は2.0～2.4ｍである。 

第2ブロック（第8図） 

第107～115号掘立柱建物跡、第32～34号柱穴列、第25号溝がある。掘立柱建物跡は第 107

～110号、第111～114号がそれぞれ重複し、柱穴相互の切り合いから第107号→第 108号、第

113号→第114号という新旧関係がある。柱穴列は第32号が第107、108、110号掘立柱建物跡

に、第 34号が、第113、114号掘立柱建物跡に、それぞれ重複しているが、柱穴相互の切り合

いはない。この他、第32号柱穴列、第 109、110、113、114号掘立柱建物跡が第25号溝に、第

115号掘立柱建物跡が第26号溝にそれぞれ重複し、これらはいずれも道路側にはみ出している。

このうち、第110号掘立柱建物跡は第25号溝を切っている。 

〔第 107号掘立柱建物跡・ＳＢ107〕 桁行 3間以上、梁行 1間以上の单北棟である。柱穴掘

り方は径30㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径13～20㎝の円形で、深さ20～40㎝である。

桁行の柱間寸法は2.3～3.0ｍである。 

〔第 108号掘立柱建物跡・ＳＢ108〕 桁行 2間以上、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单

側から 3番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30～40㎝の円形を

基調とし、柱痕跡は径13～22㎝の円形で、深さ20～40㎝である。桁行の柱間寸法は 2.0～3.4

ｍとばらつきがある。 

〔第 109号掘立柱建物跡・ＳＢ109〕 桁行 4間以上、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单

側から 4番目の柱穴と対になる東側の柱穴は認められない。柱穴掘り方は長軸80～120㎝の楕

円形を基調としている。柱痕跡は径20～35㎝の円形で、深さ32～55㎝である。桁行の柱間寸

法は 2.1～4.7ｍとばらつきがある。 

〔第 110号掘立柱建物跡・ＳＢ110〕 桁行 5間、梁行 1間の東西棟である。柱穴掘り方は径

30㎝ほどの円形を基調とするものが多いが、单桁では長軸 80㎝ほどの楕円形のものもみられ

る。柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは12～30㎝である。桁行の柱間寸法は2.1～2.8ｍと

ばらつきがある。 

〔第 32号柱穴列・ＳＡ32〕 第109号掘立柱建物跡から約1ｍ東側に位置する4個の柱穴から成
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るものである。单端の柱穴は第 109号建物跡の单妻とそろう位置にあり、第109号建物跡の廂

とも耂えられるが、他の柱穴の位置が第109号建物跡の東桁側の各々の柱穴と必ずしも対応す

る場所に位置しないため、断定することはできない。柱穴掘り方は長軸60㎝ほどの楕円形を基

調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは29～57㎝である。柱間寸法は1.8～2.9ｍとば

らつきがある。北端の柱穴掘り方埋土中から刀子が1点出土している（第20図3）。 

〔第 33号柱穴列・ＳＡ33〕 第 109号掘立柱建物跡の单側に位置し、後述する第 114号掘立

柱建物跡の单妻の延長線上に位置する3個の柱穴から成るものである。柱穴掘り方は径 80㎝ほ

どの不整円形で、柱痕跡は掘り方の北側に寄っている。柱痕跡は径 20 ㎝ほどの円形で、深さ

24～51㎝である。柱間寸法は西側から1.9、2.2ｍである。西側の柱穴掘り方埋土中から永楽通

宝が 1枚出土している。 

〔第 111号掘立柱建物跡・ＳＢ111〕 桁行 2間以上、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单

側から 3番目の柱穴と対になる東側の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径40㎝ほどの円形を

基調とするものが多いが、西桁では長軸 80㎝ほどの楕円形のものも見られる。柱痕跡は径 15

～27㎝で深さは18～60㎝である。桁行の柱間寸法は单側から 2.8ｍ、2.2ｍである。 

〔第 112号掘立柱建物跡・ＳＢ112〕 桁行 2間以上、梁行 1間の单北棟で東西の桁に廂が付

いている。柱穴掘り方は円形あるいは楕円形で、径あるいは長軸が25～50㎝である。柱痕跡は

径10～25㎝の円形で、深さ18～58㎝である。身舎柱穴の掘り方、柱痕跡は廂に比して大きい。 

桁行柱間寸法は单側から2.8ｍ、1.8ｍで、廂も同様である。 

〔第 113号掘立柱建物跡・ＳＢ113〕 桁行 3間以上、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单

側から 4番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は楕円形のものが多く

長軸は 40～60㎝である。柱痕跡は径13～22㎝の円形で、深さは27～45㎝である。桁行の柱間

寸法は 2.1～4.3ｍとばらつきがある。 

〔第 114号掘立柱建物跡・ＳＢ114〕 桁行 5間以上、梁行 1間の单北棟で東西の桁に廂がつ

くが、西桁の单側から5番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は身舎

で長軸 70～120㎝の楕円形を基調とし、廂では径30～50㎝の円形を基調としている。柱痕跡は

身舎で径20～36㎝、廂で径15～20㎝の円形を呈し、深さは身舎で32～64㎝、廂で10～20㎝

である。桁行の柱間寸法は2.1～3.0ｍとばらつきがある。 

〔第 115号掘立柱建物跡・ＳＢ115〕 桁行3間、梁行1間の東西棟であるが、单桁の東から2

番目の柱穴と対になる北桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径20～30㎝の円形である。柱

痕跡は径10～19㎝の円形で、深さは12～32㎝である。柱間寸法は2.3～5.0ｍである。 

〔第 34号柱穴列・ＳＡ34〕 第111、112号掘立柱建物跡の西から单側に「Ｌ」字形に位置する

5個の柱穴から成るものである。西側の並び、单側の並びはそれぞれ、第112号建物跡の桁方向・ 
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妻方向と平行し、いずれかの建物跡に伴う塀と耂えられる。柱穴掘り方は径30㎝ほどの円形を

基調とし、柱痕跡は径15㎝ほどの円形で、深さは10～50㎝である。柱間寸法は1.8～2.0ｍで

ほぼ均一している。 

第3ブロック（第9図） 

第 116～121号掘立柱建物跡、第 31号土壙がある。第 116号と第 117号、第 118号と第 119

号、第 120号と第121号がそれぞれ重複し、柱穴相互の切り合いから第120号→第 121号とい

う新旧関係がある。 

〔第 116号掘立柱建物跡・ＳＢ116〕 桁行 2間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 40～50㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径17～25㎝の円形で、深さは30～60㎝である。桁

行の柱間寸法は单側から2.7、2.0ｍである。 

〔第 117号掘立柱建物跡・ＳＢ117〕 桁行 4間以上、梁行 1間の单北棟であるが、東桁の单

側から 2番目の柱穴と対になる西桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径あるいは長軸が30

～50㎝ほどの円形または楕円形で、柱痕跡は径20～30㎝の円形で、深さは20～40㎝である。 

〔第 118号掘立柱建物跡・ＳＢ118〕 桁行 1間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 30～40㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径12～25㎝の円形で、深さ36～50㎝である。桁行

の柱間寸法は2.8ｍである。 

〔第 119号掘立柱建物跡・ＳＢ119〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单側か

ら3番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30～40㎝ほどの円形基

調のものが多いが、長軸80㎝ほどの楕円形のものも見られる。柱痕跡は径10～25㎝の円形で、

深さは 15～50㎝である。桁行の柱間寸法は西側で 2.2～2.3ｍと均一であり、東側もほぼ対応

する数値である。 

〔第 120号掘立柱建物跡・ＳＢ120〕 桁行 3間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 30～50㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径15㎝ほどの円形で、深さは20～66㎝である。桁

行の柱間寸法は2.3～2.9ｍでばらつきがあるが、单側は東西ともに2.6ｍで共通している。 

〔第 121号掘立柱建物跡・ＳＢ121〕 桁行 4間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は不整円形や長方形状を呈し、長軸60～100㎝である。柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは

33～60㎝である。桁行の柱間寸法は東西ともに单側から2.7、2.3ｍである。 

第4ブロック（第9図） 

第122号～第125号掘立柱建物跡、第35号柱穴列、第21、25号溝がある。第124号と第125

号が重複し、柱穴相互の切り合いから第124号→第125号の新旧関係がある。また、第123号

～125号掘立柱建物跡は第 25号溝を切り、いずれも第 122号建物跡とともに、第 11号道路跡

にはみ出している。
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〔第 122号掘立柱建物跡・ＳＢ122〕 桁行 1間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 30～40㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径15～20㎝の円形で、深さは20～40㎝である。桁

行の柱間寸法は2.3、2.6ｍである。 

〔第 123号掘立柱建物跡・ＳＢ123〕 桁行 3間以上、梁行 1間の单北棟であるが、東桁の单

側から 4番の柱穴と対になる西桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30～50㎝の円形を基

調とし、柱痕跡は径18～25㎝の円形で、深さは15～39㎝である。桁行の柱間寸法は 2.4～2.5

ｍとほぼ均一である。 

〔第 124号掘立柱建物跡・ＳＢ124〕 桁行 3間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は長軸 40～70㎝の方形基調のものが多く、柱痕跡は径15～25㎝の円形で、深さは21～65㎝で

ある。桁行の柱間寸法は2.1～2.2ｍとほぼ均一である。 
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〔第 125号掘立柱建物跡・ＳＢ125〕 桁行 3間以上、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方

は径 30～60㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径15～25㎝の円形で、深さは15～60㎝である。桁

行柱間寸法は单側から3.1、2.3ｍである。 

〔第 35号柱穴列・ＳＡ35〕 第123～125号掘立柱建物跡の桁方向と平行する4個の柱穴から

成る。柱穴掘り方は円形あるいは楕円形で、径30～40㎝、長軸60～80㎝、柱痕跡は 20㎝ほど

の円形で、深さは20～50㎝である。柱間間隔は第125号建物跡東桁とほぼ一致し、第125号建

物跡の廂の可能性が耂えられる。 

次に道路单側側溝である第26号溝以单の遺構を説明する。 

第5ブロック（第11図） 

第 126～130号掘立柱建物跡、第 36号柱穴列、第 26・27号溝がある。第 27号溝が第 127～

129号掘立柱建物跡を切っている。掘立柱建物跡では第128、129号が重複しているが、柱穴相

互の切り合いがなく、新旧関係は不明である。 

〔第 36号柱穴列・ＳＡ36〕 第 126号掘立柱建物跡に位置し、Ｌ字形に曲がる 5個の柱穴か

ら成る。東側が天地返しにより不明であるが、掘立柱建物跡になる可能性もある。柱穴掘り方

は径 30㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で深さは16～30㎝である。柱間

寸法は 2.1～3.2ｍである。 

〔第 126号掘立柱建物跡・ＳＢ126〕 桁行 3間、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方は径

30～50㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径15～18㎝の円形で、深さは13～31㎝である。桁行の

柱間寸法は单から2.4、3～3.1、2.5ｍである。 

〔第 127号掘立柱建物跡・ＳＢ127〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单側か

ら3番目の柱穴に対応する東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は楕円形を基調とし、長軸

60～100㎝である。柱痕跡は径 20㎝ほどの円形で、深さは 60～76㎝である。桁行の柱間寸法

は1.8～2.9ｍとばらつきがある。 

〔第 128号掘立柱建物跡・ＳＢ128〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方は長

軸40～50㎝の楕円形を基調とし、柱痕跡は径15㎝ほどの円形で、深さは24～36㎝である。桁

行の柱間寸法は2.2～3.0ｍとばらつきがある。 

〔第 129号掘立柱建物跡・ＳＢ129〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟で、東桁側に廂がついて

いる。柱穴掘り方は身舎では径 40～50㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径15～20㎝の円形で、

深さは 20～48㎝である。一方、廂では掘り方が長軸40㎝ほどの楕円形のものが多く、柱痕跡

は径 10～15㎝の円形で、深さは 20～48㎝である。桁行の柱間寸法は2.2～2.8ｍとばらつきが

ある。 

〔第 130号掘立柱建物跡・ＳＢ130〕 桁行1間、梁行1間の单北棟である。柱穴掘り方は径30㎝
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ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径 10㎝ほどの円形で、深さは24～51㎝である。柱間寸法は、

桁行 3.0ｍ、梁行2.3ｍである。 

第6ブロック（第12図） 

第131～138号掘立柱建物跡、第 37号柱穴列、第11号竪穴遺構第26、27号溝がある。掘立

柱建物跡では第131、132号、第 134～137号に重複があり、柱穴相互の切り合いから第 131号

→第 132号、第134号→第135号という新旧関係がある。第131、132号掘立柱建物跡は、同位

置、同規模の建て替えである。第 27号溝は第131～135、137号掘立柱建物跡と重複し、第 137

号を切っている。また、第37号柱穴列は第134号掘立柱建物跡と重複するが、柱穴相互には切

り合いがなく、新旧関係は不明である。 

〔第 131号掘立柱建物跡・ＳＢ131〕 桁行 3間、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方は径

30～40㎝の円形を基調とするものが多いが、西桁側では長軸 70㎝ほどの楕円形状のものも見

られる。柱痕跡は径15～20㎝の円形で、深さは20～74㎝である。桁行の柱間寸法は、妻側が

2.7～2.8ｍ、中央部が3.2～3.3ｍである。 

〔第 132号掘立柱建物跡・ＳＢ132〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁中央の柱

穴に対応する東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径40㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡

は径 15～22㎝の円形で、深さは 31～53㎝である。桁行の柱間寸法は 1.9～2.5ｍであり、2.4

ｍ前後が多い。 

〔第 133号掘立柱建物跡・ＳＢ133〕 桁行 3間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の单側か

ら3番目の柱穴に対応する東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30～60㎝の円形を基調

とし、柱痕跡は径18～24㎝の円形で、深さは39～65㎝である。桁行の柱間寸法は西桁が单側

から 2.7、2.9、2.8ｍ、東桁が 2.7ｍ、5.7ｍである。 

〔第 134号掘立柱建物跡・ＳＢ134〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁中央の柱

穴と対応する東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径 40～70㎝の円形を基調とし、柱痕跡

は径 18～26㎝の円形で、深さは 39～65㎝である。桁行の柱間寸法は北妻側が2.6、2.7ｍで広

く、他は2.4ｍである。 

〔第 135号掘立柱建物跡・ＳＢ135〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方は径

30～40㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径15～25㎝の円形で、深さは24～40㎝である。桁

行の柱間寸法は東桁側が2.4～2.5ｍとほぼ均一であるのに対し、東桁側は2.1～2.7ｍとばらつ

きがある。北妻西側柱痕跡堆積土中から、鉄製品が2点出土している（第20図5、9）。 

〔第 136号掘立柱建物跡・ＳＢ136〕 桁行 3間・梁行 2間の单北棟である。柱穴掘り方は径

40～60㎝ほどの円形を基調とし、柱痕跡は径15㎝ほどの円形で、深さは单妻の3個が50～68

㎝と深く、他は30㎝ほどである。桁行の柱間寸法は单妻側が 2.1～2.2ｍであるのに対して、
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北妻側では2.7～3.0ｍと広い。梁行の柱間寸法は2.2～2.5ｍである。 

〔第 137号掘立柱建物跡・ＳＢ137〕 桁行 3間、梁行 1間の東西棟であるが、单桁の東側か

ら2番目の柱穴と対になる北桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30㎝ほどの円形を基調

にし、柱痕跡は径12～19㎝の円形で、深さは14～41㎝である。桁行の柱間寸法は2.0～2.5ｍ

でばらつきがある。 

〔第 37号柱穴列・ＳＡ37〕 第 135号掘立柱建物跡西桁にほぼ平行する 4個の柱穴から成る

もので、西桁の西約1.5ｍに位置する。柱穴掘り方は径30～40㎝の円形を基調とし、柱痕跡は

径 15～20㎝で、深さは 32～65㎝である。柱間寸法は单側から 3.0、2.4、3.0ｍで、この間隔

は第 135号建物跡桁行の柱間間隔に対応するものではない。位置からして第135号建物跡の塀

である可能性が耂えられる。 

〔第 11号竪穴遺構・ＳＩ11…第13図〕 第121号掘立柱建物跡の单側に位置し、第134号掘立柱

建物跡、ピット12個、第26号溝と重複している。後二者を切るが前者との直接の切り合いはない。 

壁・床面は後世の削平により失なわれているが、径10㎝未満の杭列が北辺部分を除いて「コ」

字状に認められており、平面形、規模の推定を可能にしている。平面形は方形を基調とし、規

模は一辺 4ｍほどと思われる。なお、北辺西側には出入口部としての張り出し部が付くものと

思われる。東西両辺沿いには幅 40～50㎝、深さ30㎝ほどの掘り方が溝状に認められる。 

主屋部床面；北辺、单辺の中央部に接して、一辺あるいは長軸 1ｍほどの方形、楕円形の掘

り方が検出され、1辺 20㎝ほどの角ばった柱痕跡が認められた（Ｐ.1、2）。床面からの深さ

は90㎝ほどで直立している。また、東西両辺沿い及び单辺隅からは径15㎝ほどの掘り方が 10

個検出されている（Ｐ.3～10）。柱痕跡を確認しないで掘り下げているが、床面からの深さが

30～40㎝であること、比較的配置に規則性があることなどから柱穴と耂えられる。なお、隅の

柱であるＰ.6′、7′、10 は掘り方が斜めであり、柱も竪穴中央部に向かって斜めに建てられ

ていた可能性が耂えられる。 

張り出し部：ほぼ平行する 2条の溝状の掘り込みで画され、幅が約 1ｍある。東側の掘り込

みはＰ1、Ｐ2の柱痕跡を結ぶ線上に位置し、先端は長辺 30㎝、短辺20㎝ほどの長方形で、深

さ30㎝のピット（Ｐ11）になっている。双方の掘り込み中の堆積土は人為的に埋めたと耂えら

れる黒褐色土と黄褐色土の混在するもので、その中央部には幅 5㎝、長さ 40～50㎝、深さ 30

～40㎝の黒色土が帯状に認められた。板塀的なものが配されていた可能性がある。 

杭 列：西辺、单辺では密に認められ、東辺では粗であった。掘り方を伴わない打ち込み杭

で、写真図版10に示すように杭の先端は鋭く尖っている。壁帯の役割りを果たすものであろう。 

なお、本遺構を竪穴遺構としたのは、前年度の調査において類似の遺構5基が検出され、い

ずれも 20～35㎝の壁をもっていたからである（古川他：1985参照）。 
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〔第 138 号掘立柱建物跡・ＳＢ138〕 桁行、梁行ともに 1 間の单北棟である。柱穴掘り方は

径40～60㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径18～25㎝の円形で、深さは33～65㎝である。柱間

寸法は桁行が2.8～2.9ｍ、梁行が 2.2ｍである。 

第7ブロック（第14図） 

第139～144号掘立柱建物跡、第 38号柱穴列、第21、26～28号溝がある。掘立柱建物跡では

第139号と第140号、第142号と第143号に重複があり、前者は第27号溝に切られている。後

者は第 21号、第27号溝と重複し、第143号→第142号→第27号→第21号という新旧関係が

ある。さらに、第141、144号掘立柱建物跡は第28号溝と重複し、いずれも溝に切られている。

第144号は第21号溝にも切られている。 
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〔第 139号掘立柱建物跡・ＳＢ139〕 桁行 4間、梁行 2間の单北棟であるが、北妻中央の柱

穴と対になる单妻中央の柱穴、西桁中央の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。東桁中

央の柱穴は第27号溝に切られている可能性もある。柱穴掘り方は径40～50㎝の円形を基調と

し、柱痕跡は径17～22㎝の円形で、深さは36～57㎝である。桁行の柱間寸法は2.4～2.9ｍで

あり、2.5ｍ前後が多い。梁行では2.2ｍである。 

〔第 140号掘立柱建物跡・ＳＢ140〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の北側か

ら2番目、3番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。3番目のものについて重複して

いる第 27号溝に切られている可能性がある。柱穴掘り方は径 50㎝ほどの円形を基調とするも

のが多いが、長軸80㎝ほどの楕円形状のものも見られる。柱痕跡は径16～25㎝の円形で、深

さは 47～88㎝である。桁行の柱間寸法は2.3～3.1ｍとばらつきがある。 

〔第 141 号掘立柱建物跡・ＳＢ141〕 桁行、梁行とも 2 間の東西棟であるが、西妻中央の柱

穴と対になる東妻中央の柱穴は認められない。柱穴掘り方は楕円形あるいは長方形状を呈する

ものが多く、長軸は70～130㎝のものまであり一様ではない。柱痕跡は径25㎝ほどの円形で、

深さは 24～53㎝である。桁行の柱間寸法は 1.8～2.1ｍとばらつきがある。東妻单角の柱穴掘

り方埋土中から元祐通寶（北宋銭、初鋳年1086年）が1枚出土している（第21図4）。 

〔第 142号掘立柱建物跡・ＳＢ142〕 桁行 3間、梁行 2間の单北棟である。柱穴掘り方は径

30～40㎝の円形を呈するものと、長軸70～120㎝の楕円形状を呈するものがあり、後者の方が

多い。柱痕跡は径20～30㎝の円形で、深さは36～80㎝である。桁行の柱間寸法は北妻側が 5.0

ｍと広く、他では2.7ｍと揃っている。 

〔第 143号掘立柱建物跡・ＳＢ143〕 桁行 5間、梁行 1間の单北棟と思われるが、北妻西側

の柱穴は削平により確認されていない。柱穴掘り方は径 30～40㎝の円形を基調とし、柱痕跡は

径12～20㎝の円形で、深さは 34～73㎝である。桁行の柱間寸法は2.4～3.1ｍであり、ばらつ

いている。 

〔第 144号掘立柱建物跡・ＳＢ144〕 桁行 3間、梁行 1間の東西棟である。柱穴掘り方は桁

行方向に長軸をもつ楕円形状で、長軸は70～100㎝である。柱痕跡は径13～21㎝の円形で、深

さは 25～40㎝である。桁行の柱間寸法は北桁西側が2.1ｍと狭いが、他では2.5、2.7ｍである。

東妻北側の柱穴掘り方埋土中から無釉陶器の浅鉢片1点（第18図5）が出土している。 

〔第 38号柱穴列・ＳＡ38〕 第144号掘立柱建物跡の北桁から約1.5ｍ北寄りに位置する 3個

の柱穴から成るもので、北桁と平行する一方、後述する第 147号掘立柱建物跡单桁の延長線上

に位置している。柱穴掘り方は両端のものが長軸 70 ㎝ほどの楕円形を呈し、中央のものは径

30㎝ほどの円形を呈している。柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは45～71㎝である。柱間

寸法は西から2.5、2.3ｍである。 
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第8ブロック（第15図） 

第145～151号掘立柱建物跡、第27号溝がある。掘立柱建物跡では第145号と第146号、第148

号と第150号、第149号と第150号に重複があるが、いずれも柱穴相互に切り合いがなく、新旧

関係は不明である。第27号溝は第147号を除く6棟と重複し、第145、148号を切っている。 

〔第 145号掘立柱建物跡・ＳＢ145〕 桁行 5間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の北側か

ら3番目の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径30㎝ほどの円形を基調

とし、柱痕跡は径15～20㎝の円形で、深さは25～40㎝である。桁行の柱間寸法は2.3～2.8ｍ

であり、均一ではない。 

〔第 146号掘立柱建物跡・ＳＢ146〕 桁行 3間、梁行 2間の单北棟であるが、单妻中央の柱

穴と対になる北妻の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径 30～50㎝の円形を基調とし、柱痕跡

は径 15～20㎝の円形で、深さは 39～60㎝である。桁行の柱間寸法は両妻側が2.7～2.8ｍ、中

央が 3.7、3.9ｍであり、单妻の柱間寸法は2.3ｍである。 

〔第 147号掘立柱建物跡・ＳＢ147〕 桁行 3間、梁行 1間の東西棟である。柱穴掘り方は径

30～40㎝の円形を基調とするものが多い。柱痕跡は径15～20㎝の円形で、深さは30～53㎝で

ある。桁行の柱間寸法は西妻側が 1.8ｍで、他では2.7ｍである。 

〔第 148号掘立柱建物跡・ＳＢ148〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟である。柱穴掘り方は径

30～45㎝の円形を基調とし、柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは 12～43㎝である。北妻側

は基盤層である砂礫層まで削平を受けており、柱穴の遺存状況は悪い。桁行の柱間寸法は单妻

側が 3.0ｍと広く、北に向って2.1、1.9、2.1ｍである。 

〔第 149号掘立柱建物跡・ＳＢ149〕 桁行 4間、梁行 1間の单北棟である。第 148号建物跡

とは両妻の位置をそろえるが、桁方向に若干の違いがある。柱穴掘り方は径25～40㎝の円形を

基調とし、柱痕跡は20㎝ほどの円形で、深さは7～34㎝である。第148号建物跡同様に北妻側

の削平が著しい。なお、両桁行の柱穴は2個が対になって見られるところもあり、同位置での

建て替えの可能性も耂えられる。桁行の柱間寸法は1.9～2.9ｍであり、一様ではない。 

〔第 150号掘立柱建物跡・ＳＢ150〕 桁行 4間、梁行 2間の单北棟であるが、单妻中央の柱

穴と対になる北妻中央の柱穴は認められない。柱穴掘り方は径 40㎝ほどの円形基調のものと長

軸60～80㎝の楕円形基調のものがある。柱痕跡は径20～30㎝の円形で、深さは30～40㎝であ

る。桁行の柱間寸法は2.4～2.8ｍである。单妻西側柱穴掘り方埋土中から永楽通寶1点（第21

図9）が出土している。 

〔第 151号掘立柱建物跡・ＳＢ151〕 第22号溝東側の遺構群で最も西側に位置している。桁行

4間、梁行1間の单北棟であるが、西桁中央の柱穴と対になる東桁の柱穴は認められない。削平が

著しく、柱穴の残りは検出された建物中で最も悪い。多くの柱穴では柱痕跡のみが僅かに残っ
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ているような状況である。柱痕跡は径20㎝ほどの円形で、深さは4～31㎝である。西桁の柱間

寸法は 3.1ｍと広く、北に向かって 2.4、2.1、2.7ｍであり、東桁でも両妻側の寸法は西桁同様

である。 

第9ブロック（第16図） 

第 152、153号掘立柱建物跡、第 23号溝、第 34号土壙がある。第 152号掘立柱建物跡が第 23

号溝、第34号土壙と重複し、前者に切られているが、後者との新旧関係は不明である。 

〔第 152号掘立柱建物跡・ＳＢ152〕 後述する第153号掘立柱建物跡とともに第22号溝以西

で検出された。桁行4間、梁行 1間の单北棟であるが、西桁の北側から2・3番目に対応する東

桁の柱穴は中間に1個しか認められない。柱穴掘り方は径 20～40㎝の円形を基調とし、柱痕跡

は径 15㎝前後の円形で、深さは 9～37㎝である。桁行の柱間寸法は 1.7～3.0ｍであり、一様

ではない。 

〔第 153号掘立柱建物跡・ＳＢ153〕 桁行3間、梁行1間の单北棟で、第152号掘立柱建物跡

と棟方向、单妻をそろえている。柱穴掘り方は径20～40㎝の円形で、柱痕跡は径20㎝ほどの円 
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形で、深さは20～41㎝である。桁行の柱間寸法は2.5～2.6ｍと均一である。 

（ⅲ） 土 壙 

〔第 31号土壙・ＳＫ31…第9図、第17図〕 第119、第121号掘立柱建物跡の間で、第25号

溝の延長線上に位置する。平面形は東西に長い楕円形状を呈し、長軸3ｍ、短軸1.6ｍ、深さは

最大で 35㎝である。壁の立ち上がりは急で、底面には凹凸がある。堆積土は砂礫を含む黒褐色

土で層中及び底面からは 10～30㎝大の礫が 30余個出土し、石臼の断片 2点（第 19図 2、5）

も含まれていた。人為的に埋められたものと耂えられる。 

〔第 32号土壙・ＳＫ32…第17図〕 第22号溝、第33号土壙と重複し、前者を切り、後者に

切られている。平面形は長軸 8ｍ、短軸4.8ｍほどの楕円形状を呈するが、北側の輪郭について

は第22号溝堆積土との切り合いが明らかでなく、開口していた可能性がある。深さは約1ｍで、

壁は西および单側がやや急であるが東側は緩やかに立ち上がり、底面は西側に幾分段差が見ら

れるが、ほぼ平坦である。单側を为に底面上には黒褐色土と地山ブロックの混じった人為的埋

土が 20㎝ほどの厚さで見られ、その上面には径10～50㎝大の河原石の集石が認められた。集

石は第 17図に示すように平面形が三角形状を呈し、その北側部分では 1.5～2ｍほどの幅でほ

ぼ平坦に 1～2段に、中央部から单側部分では 3～3.5ｍと幅広く数段にも認められ、北側に向

かって面をそろえるところもあるなど、卖に捨てられたものではなく積まれたもの（積み石）

である可能性がある。そして、先述したように第22号溝には新旧2回の水流の時期があり、第

32号土壙および積み石は第22号溝の新しい段階の水流時と関わりをもつ堰の機能が耂えられ、

第27号溝への水流を調整したものと思われる。 

〔第 33号土壙・ＳＫ33…第17図〕 第32号土壙の北西端に位置し、これと第22号溝を切っ

ている。平面形はほぼ円形で、径 1.0ｍ、深さ1.4ｍである。壁は急角度で立ち上がり、底面は

中央部がわずかに窪んでいる。堆積土は3枚認められ、人為的に埋められたものと思われる。 

〔第 34号土壙・ＳＫ34…第 17図〕 第 23号溝の西側に位置し、第 152号掘立柱建物跡と重

複しているが、切り合いはなく、新旧関係は不明である。上端の平面形は東西に長い長方形を

呈し、長軸1.6ｍ、短軸0.8ｍ、深さは最大9㎝である。壁の立ち上がりは急で、底面は平坦で

ある。堆積土は黒褐色シルトに炭化物を多く含むもので、底面には炭化物層が0.5～1㎝の厚さ

で認められる。 

2．出土遺物 

出土遺物には陶磁器、石製品、鉄製品、銅製品、古銭などがある。出土量は極めて尐ない。 

(1) 陶磁器（第18図、写真図版14） 

陶磁器には施釉陶器、無釉陶器、白磁、染付磁器があり、いずれも国産品と思われる。 
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施釉陶器 (1～4) 茶碗、小皿、鉢あるいは向付がある。 

天目茶碗 (1) 底部、高台部を欠損している。口径11.6㎝、残存高5㎝である。体部は丸

味を帯び、口縁部はわずかに外反する。釉は明るい茶褐色の鉄釉で、見込み、腰部で黒褐色に

発色する部分がある。化粧掛けが行なわれている。第27号溝と交差する地点の第21号溝堆積

土出土。 

小 皿 (2、3) ともに、口径10㎝、底径5.4㎝で、器高は2が1.6㎝、3が1.7㎝である。

2は体部が丸味を帯び、口縁部は外傾する。底部は揚げ底状で高台はない。3は輪花小皿で、体

部は 2に比して丸味が弱く、削り出しの高台がつく。2、3ともに釉は浅黄緑色の灰釉で、見込

みや 3の高台脇には釉瘤りが認められる。釉瘤りの部分は淡緑色で貫入が見られる。2では重

ね焼きの目途痕、内はげが見られる。第21号溝西1ｍほどの第27号溝堆積土出土。 

鉢あるいは向付 (4) 底部を欠損し、また小片のために口径等については明らかでない。

残存高は4.6㎝である。平面形は正円ではなく、四方鉢状になる可能性がある。体下部は丸味

を帯び、上位で一度くびれ、さらに頸部でくびれ、口縁部は「く」字状に短く外傾する。口縁

部は波状を呈する。釉は明るい灰色の長石釉で、厚くかけられ貫入が見られる。見込みに菊花

と思われる鉄絵が描かれ、頸部のくびれ部にも1条の圏線がめぐっている。防風林地区第6号

溝堆積土出土。 

以上、出土した施釉陶器は4点だけで、いずれも溝堆積土からの出土である。産地について

見ると 1は瀬戸、2～4は美濃で、年代は、1については明らかではないが、2～4は 16世紀後

半の桃山時代と思われ、昨年度の調査で発見されたものと同様と言える。 

無釉陶器 (5、6) 浅鉢、擂鉢がある。 

浅 鉢 (5) 口縁部資料の小片である。推定口径は25㎝ほどと思われ、残存高は4㎝であ 
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る。口縁部は大きく開いて外傾し、端部は平坦に作られている。色は褐灰色で胎土には砂粒を

多く含む。内面にはロクロ調整痕が見られる。第144号建物跡北東角の柱穴掘り方埋土出土。 

擂 鉢 (6) 体部資料の小片である。内面に 5条1卖位の筋目が見られる。色調、胎土は 5

と同様である。Ｗ－258・Ｎ－7地点遺構確認面出土。 

無釉陶器は以上の2点だけで、色調、胎土に共通性がある。産地、年代ともに不詳。 

白 磁 (7) 碗である。 

腰部から高台部の資料で、底径は 5 ㎝である。高台は削り出しで、わずかに内傾している。

骨付けを除いて幾分青味がかった乳白色の釉がかけられ、高台脇の内外に釉瘤りが見られる。

Ｗ－286・Ｎ－9表採。産地、年代不詳。 

染付磁器 (8、9) 碗と皿である。 

碗 (8) 口縁部資料の小片である。口径不明。釉は青味がかった灰白色で、口縁部の内外

に青料による圏線がそれぞれ 1条ずつ描かれている。第21号溝堆積土出土。 

皿 (9) 口縁部資料の小片である。口径不明。釉は半透明で幾分青味がかっている。見込

みに藍色の青料で樹枝とも思える文様が描かれている。第 21号溝堆積土出土。 

この2点は肥前産の染付磁器で、江戸時代前半期のものと思われる。 

陶磁器の出土は4を除いて、第 21号、第27号溝および周辺から出土し、第21号溝出土の 8、

9は江戸時代、第 27号溝出土の 2、3は桃山時代の所産である。第 21号溝は第 27号溝を切る

ものであり、遺物にも年代差が表れている。 

(2) 石製品（第19図、第 20図1・2、写真図版14・15） 

石臼、砥石、円盤状石製品が出土している。 

石 臼（第19図1～7） 

7 点が出土している。いずれも粉挽き臼の断片で、1～4 は上臼、5～7 は下臼である。1～4

は径 30㎝ほどで、上面には幅 3㎝、高さ3～4㎝の縁が巡り、1～3の下面には粗い放射状の目

が刻まれている。1では上面から下面に貫通する方形（1辺6㎝）の穀類供給口があり、4にも

類似の孔がある。また、1～3では下面中央部に深さ3㎝ほどの芯棒受けの円孔が穿たれ、2、3

の側面には深さ4㎝ほどの方形の挽き手用の孔が穿たれている。 

5、6は径 30㎝ほどで、7は径 36㎝ほどである。5の中央部には芯棒受けの貫通する円孔が

穿たれ、上面には放射状に規則的な目が刻まれ、周縁部では使用のための磨滅が著しく、光沢

をもつ部分がある。6、7は未製品で粗い敲打が行われているだけである。 

これらの石臼はすべて安山岩製で、2、5は第 1号土壙底面（Ｗ－260・Ｎ－12）、3は第 27

号溝底面（Ｗ－329・Ｓ－8）、6は第6号溝堆積土（防風林地区）、1、7は防風林地区 2層、4

は表土出土。 
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砥 石（第20図1） 

長さ 12㎝、幅 4.5㎝、厚さ 5㎝ほどの石英安山岩質凝灰岩を利用したものであるが、半分

ほどは壊れている。使用面は 2面でａ面は凹面となり、縦、斜位の擦痕が残っている。ｂ面は

平坦で、一部に線状痕が見られる。Ｗ－275・Ｎ－6、表土下遺構確認面出土。 

円盤状石製品（第20図2） 

径3.6㎝、厚さ0.9㎝の偏平なもので、両面および側面に研磨痕が見られる。石材は砂質凝

灰岩である。Ｗ－205・Ｎ－20地点のピット堆積土出土。 

以上のような石製品は昨年度の調査においても発見されており、石臼の形状、石材、出土状

況はほぼ同様と言える。また、円盤状石製品は昨年度の調査で4点（径2.3～4.0㎝）出土した

双六の駒石としたものに似ている（石英安山岩質凝灰岩製）。 

(3) 鉄製品（第20図 3～9、写真図版14） 

刀子、刺突具、楔あるいは鏨、燧金、環状金具などがある。 

刀 子 (3) 切先部、茎尻を折損している。刀身部は平棟・平造りで両関である。目針穴は

ない。残存長11.7㎝、刀身幅 0.9～1.2㎝、背の厚さ0.3㎝。第32号柱穴列北端の柱穴柱痕跡

堆積土出土（Ｗ－222・Ｎ－19）。 

刺突具 (4) 先端部、基部を折損している。先端は三叉状に分かれている。先端部・基部と 
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もに断面形は方形である。残存長 7.3㎝。第102号掘立柱建物跡北妻中央の柱穴柱痕跡堆積土

出土（Ｗ－205・Ｎ－20）。 

楔あるいは鏨 (5) 刃部先端を折損している。頭部はつぶれ、銹化が著しい。断面形は長

方形である。残存長7㎝、幅 1.1～1.7㎝、厚さ0.6㎝。第135号建物跡北妻西側の柱穴柱痕跡

堆積土出土。 

燧 金 (6) 頂部、側縁部を折損している。底辺は弯曲し、側縁端は丸くなっている。頂部

下に下げ紐用の孔が穿たれている。残存高1.4㎝、幅5.3㎝、厚さ0.25㎝。第23号溝堆積土

出土（Ｗ－340・Ｓ－26）。 

環状金具 （7～9） 7は楕円形で長径 4.6㎝、短径 4㎝である。環の断面形はほぼ円形で

径0.65㎝である。8は先端をたたき伸ばして環状に折り曲げている。身の断面形は隅丸方形で

1辺0.9㎝、先端部の断面形は隅丸長方形で、長辺は身と同じく0.9㎝、短辺0.3～0.5㎝であ

る。残存長6.4㎝。9は径4㎝の環状金具と、8同様に先端部を折り曲げた環状金具が組み合う

ものである。断面形はともに円形で、前者は径0.6㎝、後者は身の折損部近くが径 0.9㎝と太

く、環状部では径 0.5㎝ほどである。残存長約 10㎝。7、8は第 26号溝堆積土（Ｗ－221、Ｎ

－2）、9は第135号掘立柱建物跡北妻西側の柱穴柱痕跡堆積土出土。 

なお、9については轡を構成する環状鏡板と銜である可能性は耂えられる。 

以上の鉄製品のうち、刀子、刺突具、楔は昨年度の調査でも同様のものが出土しており、燧

金、馬具と耂えられる環状金具が新たな出土遺物である。燧金は県内では津山町柳津館山館跡

（阿部：1984）から1点が出土しており、青森県浪岡城（工藤：1980）、同県古館（小川：1980）

同県尻八館（岩本：1981）などの中世城館からも1点ずつ出土している。形態的には二等辺三

角形状を呈し、頂部下に携帯用の紐下げ孔をもつものであるが、浪岡城以外のものは底辺の両

端が上反りになり、銀杏の葉に逆さにしたような形状をしている。 

(4) 銅製品（第21図 1、2、写真図版14） 

小柄と管状製品がある。 

小 柄 (1) 幅1.4㎝、残存長 2㎝。厚さ0.6ｍｍほどの銅板を柄の部分に巻いたものと思

われ、背側で折り曲げている。弧状のモチーフが毛彫りで描かれているが、図柄は明らかでな

い。防風林地区第6号溝確認面出土。 

管状製品 (2) 形状は煙管の吸口（肩つきのもの）に似ている。管の厚さ 0.4～0.6ｍｍほ

どの銅板を曲げあわせたもので、図の左側で径6ｍｍ、右側で径3ｍｍほどである。煙管の吸い

口にしては素材が薄すぎるようにも思われ、他の製品の一部を成すものであろう。残存長 4.6

㎝。防風林地区第6号溝堆積土出土。 

1の類似資料は昨年度の調査でも1点が出土しており、幅もほぼ同じである。2については 
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類似資料がなく、何であるのかは不明である。 

(5) 古 銭（第21図 3～11、写真図版14） 

古銭は合計13枚が出土している。このうち銭貨名が判読できたものは11枚で、いずれも中

国銭である。図示したものは保存の良好な9枚で、他のものについては表を参照されたい。銭

貨名の内訳は北宋銭である元豊通宝（3）、元祐通宝（4）が各1枚、他の9枚は明銭である永

楽通宝（5～9）である。これらはそれぞれ 1枚ずつ発見され、4、7、9は柱穴の底面、5、6、

12、13は柱穴の堆積土中、3、10、11は溝の堆積土中、8、15は遺構確認面から出土している。 

出土古銭が明、北宋などの中国銭であること、柱穴底面、同堆積土中から比較的多く発見さ

れたことなどは、昨年度の調査結果と同じ特徴と言える。 

3．小 結 

本屋敶遺跡全体についての耂察を述べる前に本年度の調査の総括を述べたい。 

本年度検出された遺構群は、昨年度の残りの防風林地区のものを含めて、溝跡9条・道路跡

1条・掘立柱建物跡54棟・竪穴遺構1基・焼土遺構1基・土壙6基などである。これらの遺構

の多くは、同一の方向（单北方向はＮ－20°－Ｅ、東西方向はＥ－20°－Ｓ）に沿って分布し

ているもので、かなり綿密な計画の下に配置されたものと耂えられる。また、それらの遺構群

には重複・切り合いの関係があり、後述する通り大きく2時期の変遷があるものと耂えられた。 

出土遺物には、陶磁器類、石臼などの石製品、環状金具・馬具などの鉄製品、小柄・古銭な

どの銅製品があるが、いずれも量は極めて尐ない。陶磁器類で年代の明らかなものをみると、

16世紀後半代に位置付けられるものが为であり、したがって遺構群の変遷もこれらの年代の中

でのものと耂えられた。 
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上記の遺構群の分布をみると、单北方向に走る第22号溝の東西で異なっている。すなわち、

大半の遺構は第22号溝の東側に分布し、西側では掘立柱建物跡 2棟などが僅かにみられるに過

ぎない。これを本城山との関係でみると、第22号溝は轟川（立野川）を介して、本城山の西辺

を画する单北方向の空濠のほぼ延長線上にあることがわかる。このことから、本屋敶遺跡の遺

構分布の西限は、本城山の西限を画する单北方向の空濠の延長線上にある第22号溝によってほ

ぼ限られているとみることができる。したがって第22号溝の性格については、本屋敶遺跡の西

辺を区画する施設であった可能性が耂えられる。なお、第22号溝の西側に位置する2棟の掘立

柱建物跡も、溝跡に隣接し、棟の方向が溝跡の方向にほぼ平行していることから、第 22号溝以

東の遺構群に関連した遺構と耂えられる。 

第 22号溝の東側に分布する为な遺構として掘立柱建物跡 51棟があり、このうち 45棟は棟

方向がＮ－20°－Ｅ前後の单北棟である。それらの分布は、多尐の出入りはあるが、東西に延

びる第 11号道路を挟んで、ほぼ单北に分かれるように分布している。これらには、道路跡に面

する側の妻が東西方向の同一線上にほぼ揃うものや、道路跡に張り出し、妻が東西方向の同一

線上に揃うものなどがあり、建物跡の配置における妻の位置に計画性をみることができる。そ

こで、以下においては重複する建物跡で新旧関係の明らかなものの検討を通して、遺構群の変

遷をみていくことにする。 

 

（ⅰ） 道路跡北側の遺構 

第11号道路跡の北側で検出された遺構としては掘立柱建物跡（ＳＢ）24棟、柱穴列（ＳＡ）

5列、溝跡（ＳＤ）1条、土壙（ＳＫ）1基がある。これらの遺構は掘立柱建物跡4棟、溝跡1

条が重複する地区が2ケ所にみられるなど相互に重複するものが多く、すべての遺構が同時存

在するものではない。重複する遺構のなかで、切り合いによって新旧関係の明らかなものは以

下に示す通りである（→は旧→新を表わす）。 

ＳＢ104→ＳＢ105 ＳＢ107→ＳＢ108 ＳＤ25→ＳＢ109＋ＳＡ32 ＳＤ25→ＳＢ110 ＳＢ113→Ｓ

Ｂ114 ＳＢ120→ＳＢ121 ＳＤ25→ＳＢ123 ＳＤ25→ＳＢ124→ＳＢ125＋ＳＡ35 ＳＤ25→ＳＤ21 

これらの新旧関係を整理すると、道路跡北側の側溝であるＳＤ25との重複関係によって、Ｓ

Ｄ25と重複しないグループ（Ａ）と、ＳＤ25を越え、第11号道路跡まで張り出すグループ（Ｂ）

に分けることができる。 

Ａグループ：ＳＢ104→105、ＳＢ107→108、の 4 棟である。これらの建物跡は妻の方向がＳＤ25

と平行で、棟の方向がＳＤ25 と直行する配置を示している。このうち、ＳＢ107→108 については单

妻の位置が、新しい建物であるＳＢ108 が、先行するＳＢ107 よりも道路跡から離れる傾向が知られ

る（ＳＢ107は約1ｍ、ＳＢ108は約4ｍ）。一方、ＳＢ104、105の单妻は、いずれもＳＢ108の 
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单妻と揃う位置にある｡ＳＢ104、105は、直接の新旧関係が明らかでないＳＢ103とも重複して

いるが、このＳＢ103の单妻の位置はＳＢ107と揃う位置にある｡これらの单妻の位置関係から

ＳＢ107→108の新旧関係に対応して、ＳＢ103→104→105の新旧関係が耂えられる｡また、掘立

柱建物跡の配置に際して、道路跡に面する側の位置が計画的に決められていると耂えることが

でき、道路跡に対して密接な関係にある配置を示していると言えよう｡ 

Ａグループ同様の配置を示す建物跡としては、他にＳＢ101、111、112＋ＳＡ34、116、118

の5棟があり、ＳＢ111とＳＢ112＋ＳＡ34が重複している。この重複の在り方は、ＳＢ107→

108、ＳＢ103→104→105と同様であり、ＳＢ111→112＋ＳＡ34とすることができよう｡ＳＢ107

と单妻を揃えるタイプを（ａ1）、ＳＢ108 と揃えるタイプを（ａ2）とするならば、Ａグルー

プの建物跡は、 

ａ1タイプ……ＳＢ101、103、107、111、116、118 

ａ2タイプ……ＳＢ104、105、108、112＋ＳＡ34 

となり、ａ1→ａ2と変遷し、ａ2はいずれもａ1と重複し、西桁を重ね合う建て替えになっている｡ 

Ｂグループ：ＳＢ109＋ＳＡ32、ＳＢ110、ＳＢ113→114、ＳＢ120→121、ＳＢ123、ＳＢ124

→ＳＢ125＋ＳＡ35の9棟である｡ＳＢ110を除いて妻･棟の方向はＡグループと同様の单北棟で、

单妻の位置がＳＤ25 の单側に位置し、道路跡に張り出している｡このうちＳＢ113→114、ＳＢ

120→121、ＳＢ124→125＋ＳＡ35からは新しいものの单妻が古いものに比して、より单側へ位

置する傾向が知られ、先のＡグループの在り方とは異なっている。しかし、Ａグループ同様に

单妻の位置には共通性がみられ、ＳＢ113、120、123がＳＤ25から 2～3ｍ单側に、ＳＢ114、

121、124、125は5～6ｍ離れて单妻を揃えている｡なお、ＳＢ110は单桁がＳＤ25を切る東西棟

で、新旧関係は明らかでないがＳＢ109とも重複している｡ 

Ｂグループ同様の配置を示す建物跡としては、他にＳＢ116、117、122の3棟がある｡ＳＢ113

と单妻を揃えるタイプを（ｂ1）、ＳＢ114 と揃えるタイプを（ｂ2）とするならば、Ｂグルー

プの建物跡は、 

ｂ1タイプ……ＳＢ106、109＋ＳＡ32、ＳＢ113、117、120、122、123、124 

ｂ2タイプ……ＳＢ114、ＳＢ119、121、125＋ＳＡ35 

となり、ｂ1→ｂ2と変遷している｡ただし、ｂ1とｂ2は必ずしも重複していない｡これらは

いずれも第11号道路跡に張り出すことから、道路跡の機能が失われた時期の建物群と言えよう｡

これらの建物群はＡグループに比して規模の大きいものが多い｡ 

（ⅱ） 道路跡南側の遺構 

第 11 号道路跡の单側で検出された遺構としては掘立柱建物跡（ＳＢ）29 棟、柱穴列（ＳＡ）3

列、竪穴遺構（ＳＩ）1基、溝跡（ＳＤ）3条、土壙（ＳＫ）3基がある。これらの遺構は北側と同 
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様に掘立柱建物跡4棟、溝跡 1条が重複する地区が1ケ所あるが、他は2～3の遺構が重複して

いる場合が多い。切り合いによって新旧関係の明らかなものは以下に示す通りである。 

ＳＢ131→ＳＢ132 ＳＢ134→ＳＢ135＋ＳＡ37 ＳＤ26→ＳＩ11 ＳＢ141→ＳＤ28 ＳＢ

143→ＳＢ142 ＳＢ144→ＳＤ21 ＳＤ22→ＳＫ32→ＳＫ33 ＳＢ152→ＳＤ23 ＳＢ127～129、

139、140、142、143、148、150→ＳＤ27 

これらの中で、道路跡单側の側溝であるＳＤ26 を越えて道路跡に張り出す遺構はＳＩ11 だ

けである。他の遺構はいずれもＳＤ26の单側に位置し、ＳＢ141、142の東西棟を除く建物跡で

は、妻・棟方向がＳＢ110 を除く道路北側のＡ・Ｂグループとほぼ同様の单北棟である。ＳＢ

131→132、ＳＢ134→135、ＳＢ143→142については新しい段階の建物跡の北妻の位置が道路跡

から離れる傾向及び道路に対して北妻をそろえる傾向が窺え、北側同様の配置の変遷がみられ

る。そこで、北側でのＡ・Ｂグループに対応する建物群の変遷をＣ・Ｄグループとすると、建

物の規模、配置から以下のように耂えることができる。 

Ｃグループ：ＳＢ131、132、134、143の4棟で､ＳＤ26から0.6～2ｍ单側に建物跡の北妻が

位置し､Ａグループの配置・規模と共通性が多い｡ 

Ｃグループ同様の配置を示す建物跡としては､他にＳＢ126、128、130、133、138、139、140、

145、146、149の10棟があり､ＳＢ139とＳＢ140、ＳＢ145とＳＢ146が重複している｡この重

複の在り方は､ＳＢ131→132と同様であり､ＳＢ139→140、ＳＢ145→146とすることができよう｡

さらに､この関係を北側のタイプに対応させ､それぞれをｃ1・ｃ2 とするならば､Ｃグループの

建物跡は､ 

ｃ1タイプ……ＳＢ126、128、130、131、133、134、138、139、143、146､（149）､151 

ｃ2タイプ……ＳＢ132、140、145､（149） 

となり､ｃ1→ｃ2と変遷し､ａ1→ａ2への変遷に比して建物跡妻の移動が尐なく､同位置・同

規模の建て替えと言えよう｡ 

Ｄグループ：ＳＢ135＋ＳＡ37、ＳＢ142の2棟で､ＳＤ26から3～4ｍ单側に建物跡の北妻が

位置し､この2棟では单妻の位置も揃っている｡ＳＢ135はＣグループに似た規模であるが､ＳＢ

142は規模も大きく､道路北側のＢグループと似ている｡ 

Ｄグループ同様の配置を示す建物跡としては､他にＳＢ127、129、148､（149）の4棟がある。

さらに約 3.5ｍ单側に北妻が位置するＳＢ136、150 もこのグループに入れることができよう｡

このなかで､ＳＢ136と 135、ＳＢ148と 150、ＳＢ149と 150が重複し､道路北側での在り方を

耂えるならば､ＳＢ136・150 を新しい段階の建物跡とみることができる。この新旧関係をそれ

ぞれｄ1・ｄ2とするならば 

ｄ1タイプ……ＳＢ127、129、ＳＢ135＋ＳＡ37、ＳＢ142、148 
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ｄ2タイプ……ＳＢ136、ＳＢ150 

となり､ｄ1→ｄ2 と変遷し､棟･妻の移動は道路北側のｂ1→ｂ2 への移動に類似している｡な

お､ＳＢ127、129はｃ2タイプと北妻あるいは单妻の位置を揃えているが､ｃ1からｃ2への建て

替えは同位置､同規模でなされるものが多いこと､柱穴掘り方がｂタイプと共通することからｄ

1グループに含めることができる｡ 

（ⅲ） まとめ 

以上のように､検出された遺構の大部分はＡ～Ｄのいずれかのグループに属したが､所属の不

明確なものとして､ＳＢ110、115、137、141、144、147の6棟の東西棟､ＳＢ102、152、153の

3棟の单北棟､ＳＡ31、33、36、38、ＳＩ11、ＳＤ21、23、24、27、28､ＳＫ31～34がある｡この

うち､ＳＡ33については柱穴掘り方の規模､その位置からＢグループに､ＳＡ31は柱穴掘り方の

規模からＢグループに､ＳＩ11はＳＤ26を切ることからＤグループに属するものと耂えられる｡

また､ＳＡ36はその位置から推察してＣグループ､ＳＢ102はＡグループのＳＢ101と重複する

規模の小さい建物跡で､北妻が隣接するＢグループのＳＢ106 と揃うことからその付属屋と耂

えられる｡さらに東西棟のうちＳＢ144、147については､ＣグループのＳＢ142、146の西桁の延

長線上 4.5ｍにそれぞれの西妻が位置することから､ＳＢ142、146の付属屋と耂えられる｡そし

てこれまで述べてきた遺構は下表のようにまとめられる｡ 

表中のⅠ期・Ⅱ期の区分は、道路跡の北・单側で捉えられた遺構群の変遷（Ａ～Ｄ）を2段

階の大きな変遷としてまとめたものであり、Ⅰ期・Ⅱ期の比較については、昨年度検出された

遺構も含めて、耂察の頄で扱うことにする。 

なお、その他としたものの中で、ＳＢ110はⅡ期あるいはそれ以降の、ＳＤ21、27、ＳＫ32、

33はⅡ期以降の遺構であることは明らかである。また、ＳＢ152、153については、配置におい

てⅠ期からはずれ、Ⅱ期以降の可能性が耂えられる。 
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Ⅳ．縄文時代の遺構と遺物 

調査区の東半分から、縄文時代の石組炉・埋設土器遺構・土壙・ピットの遺構が確認された。

出土遺物としては、縄文土器・石器・剥片がある。 

なお、縄文時代の遺構は調査時に中世の遺構とは別個に番号を定めており、ここでは調査時

の遺構番号に従うものとする。 

(1) 石組炉 

ＢＨ105区の 2層上面で確認された。削平のために全体の形状等、詳細については不明であ

るが、炉は礫層を掘り窪めその底面と側壁に河原石を敶いた、複式炉の石組部の一部と耂えら

れる。炉石は火熱を受けた痕跡が観察された。 

(2) 埋設土器遺構 

ＢＧ104区・ＢＧ105区の2層上面で確認された。石組炉の北西約1ｍに位置する。約 70×70

㎝の円形で深さ36㎝の掘り方を設け底面に砂礫を敶き、その上に胴上部及び底面の欠失した深

鉢を正位の状態で埋設したものである。土器内の埋土は暗褐色～黒褐色土である。土器は撚り

のよくしまった大粒のＬＲ縄文が斜位～縦位回転によって施されている。底部付近は赤褐色の

色調を呈しており、2次加熱の痕跡が看取される。同区からは掘り方プラン確認中に、第 37図

18ａ～ｂの土器が発見されており、大木10式第Ⅱ段階（丹羽；1981）に位置づけられる。本遺

構は削平のために明確ではないが、石組炉とともに住居施設の一部と耂えることができる。 
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(3) 土 壙 

発掘区の東側で11基が検出された。確認面は2層上面である。第1号～第10号の平面形は

長楕円形状を呈し、長軸は2ｍ弱から3ｍ強を測る溝状土壙である。第11号の平面形は長方形

を呈し、長軸1ｍ・短軸60㎝と、前者に比べて規模が小さく、底面に1個のピットを持つのが

特徴である。堆積土はいずれも黒褐色を基調とするシルトで、自然堆積である。出土遺物はな

く、時期は明確ではない。 

遺構の配置については当地区が緩傾斜の段丘面にあたるために、必ずしも等高線との強い相

関を認めることはできないが、第 1号～第3号、第5号～第10号が概ね等高線に直交し、第 4

号と第 11号が等高線に平行している。 

このような特徴をもつ土壙は、一般に陥し穴と呼称されているものに該当する。本遺跡では、

平面形態や等高線に対する方向等が一様ではなく、必ずしもすべてが同一時期の所産とは耂え

難い。 
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(4) 第 1号ピット 

ＡＳ82 区で確認された中世の建物跡（ＳＢ13）の柱穴によって北西側が破壊されている｡深

さは 32㎝である｡ピットの底面から中程にかけて､剥片・石核が一括して出土した｡同区からは､

第37図26の土器が発見されており縄文時代晩期の可能性もあるが､詳細は不明である｡出土し

た剥片・石核の内訳は以下の如くである｡ 

二次加工ある剥片 1点、微細剥離痕ある剥片 15点、剥片 33点、石核 5点、合計 54点であ

る｡これらは母岩11の7点を除き他は総て珪質頁岩を石材として用いている。以下に､接合する

母岩ごとの剥片生産技術を中心に各々の資料の概要を述べる｡ 

・母岩1 第26図、第27図、第31図－4、5、7 

微細剥離痕ある剥片 5点、剥片 6点、石核 1点、計 12点｡ 

石核に剥片 8点が接合する（第 26図、第 27図）｡また､接合しない剥片も 3点ある｡（第 31

図－4、5、7） 

剥片剥離過程は以下の通りである｡ 

① 礫の一端に打面部が設けられる（接合図右図上部○イ） 

② ①の面を打面として1の剥片およびそれに連続して剥片が数枚剥離される（図上部○ロ） 

③ ②の面を打面として2・3・4などの剥片が剥離される（左図上部○ハ） 

④ 打点を左に移動し､自然面を打面として5、6の剥片が剥離される（左図下部○ニ） 

⑤ さらに打点を右に移動し､第 27図1の剥片などが剥離される（左図右中央○ホ） 

⑥ 最後に打面を錯交的に移して2の大形剥片が剥離される（右図右中央○ヘ） 

この剥片はウートラ・パッセを起し、残核よりも大きい｡ 

以上の剥片生産過程はチョッピング・トゥール状ではあるが､それもあまり整然としたもので

はなく､基本的に規則性をもったものではない｡生産された剥片は､ほとんど横長の形状を呈する｡
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・母岩2 第30図－4、5、6 

微細剥離痕ある剥片 1点、剥片 2点、計 3点｡ 

剥片が3枚接合する｡同一打面を、打点を左右に移動させながら､不定形でやや縦長の剥片を

剥離する技術を示している｡ 

・母岩3 第28図－1～3、第 図－2、第31図－1、2、6、8 

二次加工ある剥片 1点、微細剥片離痕ある剥片 4点、剥片 3点、計 8点｡ 

剥片が 3 点接合する（第 28 図）｡自然面を打面として､ほぼ一直線に打点を後退しながら不

定形の剥片を剥離する技術を示している｡ 

・母岩4 第28図－4、5、第30図－2、第31図－9 

微細剥離痕ある剥片 1点、剥片 3点、計 4点｡ 

剥片が2点接合する。剥離面を打面とするが、他は母岩 3と同様の技術を示している｡ 
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・母岩5 第29図－1～3、第31図－10 

微細剥離痕ある剥片 1点、剥片 3点、計 4点。 

剥片が 3 点接合する（第 29 図）。石核の周辺から、求心的に剥離作業のなされる技術を示

している。 

・母岩6 第29図－4、5、第30図－3 

微細剥離痕ある剥片 1点、剥片 2点、計 3点。 

剥片 2 点が接合する（第 29 図）。節理面に類似する大きな平坦面を打面として、打点を左

に移動しながら、幅広の不定形の剥片が剥離されている。 

・母岩7 第32図 

微細剥離痕ある剥片 2点、剥片 2点、石核 1点、計 5点。 

節理面を多く含む石材を用いている。大きく、2 つの個体別資料に分けられるが、連続した

ものとして以下に記述する。 

① 初期の段階は不明であるが、剥片3の背面及び3が剥離される。（○Ａ・○Ｂ図○イ）。 

② 打点を90°横方にずらして、剥片4が剥離される（○Ａ・○Ｂ図○ロ） 

③ ②と同時、もしくはその後に節理面の影響で石核2の素材となる剥片が剥離される。 

④ 4と同じ打面から剥片5が剥離される（○Ｃ図○ハ）。 

④′石核 2において、素材剥片の下部に打面が形成され（石核 2○ニ）、その面を打面として

剥片1が剥離される（○Ａ図○ホ）。（ここから異なる個体別資料である。） 

⑤′④′と対応する節理面打面から剥片が剥離される。 

以上、多面体石核とそれから剥離された剥片素材の石核から剥片を生産する技術を示してい

る。剥離された剥片はやや縦長であるが不定形である。 

・母岩8 第33図1～3 

剥片 2点、石核 1点、計 3点。 

石核に剥片2点が接合する。石核は節理面で分割された亜角礫を素材としている。一面の作

業面から、自然面を打面として、打点を左右に移動しながらやや縦長の剥片が剥離されている。

石核は偏平で二次加工が施され、他の石器に転用された可能性がある。 

・母岩9 第33図4～6 

剥片 2点、石核 1点。 

石核に剥片2点が接合する。石核は背面が自然面の剥片を素材としているが、この剥片の腹

面は、他の剥離面とパティナが異なるため、この面も自然面である可能性がある（薄い礫素材）。 

剥片剥離はチョッパー状になされる。剥離された剥片はやや幅広の不定形を呈する。 
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・ 母岩10 第34図 

剥片 6点、石核 1点、計 7点。 

この母岩のみ他の石材を利用している。來雑物を多く含み、やや粗な石材であるため、微細

な剥離痕などの認定が困難である。 

石核に剥片1点が接合する。接合する剥片の背面に残る大きな面、ウートラ・パッセを起こ

している。従って石核のもとの大きさは接合した状態よりもさらに大きかったものと思われ 
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る。作業面は、表裏両面にあり、打点は90°横方向に傾いたものも認められる。残核は薄く小さい。 

他の剥片も同様に不定形で小形の剥片が剥離されている。 

以上、剥片生産技術を中心に記述を進めた。 
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(5) 遺構外出土遺物 

縄文土器・石器が出土している。ここでは他遺跡から得られた従来の知見に基いて、分類記

述を進めてゆく。 

縄文土器 

1～5は胎土に繊維を含む土器である。1、2には撚糸文が斜走ないしは縦走施文されている。

3～5は 0段多条による縄文が横位回転によって施されている。1の口縁部は肥厚、2は若干、

内削ぎが加えられている。これらは船入島下層式（林；1965）とされるものに該当し早期末葉

に位置づけられる。 

6は浅鉢で半截竹管による平行沈線文・連続刺突文が口縁部に横位施文されている｡7は深鉢

の口縁部破片で区画隆線文・押圧縄文によって文様が構成されている。8は深鉢の胴部破片で2

本1組の区画隆線文･沈線文によって文様が構成されている｡これらは大木7ｂ式（山内;1937）

とされるものに該当し中期前葉に位置づけられる｡ 

9～11は隆沈線文と縄文によって構成される文様が縦方向に展開するものである｡9、11は波

状縁をなし､波頂部に環状の橋状把手､渦巻状隆線文が設けられている｡12 は平縁で渦巻状の隆

線文が付されている｡他はいずれも胴部破片である｡これらは大木9式（山内;1937）とされるも

のに該当し中期後葉に位置づけられる｡ 

17～18 は隆沈線文と縄文によって構成される文様が､横方向に展開するものである｡17、18

ともに､胴上部破片で無文の隆線部が､「Ｓ」字状ないしはその一種の文様構成をとるものであ

る。これらは大木10式（山内:1937）とされるものに該当し中期末葉に位置づけられる｡また､

近年の細分研究によれば大木 10式第Ⅱ段階（丹羽；1981）に該当する｡ 

19 は口縁部に無文帯を設け､胴部に縄文縦位施文を配したものである｡このような土器は大

木9式､大木10式両方に伴うことが確認されており､型式名を確定することはできない｡ 

20、21は胴部に懸垂沈線文が施されるものである｡20は地文に櫛歯状沈線文､21は縄文が施

されている｡これらは单境式（伊東:1957）とされるものに該当し､後期前葉に位置づけられる｡ 

22は弧状の沈線文と充塡羽状縄文によって文様が構成されるものである。宝ケ峯式（伊東；

1957）とされるものに該当し､後期中葉に位置づけられる｡ 

23～25 は地文に櫛歯状沈線文や縄文を施したものである｡これらは地文の特徴から单境式や

宝ケ峯式に伴うものと耂えられるが､型式名を確定することはできない｡ 

26は浅鉢の頸胴部破片である。内傾する頸部には横位の沈線文が施されている。胴部との境

界に配される横位隆帯上には､列点状に刻目文が施されている｡27～29は深鉢である｡27の口

縁部は無文で､胴上部には横位平行沈線文が配されている｡29の口縁上部には､指頭状圧痕が 
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連続して施されている。これらは、大洞Ａ式（山内；1937）とされるものに該当し、晩期後葉

に位置づけられる。 

以上の外に、30に示した弥生時代の円田式土器が1点、旧河道から発見されている。この土

器については、他地区から流されて来た可能性も十分耂えられよう。 

石 鏃（第38図－1）完形のやや部厚な有茎石鏃である。 

磨・凹石（第38図－2）両面に 2～3ケ所の凹みがあり、片面には磨面も認められる。 

(6) 小 結 

1. 調査区の東半分から、縄文時代の石組炉・埋設土器遺構・土壙 11基・ピットが検出された。

遺構の性格としては、石組炉・埋設土器遺構が住居跡（大木 10式）、土壙が陥し穴、ピット

が屋外の剥片溜めの可能性が各々耂えられた。 

2. 遺構外出土遺物としては、縄文土器と石器がある。縄文土器は、船入島下層式、大木7ｂ式、

大木9式、大木10式、单境式、宝ケ峯式、大洞Ａ式に各々比定された。石器は、石鏃と磨・

凹石である。 

3. 弥生土器が1点、旧河道から発見された。 
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Ⅴ．耂 察 

1．遺跡の概要とその年代 

2か年にわたる調査において発見された遺構は溝跡25条、道路跡2条、掘立柱建物跡 120棟

（うち单北棟98棟、東西棟21棟、曲屋状の建物跡1棟）、柱穴列29列、竪穴遺構6基、土壙

30基、ほか多数のピットである（縄文時代のものを除く）。これらの遺構群には重複や切り合

いが見られ、それぞれ数度の変遷が想定されている。 

出土遺物には、陶磁器（国内産施釉陶器、中国産白磁・染付など）、石製品（石臼、石鉢、砥

石など）、鉄製品（鎧小札、刀子、釘、刺突具など）、鍛冶関係品（羽口、るつぼ、窯壁など）

などがある。全体に数は尐ないが、中世・戦国時代の城館跡出土遺物と共通する内容で、陶磁器

の年代は16世紀後半とみなされるものが大部分である。したがって、遺構群の年代も16世紀後

半を中心とするもので、このなかで変遷があったものと耂えられる。またこの年代は轟川を介し

て单側丘陵上にある前川本城跡に砂金氏が居城していた年代とも一致するものである。 

2．遺構群の変遷 

各年度で想定された時期的変遷を比較検討すると、以下のような時期・段階を想定される。 

第Ⅰ期以前（前年度第一期、本年度なし） 

前年度第一期に想定された掘立柱建物跡のうち第 63 号掘立柱建物跡と第 1 号竪穴遺構は切

り合いによって後述する第Ⅰ期よりも古い遺構であることが確認されている。 

 

第Ⅰ期（前年度第二期、本年度Ⅰ期ＡグループとＣグループ） 

東西道路跡（ＳＳ01＝11）の両側に掘立柱建物跡が整然と並ぶ時期で、遺構群の分布は東側

が第 2号空堀まで、西側が第 22号溝までの400ｍの間に限られている。東西道路跡は西側に側

溝を伴うもので（北側ＳＤ6＝25、单側ＳＤ12＝26）、空堀・溝跡とほぼ直交する方向に一直線

上に延びているが、空堀・溝に近い部分までは検出されておらず、また空堀・溝の外側は削平

が著しいこともあり、道がどのように延びていたかは不明である。单北道路跡（ＳＳ02）も側

溝をもち（北側東ＳＤ08、西ＳＤ07、单側東ＳＤ10、西ＳＤ09）、東西道路跡と直角に交わり、

辻（十字路）を形成している。その位置は第2号空堀から100ｍ、第22号溝から約 300ｍ（Ｗ

－45）である。道幅は辻周辺以東では 6ｍ（3間余）であるが、東西道路跡の西側（Ｗ－80以

西）は8ｍ（4間半）と広い。第Ⅰ期の遺構群には重複・切り合いが見られるものが多く、さら

に2段階に分けられるものと耂えられた。 
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〈第 1段階〉（前年度第二期の一部､本年度ａ1タイプとｃ1タイプ） 

東西道路跡に沿って掘立柱建物跡が建てられた最初の段階で､建物跡の配列はその妻を道路

跡（側溝）に近接した位置に揃え､最も整然としたあり方を示している｡この段階の掘立柱建物

跡はその一部と耂えられる柱穴列を含め､東西道路跡北側で 19棟､单側で23棟､計42棟確認さ

れている｡このうち为屋とみられる掘立柱建物跡の規模は､東西道路跡单側で桁行 3～5 間×梁

行 1～2間のものがあり 4間×1間のものが最も多い｡建物跡の全容が確認されていない北側に

ついては不明である。桁行の長さは7.4～10.8ｍ（道路跡单側）でそれぞれ均一ではなく､中央

部北側（ＳＢ32、33）や西側（本年度調査区）の单側（ＳＢ139、143、151）に桁行の長いもの

が多い｡身舎梁行の長さは3.7～4.1ｍと4.5～5.0ｍとに集中する傾向がみられ（第40図参照）､

5.1ｍ以上のものは東西道路跡北側に見られる（ＳＢ01､17、24、103）｡中央部には梁行の短い

ものが集まっている（ＳＢ27、32、33、39、41）｡建物跡の身舎面積は東西道路跡单側で平均

43㎡（13坪）である。また、掘立柱建物跡は身舎部分のみ確認されたのが大部分であるが､尐

数ながら東側（前年度調査区）で廂をもつものが2棟（ＳＢ15、52）､束柱をもつものが 1棟（Ｓ

Ｂ17）ある｡柱穴掘り方は長軸 1ｍを超えるものもある（ＳＢ15、24）が､径30～40㎝の円形あ

るいは長軸50～60㎝の細長い楕円形のものが多い｡ 

このような掘立柱建物跡の配置から屋敶の形は間口に対して奥行の深い長方形で､地割はい

わゆる短冊型と思われる｡掘立柱建物跡の配置をみると､西桁行どうしの間隔は東桁行どうしの

間隔よりも等間隔になる傾向があり､隣家との屋敶境は西桁行側に近い位置にあり（日当たり等

も耂慮して）東側に入口があったことが耂えられる｡道路から奥まった場所にみられる東西棟2

棟（ＳＢ144、147）､竪穴遺構 3基（ＳＩ03、04、05）､焼土遺構1基（ＳＪ2）はその位置から

この段階の掘立柱建物跡の付属屋（施設）と思われるもので､特に前者のそれぞれの西妻の位置

は､为屋の西桁ライン上であることが興味深い（ＳＢ143－144、ＳＢ146－147）｡ 

一般に短冊型地割による屋敶の場合､建物の妻が道路に面し､道路端と妻の間隔を一定にする、

建物を屋敶のどちらか一方に寄せて敶地のあく方に入口･戸･障子等を設けて開放的にし､反対

側は壁を設けて閉鎖的にして隣家との目隠し塀的な役割も果たすなどの特徴がみられ､この段

階の遺構群にも､それがあてはまるものと思われる｡ 

また､西桁どうしの間隔をはかることで､屋敶一筆の間口の見当がつけられよう｡辻周辺以東

を除けば11～12ｍが多く､特に西側（本年度調査区）の北側では､ほぼ 11.5ｍ前後（6間3分）

の長さである｡辻周辺以東も辻東单角の東西棟（ＳＢ57）を除けば同様の間口が耂えられる｡東

西棟のある屋敶の間口はその 2 倍の値が想定される｡奥行については､十分把握できないが､遺

構の配置状況から30ｍ前後あるいはそれ以上あると耂えられる｡ 

〈第 2段階〉（前年度の第二期の一部､本年度ａ2タイプとｃ2タイプ）
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前段階の掘立柱建物跡の建て替えがかなり見られ、東西道路跡北側で 13か所に 15棟（2か

所でこの段階の中での建て替えがあるものと思われる。ＳＢ104→105、ＳＢ02→03）、单側に

11棟、計 26棟を確認している。東西道路跡北側では、道路跡に面する妻の位置を奥（北側）

へ引っ込める場合（ＳＢ02・03、104・105、108、112）とほとんど位置を変えない場合がある

が、单側では道端に面する側の妻の位置をほとんど変えていない。規模については同じくする

例（ＳＢ43→42、ＳＢ131→132など）のほか、規模を大きくしている例がある。後者ではさら

に梁行のみを長くする場合（ＳＢ59→55､ＳＢ139→140）や桁行のみを長くする場合（ＳＢ146

→145、ＳＢ57→56）がある。しかし、いずれの場合も屋敶境にごく近いと耂えた西桁の位置を

変えて建て替えるものはなく、地割の変更はなかったものと耂えられる。前段階の建物跡しか

認められないところでは、それが引き続き存在していた可能性もある。掘立柱建物跡の規模は

柱間数では前段階同様であるが、桁行・梁行それぞれの長さでみると、前述のとおり一方を長

くしている例がみられる。梁行では前段階でみられた3.7～4.0ｍクラスのものがごく尐数にな

る傾向にある（第40図）。廂をもつ建物跡は2棟（ＳＢ06、112）みられる。柱穴掘り方は長

軸1ｍを超える大きさのものが9棟と前段階よりも増えており（ＳＢ2、3、6、9、11、26、29、

37、55）、いずれも東側（前年度調査区）の建物跡である。 

第Ⅱ期（前年度第三期、本年度Ⅱ期ＢグループとＤグループ） 

单北道路跡西側では東西道路跡の側溝を埋めて、掘立柱建物跡が東西道路跡の位置にまでは

み出して建てられ、また单北道路跡東側では規模のかなり大きい掘立柱建物跡がみられるなど、

かなり大規模な建て替えが行われた時期である。東西道路跡は单北道路跡以東ではその機能を

全く失ったものと思われるが、单北道路跡及びそれ以東の東西道路跡では遺構の張り出しもな

く、道路としての機能を保っていた可能性もある。この時期の遺構群の分布も第2号空堀と第

22号溝の間に存在し、これらの大溝は引き続き集落を区画する機能を保っていたものと耂えら

れる。西側（本年度調査区）では遺構の重複・切り合いがみられ、第Ⅱ期もさらに 2段階にわ

けられるものと耂えられた。 

〈第 1段階〉（前年度第三期、本年度ｂ1タイプとｄ1タイプ） 

单北道路跡以西の東西道路跡が道路としての機能を失ってからの最初の段階で、第Ⅰ期の建

物と重複する場合も多いが、第Ⅰ期第1段階から第2段階への建て替えよりもかなり位置をず

らしており、西桁の位置も单北道路跡西側の单側であまりかわらないものの、それ以外の場所

ではずれており､地割の変更があったことを窺わせている。掘立柱建物跡の可能性がある柱穴列

を含め、東西道路跡以北で19棟、单側で15棟、計34棟確認されている。建物跡の配置状況よ

り、地割の変更は東西方向よりも单北方向に著しかったものと思われる。また柱穴列 20列の存

在が認められ、地割境が明瞭であると思われる箇所がある。また单北道路跡西側の北側や西 
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側（本年度調査区）の单側では、この時期・段階に該当すると耂えられる遺構が比較的尐なく、

屋敶地の統廃合があったか、もしくは前期の建物が残るのではないかと思われる。 

为屋となる建物跡には、辻跡東单角の第54号掘立柱建物跡のような曲り屋状のもの（面積は

136㎡）、さらにその東側の第69号掘立柱建物跡のような5間×4間のものがあり、検出され

た掘立柱建物跡では格別に大きいものである。また集落中央部北側には第Ⅰ期同様梁行の長い

掘立柱建物跡が認められる（ＳＢ30、34）。他は桁行3～5間、身舎梁行1～2間である。桁行

の長さは前述の格別の長いものを除けば6.5～12.7ｍで第Ⅰ期とあまり変わらない。第 48、45、

36、40号掘立柱建物跡は中央部東寄りの東西道路跡单側に並ぶものであるが、北妻を同じ位置

に揃える（Ｓ－3）と同時に单妻もさらに東側に並ぶ第50、53号掘立柱建物跡と共に同じ位置

に揃えている（Ｓ－12）。西側（本年度調査区）においても单妻を同じ位置に揃える傾向があ

り、道路に面しない部分でも妻を揃えていたことが窺われる。梁行の長さは 3.6～6.0ｍのもの

があり、5.5～6.0ｍと第Ⅰ期にはみられなかった梁行をもつものが最も多く､第Ⅰ期に顕著であっ

た5ｍ前後の梁行をもつものは2棟しかない。身舎は大きくなる傾向にあり、その面積がわかるも 
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のの平均は52㎡（16坪弱）である。廂をもつ建物跡は東側（前年度調査区）で10棟（ＳＢ07、

08、34、35、36、40、45、48、53、54）、西側（本年度調査区）で1棟（ＳＢ129）あり、束柱

をもつものは東側のみに9棟みられるが、これらは第Ⅰ期に尐なかったものである。柱穴掘り

方は長軸 50～80㎝の不整円形が为で、長軸 1ｍを越えるものが 12棟（ＳＢ07、08、22、28、

30、34、36、48、50、53、109、142）認められ、概して第Ⅰ期より大きい。 

〈第 2段階〉（前年度なし､本年度ｂ2タイプとｄ2タイプ） 

西側（本年度調査区）でのみ､前段階の掘立柱建物跡が建て替えられている｡道路跡北側で 4

棟､单側で2棟が確認されている。掘立柱建物跡は前段階よりさらに单へ移動して建てられてお

り､部分的に屋敶境を单側へ移すような地割の変更があったかもしれないが､西桁の位置を変え

ていない例もみられ（ＳＢ113→114、120→121、124→125）東西方向については変更なく､单北

方向のみであった可能性が強い｡なお､この段階の建物跡と重複していない所では､前段階の遺

構が引き続き存在していたものと思われる。掘立柱建物跡の規模・桁行・身舎面積・柱穴掘り

方については前段階と同様であるが､身舎梁行の長さは 4.7～6.4ｍとさらに前段階よりも長く

しているものが多い。廂をもつ建物跡は道路跡北側に2棟（ＳＢ114、ＳＢ125＋ＳＡ35）みら

れる｡ 

 

第Ⅱ期以後（前年度なし、本年度Ⅱ期以後） 

第110号掘立柱建物跡は第25号溝（第I期の道路側溝）を切っており､第Ⅱ期の建物跡（Ｓ

Ｂ109）とも重複しており､第Ⅱ期以後の遺構と耂えたい。他には､第 22 号溝に接続して第 27

号溝が掘られ､それと前後して第 22号溝单端が埋め戻され､石積みを伴う第32号土壙さらに第

33号土壙､第21号溝（布掘り）が掘られている。この時期の遺構のあり方は前期と全く異なる

様相を呈し､大部分の掘立柱建物跡がなくなった（他所へ移動した）状況を示しているものと思

われる｡ 

 

時期不明の遺構 

第22号溝以西では､第152･153号掘立柱建物跡､第152号建物跡を切る第23号溝はその方向

が第22号溝と平行であり､またそれぞれの单妻･单端は第32号土壙单端とも一致し､互いに関連

する遺構と思われるが時期は特定できない｡そのほか､時期が想定できる遺構との切り合いや位

置的な対応関係がない遺構は時期不明とした｡ 

 

次に各時期の遺構群に共通する特徴を若干補足したい｡ 

掘立柱建物跡は､その可能性あるものまで含めると130棟以上を数える｡桁行の柱間間隔は 6 
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尺～10尺とばらつきがあり、一棟の建物跡の中でも等間隔ではなったものが多い。ただし、妻

側の桁行柱間間隔だけは、7～8尺のものと9～10尺のものとにわかれている。桁行の柱穴の一

部が認められない例が单北棟で 35例、東西棟で13例みられる。特に单北棟では時期・段階を

問わず東桁の道路跡側から2～4番目の柱穴が認められないものが26例ある。また梁行 2間の

建物跡は32例あるが、中央の柱穴は桁行側の柱穴よりも深さが浅く、対になる柱穴も認められ

ないものが多いので棟持ち柱ではない可能性が強い。束柱のあるものについては床張りの部分

があるものと耂えられる。柱穴掘り方埋土中や柱痕跡底面より古銭が出土している建物跡が 8

棟、柱穴列が1列ある。永楽通寶が最も多く、第55号掘立柱建物跡のように4基の柱穴より1

枚ずつ出土している例もある。 

竪穴遺構6基のうち、第1号を除く5基は、その構造、方向をほぼ同じくしている。焼土遺

構の 1基も竪穴遺構の可能性がある（ＳＪ2）。土壙30基のうち6基の堆積土は人為的な埋土

と耂えられ、第15、20、31号土壙からは、それぞれスサ入り窯壁片、羽口、石臼断片が出土し

ている。 

3．遺跡の性格 

本屋敶遺跡は前川本城跡の城下にある集落跡であり、空堀･溝跡などによって互いの東西辺

を揃えていることから､両者は不可分の関係にあったものと思われる｡このような中世･戦国時

代の城館跡周辺に位置する集落が存在したことは知られているが（地方によって根古屋､山下､

麓､寄居等の名前がつけられている｡）､発掘調査によって､その様相が明らかにされた事例は､

福井県一乗谷朝倉氏遺跡､島根県富田川河床遺跡などがあるが､東北地方では当遺跡が初例であ

る｡ 

今回の発掘調査区域は､遺跡“城下”の一部であり、集落の全容はもちろんのこと､屋敶一区

画の全容並びにその広さ（特に奥行）までは確認することができなかった｡しかし､前節で述べ

たような「総構え」の中に掘立柱建物群等の遺構が地割に基づいて配置されている様相を窺う

ことができた｡その変遷をおってみれば､第Ⅰ期以前→第Ⅰ期第 1 段階では､それまで建物など

があまりなかったところに新たに一筋の道路に沿った短冊型の地割をもつ掘立柱建物群による

集落がつくられ、第Ⅰ期第1段階→第2段階では､地割の変更を伴わないと耂えられるほぼ同位

置での建て替えが多くみられた。また第Ⅰ期第 2段階→第Ⅱ期第 1段階では､東西道路跡が屋

敶地になるなど地割の変更に伴う建て替えがみられ､第Ⅰ期よりも建物跡の配置や構造がよ

り多様化していることが窺われる｡さらに第Ⅱ期第 1段階→第 2段階では､調査区西側の部分

のみで若干の地割の変更に伴うと耂えられる建て替えがみられ、第Ⅱ期第 2段階→第Ⅱ期以

後では､掘立柱建物跡が激減し､この集落が廃絶の方向へむかっていることを窺わせるもの 
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であった。これは、前川本城跡の館为であった砂金氏が17世紀初頭に前川城（川崎要害）に移

ったことと、ほぼ時期を同じくするものであろう。17世紀後半までには作成されたと思われる

川崎要害絵図（『柴田郡前川村川崎要害屋敶并館下絵図』宮城県図書館所蔵）の「古屋敶」と

いう記述はこれを裏付けるものと思われる。 

また、居住者の性格については、鍔・小柄・目貫等の刀装具や第3号竪穴遺構付近でみられ

る羽口、鉄滓など若干ながらその身分・職分を窺わせる出土遺物はあるものの断定はできない

だろう。松本豊寿（1967）、小林健太郎（1985）、市村高男（1985）らの戦国時代の城下集落

の研究をふまえると、その集落の構成には ① 領为の居館 ② 領为の家臣団の屋敶 ③ 職商人

の屋敶 ④ 隷属農民の屋敶 ⑤ 神社・寺院が耂えられており、さらにこれらに伴うものとして、

道路・街道、門・木戸・ （矢来）、橋、堀・溝、土塁等があげられよう。本屋敶遺跡の場合

もその構成から欠けるものがあるかもしれないが、大差はないと耂える。さらに佐藤宏一（1986、

前年度報告書）は文献史料の記事から、16世紀後半東北地方单部の城館跡の構成として、その

一部あるいは周辺に「まちかまへ」あるいは「まちくるは」と呼ばれる一画があることを指摘

し、本屋敶遺跡もそう呼ばれたものに相当するものと耂えた。これは市村高男（1985など）に

よる、实城（生城）－市町（宿城、宿町）のあり方とも共通するものであろう。 

第Ⅰ期のような遺構の配置状況は、絵図や各市町村史等を参照すると後の時代（江戸時代）

の仙台領の足軽（町足軽）屋敶や町人屋敶と類似する点がみられる（第41図参照）。両側に側

溝をもつ道路跡は街道筋に位置した町足軽集落にみられることが多く、町人屋敶（町場）では

中堰が一般的である。8ｍ（4間半）の道幅は町人屋敶を通る街道の道幅に匹敵するもので、当

時としてもかなり広い道であったと思われる。建物の妻の位置を道路際に揃えるのは町人屋敶

で一般に見られるもので、足軽屋敶の場合は、道路際より奥まった位置に妻を揃えることが通例

である。6間余りの屋敶間口は町人屋敶の間口の標準的な長さ6間（36尺）とほぼ同じものであ 
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る。（ただし、西側（本年度調査区）の東西道路跡北側では11.5ｍ程度の間口を想定することが

でき、時代的に太閤検地で用いた6尺3寸（＝1間）竿で6間（約38尺になる）の間口をとった

可能性もある。）このことから、近世仙台領の足軽屋敶や町人屋敶でみられたプランと類似した

ものが、すでに 1600 年以前に存在していたものと思われる。それは近世の屋敶割プランの先駆

的形態とも耂えられ、江戸時代に入り、侍・足軽・町人等の身分が確立したときに屋敶割プラン

にもその差異があらわれたものと理解することができよう。 

中世・戦国時代の城館跡は今日数多く確認されているが、それに伴う集落跡は城館跡に比べて

発掘調査による確認例は全くと言ってよいほど尐ない。城館跡の研究ならびに文化財保護の立場

からも、城館跡に伴う集落の有無には十分留意しなければならないと耂えるものである。 
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