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現在の四日市市北部の朝明川流域は､古代においては､ 朝明郡に属していました｡ 西暦672

年に勃発した列島史上最大の内乱といわれる壬申の乱では､ この地を大海人皇子 (後の天武

天皇) や妃のウノノサララ (後の持統天皇) も掛け抜けました｡ このおり､ 大海人皇子らは

トオ川の辺でアマテラスを遥拝し､ その後にトオ川を渡って三重の駅家に入ったと 『日本書

紀』 は伝えています｡ 近年､ このトオ川は現在の海蔵川とする説が有力で､ 大海人皇子らは

この遥拝によって神威を得て､ 壬申の乱に勝利することができたと伝えられています｡

さて､ 現在､ 朝明郡家は四日市市教育委員会が調査された久留倍遺跡に比定されています

が､ 久留倍遺跡が壬申の乱当時既に存在していたかどうかは現時点では不明です｡

この当時､ どういったものを郡家､ あるいは駅家とされていたのかは不明な点も多いので

すが､ 本地域に所在する有力な七世紀代の掘立柱建物が確認された遺跡となると数は限られ

てきます｡ 今回報告する菟上遺跡もそうした数少ない遺跡のひとつとなりそうです｡ 菟上遺

跡がそうした駅家や郡家に相当する遺跡かどうかはわかりませんが､ この地が日本の国家形

成にあたって､ 重要な役割を担った舞台のひとつであったことは確かです｡ 今回の報告が､

本地域が担った歴史的な役割の一端を解明できる基礎資料のひとつとなれば､ 望外の喜びで

あります｡

埋蔵文化財は､ 日本や日本人､ あるいはそれぞれの地域が歩んできた営みを､ 具体的な造

形によって現代の我々に伝えてくれるものでもあるということができるでしょう｡ それによっ

て我々は､ 過去の歴史を振り返り､ 現在立っている座標軸を確認して､ 明日への歩みを踏み

出す方向を探る道標としているのではないでしょうか｡

最後になりましたが､ 本書が過去に学んで豊かな未来像を構築するための材料のひとつと

して活用されることを期待いたしますとともに､ 県民の皆様の埋蔵文化財保存へのより一層

のご理解とご協力を念願して序文といたします｡

平成17年３月

三重県埋蔵文化財センター

� 水 康 夫所 長
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１ 本書は､ 三重県埋蔵文化財センターが平成10～12年度に調査を実施した菟上
うながみ

遺跡の発掘調査報告書である｡

２ 菟上遺跡は､ 四日市
よっかいち

市
し

伊坂町
いさかちょう

に所在している｡

３ 発掘調査は､ 近畿自動車道名古屋神戸線 (第二名神) 愛知県境～四日市ＪＣＴ建設事業とそれに接続する県
道四日市朝日線道路建設事業に伴うもので､ 調査にかかる費用は､ 前者を日本道路公団中部支社､ 後者を三
重県県土整備部が負担した｡

４ 調査は､ 三重県埋蔵文化財センターが主体となって行った｡ 調査面積は､ 範囲確認調査2,547㎡､ 本調査36,
718㎡ (ＪＨ部分29,118㎡､ 県道部分7,600㎡) である｡ 発掘調査は､ 三重県埋蔵文化財センター調査第二課
主査 (当時) 森川幸雄､ 本堂弘之の調整のもと､ 下記担当者が実施した｡

５ 第８・９・10章を除く本書の執筆は､ 調査研究１グループ技師 穂積裕昌・角正淳子､ 主査 竹田憲治が行
い､ 編集は穂積・角正が行った｡ なお､ 文貴は目次及び本文末尾に記した｡

６ 自然科学的調査として､ 下記の分析を行い､ その成果を頂くとともに､ 各一覧表などに反映させた｡

出土土器の胎土分析 ㈱パリノ・サーヴェイ 矢作健二 (第８章)
環境考古学分析・出土木製品の樹種同定 環境考古研究会・金原正明 (奈良教育大学) (第９章)
中世火葬墓群出土人骨調査 松下孝幸 (山口県土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム館長) (第10章)

７ 本書に掲載した遺構写真の撮影は､ 調査担当者及び調査作業受託機関が行い (上記掲載表参照)､ 遺物写真
の撮影は､ 竹田憲治が行った｡

８ 発掘調査から本書作成には､ 下記の方々のご指導を得た｡ 記して感謝の意を表します｡ (順不同・敬称略)
青木哲哉・赤塚次郎・石黒立人・大下明・金原正明・寺沢薫・外山秀一・橋本正博・樋上昇・深澤芳樹
町田勝則・藤澤良祐・松下孝幸・堀木真美子・城ヶ谷和広

９ 調査は､ 国土座標第Ⅵ系の座標軸に準拠して行い､ 当報告もそれに拠って記述している｡ 従って本書で示す
北は､ 国土座標第Ⅵ系の座標北を用いている｡ なお､ 真北は２分22秒､ 磁北は６度50分西に振れている｡

10 本書では下記の遺構略記号を用いた｡
ＳＨ：竪穴住居 ＳＢ：掘立柱建物 ＳＫ：土坑 ＳＸ：墓 ＳＴ：谷 ＳＺ：不明遺構 Ｐ：ピット

11 本書で使用した土層及び遺物の色調は､ 小山・竹原編 『新版標準色帳』 (９版1989) を使用した｡

12 菟上遺跡については､ 既刊 『近畿自動車道名古屋神戸線 (第二名神) 愛知県境～四日市ＪＣＴ埋蔵文化財発
掘調査概報』 Ⅱ～Ⅳ (1999～2001) にその概要を公表しているが､ 本書をもって正式報告とする｡

13 本書で報告した記録類及び出土遺物は､ 三重県埋蔵文化財センターが保管している｡

年度 調査内容 調査面積 調査担当者 調査作業受託機関

平成９年度 ＪＨ部分範囲確認調査 2,239㎡ 水橋公恵 ㈱パスコ

平成10年度
ＪＨ部分発掘調査 13,598㎡ 城吉基・穂積裕昌・水橋公恵

田中美穂

国際航業㈱

県道部分範囲確認調査 308㎡ ―

平成11年度

ＪＨ部分発掘調査 15,520㎡ 水谷裕康・穂積裕昌・船越重伸
赤松一秀・水橋公恵・新名強
田中美穂

国際航業㈱・㈱シン技術コンサル

県道部分発掘調査 7,600㎡
国際航業㈱・㈱シン技術コンサル・
㈱人間都市文化研究所
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図版１ 調査前風景/朝日丘陵南側舌

状丘陵の遺跡群

図版２ 遺跡遠景/遺跡遠景

図版３ Ｌ地区全景

図版４ 調査後遠景/Ｉ地区東端部全

景/Ｄ地区全景

図版５ Ａ地区西南部の竪穴住居群/

Ｄ地区南側からＧ･Ｈ地区全

景/Ｄ地区ＳＴ802右岸の竪穴

住居群

図版６ Ｉ地区ＳＴ803左岸側の遺構

群/Ｉ地区南側全景/Ｈ地区北

側全景

図版７ Ｅ地区完掘状況/

ＳＴ803と両側の遺構群

図版８ Ｉ地区東端の遺構群/

Ｉ地区東端とＪ地区ＳＴ801

図版９ 集落部全景

図版10 集落部近景

図版11 集落部近景

図版12 古代大型掘立柱建物群集中部

図版13 古代大型掘立柱建物群集中部

図版14 弥生掘立柱建物群

図版15 弥生の集落と中世火葬墓群/

弥生･古代の掘立柱建物近景

図版16 ＳＨ１～３完掘状況/

ＳＨ８～10･17･161完掘状況/

Ａ地区竪穴住居群近景

図版17 ＳＨ６周溝内炭化木材出土状

況/ＳＨ６周溝内炭化木材出

土状況

図版18 ＳＨ６完掘状況/

ＳＨ８･17･161完掘状況

図版19 ＳＨ15完掘状況/

ＳＨ13･16完掘状況

図版20 ＳＨ18･20･22･23･163･164完

掘状況/ＳＨ18･20･22･23･164

完掘状況

図版21 ＳＨ９～11等完掘状況/

ＳＨ26完掘状況

図版22 ＳＨ24完掘状況/

ＳＨ25･26完掘状況/

ＳＨ27完掘状況/

ＳＨ28･167完掘状況/

ＳＨ30完掘状況/

ＳＨ31･32完掘状況

図版23 ＳＨ34･74･ＳＢ204完掘状況/

ＳＨ34･74完掘状況

図版24 ＳＨ24･35･168･169完掘状況/

ＳＨ37･39完掘状況

図版25 ＳＨ42完掘状況/

ＳＨ59完掘状況

図版26 ＳＨ63･64完掘状況/

ＳＨ67･157～160完掘状況

図版27 ＳＨ71完掘状況/

ＳＨ71完掘状況

図版28 ＳＨ62完掘状況/

ＳＨ76炉出土状況/

ＳＨ76･81完掘状況

図版29 ＳＨ43･46･50･51完掘状況/

ＳＨ61･165完掘状況/

ＳＨ68完掘状況/

ＳＨ73･75･77～79完掘状況/



ＳＨ97･98完掘状況/

ＳＨ117完掘状況

図版30 ＳＨ125柱穴内の柱根出土状

況/ＳＨ127完掘状況/

ＳＨ137完掘状況/

ＳＨ141完掘状況/

ＳＨ76･150完掘状況/

ＳＨ151完掘状況

図版31 ＳＨ85完掘状況/

ＳＨ86完掘状況/

ＳＨ94完掘状況/

ＳＨ101･103･104完掘状況/

ＳＨ102完掘状況/

ＳＨ109完掘状況/

ＳＨ114完掘状況/

ＳＨ113･114完掘状況

図版32 ＳＨ87～89完掘状況/

ＳＨ118･119完掘状況/

ＳＨ99･100完掘状況

図版33 Ｄ地区ＳＴ802右岸側近景

図版34 ＳＨ128完掘状況/

ＳＨ139完掘状況/

ＳＨ140完掘状況/

ＳＨ138･147･149完掘状況/

ＳＨ142～146･148完掘状況

図版35 ＳＨ138･147･149～151･154等

全景/ＳＨ137･139･ＳＢ320完

掘状況/ＳＨ12･14･ＳＤ685完

掘状況

図版36 ＳＨ63･ＳＢ211完掘状況/

ＳＢ224完掘状況

図版37 ＳＢ223･224完掘状況/

ＳＢ240･241完掘状況/

ＳＢ241完掘状況

図版38 ＳＢ250完掘状況/

ＳＢ255完掘状況/

ＳＢ275 (弥生)･ＳＢ312(古

代)等完掘状況

図版39 ＳＢ263完掘状況/

ＳＢ284掘削状況/

ＳＢ289掘削状況/

ＳＢ335完掘状況

図版40 ＳＸ535完掘状況/ＳＴ802と

ＳＸ535･536完掘状況

図版41 ＳＸ536周溝遺物出土状況/

ＳＸ536完掘状況

図版42 ＳＸ536全景/ＳＸ536北周溝

内遺物出土状況/ＳＸ536東周

溝内遺物出土状況/ＳＸ536南

周構内遺物出土状況

図版43 ＳＸ537完掘状況/

ＳＸ537周溝上層堆積状況

図版44 ＳＴ801調査風景/

ＳＴ801木器集中部出土状況

図版45 ＳＴ801完掘状況/

ＳＴ801完掘状況

図版46 ＳＴ801南端部調査風景/

ＳＴ801南端部完掘状況

図版47 ＳＴ802最上流部完掘状況/

ＳＴ802最上流部近景

図版48 ＳＴ802最上流部遠景/

ＳＴ802最上流部完掘状況/

ＳＴ802最上流部土層

図版49 ＳＴ802上流部調査風景/

ＳＴ802上流部調査風景/

ＳＴ802上流部土層堆積状況

図版50 ＳＴ802上流部北半完掘状況/

ＳＴ802上流部底面調査風景

図版51 ＳＴ802上流部南半調査風景/

ＳＴ802上流部完掘状況

図版52 ＳＴ802下流部完掘状況/

ＳＴ802下流部土層堆積状況

図版53 ＳＴ803調査風景/

ＳＴ803完掘状況/

ＳＴ803土層堆積状況

図版54 ＳＴ804掘削前状況/

ＳＴ804上流部土層/

ＳＴ804下流部土層東側/

ＳＴ804下流部土層西側/

ＳＴ804北側土層環境考古学

分析試料採取地点/

ＳＴ804北側土層環境考古学

分析試料採取地点

図版55 ＳＴ804完掘状況/

ＳＴ804完掘状況

図版56 ＳＨ20･ＳＤ692/ＳＨ22

図版57 ＳＨ40･41･44･45･47･48･52･

72/ＳＨ40･41･72

図版58 ＳＨ53/ＳＨ54

図版59 ＳＨ55･171/ＳＨ56･57

図版60 ＳＨ70/ＳＨ80

図版61 ＳＨ96/ＳＨ106･107･110･111･

115

図版62 ＳＨ122/ＳＨ123

図版63 ＳＨ126･129/

ＳＨ126遺物出土状況/

ＳＨ129遺物出土状況

図版64 ＳＨ146完掘/ＳＨ146竈

図版65 ＳＨ166/ＳＢ203/ＳＢ205/

ＳＢ206/ＳＢ210

図版66 ＳＢ217/ＳＢ219･259･334

図版67 ＳＢ212/ＳＢ220/ＳＢ236/

ＳＢ270/ＳＢ208･218

図版68 ＳＢ227･298/ＳＢ242･243

図版69 ＳＢ265･266/ＳＢ260/

ＳＢ281･282

図版70 ＳＢ283/ＳＢ285/ＳＢ286

図版71 ＳＢ274柱穴/ＳＢ302柱穴/

ＳＫ676耳環出土状況/

ＳＺ701遺物出土状況/

ＳＸ538

図版72 ＳＸ530～534完掘/ＳＸ530/

ＳＸ530

図版73 ＳⅩ531/ＳⅩ532/ＳＸ533/

ＳＸ534

図版74 火葬墓群/ＳＸ401半裁状況/

ＳＸ402/ＳＸ404/ＳＸ408

図版75 ＳＸ405/ＳＸ407/

ＳＸ407銭貨出土状況/

ＳＸ411/ＳＸ415

図版76 ＳＸ410/ＳＸ418

図版77 ＳＸ419/ＳＸ423/

ＳＸ426半裁状況/

ＳＸ429半裁状況

図版78 ＳＸ425/ＳＸ428

図版79 ＳⅩ432/ＳⅩ433/ＳＸ443/

ＳＸ444/ＳＸ437

図版80 ＳＸ440/

ＳＸ440銭貨･数珠出土状況



図版81 ＳⅩ447/ＳＸ448/ＳＸ449/

ＳＸ451/ＳＸ452/ＳＸ453/

ＳＸ458/ＳＸ459

図版82 ＳＸ460/ＳＸ461/ＳＸ462/

ＳＸ464/ＳＸ466/ＳＸ468/

ＳＸ469/ＳＸ471半裁状況

図版83 ＳＸ473/ＳＸ475半裁状況/

ＳＸ483/ＳＸ489/ＳＸ482

図版84 ＳＸ504/ＳＸ510

図版85 ＳＸ526/ＳＸ529

図版86 出土遺物３･８･10･13･14･

17･20･53･58･67･68･69

図版87 出土遺物79･95･114･130･

132･164･190･212

図版88 出土遺物237･276･288･298･

299･302･306･307･308

図版89 出土遺物309･317･314･315･

316･318･321･322･323

図版90 出土遺物324･338･326･327･

330･344･347･348･349･354･

355

図版91 出土遺物361･383･385･386･

409･410･428･434･486･496

図版92 出土遺物498･512･513･514･

515･516･519･522･528･523･

529

図版93 出土遺物540･542･543･544･

545･546･550･552･553･554･

558

図版94 出土遺物559･560･561･563･

564･565･566･567

図版95 出土遺物568･570･571･572･

574･579･580

図版96 出土遺物581･584･585･586･

588･597･589～596

図版97 出土遺物598･599･600･601･

602･605･608･611･612

図版98 出土遺物616･618･621･622･

623･624･625･626･627･628･

630

図版99 出土遺物631･633･634･635･

637･639･640･645･651･652･

653

図版100 出土遺物654･655･656･657･

658･659･661･662･663･664･

665･666

図版101 出土遺物671･672･667･674･

675･678･682･683･684･685

図版102 出土遺物686･687･695･696･

697･706･712･716･717

図版103 出土遺物718･721･719･725･

726･728･729

図版104 出土遺物730･732･741･733･

734･742･743･744･745･746･

747

図版105 出土遺物754･759･755･758

図版106 出土遺物760･761･767･763･

764･765･772

図版107 出土遺物773･775･794･797･

798･801･799･802･804･805･

806

図版108 出土遺物807･808･809･810･

811･812･813･814･815･816

図版109 出土遺物818･819･821･823･

825･826･828･831

図版110 出土遺物832･835･841･847･

854･856･857･858

図版111 出土遺物860･863･867･869･

872･875･876･877･878

図版112 出土遺物879･880･881･882･

883～891

図版113 出土遺物895･901･897･902･

903･904･905･907･912･914･

918

図版114 出土遺物922･926･928･936･

957･961･958

図版115 出土遺物962･963･968･981･

971･976･979･983･985･999

図版116 出土遺物988･989･991･992･

994･996･997･1000･1003･

1012･1013･1015･1019･1025

図版117 出土遺物1027･1043･1048･

1049･1050･1051･1053･1057･

1058･1059

図版118 出土遺物1061･1062･1063･

1064･1065･1069･1072･1073･

1074･1075･1076

図版119 出土遺物1077･1078･1080･

1081･1082･1083･1085･1087･

1088･1090･1091･1092

図版120 出土遺物1094･1095･1097･

1098･1099･1100･1101･1102･

1104･1106･1111

図版121 出土遺物1112･1123･1126･

1127･1130･1132･1141･1144･

1145･1146･1148

図版122 出土遺物1157･1162･1168･

1181･1190･1191･1192･1195･

1197

図版123 出土遺物1198･1200･1202･

1206･1211･1233･1236･1237

図版124 出土遺物1239･1241･1240･

1242･1252･1259･1260･1261･

1262･1263

図版125 出土遺物1267･1268･1281･

1283･1308･1310･1307･1313･

1314･1315･1318

図版126 出土遺物1320･1319･1321･

1324･1325･1326･1327

図版127 出土遺物1328･1329･1333･

1335･1337･1338･1341･1342･

1344･1345･1348

図版128 出土遺物1352･1354･1355･

1357･1358･1362･1363･1364･

1365･1376

図版129 出土遺物1378･1383･1388･

1398･1400･1401･1423･1433･

1432･1435

図版130 出土遺物1434･1436･1437･

1438･1443･1440･1445

図版131 出土遺物1446～1450･1451･

1458･1474･1459･1460･1463

図版132 出土遺物1468･1469･1470･

1496･1501･1503･1504･1535･

1513･1530･1536

図版133 太型蛤刃石斧

図版134 太型蛤刃石斧/

太型蛤刃石斧･同未製品

図版135 扁平片刃石斧･同未製品



図版136 扁平片刃石斧/柱状片刃石斧/

小型柱状片刃石斧/

小型扁平片刃石斧/

石斧未製品･破損品･原材

図版137 打製石鏃/横刃形石器･石錐･

楔形石器/磨製石鏃/

スクレイパー/有溝石錘/

敲石･磨製敲石

図版138 持砥石

図版139 置砥石

図版140 置砥石

図版141 置砥石(1539･1545･1565･

1622･1642･1730･1788)/砥石

図版142 台石(1717･1783･1791･

1624･1660･1678･1782･1609･

1635･1661･1671･1781)

図版143 磨製石剣/石杵/

有溝札状石製品/石小刀

図版144 合子形石製品蓋/瑪瑙原石/

雲母原石/軽石/

ハイアロクラスタイト原石

図版145 緑色片岩原石/

楔もしくは敲石/

有磨耗面石/

その他剥片

図版146 出土遺物1794･1797･1798･

1799･1801･1802･1803･1812

図版147 出土遺物1815･1816･1818･

1824･1825･1826･1827･1828

図版148 出土遺物1830･1831･1832･

1833･1834･1835･1840

図版149 出土遺物1841･1842･1843･

1844･1845･1846･1848･1849

図版150 出土遺物1850･1852･1853･

1854･1855･1856･1859･1860

図版151 出土遺物1863･1864･1865･

1866･1868

図版152 出土遺物1870･1871･1872･

1873･1875･1876･1878･1879

図版153 出土遺物1880･1884･1885･

1886･1896･1902･1907･1911

図版154 出土遺物1921･1925･1926･

1927･1928

図版155 出土遺物1929･1930･1931･

1932･1933･1934･1936

図版156 出土遺物1937･1939･1941･

1940･1943･1946･1948･1951

図版157 出土遺物1945･1947･1949･

1956

図版158 出土遺物1955･1957･1959･

1966･1967･1968･1977

図版159 出土遺物1980･1981･1982･

1998･1983～1993･2003

図版160 出土遺物2004･2008･2009･

2020･2022･2023･2027･2028

図版161 出土遺物2030･2033･2034･

2037･2041･2042

図版162 出土遺物2043･2048･2049･

2052･2054･2055･2068･2071

図版163 出土遺物2077･2087･2093･

2110･2098･2109･2111･2113･

2133･2135

図版164 出土遺物2145･2148･2151･

2170･2171･2176･2248･2229･

2254･2258

図版165 出土遺物2270･2300･2301･

2303･2308･2309･2315･2317

図版166 出土遺物2327･2339･2369･

2371･2372･2375･2377･2382･

2384･2388

図版167 出土遺物2394･2395･2400･

2406･2409･2418･2424

図版168 出土遺物2435･2440･2457･

2469･2474･2476･2477

図版169 出土遺物2489･2495･2498･

2512･2517･2521

図版170 出土遺物2084･2085･2177･

2313･2168･2350･2571･2579･

2590･2596･2610･2611･2621･

2623･2634

図版171 出土遺物2655･2674･2680･

2651･2662･2663･2660･2665･

2666･2667･2676･2688･2670･

2672･2673･2682･2684･2686

図版172 出土遺物2687･2688･2689･

2693･2694･2696･2697･2698･
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附図１ 弥生時代遺構実測図(１：400)

附図２ 古代遺構実測図(１：400)

附図３ 中世遺構実測図(１：400)
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菟上遺跡は､ 平成５年刊行の 『三重県四日市市遺

跡地図－改訂版－』 (四日市市教育委員会) ではす

でに周知の遺跡で､ 昭和63年刊行の 『四日市市史考

古編Ⅰ』 でもその概要が紹介されている｡

第二名神自動車道路の愛知県境から四日市ＪＣＴ

に至る埋蔵文化財の調査に至る経過や体制について

は 『金塚遺跡・金塚横穴墓群・山村遺跡発掘調査報

告』 (三重県埋蔵文化財センター､ 2002年) に詳述

しているので､ ここでは時系列に沿って菟上遺跡調

査に至るまでの事項を簡単に概観するにとどめてお

く｡

������� 第二名神高速道路が四全走の高規格

幹線道路に位置付けられる

���� 名古屋市～神戸市170kmが予定路線に編

入

������� 建設省から三重県教育委員会に埋蔵

文化財の照会

���� 『伊勢湾岸道路・北勢バイパス建設予定

地内埋蔵文化財一覧Ⅰ』 として報告 (この段階での

第二名神の名称は ｢伊勢湾岸道路｣)

������ 愛知県海部郡飛島村～神戸市165km

が基本計画決定

���� 県教育委員会内に三重県埋蔵文化財セン

ター設置

����� ｢東海環状自動車道・伊勢湾岸道路・北

勢バイパスに係る埋蔵文化財保護連絡会議｣ 開催

����� 長島ＩＣ～四日市ＪＣＴが都市計画決定

��� �� 路線内の分布調査を実施

������ 『伊勢湾岸道路・北勢バイパス建設

予定地内埋蔵文化財一覧Ⅱ』 として分布調査結果を

集成

���� 路線内10遺跡111,000㎡の所在を通知

����� 飛島村～四日市市19km､ 亀山市～城陽市

68kmの整備計画が決定し､ 日本道路公団に調査指示

が出される

��!���� 上記区間が近畿自動車道飛島神戸線

(第二名神) として建設大臣から道路公団に施工命

令

��"��� 道路公団から飛島村～四日市市の平

成14年度供用開始が提示され､ これ以降､ 道路公団・

県土木部高速道推進室・県教育委員会・県埋蔵文化

財センターの四者間で埋蔵文化財調査に関する協議

開始

��#�#� 路線名が ｢近畿自動車道名古屋神戸

線 (第二名神)｣ と改称

��#�$% 埋蔵文化財センター､ 愛知県境～四

日市ＪＣＴ間の路線内を再分布調査

������ 日本道路公団名古屋建設局と三重県

の間で委託契約を締結し､ 菟上遺跡を含む４遺跡の

範囲確認調査と本調査を計画

���� 埋蔵文化財センター調査第二課に近畿自

動車道名古屋神戸線 (第二名神) 愛知県境～四日市

ＪＣＴ担当職員を配置

���� 再分布調査の結果を 『近畿自動車道名古

屋神戸線 (第二名神) 愛知県境～四日市ＪＣＴ建設

予定地内埋蔵文化財一覧Ⅱ』 としてまとめ､ 12遺跡

を報告

�������� ������� 菟上遺跡範囲確認調

査

�����$ ���$ 菟上遺跡本調査

なお､ 菟上遺跡南～南西側に計画されている朝日

インターチェンジへのアクセス道路である県道四日

市朝日線にかかる同遺跡の発掘調査についても､ 第

二名神と一体的な調査となるため､ 三重県県土整備

部の経費負担により公団事業と同時に実施した｡

調査にあたっては､ ｢県教育委員会・市町村教育

委員会人事交流要綱｣ に基づき､ 四日市市及び川越

町から職員の派遣を受け､ 調査体制の強化､ 充実を

図った｡ また､ 現地調査については､ 民間調査機関

を導入した｡
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調査は､ 第二名神高速道路路線予定地 (以下､ 公

団部分) と､ 県道四日市朝日線路線予定地 (以下､

県道部分) を対象として行った｡

以下､ 調査方法の要点を記しておく｡

��	�
� 菟上遺跡の調査は､ 高速道路のイン

ターチェンジに相当する非常に広域の面積を一挙に

発掘するものであった｡ そのため､ 調査区の設定を

事業地を通る平面直角座標系の第Ⅵ原点からの座標

値に基づいて行った｡ その具体的な方法は､ 以下の

通りである｡

① 座標値の100ｍを単位とする正方形を大地区の

境界線とし､ 菟上遺跡が含まれる地域をＡから

Ｌの大地区に分割した｡

② 大地区を南北・東西ともに北西隅を基準とした

１辺４ｍに25分割して小地区とし､ 各大地区毎

に北から南へ ｢あいうえお順｣ にあ～の､ 西か

ら東へ１～25の記号を与え､ 大地区の名称と組

み合わせて小地区 (グリッド) の名称とした

(例 ｢Ｅ－き16｣)｡

なお､ これとは別に､ 菟上遺跡の調査は道路建設

工事の進捗に合わせて当該工事部分を優先して調査

し､ その部分の終了毎に工事側へ引き渡した関係上､

上記の調査区名称とは別に､ 引渡し区域に基づいた

調査区表示も同時並存し､ 一部その名称に基づいて

遺構番号を付与したり､ 遺物取り上げを行った部分

もあった｡ しかし､ この名称の付与方法は多分に行

政的であり､ 調査時点でのこのトレンチ名による調

査区表示は本報告書では使用せず､ 調査区内の場所

表示は前述の遺跡全体に被せた小地区設定に一本化

した｡

��� 包含層より上位は､ 重機 (バックフォー)

による表土除去を実施した｡

����� 表土除去後､ 人力による包含層掘削を

実施し､ その後､ 遺構検出を行った｡

菟上遺跡の立地は台地とそこに入り込んだ谷であ

り､ 特に主要遺構面である台地部分は発掘調査直前

まで畑地として利用されていたため､ 厳密な意味で

の ｢包含層｣ はほとんど存在していない｡

����� 小地区を単位として1/40で作成し､ 略

図・土質・切り合いを記すとともに､ 遺物取り上げ

における遺構番号の注記台帳として使用した｡

������� 当センターが基本としている発掘

調査における遺構番号付与は､ ピット以外は遺構種

別を超えた遺跡毎の通し番号方式である｡ しかし､

菟上遺跡の調査は､ 広大な調査面積を短期間で調査

するという工程上､ 複数の調査班が同時併行で離れ

た調査区の調査に入るものであった｡ このため､ 土

坑・井戸・ピット等は小地区内での通し番号､ その

他は調査区域 (ほぼ当該部分を担当した調査班に対

応) 毎の通し番号とせざるを得なかった｡ そのため､

調査時点で付与した遺構番号は整理の過程で白紙に

戻し､ 遺構種別毎に遺跡全体を通した通し番号とし

た｡ さらに今回の報告にあたっては､ それを基に全

面的に改訂して遺構番号の改変を行っている (後述)｡

�� 土層や､ 詳細な図化が必要と認められた遺構

は､ 実測を行った｡ 調査区土層は1/20､ 遺物出土状

況や個別遺構の実測図は1/10の作図を基本とした｡

調査区全体の遺構実測も手描きとし､ この場合は

1/20作図とした｡ なお､ 工期との兼ね合いで､ 部分

的に航空写真測量を導入した｡

�� !"# 基本的に４×５インチ判の白黒ネガ・

カラーリバーサルで撮影したが､ 中世火葬墓等､ 遺

構によって適宜ブローニー判の白黒ネガ及びカラー

リバーサルで撮影を行った｡ 補助・メモ的に35mm判

白黒ネガおよびカラーリバーサルも使用した｡

�$ !"# 報告書掲載遺物から任意に選択し､

基本的にブローニー判白黒ネガで撮影した｡ 集合写

真などは４×５インチ判白黒ネガもしくはカラーリ

バーサルも使用している｡
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前述のように､ 今報告にあたって､ 遺構番号は全

面的な改変を行い､ 各遺構種別毎の通し番号として

いる｡ 番号の改訂にあたっては､ たとえ遺構種別が

異なっていても番号として同一のものがあると混乱

が生じる可能性を考慮して､ 竪穴住居は１～､ 掘立

柱建物は201～､ というように､ 遺構種別に関わら

ず番号自体も重複しないようにした｡

発掘調査において検出した遺構は､ ピットや性格

不明の掘り込みも含めて非常に多い｡ そのなかで､

本報告にあたって必要と判断した遺構は､ ピットを

除いて583を数えた｡ 先に示した本書における遺構

番号付与の方針に従えば､ その内訳は以下の通りで

ある｡

������������

��� !"�#��$%�&'()��*+�

,��-.)���-�*/

01"23��4%�5'+)��+/�

6��7+/(�+8.

9:
���;+8���)�

<��=/)��/).

掘立柱建物としてまとめることができなかったピッ

トに関しては､ 本報告においても調査時点の遺構名

称､ すなわち小地区毎での通し番号をそのまま踏襲

している｡

なお､ 調査時点での遺構種別を本報告で変更した

ものがある｡ 例えば､ 調査時点では溝として把握し

たが､ 検討の結果､ 竪穴住居が削平を受けて周溝の

みが残存したと判断した例などを溝 (ＳＤ) から竪

穴住居 (ＳＨ) に変更した例などである｡

これらも含め､ 調査時点での旧遺構番号と､ 整理

段階の仮遺構番号､ それに本書で提示した最終的な

新番号の対応は､ 遺構一覧表 (遺構一覧表・遺物観

察表・写真図版編 第１～24表) で行っており､ 各々

の詳細はそちらを参照されたい｡ (穂積)
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鈴鹿山系釈迦ヶ岳と根の平峠の間に端を発する朝

明川は､ 鈴鹿山麓の平野部を潤し､ 南北の低丘陵の

間に入ってそこを東流した後､ 伊勢平野の沖積部に

出て伊勢湾に注ぐ｡ 菟上遺跡は､ この朝明川が下流

の沖積地へ流れ出ようとするところの北部丘陵上に

立地する｡

北勢地域の旧郡は､ 鈴鹿山系から流れ出る河川を

軸に設定されており､ 北から員弁川流域が員弁郡､

木曽三川沿いと員弁川河口部が桑名郡､ 朝明川流域

が朝明郡､ 三滝川と内部川流域が三重郡､ 鈴鹿川下

流域が河曲郡､ 鈴鹿川中上流域が鈴鹿郡である｡

菟上遺跡の所在する朝明郡は､ このなかでも東西

に細長いのが特徴であるが､ これは東西に細長い南

北の低丘陵間 (ここでは､ 北を ｢朝日丘陵｣､ 南を

｢垂坂丘陵｣ と呼称することにする) の距離が短い

ことによる｡ この東西に長い回廊状を呈した朝明川

流域を丘陵や河川の在り様で仮に区分すると､ 鈴鹿

山麓の平野部を流れ､ 有力支流である杉谷川や田光

川の流域でもある区域を上流､ 南北丘陵間を流れる

間を中流､ 距離的には極めて短いものの丘陵を出て

河口までの沖積平野を流れる間を下流とすることが

できるであろう｡ 菟上遺跡は､ この区分に従えば､

中流域でも下流への出口に近い右岸の河岸段丘上に

立地する｡

以下､ こうした地理的な区分を念頭におき､ かつ

隣接する員弁郡や三重郡の遺跡の動向も踏まえなが

ら､ 菟上遺跡が所在する地域の歴史的な変遷の概略

を示しておこう｡

	
��

旧朝明郡域における遺跡分布の中心は､ 現在の菰

野町域となる鈴鹿山麓の朝明川上流部の河岸段丘上

に集中している｡ 同様の状況は､ 北勢地域でも屈指

の縄文遺跡の分布域である旧員弁郡域でも指摘する

ことが可能で､ 大安町照光寺遺跡・北勢町覚正垣内

遺跡・川向遺跡､ それに大量の草創期矢柄研磨器が

出土して注目された員弁町北野遺跡など有力遺跡の

多くは員弁川でも上流域となる員弁川右岸の鈴鹿山

麓と､ 養老山系と員弁川に挟まれた員弁川上流左岸

の河岸段丘上に展開している｡ この員弁川上流部

と朝明川上流部には､ 中流域の朝日丘陵のような両

地域を地形上明瞭に隔てるようなものは存在せず､

せいぜい入り組んだ低丘陵が入る程度である｡ 従っ

て､ 縄文時代の遺跡は､ 員弁川上流部に分布の中心

があり､ そこから展開するかたちで鈴鹿山麓として

地形的にはひと繋がりである朝明川上流域にも生活

圏が及んでいたものと解釈される｡

菟上遺跡が存在する朝明川中流域以下では､ 現在

のところ断片的な遺物の出土にとどまっており､ こ

の時代､ こうした低地部に人間集団の生活の場が定

着することは本格的には到来していなかったものと

判断される｡

����

本格的な農耕文化が列島に定着する弥生時代は､

主体的な遺跡立地が農耕に適した沖積地低地部へと

転換する時期であるが､ 朝明川流域では稲作を携え

てきた集団の査証と考えられる前期遠賀川系土器の

出土は未だ確認されていない｡ この点で､ 前期でも

新しい段階ながら遠賀川系土器が出土し､ 同段階の

環濠まで確認された四日市市永井遺跡や大谷遺跡が

所在する三滝川流域 (旧三重郡域) よりも相対的に

開発が後進的であったことが窺える�｡ このことは､

たまたま発掘調査で確認できた前期遺跡が三滝川水

系に偏っただけで､ 朝明川水系でも未発見の前期遺

跡が今後確認される可能性もないとはいえないが､

現時点では流域面積も広く､ 相対的な農耕適地も多

かったと推定される三滝川水系に､ 農耕文化受容の

条件的優位性があったとみるべきであろう｡

現状の資料に拠る限り､ 朝明川流域の本格的な遺

跡形成は､ 弥生時代中期､ 多くは中期後葉以降にあ

るが､ ある程度遺跡の詳細が判明している遺跡は今

回報告する菟上遺跡の他､ 山村遺跡�や久留倍遺跡�

など朝明川中流域の南北丘陵上もしくは丘陵斜面と

いったいわば台地の遺跡が中心である｡

このうち､ 菟上遺跡と山村遺跡は谷を挟んで隣接

する遺跡で､ 菟上遺跡では竪穴住居120基､ 掘立柱

建物33棟 (中期部分) を含む大規模な集落域が､ 山
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村遺跡では方形周溝墓群が確認されている｡ また､

菟上遺跡とは谷を挟んだ西側の丘陵 (重地山) では

かつて銅鐸 (伊坂銅鐸；現在四日市市立博物館蔵)

が出土しており､ 集落域である菟上遺跡を中心に､

西に祭祀物埋納地､ 東に墓域が存在することになる｡

これに対し､ 低地部の遺跡については､ 辻子遺跡

を除いてまだまだ不明な点が多く､ 今後の調査の進

展を待つ部分が大きい｡ しかし､ そのなかにあって､

四日市市下之宮遺跡は立会い調査を経たのみである

が比較的良好な遺物の出土がある�｡ 遺物分布範囲

が広汎にわたることや､ 朝明川が下流河口部へ流れ

出ようとする口元に位置するという遺跡立地上の特

徴も勘案すると､ 下之宮遺跡は朝明川水系を代表す

る沖積部の拠点集落であった可能性が高い｡ この場

合､ 前述の辻子遺跡は､ 右岸の下之宮遺跡のちょう

ど対岸 (北岸) に位置しており､ 注目される｡

後期になると､ 朝明川北岸の金塚遺跡�や城ノ谷

遺跡�､ 西ヶ広遺跡�､ 南岸の山奥遺跡�等新たな集

落形成が始まる他､ 前述の久留倍遺跡では集落の最

盛期を迎える｡ また､ 金塚遺跡では､ 竪穴住居埋土

より銅鐸片が出土しているが､ これは本来共同体を

単位として埋納されていた銅鐸の使用形態とは異な

るあり方と捉えられるかもしれない｡ 一方､ 菟上遺

跡等は衰退期を迎え､ 地域内の集落の改変が行われ

たようである｡

このように､ 中期以降､ 朝明川水系の弥生遺跡は､

沖積地の状況に不明な点を残すとはいえ､ 主に中期

後半以降､ 銅鐸を保持し (伊坂銅鐸)､ 丘陵部を中

心に広く集落が展開するようになる｡

���	

以上のように弥生時代中期後半から後期にかけて

弥生集落が発展した朝明川中下流域であるが､ 古墳

時代に入ると前期古墳としては前方後円 (方？) 墳

の志�神社古墳
 (全長60ｍ) が所在する程度で､

鈴鹿川流域などと比べた場合､ 古墳の築造という点

ではさほど有力な地域ということはできず､ 集落で

も今のところ大規模なものは知られていない｡ ただ､

例えば菟上遺跡でも前期～中期前半の古墳から出土

することの多い石製合子が出土しているなど､ 未発

見もしくは既に消滅した当該時期の古墳は多少存在

する可能性はある｡

こうした状況は中期に入っても同様で､ 全国的に

地域内の最大クラスの古墳が築造される時期ではあ

るが､ 当水系では朝明川右岸の丘陵上に存在する広

古墳群程度しか有力なものは見られず､ その広古墳

群にしても前方後円墳を含まない方墳群� (一辺31

ｍのＢ１号墳が最大) である｡

このように､ 古墳の築造という視点では特別大規

模な前期・中期古墳もなく､ 朝明川水系の地域的な

発展の跡付けはなかなかしづらいのが現状である｡

しかし､ 5世紀末以降､ 大型の古墳こそないものの､

埴輪をもつ群集墳や優秀な副葬品をもつ古墳が築造

されるようになる｡

さらに､ 本地域は､ 横穴墓の確認例が少ない旧伊

勢国にあって､ 広永横穴墓群や金塚横穴墓群､ 死人

谷横穴墓群など複数の横穴墓群が確認されている特

異な地域である�｡ このことは､ 古墳時代後期に至っ

て､ 横穴墓を奥津城とした非在地の氏族が当地域へ

新たに移住してきた可能性を示すものといえよう｡

出土地の特定に問題は残るが､ 死人谷横穴では金銅

装環頭大刀の出土があることも注目できる｡

以上のような後期古墳・横穴墓群の活発な展開は､

新たな集団の移住の可能性も含め､ 当該期になって

当地域の開発が相当に進んだことを示していよう｡

ところで､ 『日本書紀』 雄略18年条には､ 大和朝

廷に対して ｢伊勢朝日郎｣ が反乱を起したという記

述がみられる｡ ここでいう ｢朝日｣ に関しては､ 地

名と解した場合､ 朝明郡とみる説と､ 現在の松阪

市の阿坂とみる説�の二つの有力仮説がある｡ この

反乱伝承が一定の歴史的事実に基づき､ かつ雄略の

実年代を５世紀後半のある時期に求めた場合､ いず

れの地域にも大和王権に対向しうるほどの勢力の存

在を古墳規模からは認めることはできない｡ しかし､

当地域を考えるうえで極めて重要な一文であること

には違いなく､ ｢朝日｣ が朝明を示すかどうかも含

めて､ 今後､ さらなる検討を要しよう｡

�	

古墳時代後期以降の急速な当地域の発展は､ 古代

以降へも引き継がれたとみられる｡

朝明郡における古代の公的施設については､ 郡家

の他､ ここを通っていた古代東海道に伴う朝明駅家

の存在が想定されている｡ このうち､ 朝明郡家は､

― 8―





672年の壬申の乱において大海人皇子 (後の天武)

軍が往路とした時､ 迹太川 (トオ川) のほとりでア

マテラスを遥拝した後､ 川を超えて郡家に入ったと

の記載がある (『日本書紀』)｡ 今は迹太川という呼

び名は残っていないが､ 近年､ それを海蔵川にあて

る説�が提起されている｡

さて､ 朝明川流域で確認されている古代の大型掘

立柱建物を伴う有力遺跡には､ 南岸では久留倍遺跡､

北岸では西ヶ広遺跡と菟上遺跡があり､ 壬申の乱当

時の古代東海道は､ この両遺跡の間の谷筋を抜けて

桑名方面へ至った可能性が説かれている｡ しかし､

平成14年から15年度の四日市市教育委員会の調査に

よって､ 久留倍遺跡が､ 七世紀後半の区画施設を有

する規則的に配置された大型掘立柱建物群や８世紀

の正倉が確認されたことから､ 朝明郡家であったこ

とがほぼ確定された�｡

『日本書紀』 の記述と朝明郡家 (評家) や駅家､

久留倍遺跡､ それに朝明川北岸の有力遺跡である菟

上遺跡や西ヶ広遺跡などがどのように関連するのか

など今後の課題も大きいものの､ 朝明郡の古代の公

的施設研究に対する一定の基礎資料と方向性が定ま

りつつあるといえるのではなかろうか｡

ところで､ 古代朝明郡は､ 秦氏をはじめ､ 渡来系

の氏族の存在が文献資料から窺い知れており､ 前出

の久留倍遺跡も本来は ｢クレベ｣ (呉部) であり､

久留倍遺跡の脇に存在している式内長倉神社を朝明

郡に住したとされる秦長倉連の関連で捉えようとす

る向きもみられる�｡

これに関連して､ 朝明川北岸の朝日丘陵一帯には､

北山遺跡�や新野遺跡�をはじめとして鞴羽口や鉄滓

を出土する遺跡が多く､ 古代においてはこの丘陵で

活発な鉄器生産ないしは加工が行われていた痕跡が

明瞭である｡ 現時点ではこれがどこまで遡るかは不

明といわざるを得ないが､ こうした最新の技術に渡

来系の集団が関わっていた可能性が高かろう｡ いず

れにせよ､ 古代朝明郡は鉄関連の生産もしくは加工

遺跡が広汎に存在するのがひとつの特徴�であり､

それを郡の特産としていた節もある｡ この場合､ 前

出の雄略紀朝日郎が朝明郡の豪族であったとするな

ら､ ｢官軍｣ の二重の甲を通す武人として描かれて

いることから､ 朝明郡は優秀な鉄製武器を調達でき

る地域という認識が記紀編纂当時には存在していた

可能性を示すものであろう｡ 古墳時代後期に横穴墓

を残した集団との関連も含め､ 今後の課題である｡

��

朝明郡の中世前期を語るうえで重要な鍵を担うの

は､ 伊勢神宮関連の御厨・御薗の存在である｡ この

うち､ 弘永御厨は､ 現四日市市広永町がその遺称地

とされているが､ 辻子遺跡では平安時代後期から鎌

倉時代の有力掘立柱建物群や多数の墨書土器が出土

しており､弘永御厨の中心域であった可能性が高い	｡

中世後期は､ 当地では有力な守護大名が成長せず､

国人・地侍層による地域的一揆体制 (いわゆる ｢北

方一揆｣) が当地を支配した｡ 菟上遺跡の対面に存

在する伊坂城は､ 15世紀からの遺物が認められ､ ま

さに一揆を構成した有力国人層による築城であろ

う
｡

また朝明郡は､ 東海道と､ 近江と桑名を結ぶ八風

街道が交差する場であり､ 伊勢湾と通じる朝明川水

運ともあわせ､ 水陸交通の要衝として重要な位置を

占めていた｡ 今後､ こうした街道筋の集落の様相も

解明されていくことが期待される｡ (穂積)
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� 代表的な報告書に下記のものがある｡ 北勢町教育
委員会 『川向遺跡発掘調査報告』 1993､ 三重県埋
蔵文化財センター 『覚正垣内遺跡発掘調査報告』
2003

� 四日市市 『四日市市史第二巻 資料編考古Ⅰ』
1988

� 三重県埋蔵文化財センター 『山村遺跡 (第２次)
発掘調査報告』 2004

� 四日市市教育委員会が継続調査中
� 穂積裕昌 ｢北伊勢の弥生集落｣ 『研究紀要第13号』
三重県埋蔵文化財センター 2003

� 三重県埋蔵文化財センター 『金塚遺跡・金塚横穴
墓群・山村遺跡発掘調査報告』 2002

� 三重県埋蔵文化財センター 『城ノ谷遺跡発掘調査
報告』 2004

� 三重県教育委員会 『東名阪道路埋蔵文化財調査報
告』 1970

	 四日市市教育委員会 『山奥遺跡Ⅱ』 2004

 伊勢野久好ほか 『前方後円墳集成中部版』 山川出
版社 1992

� 四日市市 『四日市市史第三巻 資料編考古Ⅱ』
1993
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菟上遺跡は､ 朝明川下流部左岸 (北岸)､ 標高40

ｍほどの舌状丘陵南斜面及び東方の谷水田に立地し

ている｡

この舌状丘陵 (小尾根) は､ 朝明川流域と員弁川

流域を南北に画する朝日丘陵から南側へ派生したも

ので､ 菟上遺跡周辺にはこのような舌状丘陵が他に

もいくつか所在している｡ このなかには､ 菟上遺跡

以外にも山村遺跡や城ノ谷遺跡のように弥生時代遺

構が確認された遺跡がある他､ すでに開発により原

地形の改変を受けているものの､ かつて弥生時代の

遺物が採集されている地点も多く､ 本来こうした舌

状丘陵上には弥生集落が広汎に存在していた可能性

が高い｡

このうち､ 菟上遺跡が立地する舌状丘陵は､ 北側

から南側に向けて緩やかに傾斜する丘陵である｡ 丘

陵の大きさは丘陵南端部から舌状部の開始起点まで

南北方向に１km､ 最大幅が東西方向200ｍを測る南

北に長いもので､ 丘陵南端部には式内菟上神社を取

り込んでいる｡ 菟上遺跡は､ この舌状丘陵の南側斜

面に立地するが､ 今回の調査部分は丘陵内でも広大

な平坦面を形成する段丘中位面に相当しており､ 調

査区の北端から40ｍで再びコンターラインが上昇に

転じる｡ つまり､ 調査区北側は､ あと40ｍは調査区

から連続する緩やかな平坦部として続いており､ 遺

跡範囲の北端を示している可能性がある｡

この舌状丘陵の東西両脇は谷によって区画されて

おり､ 東側の谷 (｢ＳＴ801｣ として把握し､ 一部は

今回の発掘対象) は次の舌状丘陵まで約120ｍ､ 一

方､ 西側の谷 (古代の溝などが確認された重地遺跡

として把握) は次の舌状丘陵 (伊坂遺跡・伊坂城が

載る部分) まで約120ｍを測る｡

菟上遺跡は､ 以上のように丘陵とはいっても緩や

かな平坦面を形成している部分に立地しているとこ

ろが大部分である｡ しかし､ 平坦面とはいっても､

細かく見るとこの内部にはＳＴ802・803・804とし

て把握した開析作用で形成された小支谷がＹ字状に

入り込んでおり､ それぞれ出土遺物もある｡

つまり､ 菟上遺跡は､ 東西を谷によって画された

南北に長い舌状丘陵の南側斜面にある平坦部分に形

成された遺跡で､ 内部には開析作用で形成された小

支谷を取り込み､ そこからの出水は両脇の谷筋へ排

出される特徴を有する｡
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菟上遺跡は､ 谷を除く調査範囲の多くの部分 (特

に南側・東側) が平坦面であるため､ 後世の耕作の

影響を受けて削平と流出が激しく､ 台地部 (集落域)

での層の堆積を極めて単純なものとしている｡

調査区北西側 (ほぼ大地区のＡ・Ｄ区に相当) の

みは､ 表土下に30cmから深い部分では90cmに及ぶに

ぶい黄褐色粘質土の堆積があり､ その下位が黄褐色

粘質土の地山となる｡ この堆積土は､ 須恵器等も包

含されていたものの､ 均質で汚れがなく非常に締ま

りのない土質で､ 一気に堆積が進んだ状況が窺えた｡

例えば､ 丘陵上部が豪雨で崩れ､ 一気にその土が押

し寄せたような状況が想定される｡

一方､ 調査区の北東側 (丘陵上部へ続いていく部

分) は､ 表土下に小礫を含む明黄褐色土があるもの

の､ その下位はすぐ地山となる｡ 遺構は､ 地山を掘

り込むかたちで形成され､ 多くの部分で埋土が暗褐

色土となっている｡

ただし､ 上記のような､ 表土と遺構検出面となる

地山との間に間層を挟むのは調査区全域に及んでい

るわけではなく､ 多くのところで表土直下が遺構検

出面である黄橙色粘質土の地山となっている｡

以上のように､ 菟上遺跡の基本層序は､ 調査区北

西部で一部堆積土も存在するものの､ その部分も含

めて遺構は弥生時代遺構から近現代の攪乱溝に至る

までいわゆる ｢地山｣ 上だけの単一面で検出できる

単純なものということができる｡ そういう意味では､
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菟上遺跡では､ 各時代に形成された包含層が堆積し､

それぞれの下面が遺構検出面になるという状況は存

在せず､ 耕作土と遺構検出面の間にはせいぜい１層

程度の遺物包含具合の少ない土層が堆積するにすぎ

ない状況であるといえよう｡

従って､ ｢包含層｣ 出土遺物とは､ 多くの場合､

表土・耕作土や遺構検出の過程で遺構上面が削られ

て出土した遺物が多くを占め､ 厳密な意味での包含

層出土遺物は非常に少ない｡
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菟上遺跡の遺構配置は､ 上述の谷と小支谷 (ＳＴ

801・802・803・804) の貫入によって､ 主要な遺構

の分布域は､ 地形的には大きく４つの遺構集中部分

に区分してみることも可能である｡ すなわち､ ＳＴ

802の西側 (右岸側) の尾根筋､ ＳＴ802とＳＴ803

の間の平坦部､ ＳＴ803とＳＴ801の間の平坦面､ そ

れにＳＴ802とＳＴ804の間の尾根筋である｡

しかしながら､ 実際の遺構配置は､ こうした谷で

東西が明瞭に区画されていると捉えるよりは､ 谷を

ぐるりと囲む形で大きなひとつのまとまりとして捉

えられる部分も大きい｡ 以下､ 遺構の存続時期別に､

菟上遺跡における大まかな遺構配置の状況を確認し

ておきたい｡
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ＳＴ802の谷頭を回転軸の起点としてＳＴ802を大

きく取り囲む遺構群 (西群) と､ ＳＴ803の谷頭部

分を起点に北側へ扇状に取り囲む遺構群 (東群) と

いう､ 大きな２群に区別すると捉えやすい｡ そのう

えで､ 例えば西群のなかでもＳＴ802の右岸尾根筋

の竪穴住居を中心とした遺構群というような､ さら

に細かい単位での遺構群の抽出が可能である｡ この

ことは､ 特に西群において､ 竪穴住居や掘立柱建物

の基軸方向が､ 谷の方向と照応するように取り囲ん

でいることからも窺える｡

弥生遺構西群と弥生遺構東群の境は､ ちょうど

ＳＡ365あたりにあり､ このＳＡ365が簡略な施設な

がら東西両群を区画する目安のような役割を担って

いた可能性がある｡

西群の北西側は､ 調査区の制約のためその全域を

把握できないが､ 調査区外のコンターラインの状況

からは調査区境から北西側へ最大20ｍ程度行ってか

ら丘陵の傾斜が急角度に転ずるので､ 最大20ｍの範

囲くらいまではこのまま遺構形成が続いている可能

性が高い｡

一部重複する部分もあるが､ 竪穴住居や居住関係

の遺構群は菟上遺跡でも北側に展開するのに対し､

３基確認された方形周溝墓は南側に所在する｡ ただ

し､ 両者の間に確認できる区画施設はない｡ また､

ＳＴ801右岸側は､ かなり南側まで回り込んでくる

が､ 方形周溝墓の築造は認められなかった｡

そして､ 弥生遺構西群は､ 竪穴住居を中心に棟持

柱式を含まない比較的小規模な掘立柱建物が集中し

て整然と配置されているのに対し､ 弥生遺構東群は

大型の竪穴住居や棟持柱式大型掘立柱建物も含む大

きな建物を中心とした遺構が比較的散在している｡

つまり､ 菟上遺跡弥生遺構は､ やや性格が異なり

そうな居住関係遺構群の大きな２群が､ 東西に並ん

で存在する構図をみることができよう｡

�����

菟上遺跡における古墳時代遺構 (前～中期遺構)

は､ 前代からは大幅に減って､ ＳＴ802の谷頭部に

少数の土坑と丘陵平坦面東側に１基の竪穴住居が確

認されたのみである｡ とても配置を語るほどの遺構

数はないが､ １基とはいえこの時期の竪穴住居が一

応確認できたことは重視してよかろう｡

����

菟上遺跡では､ いわゆる古墳時代型の須恵器をも

つ遺構であっても､ 当該須恵器の暦年代自体がいわ

ゆる飛鳥時代以降に相当しそうなことから､ ５世紀

以前の遺構との断絶性､ 逆に奈良時代以降の遺構と

の連続性も考慮して､ 古代に措定している｡

この時期の遺構は､ ＳＴ802の周囲は極めて疎ら

な状態で存在するのに対し､ ＳＴ803の谷頭を中心

とした部分 (弥生遺構東群の分布域とほぼ重なるが､

それよりもやや広め) に大型掘立柱建物を含む掘立

柱建物・竪穴住居が密集状態で存在している｡

また､ 弥生時代遺構が確認できなかったＳＴ803

とＳＴ804の間の尾根筋にも､ 竪穴住居１基を確認
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したのをはじめ､ ＳＴ804の左岸側には１基ながら

横穴墓の築造も確認した｡

つまり､ 古代遺構は､ ＳＴ803の谷頭を中心とし

た部分に集中域があり､ さらに非常に疎らながらそ

の分布は今回の調査部分全域に広がっていることが

確認できる｡

����

中世遺構は､ 中世前期と中世後期 (戦国期) に分

けることができる｡

まず､ 中世前期はＳＴ802とＳＴ804の間の尾根筋

に掘立柱建物と木棺墓と推定される土坑の集中部分

があり､ さらにＳＴ802とＳＴ803を覆う平坦部分で

も､掘立柱建物や溝などが散在している｡ また､ＳＴ

802に注ぎ込むＳＤ693は､ この時期に形成されたも

のである｡

一方､ 中世後期戦国期の遺構は､ ＳＴ802とＳＤ

693の名残の低湿部を囲む部分 (特にその東側) に

のみ､土坑墓の集中として認められる｡これら遺構は､

一部切りあい関係をもつものもあるが､基本的には

あまり切り合うことなく整然とした配置にあり､計

画的に一気に形成されたものと推定される｡ (穂積)
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をつけずにたんに ｢○○方形｣ とした｡ この他､ ご

く少数の事例として､ 円形と五角形がある｡

以下､ この類型を踏まえて個々の竪穴住居を具体

的にみていきたい｡ なお､ この竪穴住居の平面分類

は､ 後述の古代の竪穴住居を把握する際にも参照す

る｡

� ��

���

��	 方形ないしは長方形 
� あり

� 3.3ｍ以上×2.3ｍ以上 ��� ８㎡以上

�� ３cm ��� 32cm ��� ９cm

���� ���→ＳＨ２→ＳＨ３

���� ＳＨ２周溝の内側で別の周溝が検出でき

たことから竪穴住居として認定した｡ 周溝の南西隅

だけが残存したもので､ 全体規模は不明だが､ 方形

ないしは長方形プランの竪穴住居と推定できる｡ た

だし､ 炉の位置を竪穴住居中央と仮定すると､ 東西

4.4ｍ×南北4.4ｍ､ 面積19.4㎡の平面プランの竪穴

住居に復元できる｡

���

��	 短辺膨形長方形 
� あり

� 6.6ｍ×4.7ｍ ��� 27㎡

�� ４cm ��� 18cm～35cm

��� ９cm

���� ＳＨ１→���→ＳＨ３

���� 短辺側がやや胴張り傾向をもつ長方形プ

ランの竪穴住居で､ 中央やや北側に炉跡をもつ｡

���

��	 隅丸長方形

� 7.1ｍ×5.1ｍ ��� 30㎡

�� 17cm ��� 20～44cm

��� ９cm

���� ＳＨ１→ＳＨ２→���

���� 平面形態は厳密には台形状のやや歪なプ

ランをとる｡

���

��	 隅丸方形

� 4.1ｍ×3.8ｍ ��� 16㎡

�� ９cm ��� 20cm ��� ３cm

���� ＳＨ５→���

���� 周溝は､ 南壁で一部残存しただけで､ 全

体に流出が激しい｡ プランもやや歪で､ 竪穴住居と

してはやや疑問も残る｡ ただし､ 住居内のピットか

ら磨製石剣が出土するなど注目すべき遺物が出土し

ており､ この遺構自体にやや特殊な機能があった可

能性もある｡

�� 

��	 隅丸長方形ないしは長方形

� 4.2ｍ以上×4.2ｍ ��� 18㎡以上

�� ９cm ��� 28cm ��� 11cm

���� �� →ＳＨ４､ ＳＨ７との関係は不明

���� 周溝隅にやや丸みがあるものの､ 周溝自

体は全体的に直線的な形状を示す｡ 周溝床面から小

ピットが複数個確認されており､ 壁立式の住居であっ

た可能性もある｡ 住居床面から置砥や扁平片刃石斧

が出土している｡

��!

��	 長方形 "#$ あり

� 5.1ｍ×4.4ｍ ��� 22㎡

�� 26cm ��� 45cm ��� ７cm

���� ＳＨ23→��!､ ＳＨ163→��!

���� いわゆる火災住居である｡ 周溝には火災

で炭化した細い棒材が直立しており､ これ自体が壁

の基礎になるのか､ 縦壁材を受け支えるための構造

材になるかは不明ながら､ 本住居が壁立式であった

ことを示している｡ また､ 住居の南西側主柱穴は円

形の貯蔵穴と重複しており､ 主柱穴のひとつが壁際

の貯蔵穴内に設けられていたことがわかる｡

��%

��	 隅丸長方形か

� 4.5ｍ以上×3.0ｍ以上 ��� 14㎡以上

�� 10cm �� 不明

���� ＳＨ５と重複するが､ 切り合い不明

���� ＳＨ５との重複のため全体に残りが悪く､

また北側は調査区外となる｡ 主柱穴も今ひとつ明瞭

でない｡

��&

��	 長方形 
� あり

� 3.0ｍ以上×3.0ｍ ��� ９㎡以上

�� ６cm 周溝幅 24cm ��� 11cm

���� ＳＨ17→ＳＨ161→��&

���� ほぼ同一地点で重なる３基の竪穴住居の
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一角にある竪穴住居のうちのひとつである｡ 古代の

ＳＨ20・22を除く３基の切り合い関係は平面では確

認できなかった｡ しかし､ 本住居からは弥生時代後

期の遺物が出土しており､ ３基のなかでは最も新し

い所産である可能性がある｡ 住居構造としては､ 長

辺側の中央部分が緩やかに膨らむ胴張り形状をとる

のが特徴である｡ 住居の壁に近い部分から遺物の出

土がある｡

����

��� 方形もしくは長方形

�	 3.5ｍ以上×3.0ｍ以上 
�� 11㎡以上

� １cm ��� 26cm �� ６cm

���� 重複不明の����・164→ＳＨ18→

ＳＨ20・22 (古代)

���� 検出面の状況が悪く､ 住居の北西隅の一

画を確認しただけである｡ ＳＨ18・23・164は切り

合いを重ねた一連の住居と思われる｡

�����

��� 方形もしくは長方形

�	 3.8ｍ以上×1.9ｍ以上 
�� ７㎡以上

� ２cm ��� 32cm �� ８cm

���� 重複不明のＳＨ23・���→ＳＨ18→

ＳＨ20・22 (古代)

���� 本住居もＳＨ23同様､ 住居の北西隅の一

角が確認されただけである｡ ＳＨ18・23・164のな

かでは､ 本住居が住居辺の形状が最も直線的で､ 住

居隅の屈折もほぼ直角に折れる｡

����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

�	 2.8ｍ以上×1.8ｍ以上 
�� ５㎡以上

� 17cm ��� 36cm �� ３cm

���� なし

���� 流出等により､ 住居の一角が確認された

だけであるが､ 周溝の隅丸形状は本住居址の形状を

よく留めている｡ なお､ 新たな竪穴住居としての追

加はしなかったものの､ 本住居の周溝に重複する平

面Ｌ字状の小溝があり､ あるいはもう１基別の竪穴

住居が存在していたのかもしれない｡

����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

�	 2.7ｍ以上×1.7ｍ以上 
�� ５㎡以上

� ２cm ��� 28cm �� 21cm

���� なし

���� 調査区の端に所在するため住居の南西隅

を確認したのみである｡ ただ､ 別の周溝状の小溝が

本住居と重複している状況があるので､ あと１～２

基の住居が存在したのかもしれない｡

����

��� 長方形 �� あり

�	 5.8ｍ×4.4ｍ 
�� 26㎡

� ８cm ��� 34cm �� ８cm

���� 認定していないが､ もう１基有る可能性

あり

���� 単独の長方形状の竪穴住居とみられるが､

北側周溝の内側にもう１本別の小溝があり､ あるい

はもう１基竪穴住居が重複していて､ ＳＨ25はその

住居を建て替えた可能性もある｡ ただし､ 主柱穴は

未確認で､ 住居として若干疑問も残る｡

����

��� 短辺膨形長方形 �� あり

�	 8.8ｍ×6.5ｍ 
�� 55㎡

� 17cm ��� 42cm �� 12cm

���� ＳＨ29→����

���� 住居の短辺側のみ中央部がやや膨らむ胴

張り形状を採るが､ 長辺側は直線的である｡ 炉跡と

推定される焼土は住居中央よりもやや西寄りのとこ

ろに存在する｡ 住居床面にはこの焼土以外にも小規

模な焼土層がいくつか存在するが､ いわゆる火災住

居でもなく､ その性格は不明である｡ 北側周溝中央

のやや内側には､ 主柱穴とほぼ同大のピットがあり､

あるいは貯蔵施設かとも推定される｡ 周溝に転落し

た状態で､ 遺物が出土している｡

��� 

��� 短辺膨形長方形 �� あり

�	 4.9ｍ以上×4.7ｍ 
�� 23㎡以上

� ７cm ��� 38cm �� ５cm

���� ��� →ＳＨ30､ＳＢ330との前後は不明

���� 南側に向けて流失が著しく､ ＳＢ330を

構成する柱穴との切り合い関係は判然としなかった

が､ 東側がＳＨ30に切られていることは確認した｡

長辺側の周溝は直線的であるが､ 短辺側となる北周

溝は僅かながら外側に膨らみ､ 胴張り形状を採る｡
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乏しく､ 削平のため不明な部分も残るものの残存部

分から判断する限り短辺部が ｢く｣ 字形となって､

全体として変形の六角形になる可能性もある｡

����

��� 長方形 �	 あり


� 6.0ｍ×4.7ｍ �� 31㎡

�� 10cm ��� 36cm ��� 11cm

���� ＳＨ50→����→ＳＨ51 (古代)

ＳＨ46→����

���� 古代の竪穴住居ＳＨ51も含め４基重複し

て存在する竪穴住居のひとつである｡ 周溝の一部が

削平のため欠損するが､ 主柱穴､ 周溝とも比較的明

瞭である｡ 住居南東コーナーから南側へ排水溝が延

びる｡ なお､ 重複する４基の竪穴住居に伴う周溝以

外にも周溝状の小溝があり､ 周溝残欠とするとさら

に多くの竪穴住居が集中していた可能性がある｡

����

��� 短辺膨形長方形 �	 あり


� 推定9.5ｍ×6.6ｍ �� 推定59㎡

�� 17cm ��� 40cm ��� 10cm

���� ����→ＳＨ43→ＳＨ51 (古代)

���� 主柱穴の掘形長径が最大で２ｍ､ 深さ１

ｍを測る大型の竪穴住居である｡ 南側周溝を削平の

ため欠損するが､ 主柱穴と周溝の位置関係が明瞭な

北半分の状況で全体形を復元した｡ この北側では､

周溝と主柱穴列 (北側の東西列) にやや距離があり､

この主柱穴列と平面的に二等辺三角形を形成する位

置に単独の柱穴がある｡ 同様な状況は､ 逆側となる

南側の主柱穴列でも認められる｡ つまり､ この２柱

穴は､ 竪穴住居の主柱穴からみて､ いわゆる棟持柱

を形成する位置にある｡ こうしたことから､ 本住居

では､ 周溝は方形を指向するものの､ 主柱穴の平面

形でみると広い床面積を維持するため､ ４本の主柱

穴と２本の棟持柱で屋根を維持していた住居であっ

た可能性がある｡

����

��� 長辺膨形長方形？


� 4.2ｍ以上×3.3ｍ �� 14㎡以上

�� ５cm ��� 30cm ��� 11cm

���� ����→ＳＨ43

���� 小型の竪穴住居であるが､ 主柱穴はＳＨ

43北側の２柱穴のみ確認できる(北西主柱穴はＳＨ

43床面で検出)｡切り合い関係からＳＨ43に先行する｡

����

��� 方形もしくは長方形


� 2.4ｍ以上×1.1ｍ以上 �� ３㎡以上

�� ２cm ��� 24cm ��� ４～６cm

���� ����→ＳＨ41 (古代)

���� 削平のため､ 住居北東コーナーの一部が

検出されただけであるが､ Ｌ字状に屈折する周溝状

の小溝が確認されたことから竪穴住居として認定し

た｡

����

��� ほぼ正方形


� 6.2ｍ×6.0ｍ �� 37㎡

�� ４cm ��� 50cm ��� ５cm

���� ����→ＳＨ56(古代)とＳＢ246(古代)

���� 削平を受け､ 周溝は北側を中心とした一

部のみであるが､ 南側周溝の一部も残り､ 一応住居

規模は確認できる｡ 主柱穴も明瞭である｡ 北東隅及

び北西隅の周溝は､ 外側は明瞭に屈曲するが内側は

やや丸みを持っており､ シャープさに欠ける｡

��� 

��� 短辺膨形長方形 �	 あり


� 8.1ｍ×5.6ｍ �� 45㎡

�� ２cm ��� 52cm ��� 10cm

���� なし

���� 削平のため周溝はＬ字状に一部が残るだ

けであるが､ 主柱穴は３個が確認でき､ その位置関

係から大略の規模を復元した｡ 主柱穴は､ 長径3.1

ｍ×短径2.7ｍ程度の長方形を構成するように配置

されているが､ これは周溝からみた竪穴住居全体の

平面形よりかなり小さい｡ つまり､ 桁・梁の軸組に

よる横架材から周溝までの距離が広めに取られてい

ることになる｡ 垂木葺き下ろしの接地面が確認でき

ないので垂木との関連など上部構造に関わることは

不詳である｡ なお､ 炉は南側主柱穴間のやや内側に

存在するほか､ 住居中央よりも北側に住居内を画す

る間仕切り溝が存在している｡

���!

��� 五角形


� 直径7.2ｍ �� 41㎡
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にあり (特に短辺側)､ 長方形の配置はとらず､ や

や歪な形状をとる｡ 住居の南東部に焼土塊があり､

炉跡と推定される｡

����

��� 方形もしくは長方形

�	 4.5ｍ以上×2.3ｍ以上 
�� 10㎡以上

� ５cm ��� 32cm �� ３cm

���� ＳＨ63→����→ＳＢ210 (古代)

���� Ｌ字状に残る小溝が周溝状を呈している

ことから竪穴住居と認定した｡ 住居隅は明瞭に屈曲

し､ 丸みはもたない｡ ＳＨ64に先行するＳＨ63が隅

丸形状をとっており､ 重複住居間で隅丸から直角へ

移行していることが本例でも確認できる｡

����

��� 長辺膨形長方形 �� あり

�	 推定6.9ｍ×5.6ｍ 
�� 推定35㎡

� ８cm ��� 28cm �� ７cm

���� なし

���� 住居長辺側がやや膨らむのに対して短辺

側が直線形状を呈した樽状のプランをとる｡ 南西側

へ向かって地表面が下がっており､ 周溝は飛ばされ

ているが､ 南東側主柱穴は残存しており､ 規模を推

定復元した｡ 北側主柱穴間の中央やや内側に焼土塊

があり､ 炉跡と推定される｡

����

��� 円形

�	 直径5.2ｍ 
�� 21㎡

� ８cm ��� 34cm �� ５cm

���� なし

���� 削平や流出のため､ 住居の一部が残存し

ただけであるが､ 本遺跡内の竪穴住居としては本例

だけとなる円形の竪穴住居である｡ 残りが悪く､ 主

柱穴や炉などの詳細情報は不明である｡

����

��� 長辺膨形長方形 �� あり

�	 7.3ｍ×6.1ｍ 
�� 40㎡

� ６cm ��� 24cm �� ６cm

���� ＳＨ157→����

ＳＨ160→����→ＳＨ158

���� 最低５基の竪穴住居が同一地点で重複し

ているうちの１基である｡ 切り合い関係から､ ＳＨ

157・160よりも新しく､ ＳＨ158よりも先行する｡

重複する５基の竪穴住居中､ 最も大きい竪穴住居で､

南北方向に住居主軸を置く｡ ＳＨ157を拡張して建

てられた建物と思われる｡ 長辺側の外側への膨らみ

が大きく､ 楕円形に近い平面形状をとる｡

�����

��� 長辺膨形長方形

�	 7.1ｍ×5.5ｍ 
�� 35㎡

� 14cm ��� 34cm �� 13cm

���� �����→ＳＨ67

���� 重複するＳＨ67に比べて住居長辺側の外

側への膨らみが小さく､ 住居コーナーの屈折も急で

ある｡ 住居南東部は流出のため欠損している｡

�����

��� 長辺膨形長方形

�	 推定5.2ｍ×4.8ｍ 
�� 推定23㎡

� 14cm ��� 26cm �� 10cm

���� ＳＨ159→�����→ＳＨ160

���� 同一地点での建て替えと思われる５基の

竪穴住居のうち､ ＳＨ67・157は長軸を南北方向に

おいているのに対し､ ＳＨ158・159・160は東西方

向に主軸をおく｡ ＳＨ158は､ 住居東南部は欠損す

るが､ 建物規模等の復元にあたっては､ 北側周溝の

最も外側へ膨らんだところを東西軸の中心として推

定算出を行った｡ 住居平面形態は､ 短辺部が直線な

のに対して､ 長辺部中央が膨らむ樽状のプランをと

る｡ 西側周溝内には小ピットが存在しており､ 壁立

式の竪穴住居であった可能性がある｡

�����

��� 方形系

�	 周溝１本2.6ｍ分確認 
�� 不明

� 不明 ��� 40cm �� 10cm

���� �����→ＳＨ158→ＳＨ160

���� 周溝の一部が検出され､ 竪穴住居として

認定した｡ 重複が激しく､ 特筆すべきことはない｡

���� 

��� 短辺膨形長方形 �� あり

�	 4.7ｍ以上×推定4.2ｍ 
�� 20㎡以上

� 12cm ��� 32cm �� ９cm

���� ＳＨ159→ＳＨ158→���� 

���� 住居長辺側は直線を呈するが､ 住居隅が
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大きく彎曲し､ 短辺側が弧状を呈する｡ 欠損部分が

大きいが､ やや細長い形状の竪穴住居であろう｡ 北

側周溝内には小ピットが存在しており､ 壁木舞もし

くは壁板押さえ用の杭状のものが存在した可能性が

ある｡

����

��� 長方形 �	 あり


� 6.0ｍ×5.2ｍ �� 29㎡

�� ９cm ��� 30cm ��� 11cm

���� なし

���� 四隅が直角ではなく､ 住居平面も僅かに

台形状を呈するが､ 周溝自体は直線的であり､ 長方

形プランとして問題なかろう｡ 南側を少し欠損する

が､ 周溝はほぼ全周する｡

����

��� 短辺膨形長方形 �	 あり


� 推定14.6m(現長11.2m)×推定9.7m(現長8.6m)

�� 推定134㎡ (96㎡以上)

�� 12cm ��� 48cm ��� ９cm

���� 欠損部にＳＨ109が存在するも残存部で

の直接の重複はなし

���� 周溝と主柱穴の位置関係から全体規模を

復元した｡ 推定面積134㎡は菟上遺跡中､ 群を抜い

て大きい｡ 主柱穴掘形は､ 最大で長径１ｍ､ 床面か

らの深さもほぼ１ｍを測る｡ 住居南辺及び南西側主

柱穴は､ 古代の不明遺構ＳＺ701の重複のため欠損

する｡ 住居平面形は､ 住居長辺は直線的であるが､

短辺側は外側へ緩やかに膨らむ｡ 削平されて浅くなっ

ていることを考慮しても､ 竪穴住居規模に比して住

居深度が浅く､ 平地式住居に近い形態であった可能

性がある｡ また､ 北西側主柱穴と北東側主柱穴を結

ぶライン中央から外側へ２ｍの位置に､ 床面からの

深さが95cmを測る掘形長径１ｍのピットがあり､ 貯

蔵穴と考えるよりは屋内棟持柱の可能性がある｡ つ

まり､ 本住居の屋根を支えるに主柱穴４本のみでは

無理があり (といっても主柱穴を結ぶライン上に補

助用の柱穴は存在しない)､ それを補い支えるため

に棟持柱が用いられたのではないかと想定される｡

住居中央よりもやや北側に炉跡かと推定される焼土

塊があり､ 本住居でも居住機能が存在したことが窺

える｡ 菟上遺跡を主導した集落指導者クラスの居住

施設と推定される｡ なお､ 周溝のすぐ内側にもそれ

に並行する浅い小溝が存在しており､ あるいは同一

地点での建て替えが行われたのかもしれない｡

����

��� 方形もしくは長方形


� 5.5ｍ×1.7ｍ以上 �� ９㎡以上

�� 11cm ��� 34cm ��� ８cm

���� ＳＨ173→����

���� 流出しているが住居西側の周溝が ｢コ｣

の字形に検出されたことにより竪穴住居と判明した｡

西側周溝に接して､ 長径2.2ｍ・短径1.6ｍの楕円形

の土坑が存在しており､ 貯蔵穴と推定される｡ 同一

地点に所在する南北幅がほぼ同規模の住居､ ＳＨ173

を建て替えたものであろう｡

�����

��� 方形もしくは長方形


� 5.7ｍ×1.5ｍ以上 �� ９㎡以上

�� ３cm ��� 36cm ��� 12cm

���� �����→ＳＨ75

���� ＳＨ75に重複された竪穴住居である｡ 住

居の立地場所がＳＴ802へ落ちていく地形のため､

東側の多くが欠損する｡

����

��� 長方形 �	 あり


� 推定6.1ｍ×4.6ｍ �� 推定28㎡

�� 20cm ��� 36cm ��� 11cm

���� なし

���� 西側の一部が調査区外となり､ また東側

周溝も欠損するが､ 一部残った西側周溝と主柱穴北

列､ それに南北の周溝から全体形を復元した｡ 周溝

コーナーがほぼ直角に屈折する平面形をとり､ 周溝

中央での膨らみもない｡ 西側主柱穴列の中央やや内

側に炉跡と推定される焼土塊があり､ 炉石と推定さ

れる細長い石が伴う｡

����

��� 短辺もしくは長辺膨形長 (正) 方形


� 5.0ｍ×3.9ｍ以上 �� 20㎡以上

�� 36cm ��� ��� 不明

���� ����→ＳＨ78 (古代)

���� ＳＨ75の北隣に所在する竪穴住居である

が､ 住居南東側は流出しているうえ､ 床面の状況も
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悪く､ 周溝等の検出が叶わなかったが､ 検出段階で

は東側にもかろうじて住居端が確認できた｡

����

��� 短辺もしくは長辺膨形長 (正) 方形

�	 推定5.4ｍ×2.0ｍ以上 
�� 11㎡以上

� ６cm ��� 26cm �� 12cm

���� なし

���� ＳＨ76の北側に検出された竪穴住居であ

るが､ 流出のためほとんど欠損している｡ 西側周溝

と､ 北側２個の主柱穴の残存から､ 住居東西幅を復

元した｡

����

��� 長方形

�	 3.5ｍ×2.5ｍ 
�� ９㎡

� ３cm ��� 22cm �� ８cm

���� ����→ＳＨ83 (古代)

���� ＳＴ802の西側に建てられた小型の竪穴

住居である｡ 実測図上では東側及び南側は明瞭でな

いが､ 遺構の検出時点ではかろうじてラインが確認

できた｡ 主柱穴は明瞭で､ 他の住居跡に比べて主柱

穴が壁際に配されているのが特徴である｡ 住居南東

隅より排水溝が付設されている｡

����

��� 方形もしくは長方形 �� あり

�	 4.5ｍ×2.1ｍ以上 
�� ９㎡以上

� 17cm ��� 60cm �� 14cm

���� なし

���� ＳＴ802に向かって落ちていく地形のた

め､ 東南側を欠損するが､ 西側周溝は明瞭である｡

壁周溝は､ コーナー部が幅広にしっかりと造られて

いるのに対し､ 辺の中央部は狭い｡ 炉跡の存在位置

が主柱穴の位置を反映しているとすると､ そのライ

ンに沿って西南及び西北主柱穴を認めることができ

るが､ 西南主柱穴と南周溝､ 西北主柱穴と北周溝の

距離は等距離ではない｡ 隣接して存在する弥生時代

の掘立柱建物であるＳＢ250・255と住居主軸を同じ

くしており､ 同一の住居・建物群を構成している可

能性がある｡

����

��� 方形もしくは長方形

�	 3.5ｍ以上×2.7ｍ 
�� ９㎡以上

� 12cm ��� 36cm �� ７cm

���� ����→ＳＢ254 (古代)

���� 住居北西側の周溝がＬ字状に検出された

だけの竪穴住居である｡ 炉跡と推定される焼土塊は

存在するが､ 掘立柱建物との重複もあって主柱穴等

は明瞭でない｡ ただ､ 炉を住居南北ラインの中央と

仮定すると住居南北幅は4.5ｍ程度となるが､ 推定

の域が大きい｡ 炉の焼土は深さ５cm程度の浅い掘り

込みとなっている｡

����

��� 隅丸長方形

�	 5.8ｍ×2.3ｍ以上 
�� 13㎡以上

� ４cm ��� 42cm �� 13cm

���� ＳＨ89→����､ ＳＨ88との関係は不明

���� 同一地点で３基重複して存在する竪穴住

居のなかの１基である｡ 住居東側および南側を流出

のため欠損する｡ 炉跡､ 主柱穴等も確認できず住居

情報に乏しいが､ 唯一残った北西コーナーの形状は

かなりの隅丸状を呈し､ またＳＨ88に比して周溝の

東西ラインが直線状を呈する｡

����

��� 短辺膨形長方形

�	 6.9ｍ以上×2.8ｍ 
�� 19㎡以上

� 12cm ��� 25cm �� ８cm

���� ＳＨ89→����､ ＳＨ87との関係は不明

���� ＳＨ88同様､ 住居南側及び東側を欠く｡

ＳＨ89の後に営まれた竪穴住居であるが､ ＳＨ87と

の前後関係は不明である｡ 残存度の大きい西側周溝

がほぼ直線的なのに対して､ 北側周溝は外側に緩や

かに膨らんでいるが､ その膨らみは北東コーナーか

ら約２ｍ程度のところを頂点としている｡ このこと

から類推すれば､ 本住居は南北に主軸を置いて東西

軸が住居短辺となる竪穴住居であり､ しかも南北に

かなり細長い形状を呈していた可能性が高い｡

����

��� 方形もしくは長方形

�	 推定5.4ｍ×4.9ｍ 
�� 推定26㎡

� ３cm ��� 42cm �� ８cm

���� ����→ＳＨ87・ＳＨ88

���� 同一地点で３基重複している竪穴住居の

なかで最も先行する竪穴住居である｡ ＳＴ802へ落
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ちていく地形のため､ どの住居も東側を流出により

欠損するが､ 本住居だけは周溝がコの字形に残って

いることから住居の南北幅を周溝の存在によって確

認でき､ また主柱穴の残存から全体規模を復元した｡

他の２基が隅丸形状を呈するのに対し､ 本住居はコー

ナーが直角に屈折する｡

����

��� 方形もしくは長方形 �	 あり


� 3.4ｍ以上×2.5ｍ以上 �� ９㎡以上

�� 13cm ��� 32cm ��� 10cm

���� ����→ＳＨ95→ＳＨ94→ＳＨ91(古代)､

ＳＨ93(切り合い不明)

���� 古代の竪穴住居ＳＨ91を含めて同一地点

で５基重複する竪穴住居群のうち､ 切り合い関係で

もっとも古い竪穴住居である｡ 周溝がＬ字状に確認

されたことより住居北東部のみが明らかになった｡

住居隅は明瞭に屈折しておわる｡ 北側周溝脇内側に

炉跡の存在を示す焼土塊があったが､ これは位置的

にＳＨ93に伴うもので､ 本住居に伴うものとしては

ＳＨ95の北側周溝脇にある焼土塊を当てるべきであ

ろう｡

����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形 �	 あり


� 1.9ｍ×1.6ｍ以上 �� ３㎡以上

�� 11cm ��� 40cm ��� ３cm

���� ＳＨ92→ＳＨ95→ＳＨ94→ＳＨ91(古代)､

����は他との重複順序不明

���� 住居東北隅にのみ周溝が残存しているこ

とから竪穴住居として認識したが､ 規模が非常に小

さく､ 竪穴住居とするのに疑問も残る｡ 一見周溝の

ようにみえる住居北側の小溝は後世の耕作ないしは

攪乱溝である｡

����

��� 正方形


� 4.2ｍ×3.9ｍ以上 �� 16㎡以上

�� ７cm ��� 40cm ��� 15cm

���� ＳＨ92→ＳＨ95→����→ＳＨ91(古代)､

ＳＨ93は他との重複順序不明

���� 住居西側及び南側を流出のため欠損する｡

周溝は膨らむことなく直線的で､ コーナーもきっち

りと屈折する｡ 切り合い関係が確認できる本地点の

弥生時代竪穴住居のなかでは最も古い｡

����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形


� 3.1ｍ以上×2.1ｍ以上 �� ７㎡以上

�� ９cm ��� 34cm ��� 12cm

���� ＳＨ92→����→ＳＨ94→ＳＨ91(古代)､

ＳＨ93は他との重複順序不明

���� 東北隅の周溝がＬ字状に確認できただけ

の竪穴住居である｡ 実測図を見るだけでは北側周溝

が西側へ一見連続していくようにも見えるが､ ちょ

うどＳＨ94東側周溝を境としてその西側は攪乱溝

(ＳＨ93の北側に走っていたものと平行関係) であ

り､ 本住居に伴う周溝としてはほぼＳＨ94西側周溝

までである｡ なお､ 主柱穴等はわからなかった｡

����

��� 長方形


� 推定5.7ｍ×5.3ｍ �� 推定30㎡

�� ８cm ��� 34cm ��� 13cm

���� ＳＨ98→����

���� 西側を流出のため欠損する竪穴住居であ

る｡ 北側周溝がやや外側に膨らみをもつが､ 東側及

び南側の周溝は直線的で､ コーナーもほぼ直角に折

れ曲がる｡

����

��� 不明


� 南北3.1ｍ以上 �� 不明

�� ２cm ��� 18cm ��� ６cm

���� ����→ＳＨ97

���� ＳＨ97の東側周溝の内側に周溝状の小溝

があり､ これを竪穴住居周溝の残存として捉え､

ＳＨ98とした｡

����

��� 短辺膨形長方形 �	 あり


� 推定5.4ｍ×4.1ｍ �� 推定21㎡

�� ３cm ��� 24cm ��� ４cm

���� ＳＨ100と重複するも切り合い不明

���� ＳＨ100の内側で検出された一回り小さ

い竪穴住居である｡ 住居西側は流出のため周溝など

を欠損するが､ 一応主柱穴が確認できることから全

体規模を復元した｡ 周溝は､ 住居長辺側は直線を呈

するが､ 短辺側は外側へ向かって緩やかな弧状の膨
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らみをもつ｡ 床面には２ヶ所の焼土塊があり､ どち

らか特定できないもののその一方が本住居跡に伴う

炉跡であろう｡

�����

��� 短辺膨形長方形 �	 あり


� 推定6.1ｍ×5.0ｍ �� 推定30㎡

�� ３cm ��� 34cm ��� ９cm

���� ＳＨ99と重複するも切り合い不明

���� ＳＨ99と同じ地点に立てられた竪穴住居

である｡ 切り合い関係としてはわからなかったが､

ＳＨ99と向きや主軸を一致させるなど系譜的には建

て替え関係にあるものと推察される｡ 本住居も周溝

をみる限り長辺側は直線状を呈するのに対し､ 短辺

側はＳＨ99ほどではないにせよ微妙ながら外側に膨

らむ形状をとる｡ また､ 周溝内には疎らながら小ピッ

トが穿たれており､ 壁立式の竪穴住居であった可能

性もある｡

�����

��� 方形もしくは長方形 �	 あり


� 4.2ｍ×2.5ｍ以上 �� 11㎡以上

�� 13cm ��� 36cm ��� ９cm

���� なし

���� 流出のため､ 住居東側のみが確認できた｡

住居周溝はいずれも直線的で､ 膨らみはない｡ 焼土

塊が炉跡を示すものとし､ かつそれが住居東西軸の

中央にあるとすれば､ 本住居の東西はほぼ４ｍの長

さに復元できる｡

�����

��� 長辺膨形長方形


� 5.0ｍ×2.4ｍ以上 �� 12㎡以上

�� 27cm ��� 34cm ��� ７cm

���� なし

���� 流出のため住居の東半部側しか残存して

いない竪穴住居である｡ どのピットを主柱穴として

考えるかなど確定しきらない部分が多く､ 炉跡の存

在も不明である｡

�����

��� やや長方形


� 推定4.7ｍ×推定4.4ｍ �� 推定21㎡

�� ４cm ��� 20cm ��� ９cm

���� �����→ＳＨ104

���� 同一地点で重複する２基の竪穴住居のう

ち､ 切り合い関係から先行する竪穴住居である｡ 流

出のため住居西半を欠損するが､ ほぼ正方形プラン

を呈するが､ 僅かに東西辺が長く､ その東西軸が長

辺側となる｡ 住居周溝をみると､ 短辺側がほぼ直線

を呈するのに対し､ 長辺側がやや外側へ膨らむ形状

をとる｡ なお､ ＳＨ103・104の床面にはもうひとつ

別の周溝様の小溝があり､ これを竪穴住居周溝の残

欠とすると､ ここでは３基の竪穴住居が切り合いを

重ねたことになる｡

�����

��� 短辺膨形長方形


� 推定4.9ｍ×推定4.5ｍ �� 推定22㎡

�� ２cm ��� 28cm ��� ３cm

���� ＳＨ103→�����

���� ＳＨ103よりも一回り大きい竪穴住居で､

周溝と主柱穴の位置関係から上記のような復元数値

を算出した｡ 住居短辺側がやや膨らむタイプの竪穴

住居で､ 主柱穴の配置も長方形を呈する｡ ＳＨ103

を同一地点で建て替えた住居であろう｡

�����

��� 方形もしくは長方形


� 2.8ｍ以上×1.5ｍ以上 �� ４㎡以上

�� 18cm ��� 44cm ��� ５cm

���� なし

���� 住居北西隅の周溝がごく一部残存しただ

けであるが､ 一応竪穴住居として認識した｡ 住居コー

ナーの周溝は､ 内側が直角に屈折するのに対し､ 外

側は丸みをもつ｡

�����

��� 方形もしくは長方形


� 1.2ｍ以上×1.1ｍ以上 �� １㎡以上

�� ９cm ��� 30cm ��� ７cm

���� ＳＨ111→�����→ＳＨ107(古墳前期)

���� 重複する３基の竪穴住居のなかで２番目

に構築された竪穴住居であるが､ 残存状況が悪く､

情報に乏しい｡

�����

��� 短辺もしくは長辺膨形長 (正) 方形


� 1.9ｍ以上×1.1ｍ以上 �� ２㎡以上

�� ５cm ��� 40cm ��� ９cm
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���� �����→ＳＨ110→ＳＨ107(古墳前期)

�	
� 重複する３基の竪穴住居のなかで最も先

行する竪穴住居である｡ 他の２基の住居同様､ 住居

北西隅の周溝が一部残存したのみで､ 住居の詳細は

不明である｡

����

��� 正方形もしくは長方形

�� 2.2ｍ以上×1.8ｍ以上 ��� ４㎡以上

�� 21cm ��� 28cm ��� ６cm

���� なし

�	
� 流出や調査区端に存在するため全体形は

不明であるが､ 残存する住居南西コーナー周溝はきっ

ちりと屈折し､ 周溝も直線形状を呈する｡ 主柱穴や

炉跡の詳細は不明である｡

�����

��� 隅丸長方形

�� 6.6ｍ以上×2.5ｍ以上 ��� 17㎡以上

�� ５cm ��� 34cm ��� ３cm

���� なし

�	
� Ｌ字状に周溝が残存しているが､ ピット

が多く主柱穴を特定するのに困難が伴う｡ それでも､

あえて位置的に最も整合性があるとみられるピット

を主柱穴と考えて周溝との位置関係から全体形を類

推すると､ 推定6.8ｍ×6.5ｍ､ 推定床面積44㎡の規

模が復元される｡

�����

��� 不明

�� ４ｍ以上 ��� 不明

�� 不明 ��� 36cm ��� 不明

���� �����→ＳＨ113→ＳＨ114

�	
� ＳＨ113などとの重複のため詳細は不明

だが､ 周溝とみられる小溝が見られたことから竪穴

住居とした｡

�����

��� 長方形

�� 5.2ｍ×4.1ｍ ��� 21㎡

�� ６cm ��� 46cm ��� ６cm

���� ＳＨ112→�����→ＳＨ114

�	
� 大きくみれば長方形プランの竪穴住居で

あるが､ 厳密に見ると平行四辺形の平面プランを呈

する｡ 主柱穴の柱配置も周溝に照応した平行四辺形

を採る｡ 周溝自体には膨らみはなく､ 直線状を呈す

る｡

�����

��� 長方形

�� 4.6ｍ以上×3.3ｍ以上 ��� 15㎡以上

�� ７cm ��� 28cm ��� ４cm

���� ＳＨ112→ＳＨ113→�����

�	
� ＳＨ113との重複や土砂流出のため住居

北東部は欠損するが､ 南西部の周溝が遺存している｡

床面上に存在するピットの中で一定程度の深さと位

置関係から主柱穴を認定し､ それと周溝の距離等か

ら住居規模を推定算出すると､ 長径6.8ｍ×短径5.6

ｍ､ 床面積38㎡の竪穴住居に復元できる｡ ただし､

この場合の主柱穴は､ 周溝からかなり内寄りに位置

することになり､ 疑問が若干残る｡

�����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

�� 2.0ｍ以上×１ｍ以上 ��� ２㎡以上

�� ７cm ��� 21cm ��� ４cm

���� なし

�	
� ＳＴ803沿いに存在する竪穴住居である

が､ 攪乱溝による重複と埋土流出のため､ 北東隅の

周溝が一部遺存しただけで､ 詳細は不明である｡ た

だ､ 遺存した周溝床面には小ピットが掘り込まれて

おり､ 住居の壁を立ち上げるか保護するための､ 何

らかの施設の存在が窺える｡

�����

��� 長方形

�� 3.9ｍ×3.2ｍ ��� 12㎡

�� ７cm ��� 28cm ��� ５～11cm

���� なし

�	
� 住居の南西隅を後世の溝に重複されて欠

損するが､ ほぼ全体形を知りうることのできる竪穴

住居である｡ ただし､ 主柱穴に関しては不明な部分

もある｡

����

��� 長辺膨形長方形

�� 4.6ｍ×1.9ｍ以上 ��� ９㎡以上

�� ５cm ��� 16cm ��� ５cm

���� ＳＨ119→����､ ＳＨ120→����

�	
� 住居西半分を流出のため欠損するが､ そ
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の西側に残存するピットを主柱穴とみた場合､ 住居

長辺部がやや膨らむ形状の竪穴住居として復元でき

る｡ その場合､ 住居規模は4.6ｍ×推定4.5ｍのほぼ

正方形プランの平面形で､ 推定床面積21㎡の竪穴住

居に復元できる｡

�����

��� 長辺もしくは短辺膨形長 (正) 方形

�	 3.2ｍ以上×2.1ｍ以上 
�� ７㎡以上

� ３cm ��� 20cm �� ３cm

���� �����→ＳＨ118

���� 切り合い関係からＳＨ118に先行する竪

穴住居である｡ 本住居も流出が激しく詳細は知りえ

ないが､ 住居隅の丸みをもった形状など住居の平面

プランとしてはＳＨ118と共通する部分が大きい｡

�����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

�	 3.5ｍ以上×２ｍ以上 
�� ７㎡以上

� １cm ��� 20cm �� ７cm

���� なし

���� 後世の溝との重複や流出のため遺存状況

は悪いが､ 残存した住居南東隅の周溝は大きく彎曲

しながら屈折しており､ 典型的な隅丸形状をとる｡

�����

��� 隅丸長方形

�	 推定9.0ｍ×推定5.8ｍ 
�� 推定52㎡

� ４cm ��� 32cm �� ９cm

���� �����→ＳＨ51(古代)･ＳＢ316(古代)

���� 周溝の残存は北西側のみであるが､ 主柱

穴が明瞭であり､ それとの位置関係から住居規模を

復元した｡ 菟上遺跡の他の同規模の竪穴住居と比べ

ると､ 本住居の主柱穴掘形は全般的に小ぶりである

が､ 床面からの深さはいずれも１ｍを超えるしっか

りしたものである｡ 東側に隣接する位置にほぼ同規

模のＳＨ50が並行して存在している｡ やや近接しす

ぎているため同時存在の可能性は薄く､ 両者は造営

主体が同じで､ 両住居の前後関係は不明ながら造営

地を隣へ移して相次いで建て替えた関係にあるもの

と推定される｡

�����

��� 長方形

�	 推定4.6ｍ×推定3.7ｍ 
�� 推定17㎡

� ４cm ��� 32cm �� ５cm

���� なし

���� ＳＴ803の浸食のため西南部を欠損する

が､ 長方形タイプの小型竪穴住居である｡ 主柱穴は

かなり周溝に近い位置となる｡ 長辺側の周溝は､ 残

存状況の良い北周溝でみると､ 短辺側に対して僅か

に膨らむ形状を採る｡

�����

��� 方形もしくは長方形

�	 3.2ｍ以上×1.0ｍ以上 
�� ３㎡以上

� ４cm ��� 16cm �� ３cm

���� なし

���� 後世の溝によって住居東半を欠損し､ 西

側及び北側の周溝が一部残存したに過ぎず､ 詳細は

不明である｡ ただし､ 北西隅の周溝の屈折具合はや

や鈍角となるが､ 周溝自体は直線的である｡

�����

��� 長方形もしくは隅丸長方形  ! あり

�	 ７ｍ以上×5.1ｍ 
�� 36㎡以上

� ６cm ��� 62cm �� ４cm

���� なし

���� 短辺側の周溝が未確認で､ 竪穴住居とす

るには疑問も残るが､ 周溝と考えた小溝の中央に炉

跡と推定される焼土塊が存在したことから竪穴住居

とした｡

�����

��� 長方形  ! あり

�	 6.3ｍ×5.1ｍ 
�� 32㎡

� ４cm ��� 50cm �� ８cm

���� なし

���� 周溝､ 主柱穴ともに明瞭である｡ 周溝は､

住居四隅の外法部分に関してはやや膨らみを有する

部分もあるが､ 内法部分は直角に屈折する｡ 本住居

で特筆すべき事柄は､ 住居中央よりもやや北側に長

辺側周溝を繋ぐ間仕切り溝が存在することである｡

この溝が間仕切り溝であったことは､ 本住居の周溝

や主柱穴に切り合いが認められず､ またこの溝自体

が住居周溝に直交もしくは並行して存在することか

らも確認できる｡ なお､ 周溝や間仕切り溝の床には

小ピットが存在しており､ 壁立式の住居であった可

能性が考えられる｡
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�����

��� 小判形

	
 3.7ｍ以上×３ｍ以上 ��� 11㎡以上

� 10cm ��� 25cm ��� ４cm

���� ＳＨ147→�����→ＳＨ149

���� 住居間の重複や埋土流出のため南西隅の

周溝の一部が遺存しただけである｡ ただし､ 住居隅

の周溝の開き具合などをみていると､ かなり大型の

竪穴住居だった可能性も考えられる｡

�����

��� 長方形 �� あり

	
 5.0ｍ×4.2ｍ ��� 21㎡

� ４cm ��� 20cm ��� ７cm

���� なし

���� 周溝が途切れている部分もあるものの､

主柱穴は明瞭で､ 周溝との位置関係から住居全体形

の復元は可能である｡ 周溝は､ ほぼ膨らみのない直

線形状を呈し､ 確認できる住居隅の周溝もほぼ直角

に屈折する｡ 周溝内の床面には､ 小ピットが存在し

ており､ 壁立式の竪穴住居であった可能性が考えら

れる｡ また､ 北東側主柱穴と北西側主柱穴の間に焼

土塊があり､ 炉跡と推定される｡

�����

��� 方形もしくは長方形 �� あり

	
 推定5.5ｍ×推定5.1ｍ ��� 推定28㎡

� ４cm ��� 35cm ��� ３cm

���� なし

���� 北東隅を中心に壁周溝が確認された｡ 主

柱穴がいまひとつ不明瞭なので全体規模は不詳であ

る｡ 周溝は膨らみのない直線形状を呈し､ 底面には

多数の小ピットが存在したことが確認できる｡ 住居

コーナーの屈折は､ 図示した掘り上がり状況ではや

や丸みがあるようにもみえるが､ 検出時はもう少し

シャープな屈折で､ 多少丸みはあるものの隅丸とま

ではいかない形状であった｡ 焼土塊が遺存しており､

炉跡と推定される｡

�����

��� やや長方形

	
 推定4.8ｍ×4.5ｍ ��� 推定22㎡以上

� 15cm ��� 55cm ��� 12cm

���� なし

���� 南東側へ土砂が流出していく地形のため､

周溝は住居北半分で確認されたのみであるが､ 主柱

穴と推定される柱穴の配置も勘案して全体形を復元

した｡ 主柱穴は掘形長径が30cm以内と小振りながら､

床面からの深さは50cmを測り､ しっかりとした掘り

込みを有する｡

�����

��� 隅丸長方形 �� あり？

	
 4.2ｍ×3.8ｍ ��� 16㎡

� 10cm ��� 33cm ��� ６cm

���� ＳＨ148→ＳＨ144→ＳＨ143→

�����→ＳＨ146(古代)､ＳＨ145も重複

するものの前後関係不明

���� ほぼ方形に近い長方形プランである｡ 住

居中央にＳＨ145の周溝に切られている焼土塊が存

在するが､ この位置は本住居のほぼ中央に相当し､

ＳＨ142～144のなかで本住居が最も切り合いが新し

いことも勘案すると､ 本住居に伴う可能性が高い｡

切り合い関係にみるＳＨ144→143→���の変遷は､

本地点の竪穴住居においては､ 長方形→正方形へ､

大→小へと転換する流れを示すものとしても捉えら

れる｡ なお､ 周溝内には小ピットが存在している｡

�����

��� 隅丸長方形 �� あり？

	
 5.4ｍ×4.2ｍ ��� 23㎡

� ６cm ��� 30cm ��� ７cm

���� ＳＨ148→ＳＨ144→�����→ＳＨ142→

ＳＨ146 (古代)

���� 周溝は全体に膨らみのない直線形状を呈

し､ 周溝内に多数の小ピットが存在している｡ 住居

中央よりやや北側に焼土塊が存在しており (前述の

ＳＨ142に伴う焼土塊とは別物)､ 本住居に伴う炉の

痕跡と推定される｡

�����

��� 隅丸長方形

	
 6.3ｍ×4.4ｍ ��� 28㎡

� 不明 ��� ��� ともに不明

���� ＳＨ148→�����→ＳＨ143→ＳＨ142→

ＳＨ146 (古代)

���� 同一地点で重なるＳＨ142～145のなかで

最も先行する住居である｡ 住居プランを検出してい
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る北側や東側で周溝が不明なため､ 竪穴住居という

よりはＳＨ143を造るための１次整地の状況を示し

ているだけという考え方もできるが､ 南側では周溝

の掘り込みが確認できたことから竪穴住居として認

定した｡ ＳＨ143よりも住居隅の平面形がより丸み

をもつ｡

�����

��� 方形もしくは長方形

	
 1.4ｍ以上×0.7ｍ以上 ��� １㎡以上

� 不明 ��� 15cm ��� 不明

���� ＳＨ142→�����

���� Ｌ字状に残った小溝から､ 竪穴住居南西

隅の周溝が残存したものと判断し､ ＳＨ145とした｡

ＳＨ142～144及びＳＨ148のなかで最も新しい竪穴

住居であるＳＨ142に伴うとみられる焼土塊 (炉跡)

を切って存在しているが､ ＳＨ143とみられる焼土

塊は切っていない｡ 周溝では西南隅が最も深く､

おそらく西側へ溜まった水を排出していたものと想

定される｡

�����

��� 方形もしくは長方形

	
 5.7ｍ×3.2ｍ以上 ��� 18㎡以上

� ６cm ��� 45cm ��� 10cm

���� �����→ＳＨ143→ＳＨ144→ＳＨ142→

ＳＨ146 (古代)

���� 切り合い関係のあるＳＨ142～145よりも

先行する竪穴住居である｡ 切り合い関係にあるＳＨ

142以下の住居に比べて周溝幅がやや広いのが特徴

である｡

�����

��� 長辺膨形長方形 �� あり

	
 推定4.5ｍ×4.1ｍ ��� 推定18㎡

� ６cm ��� 35cm ��� 11cm

���� �����→ＳＨ138→ＳＨ149

���� 住居長辺部の周溝がやや膨らむタイプの

竪穴住居である｡ 住居主軸は東西方向にあり､ 北西

側主柱穴と南西側主柱穴のほぼ中央内よりに焼土塊

があって､ 炉跡と推定される｡ 住居東側が流出のた

め欠損しており､ 全体形の把握には困難が伴うが､

長辺側の膨らみの状況や主柱穴の位置から全体形を

復元した｡

�����

��� 長方形

	
 3.4ｍ以上×3.0ｍ ��� 10㎡以上

� 10cm ��� 35cm ��� ６cm

���� ＳＨ147→ＳＨ138→�����

���� 小振りの長方形住居であるが､ 主柱穴は

明瞭でなく､ 若干の疑問も残る｡

�����

��� 長方形

	
 4.3ｍ×3.7ｍ ��� 16㎡

� ３cm ��� 38cm ��� ６cm

���� なし

���� 周溝は明瞭であるが､ 主柱穴ははっきり

しなかった｡ 東側周溝中央内寄りに焼土塊があり､

炉跡と思われる｡

�����

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形 �� あり

	
 推定5.3ｍ×5.2ｍ ��� 推定26㎡

� 22cm ��� 38cm ��� ７cm

���� なし

���� 東側は流出のため欠損するが､ 西側周溝

及び主柱穴２個は明瞭である｡ 東側主柱穴は今ひと

つ明瞭でなく､ 東北側主柱穴に関してはその可能性

のあるピットがある｡ 明瞭な西側主柱穴と対応させ

るとやや配置がずれるが､ 他に主柱穴の候補となる

ピットが存在しなかったため､ そのピットを北東側

主柱穴に措定して住居規模を復元した｡

���� 

��� 方形もしくは長方形 �� あり

	
 4.6ｍ以上×3.6ｍ以上 ��� 17㎡以上

� 18cm ��� 30cm ��� 15cm

���� ���� →ＳＨ154､ ＳＨ153・155との関

係不明

���� ＳＨ152～155まで４基重複する竪穴住居

群のひとつである｡ 住居の西及び北側周溝がＬ字状

に検出できた｡

����!

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

	
 3.4ｍ以上×2.7ｍ以上 ��� ９㎡以上

� ８cm ��� 19cm ��� ７cm

���� ����!→ＳＨ154､ ＳＨ152・155との関
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係不明

���� ＳＨ152との前後関係は明らかにしえな

かったが､ 住居方位などを共通させてほぼ同一地点

に存在しており､ 時期的に連続して建てられたもの

であろう｡

����	


�� 長方形 � あり

�� 5.1ｍ×推定4.6ｍ ��� 推定23㎡

�� 18cm ��� 26cm ��� ６cm

���� ＳＨ152・153→����	､

����	→ＳＨ155

���� 東側周溝を流出のため欠損するが､ 残り

の周溝と主柱穴は明瞭である｡ 南東隅から東側へ排

水溝がのびる｡

�����


�� 不明

�� 一辺は3.9ｍ以上 ��� 不明

�� ３cm ��� 28cm ��� ７cm

���� ＳＨ154→�����

���� ＳＨ154の北側周溝に沿った内側に周溝

様の小溝が１条存在しており､ ＳＨ155として認定

した｡

�����


�� 方形もしくは長方形

�� 2.3ｍ以上×1.4ｍ以上 ��� ３㎡以上

�� ７cm ��� 18cm ��� 不明

���� �����→ＳＨ146 (古代)

���� 住居北東側の周溝がＬ字状に検出できた

のみで､ 主柱穴等も不明である｡ 北周溝はやや膨ら

みをもつ｡

�����


�� 短辺膨形長方形

�� 8.1ｍ×4.4ｍ以上 ��� 36㎡以上

�� ３cm ��� 38cm ��� ８cm

���� �����→ＳＫ131・ＳＫ136

���� 長辺側は直線的な形状をなすが､ 短辺側

は半球形の形状をなす｡ 主柱穴はいまひとつ明瞭で

なかった｡

�����


�� 不明

�� １辺は1.9ｍ以上 ��� 不明

�� 不明 ��� 36cm ��� 不明

���� �����→ＳＨ６

���� 重複や削平のため､ 不明な部分が大きい

が､ 周囲の竪穴住居の周溝と状況が類似する周溝様

の小溝があり､ これを住居周溝と考えた｡

���� 


�� 隅丸長方形

�� 6.1ｍ×5.1ｍ ��� 37㎡

�� ８cm ��� 20cm ��� 16cm

���� ���� →ＳＨ55 (古代)

���� 古代の竪穴住居ＳＨ55に重複されている

ため､ 周溝の一部が確認できるだけの竪穴住居であ

る｡ 周溝より太型蛤刃石斧 (1630) が出土した｡

! "#$%&

' ()*+,-./

菟上遺跡の遺構は､ 同一検出面に弥生・古代・中

世の遺構が重複しており､ 掘立柱建物など時期を決

定する遺物の出土が乏しい遺構では時期決定に困難

を伴う｡ しかし､ 平面プランの特徴や柱掘形からの

出土遺物などから所属時期が明瞭な掘立柱建物を見

てみると､ 以下のような特徴が見られる｡

・ 古代以降の建物では､ 柱穴に弥生土器片に混

じって､ 須恵器片など相応の古代以降の遺物

も含むが､ 弥生建物では当然のことながらこ

れら新しい時期の遺物を含まないこと

・ 弥生建物では柱間間隔の安定性を欠き､ 桁行

の不等間も多いこと

・ 弥生建物は､ 基本的に柱間間隔が狭く､ 梁間

１間タイプもしくは棟持柱形式の建物が多い

こと

・ 梁間１間タイプの建物柱穴出土遺物はほぼ弥

生時代の遺物に限られること

建物の時期決定にあたっては､ 他遺構との切り合

い関係を基本に､ 以上のことを念頭におきつつ判断

した｡ この場合､ 菟上遺跡では梁間１間タイプの建

物柱穴から出土する遺物はほぼ弥生時代のものに限

られており､ 本タイプの建物の帰属も基本的に弥生

時代に措定した｡

建物の主軸は､ 方位を意識したというより地形の

向きに合致していると判断される例が多く､ 真北に

対して45度前後､ 東西いずれかに振れている建物も
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多い｡ そこで､ 本稿では､ 建物個々において南北棟

や東西棟といった記述は行わない｡ しかし､ 桁行や

梁行の記述において方向がないと説明しづらいため､

真北からの建物の振れが45度以内のものを南北棟､

越えるものを東西棟と措定し､ 以下の記述を進めて

いく｡

なお､ 棟方向はすべて真北を原点とした東西への

振れの大きさを表示した (南北主軸であれば桁方

向､ 東西主軸であれば梁方向を角度算出の基本ライ

ンとしている)｡

� ����

���	


��� 片側棟持柱形式

���� ３間×１間 (7.4ｍ×3.7ｍ)

���� 2.7ｍ＋2.4ｍ＋2.4ｍ

(桁行を北から､ 以下同じ)

���� Ｎ40度Ｗ ��� 27.4㎡

���� 北側の柱列は､ 溝との重複のため柱穴の

残存が悪いが､ 一応東側柱列に対応する柱穴が確認

できる｡ 柱間間隔が30cmを単位とする尺で完数値を

得ることもでき､ 弥生時代の所産とすることに若干

の躊躇もあるが､ 梁間１間の建物であることや柱掘

形からの出土遺物､ それに隣接する場所に弥生時代

の竪穴住居ＳＨ34が建物主軸を平行させるかたちで

存在することなどから､ 弥生時代の所産と考えた｡

柱掘形は､ 長径で70cmに対して深さも70cmと深さの

遺存度がよい｡ 位置的に棟持柱に相当する柱穴が西

側だけに存在しており､ しかも本柱穴は古代遺構の

建物の構成柱穴ではない｡ 同様の例は､ 例えば弥生

Ⅳ期後葉の鳥取県関金町大山池遺跡�や古墳時代前

期の所産であるが津市高茶屋垣内遺跡�などで本タ

イプの建物形式が確認されており､ 本建物も梁行１

間形式とすると梁間が広いことから､ 当該柱穴を本

建物に伴う片側棟持柱とし､ 片側棟持柱形式の建物

であった可能性が考えられる｡

���	�

��� 梁間１間側柱形式

���� ６間×１間 (8.2ｍ×2.1ｍ)

���� 1.5ｍ＋1.3ｍ＋1.3ｍ＋ (1.25ｍ＋1.7ｍ)

＋1.2ｍ (西側柱列)

���� Ｎ29度Ｗ ��� 17.2㎡

���� 途中､ 溝との重複のため欠損する部分が

あるが､ 梁間の狭い非常に細長い掘立柱建物である｡

西側柱列と東側柱列とでは若干柱間間隔が対応しな

い部分もあるが､ 位置関係は対応する｡ 南に向かっ

て緩やかに傾斜するところに建てられており､ 柱掘

形の底面レベルは最北の柱と最南の柱とでは40cm程

度の比高差がある｡ 柱掘形の形状は､ 楕円形ないし

は不整円形を呈する｡

�����

��� 梁間１間側柱形式

���� ５間×１間 (6.15ｍ＋2.6ｍ)

���� 1.15ｍ＋0.9ｍ＋1.4ｍ＋1.5ｍ＋1.2ｍ

���� Ｎ30度Ｗ ��� 16.0㎡

���� 柱間間隔が不等間で､ かつ北側柱列と南

側柱列の柱穴位置も相互にずれがあるが､ 四隅の柱

穴位置はほぼ対応関係にある｡ 妻側ほぼ中央のすぐ

外側に小さなピットがあるが､ 側柱穴に比べて小さ

すぎ､ 棟持柱とするにはやや無理があるため､ 本建

物は通有の側柱建物と考えた｡ 桁行の柱間間隔が短

いのが特徴といえようか｡

���� 

��� 梁間１間側柱形式

���� ６間×１間 (14.3ｍ×3.6ｍ)

���� 2.55ｍ＋2.4ｍ＋2.4ｍ＋2.4ｍ＋2.3ｍ＋

2.5ｍ

���� Ｎ44度Ｗ ��� 51.5㎡

���� 棟持柱は持たないが大型の掘立柱建物で､

桁行の柱間間隔も広い｡ 柱間間隔は不等間であるが､

東西側柱列の柱穴位置はほぼ対応関係にあり､ 柱筋

の通りはよい｡ 別遺構との切り合い関係のため本来

の大きさを残さない柱穴もあるが､ 本来的な形状を

残す柱穴の柱掘形の形状は､ 長径１ｍ程度の隅丸長

方形ないしは楕円形の形状をなす｡

����!

��� 梁間１間側柱形式

���� ５間×１間 (8.3ｍ×2.7ｍ)

���� 1.5ｍ＋1.6ｍ＋1.8ｍ＋1.6ｍ＋1.75ｍ

���� Ｎ39度Ｗ ��� 22.4㎡

���� 桁行は､ 南北柱列で４間分まで柱筋の並

びを押さえることができたが､ 南側柱列で柱筋上に

さらに１間分西側へ延びる位置に柱穴を確認したた
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め､ ５間分の桁行を持つ掘立柱建物と考えた｡ 調査

時点で､ 本建物への認識が低く､ 北側柱列の西隅柱

は検出できなかった｡ 偶然かどうかわからないが､

本建物の柱掘形は､ 東側から西側にかけて､ 大→小

→大→小→大→小と配されているようにも見える｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

	
�� ４間×１間 (6.9ｍ×1.95ｍ)

��� 1.75ｍ＋1.65ｍ＋2.1ｍ＋1.4ｍ

���� Ｎ14度Ｗ �
� 13.5㎡

���� 梁間の柱間間隔が狭い小規模な建物であ

る｡ 桁行の柱間間隔は不等間だが､ 南北側柱列の柱

穴位置は､ ほぼ対応する｡ 南側柱列の東隅柱は攪乱

のため欠損していた｡

�����

���� 独立棟持柱形式

��	
�� ７間×１間 (9.8ｍ×3.2ｍ)

��� 1.1ｍ＋1.55ｍ＋1.4ｍ＋1.55ｍ＋1.5ｍ

＋1.2ｍ＋1.35ｍ

���� Ｎ16.5度Ｅ �
� 31.4㎡

���� 建物の全体規模に比べて桁行の柱間間隔

が狭い建物である｡ 棟持柱の出は､ 梁間中央から外

側へほぼ１ｍである｡ 側柱列を構成する柱掘形が長

径40～60cm程度であるのに対し､ 棟持柱の掘形は北

側で長径80cmと一回り大きい｡ 南北棟持柱を結ぶ屋

内の柱筋上にも小規模なピットが存在しており (別

の掘立柱建物を構成するピットとは別)､ 滋賀県伊

勢遺跡などでも棟持柱の柱筋に乗るピットが屋内に

存在していることから､ 本ピットもＳＢ223に伴う

柱穴の可能性がある｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

	
�� ５間×１間 (6.9ｍ×2.8ｍ)

��� 1.4ｍ＋1.35ｍ＋1.35ｍ＋1.4ｍ＋1.4ｍ

���� Ｎ18.5度Ｅ �
� 19.3㎡

���� 棟持柱式の掘立柱建物ＳＢ223と重複す

るが､ 直接的な柱穴間での切り合い関係はない｡ 建

物に伴う全ての柱穴が欠損することなく確認できる

掘立柱建物である｡ 桁行の柱間間隔が1.35～1.4ｍ

と狭いのが特徴で､ 柱掘形も40～60cm程度とさほど

大きくない｡

�����

���� 梁間２間側柱形式

	
�� ４間×２間 (7.8ｍ×3.9ｍ)

��� 1.25ｍ＋2.5ｍ＋2.5ｍ＋1.55ｍ

���� Ｎ11度Ｅ �
� 30.4㎡

��� ＳＢ301→�����→ＳＢ303､

�����→ＳＢ226､ ＳＢ311→�����

���� 本遺跡の弥生建物にしては珍しく､ 梁間

２間の建物である｡ 南北主軸の建物の､ 南北妻側か

ら内へ１間分の柱間が短く､ ２間目分の柱間が広い｡

桁行の中央柱穴は小さいが､ これは今となっては検

証できないものの､ 掘形を検出しきれずに柱痕のみ

を掘ってしまった可能性が高い｡

�����

���� 梁間２間側柱形式

	
�� ５間×２間 (6.8ｍ×4.0ｍ)

��� 桁行1.4ｍ＋1.4ｍ＋1.75ｍ＋1.15ｍ＋

1.15ｍ(東側柱列)､梁行(2.1ｍ＋1.95ｍ)

���� Ｎ31度Ｅ �
� 27.2㎡

���� 桁の西側柱列と東側柱列を比べると､ 全

柱穴が遺存している東側柱列では桁行が５間となる

が､ 西側柱列では中央間にもう１個柱筋に乗るピッ

トがあり､ ６間の可能性がある｡ しかし､ 西側柱列

は南北隅柱が重複や安定性を欠いて検出できなかっ

たため､ 東側柱列の所見を重視した｡ この東側柱列

の所見では中央間が広くなるが､ 西側柱列では中央

２間が最も狭くなる｡ あるいは､ この差異は扉口の

存在などに起因する差かもしれない｡ 東側柱列では

隅柱の柱掘形が他の柱穴の柱掘形に比べて一回り大

きいのが特徴である｡

�����

���� 梁間２間側柱形式

	
�� ６間×２間 (7.5ｍ×4.25ｍ)

��� 桁行1.25ｍ＋1.1ｍ＋1.55ｍ＋1.5ｍ＋

１ｍ＋1.15ｍ 梁行 ２ｍ＋2.25ｍ

���� Ｎ30.5度Ｅ �
� 31.9㎡

���� ＳＢ233に重複する掘立柱建物であるが､

柱穴間での切り合い関係がなく､ 前後関係は不明で

ある｡ 別遺構との重複や攪乱などで側柱の一部を欠

損するが､ ほぼ全体形の確認は可能である｡ 梁行の

柱間が広いのに対し桁行は短めで､ 柱間間隔は両者
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とも不等間である｡ 残存状況の良い南側の妻柱列を

見る限り､ 梁行の側柱列の柱掘形のほうが桁側柱列

の柱掘形よりも若干大型に造られている｡

�����

���	 独立棟持柱形式


�� ４間×１間 (10.4ｍ×4.4ｍ)

���� 2.5ｍ＋2.5ｍ＋2.7ｍ＋2.7ｍ

���� Ｎ37.5度Ｅ ��� 45.8㎡

���� 桁行の柱間間隔が2.5ｍ以上と幅広い大

型の棟持柱式掘立柱建物である｡ 梁から棟持柱まで

の出が､ 北妻側で1.55ｍ､ 南妻側で1.4ｍを測る｡

東桁側柱列のうち､ 南から２番目の柱穴は何度も検

出を加え､ また観察用の補助トレンチも入れたにも

かかわらず検出できず､ 当初からないものと判断し

た｡ つまり､ 本建物の桁行は､ 西側は４間あるが東

側は南隅柱から１間分空いた３間ということになる｡

この１間分を除いた東西桁行柱穴は､ 柱間間隔も等

しく対応する｡ 北側梁柱列は､ 一見すると棟持柱以

外にも梁の柱筋に対応する妻柱が存在するようにも

見えるが､ その柱穴は古代の掘立柱建物を構成する

柱穴で､ 本建物に伴うものではない｡ なお､ 柱穴掘

形から､ 弥生時代の磨製石鏃 (1632) が出土してい

る｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ５間×１間 (６ｍ×2.3ｍ)

���� 1.3ｍ＋1.4ｍ＋1.2ｍ＋1.2ｍ＋0.8ｍ

���� Ｎ37.5度Ｅ ��� 13.8㎡

���� 南北の桁側柱列の柱穴で一応の対応関係

のあるものを拾って桁行５間と考えたが､ 柱筋に乗っ

てくるピットがもう少しあり､ あるいは桁行６～８

間の建物であった可能性も残る｡ いずれをとっても､

柱間間隔は不等間かつ短いものとなる｡ 柱掘形はい

ずれも小さく､ 建物規模の小ささに対応したものと

いえる｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ４間×１間 (6.1ｍ×2.35ｍ)

���� 1.45ｍ＋1.65ｍ＋1.45ｍ＋1.65ｍ

���� Ｎ30度Ｅ ��� 14.3㎡

���� 桁行の柱間間隔が不等間の小規模な掘立

柱建物である｡ ＳＴ802に向かって土砂流出が激し

いが､ 西側柱列と東側柱列とでは柱掘形底面のレベ

ルが東側のほうが低く､ 最初から東側 (ＳＴ802側)

へ向かって傾斜していくところに造られた建物であ

ろう｡ 桁行４間分の柱穴以外にも､ 柱間間隔に規則

性はなくなるが柱筋に乗ってくるピットがあり､ あ

るいは桁行の柱間は５～６間に分割されていたのか

もしれない｡ もちろん､ その場合の柱間間隔はさら

に短いものとなる｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ５間×１間 (７ｍ×2.75ｍ)

���� 南側で1.7ｍ＋1.25ｍ＋1.6ｍ＋1.25ｍ＋

1.35ｍ

���� Ｎ32度Ｗ ��� 19.3㎡

���� 柱掘形の底面のレベルは柱穴間で差異が

大きく安定性に欠けるが､ 南北の桁行を構成する柱

穴の配置や柱間間隔はほぼ対応する｡ 本建物が存在

する場所は掘立柱建物が集中する部分でピットも多

く､ 本建物を構成する柱穴は古代の掘立柱建物ＳＢ

251を構成する柱穴に切られているが､ 柱掘形埋土

に含まれる遺物はいずれも弥生時代の所産であった｡

梁間１間側柱形式の建物としては､ 規模や柱間間隔

など本遺跡で標準的な大きさであろう｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ３間×１間 (3.9ｍ×2.2ｍ)

���� 1.3ｍ等間

���� Ｎ29度Ｅ ��� 8.6㎡

���� 本遺跡の弥生掘立柱建物のなかで最も小

規模な部類に属する建物である｡ 一応､ 南北桁行で

柱配置が対応するものを抽出して桁行３間としたが､

桁の柱筋に乗ってくる別のピットもあるため､ ある

いはもう少し桁の間数は増えるかもしれない｡ 流出

のため東側はかなり落ち込んでおり､ 本来もう少し

長かったのかもしれない｡ 残存のよい西側で見ると､

隅柱はほかの柱穴よりも若干大型に造られている｡

�����

���	 梁間２間側柱建物


�� ３間×２間 (3.7ｍ×2.1ｍ)

���� 桁行1.25ｍ＋1.25ｍ＋1.2ｍ
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梁行1.05ｍ等間

���� Ｎ29度Ｅ ��� 7.8㎡

�	
� 極めて小規模な掘立柱建物である｡ 柱掘

形は長径30～40cmの円形と小振りながらいずれも掘

り込みが明瞭なしっかりとしたものである｡

����

���� 梁間１間側柱形式？

���� ２間×１間 (2.25ｍ×2.65ｍ)

���� 1.2ｍ＋1.2ｍ

���� Ｎ38度Ｅ ��� 6.0㎡

�	
� ２間分存在するほうを桁行と考えたが､

その２間分の合計よりも梁行とした１間分のほうが

長く､ 桁と梁の認識が逆になるかもしれない｡ 一応､

想定どおりの建物とすると､ 桁行の柱間及び総長に

比べて梁の柱間が非常に大きいタイプの建物という

ことになろう｡ 柱掘形は特に隅柱が深く､ しっかり

とした造りになっている｡

����

���� 梁間１間側柱形式

���� ４間×１間 (5.4ｍ×2.2ｍ)

���� 1.35ｍ＋1.5ｍ＋1.5ｍ＋1.0ｍ

���� Ｎ43度Ｗ ��� 11.9㎡

�	
� 東側桁行の中央柱が未検出で､ ここのみ

柱が存在しなかった可能性があり､ その場合はここ

に入口がくる東入りの建物であったと推定される｡

桁の柱間が不等間なのは､ 本遺跡における他の弥生

掘立柱建物の多くと共通する｡ 建物の柱穴は､ 南側

に存在する柱穴にいくに従って床面が深くなってお

り､ 南に傾斜する斜面に建てられたことを示してい

る｡ 北側の柱穴は､ かなり削平を受けているのであ

ろう｡

����

���� 梁間１間側柱形式

���� ７間×１間 (8.05ｍ×2.55ｍ)

���� 1.2ｍ＋1.2ｍ＋1.0ｍ＋1.5ｍ＋1.2ｍ＋

1.2ｍ＋1.15ｍ

���� Ｎ44度Ｗ ��� 20.5㎡

�	
� 本遺跡の梁間１間タイプ掘立柱建物とし

ては大型である｡ 南北妻側の外側に存在する柱穴は､

一見すると棟持柱のようにも見えるが､ 後世の掘立

柱建物の構成柱穴であり､ 本建物は棟持柱式にはな

らない｡ 柱掘形の形状は円形もしくは不整円形で､

桁行の柱間は不等間である｡

����

���� 独立棟持柱形式

���� ６間×１間 (9.6ｍ×3.5ｍ)

���� 2.0ｍ＋1.9ｍ＋1.4ｍ＋1.3ｍ＋1.4ｍ＋

1.7ｍ

����� 北1.05ｍ 南1.5ｍ

���� Ｎ44.5度Ｅ ��� 33.6㎡

�	
� 南北で棟持柱の出の長さが異なるものの､

棟持柱式の掘立柱建物である｡ 桁行柱間は不等間で､

特に桁の中央部分の柱間が短いことを特徴とする｡

ただし､ 西側桁行が未検出だったため本建物柱穴と

しては扱わなかったが､ 東側桁行の北側隅柱と北か

ら２番目の柱穴の柱間にはもう１個別の柱穴が存在

している｡ この柱穴も本建物の構成柱とすると､ 東

側のみ桁行は７間ということになる｡ 柱掘形の規模

は柱穴間でのばらつきが大きい｡

��� 

���� 梁間１間側柱形式

���� ４間×１間 (5.7ｍ×2.5ｍ)

���� 1.5ｍ＋1.5ｍ＋1.5ｍ＋1.2ｍ

���� Ｎ42度Ｗ ��� 14.3㎡

�	
� 建物の北西側隅柱が別遺構との重複のた

め検出できなかった｡ 柱掘形は､ 長径70cm以内の円

形もしくは隅丸長方形を呈しており､ 桁行の柱通り

はよい｡

��  

���� 片側棟持柱形式

���� ５間×２間 (南側は棟持柱､ 7.6m×3.8m)

���� 桁行西側1.3ｍ＋1.55ｍ＋1.4ｍ＋1.6ｍ

＋1.9ｍ 梁行 1.9ｍ等間

���� Ｎ41度Ｗ ��� 28.9㎡

�	
� 妻部の北側は梁の柱筋上に柱穴があるが､

南側は外側に棟持柱として存在し､ いわゆる片側棟

持柱形式になるものと思われる｡ 桁行の柱間は西側

と東側で異なり､ 西側５間に対して東側は中央柱を

欠く桁行４間に分割されている｡ この場合､ 東側桁

行は､ 中央柱１個を欠く分､ 個々の柱間は西側より

も広めである｡

�!"#
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���� 梁間１間側柱形式

���� ４間×１間 (11.1ｍ×3.4ｍ)

	

� 西側で2.7ｍ＋2.5ｍ＋3.2ｍ＋2.65ｍ

��� Ｎ28度Ｗ ��� 37.7㎡

���� �����→ＳＢ225→ＳＢ303､

�����→ＳＢ226

���� ＳＢ225やＳＢ303と重複関係にあり､ 個々

の柱穴も多くが切り合っている｡ 桁行の東西では柱

間間隔が若干異なり､ 主軸を挟んで相対する柱穴が

直交方向に一致するわけではない｡ 柱間も不等間で

ある｡ 棟持柱を伴わない掘立柱建物にしては大型で､

桁行の柱間間隔が大きいのが特徴であるが､ この特

徴は梁間１間側柱形式の建物よりも､ 棟持柱式の掘

立柱建物と共通する特徴である｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

���� ８間×１間 (11.5ｍ×3.3ｍ)

	

� 2.9ｍ等間

��� Ｎ15度Ｅ ��� 38.0㎡

���� ＳＢ301→ＳＢ225→�����

���� 建物規模は大きいが､ 棟持柱式ではなく､

梁間１間タイプである｡ 建物規模の割に柱掘形は小

さく､ 柱間間隔も､ 桁行は比較的短いが等間である

ことや､ 梁行の柱間が3.3ｍと桁行に比べて広いこ

とを特徴とする｡ 全体規模や柱掘形の大きさに比し

て､ 梁を支える柱の少なさは若干違和感があり､ 小

さいながらも屋内の梁間中央列に存在する複数の小

ピットが本建物に属する可能性を残している｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

���� ３間×１間 (5.3ｍ×2.6ｍ)

	

� 西側で1.9ｍ＋1.8ｍ＋1.7ｍ

��� Ｎ44度Ｅ ��� 13.8㎡

���� 全体としてみると､ １間分で構成される

梁間の柱間が広いが､ 柱穴の掘り込みなどはしっか

りしている｡ 妻側の中央にも､ 柱通りに沿って小さ

なピットが存在するが､ 掘立柱建物を構成する柱穴

としては掘形を認識できずに柱痕跡のみを掘り抜い

たものとしても小さすぎ､ 梁間２間とするのは無理

があろう｡

�����

���� 独立棟持柱形式

���� 布掘り桁×１間 (17.7ｍ×4.6ｍ)

��� Ｎ18.5度Ｅ ��� 81.4㎡

���� 調査時点では布掘りの可能性は考えつつ

も掘立柱建物とは認識せずに､ 最終的には平行する

２本の溝として調査した｡ しかし､ 整理段階で他の

掘立柱建物を構成する柱穴を確定していく過程で南

北１個ずつの柱穴が浮いてきて､ 平行する溝を布掘

り柱穴､ 当該柱穴を棟持柱と考えると位置関係等が

１棟の掘立柱建物の構成として照応することが判明

し､ 桁行の柱穴を布掘りとした棟持柱形式の掘立柱

建物の可能性を考えた｡ 遺憾ながら布掘り部分の縦

断面の断面図は未作成であり､ 基本的な検討作業を

行うための前提が不足しているが､ 布掘り内には部

分的な柱穴状の落ち込みもみられ､ 柱が部分的に沈

み込んだ痕跡かとも捉えられる｡ 本遺構を以上のよ

うに棟持柱式の掘立柱建物と考えた場合､ 建物規模

としては本遺跡の弥生掘立柱建物のなかでは最も大

きいものとなる｡ なお､ 棟持柱は､ 妻側ラインから

北側は外へ2.2ｍ､ 南側は外へ1.9ｍの位置にあって､

南北でやや不等間となる｡このうち､ 北側棟持柱柱

穴については､発掘当初は土坑として扱っており､本

書でもＳＫ646として独立して扱った｡しかし掘形内

に柱痕跡があり､やはり柱穴として扱うのが妥当で

あると判断した｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

���� ３間×１間 (5.4ｍ×３ｍ)

	

� 1.9ｍ＋1.75ｍ＋1.75ｍ

��� Ｎ43度Ｗ ��� 16.2㎡

���� 建物の規模の割に梁間の柱間が広い掘立

柱建物である｡ 東側が流出のため検出面が低くなっ

ているが､ 柱掘形底面の高さはほぼ同じである｡

�����

���� 梁間１間側柱形式

���� ３間×１間 (3.4ｍ×1.75ｍ)

	

� 1.2ｍ＋1.2ｍ＋1.1ｍ

��� Ｎ38度Ｗ ��� 6.0㎡

���� 梁行､ 桁行ともに柱間間隔の狭い小規模

な掘立柱建物である｡ 柱掘形も長径40cm以下の円形

を基本とする小さなものであるが､ 掘り込み自体は
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しっかりとした造りで､ 検出面から40cm程度の深さ

を有する｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ４間×１間 (5.3ｍ×2.8ｍ)

���� 東側で1.25ｍ＋1.25ｍ＋1.25ｍ＋1.5ｍ

���� Ｎ22度Ｅ ��� 14.8㎡

���� 残存状況の良い東側桁行を見ると､ 柱掘

形は長径60cm弱の円形を呈しており､ 掘り込みもしっ

かりしている｡ 本来検出面の流出が激しくない西側

柱穴の検出状況が悪いのは､ この場所が後世の開墾

等で地盤としての安定性が悪かったためと推定され

る｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� 東側４間(西側５間)×１間(4.7ｍ×2.2ｍ)

���� 東側1.2ｍ＋1.0ｍ＋1.3ｍ＋1.2ｍ

���� Ｎ41度Ｗ ��� 10.3㎡

���� 桁行は､ 西側５間に対して東側４間のイ

レギュラーなあり方を示す｡ これは､ 東側が１間分

足りないだけでそれ以外の東西桁行柱穴は対応関係

にあるというものではなく､ 同じ長さの桁行を西側

は５分割､ 東側は４分割したもので､ 西側桁行の柱

間のほうが相対的に狭くなっている｡ 個々の柱穴の

掘り込みはしっかりしているが､ 掘形大きさのばら

つきは大きい｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ３間×１間 (4.55ｍ×2.1ｍ)

���� 1.35ｍ＋1.5ｍ＋1.7ｍ

���� Ｎ28度Ｅ ��� 9.6㎡

���� 梁間１間タイプの掘立柱建物である｡ 柱

間間隔は不等間だが､ 柱穴位置はほぼ対応する｡ 東

西桁行の柱筋上には､ 本建物を構成する柱穴以外の

ピットもいくつか存在するが､ 古代の建物を構成す

る柱穴であり､ 本建物には伴わない｡

�����

���	 梁間１間側柱形式


�� ５間 (西側４間) ×１間 (5.2ｍ×2.2ｍ)

���� 東側で1.0ｍ＋1.0ｍ＋1.05ｍ＋1.05ｍ＋

1.1ｍ

���� Ｎ45度Ｅ ��� 11.4㎡

���� 桁行西側は､ 北西隅柱から１間分の柱間

を広くとって柱穴１個を配しておらず､ 結果として

西側は柱間４間に分割されている｡ ただし､ そのこ

とを勘案しても､ 桁行の柱間は狭い｡ 柱掘形は長径

50cmほどの円形もしくは楕円形で安定性は高い｡

�����

�� 24.2ｍ ��� Ｎ56.5度Ｅ

��! 13間？ (2.0ｍ＋1.7ｍ＋2.8ｍ＋1.4ｍ＋

1.5ｍ＋1.5ｍ＋1.3ｍ＋1.5ｍ＋1.8ｍ＋

1.7ｍ＋2.9ｍ＋2.7ｍ＋1.8ｍ)

���� ピットが一列に並ぶ部分があり､ 柱列と

して把握したが､ 柱間数などは本来のものかどうか

は疑わしい｡ 柱列両端は柱間間隔が長いのに比較し

て､ 柱列の中央付近は短く､ また柱穴自体の安定性

も高い｡ このことから､ 柱列として把握するには中

央の７間分程度が妥当かもしれないが､ 一応柱通り

に乗るピットを最大限に把握しておいた｡

" ��#$%

�&���

�	 不明

#$'()*#� 13.4ｍ以上×11ｍ以上

+,� 10ｍ以上×９ｍ以上

���� 南周溝および西周溝がＳＴ802の浸食の

ため欠損していて全体形は不明である｡ Ｌ字状に残

存した東側及び北側周溝は連結しており､ 東側周溝

のみ周溝内法・外法とも僅かに外側へ膨らむ形状を

とる｡

墳丘は削平を受けており､ 埋葬施設などは確認で

きなかった｡ また､ 周溝からの出土遺物も乏しく､

図示しうるほどのものはなかった｡

�&���

�	 中央陸橋型

#$'()*#� 16.2ｍ (開口部側) ×13.3ｍ

以上 (推定15ｍ)

+,� 10.5ｍ (開口部側) ×８～11ｍ

���� 南周溝中央部が陸橋となって墳丘への開

口部となる｡ 墳丘は全て削平されており､ 埋葬施設

も確認できなかった｡ 周溝は､ 外法中央が膨らみ､

全体として円形を呈するが､ 内法 (墳丘側) は直線

で､ 方形形状 (より厳密には開口部側へ向かってや
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��� 不整形

���� 2.4ｍ以上×2.2ｍ �� 14.5cm

�	
� 本体の隅丸方形状の部分から､ 北東側と

北西側に枝が派生したような歪な形状を示し､ やや

人工的な規格性には欠けるが､ 埋土の褐色粘質土よ

り弥生土器の細片多数が出土している｡ ただし､ 図

示しうる個体は乏しい｡ なお､ 図上で南側へ派生す

る溝状のものは､ 本遺構に伴うものではない｡

����

��� 楕円形

���� 1.4ｍ×0.7ｍ �� 15.3cm

�	
� 南東側へ瘤状に出た突き出しは､ 本来の

ものではない｡ 遺物は比較的多く出土している｡

����

��� 不整方形

���� 0.6ｍ×0.6ｍ �� 16cm

�	
� やや小型の方形土坑であるが､ 一辺のみ

外側へ突出しているため不整方形とした｡ 中央部の

円形ピット状のものは別ピットの重複である｡

����

��� 楕円形

���� 1.2ｍ×0.6ｍ �� 30.8cm

�	
� 土坑や不明遺構 (ＳＺ)､ ピットなどが

多く重複したところにある土坑であるが､ その一角

のなかでは端に位置していたため全体形状は掴みや

すかった｡

����

��� 不整形

���� 2.4ｍ×1.1ｍ �� 40.6cm

�	
� ＳＫ609の北西側に所在する土坑である

が､ 遺構の東側は他遺構の重複が激しく､ 遺構とし

ての安定性に欠ける｡ ただ､ 残りの良い西側を見る

限り､ 掘り込みも明瞭なしっかりした遺構である｡

����

��� 円形

���� 1.1ｍ×1.0ｍ �� 54cm

�	
� 床面のレベルが安定せず､ ピット３基の

重複のようにもみえるが､ 検出段階ではひとつの円

形土坑としてラインが明瞭であり､ ひとつの土坑で

ある｡

����

��� 不整形

���� 2.1ｍ×1.3ｍ �� ―cm

�	
� 掘り上がり段階の形状は三角形もしくは

ナスビ形を呈しているが､ 検出段階では検出ライン

が安定せず､ 重複もあってかなり歪な掘形を示して

いた｡ 埋土も暗褐色土を基本とするものの､ 灰茶色

土も混じって安定性が悪い｡

����

��� 不整楕円形

���� 2.1ｍ×1.7ｍ �� 15cm

�	
� 後世の溝に切られて西側を欠損するが､

やや歪な楕円形の土坑であったと思われる｡ ただし､

床面に段差があり､ 歪な部分は２基の土坑の重複に

よるものかもしれない｡ 遺物は比較的多く出土して

いるが､ 一括して上げている｡

����

��� 長方形もしくは楕円形

���� 1.8ｍ以上×1.0ｍ �� 33cm

�	
� 溝やピットなど別遺構との重複関係があ

るため形状的には判然としないが､ しっかりとした

掘り込みを持った土坑である｡

����

��� 楕円形

���� 1.6ｍ×1.3ｍ �� 62cm

�	
� 重複が激しく､ 遺構平面形状を捉えにく

いが､ 部分的に残存する掘形から類推すると､ 楕円

形の土坑であったと思われる｡

����

��� 不整形もしくは楕円形

���� 1.8ｍ×1.0ｍ �� 13cm

�	
� ＳＫ612に隣接する土坑である｡ 検出段

階では楕円形を呈していたが､ 掘り進めるとやや歪

な形状になった｡ 遺構南側の歪な部分は重複とみて､

本来は北側の隅丸三角形部分のみの掘り込みであっ

たかもしれない｡

����

��� 隅丸方形

���� 1.3ｍ×0.9ｍ �� 18cm

�	
� 北東側を別遺構との重複のため欠損する

が､ 検出段階では隅丸方形を呈していた｡ 検出面か

ら床面までは比較的浅い｡
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�����

��� ナスビ形

��	
 1.7ｍ×1.0ｍ �� 74.1～94.4cm

��� 土坑主軸の片端部が窄まっており､ いわ

ゆるナスビ形土坑であろう｡ 埋土に若干の炭が混じっ

ており､ 多少火を受けている可能性がある｡

�����

��� 方形

��	
 1.1ｍ×1.1ｍ �� 48cm

��� ほぼ正方形の土坑である｡ 中世火葬墓群

の密集するエリアにあるが､ 本土坑は弥生期の所産

である｡ 埋土中に炭化物が含まれている部分があり､

有機質のものが存在した可能性がある｡

�����

��� ナスビ形

��	
 1.4ｍ×1.0ｍ

��� 中世の溝ＳＤ693に切られて欠損してい

るうえに､ 検出面が流路脇の不安定な地盤だったた

め遺憾ながら遺構実測段階まで遺構が維持できず､

実測図に反映できなかった｡ 遺構カードの所見をも

とに復元すると､ 掘形はナスビ形もしくは胴張り長

方形を呈しており､ 検出ライン自体は明瞭であった｡

�����

��� 楕円形

��	
 0.9ｍ×0.8ｍ �� 31cm

��� ピットとの重複のため全体形が捉えにく

いが､ 楕円形状の小型の土坑である｡ ＳＫ624と隣

接する｡ 埋土から甕底部が出土している｡

�����

��� 不整円形もしくは隅丸方形

��	
 1.0ｍ×0.8ｍ �� 56.3cm

��� 切り合いのため残りが悪いが､ 掘り込み

はしっかりしている｡ 埋土から壺の底部が出土して

いる｡

�����

��� 不整円形

��	
 0.7ｍ×0.4ｍ �� 50cm

��� 中央へ向かって段状に下がりながら深く

なっていく土坑である｡ 南西側を欠損するが､ 基本

的には円形を指向する土坑である｡

�����

��� 円形もしくは隅丸方形

��	
 直径0.3ｍ �� 35cm

��� 中世の火葬墓に切られているため南西側

を欠損する｡ 掘立柱建物柱穴の可能性も考えたが､

これを取り込む掘立柱建物が確認できず､ 土坑とし

て扱った｡ なお､ 本遺構周辺には､ いまひとつ所属

時期等が判然としなかったため今回の報告では遺構

番号を付与しなかったが､ 本遺構と同様の円形や隅

丸方形を呈した同規模の土坑が集中しており､ その

いくつかは弥生土坑の可能性が高い｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.2ｍ×0.9ｍ �� 20cm

��� ＳＫ629の近傍に所在する｡ 検出時はや

やずんぐりした楕円形状を呈していたが､ 実測段階

までに遺憾ながら若干崩れた｡

�����

��� ナスビ形

��	
 1.7ｍ×1.0ｍ �� 40cm

��� 端部片側が窄まっており､ 形状としては

ナスビ形を呈する｡ 埋土中に焼土が散在しているこ

とから､ 火を受けた土坑であろうと思われる｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.4ｍ×1.2ｍ �� 10cm

��� 南西側を欠損するが､ 形状としては楕円

形とみて問題なかろう｡ 性格不明ながら床面に小ピッ

ト (主要なものは４個) が存在しており､ あるいは

何らかの覆屋構造を支える棒状のものが存在したの

かもしれない｡

�����

��� 不整楕円形

��	
 0.9ｍ×0.8ｍ �� 34.1cm

��� ずんぐりとした楕円形の一端が20cmほど

深く掘り込まれた土坑である｡ 埋土から台付甕の細

片が出土している｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.6ｍ×1.2ｍ �� 26cm

���� �����→ＳＢ202 (古代)

��� ＳＢ202の北東隅に存在する土坑である｡
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�����

��� 円形

��	
 直径1.5ｍ �� 48.8cm

��� 円形の掘形で底に向かって擂鉢状に掘り

込まれていく土坑である｡ 床面に接して､ 玉砥石様

に筋が入った台石 (1649) が存在していた｡

�����

��� 隅丸長方形

��	
 1.0ｍ×0.7ｍ �� 37.9cm

��� やや歪な部分もあるが､ 検出時は隅丸長

方形を呈していた｡ 掘り込みは､ 検出ラインからす

ぐに一気に下がっている｡ 図示しうる遺物は比較的

多く出土している｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.1ｍ×0.9ｍ �� 73.7cm

��� 埋土は黒褐色や暗褐色､ それに黄褐色が

混じった色調の土で､ 安定性は低い｡ いわゆる卵形

に近い楕円形である｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.1ｍ×0.9ｍ �� 73.7cm

��� 壁がほぼ垂直に立ち上がる楕円形の土坑

である｡ 埋土より弥生土器の小片が出土している｡

�����

��� 隅丸方形もしくは不整形

��	
 1.1ｍ以上×0.6ｍ以上 �� 12.6cm

��� 後世の自然流路によって切られているた

め土坑東側及び南側を欠損するが､ 検出時は西側が

直線形状の掘形ラインを示しており､ 隅丸方形状を

呈した土坑であった可能性が高い｡ ただし､ 検出面

からの掘り込みはさほど深くない｡

�����

��� 不整円形

��	
 1.3ｍ×1.2ｍ �� 43.5cm

���� ＳＨ109→�����

��� 北西側にやや下膨れの円形を呈した土坑

である｡ 検出埋土 (上層) は褐色と黄褐色が混じっ

た色調の埋土であったが､ 掘り進めて行くに従って

黒色が強まった｡

�����

��� 楕円形

��	
 1.7ｍ×1.2ｍ �� 52cm

��� 北側へ連続していく部分があるが､ 土坑

として認識した部分は南側のみである｡ 土坑北側は

別遺構との重複のため､ やや欠損する｡ 楕円として

はややずんぐりした形状を示す｡

� �

菟上遺跡の集落域においては､集落を画すべき環

濠は未確認で､集落域内部を区画する溝も極めて少

ない｡ただし､遺跡内には近現代の畑耕作に伴う排水

溝が碁盤の目状に存在しており､これら後世の攪乱

溝に重複されてわからなくなった溝が存在した可能

性も残る｡しかし､溝以外の竪穴住居など他遺構が残

存していることを考慮すると､弥生期溝のみが攪乱

溝に重複されて消失したとも考えがたく､基本的に

は本来から集落内に存在する溝は少なかったと想定

される｡なお､ＳＤ683・684・686・687・689・690に

ついては､竪穴住居周溝の一部である可能性がある｡

以下､ 個別に確認しておこう｡

�����

��� 10.6ｍ  0.7ｍ �� 12.4cm

��� 途中屈折部のある浅い溝である｡ 屈折部

が鈍角を形成しており､ 竪穴住居周溝となる可能性

は低い｡

�����

��� ２ｍ  0.4ｍ �� 21cm

��� 調査区北東際で検出された溝で､ 一部屈

曲して直線化している｡ 途切れている部分が大きく､

全体の規模は不明であるが､ 形状的には竪穴住居の

周溝の可能性もある｡

����!

��� 3.7ｍ  0.4ｍ �� 20cm

��� ほぼ直線状を呈する短い小溝である｡ 竪

穴住居周溝の残欠の可能性もあるが､ 屈折部分は確

認していない｡ 埋土より沈線文系広口壺の口縁部破

片 (478) など弥生土器が出土した｡

�����

��� 9.9ｍ  3.5ｍ �� 73cm

��� 遺構の検出位置がちょうど菟上遺跡遺構

群の北西端に位置し､ 遺構群を画する区画溝的な要

素をもつ｡ ただ､ 調査範囲が狭いため溝状のものと
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いるものとみてよかろう｡

�����

��� 不整形

���	 2.9ｍ×2.4ｍ 
� 39cm

��� 検出プランの安定性に欠き､ 不整形とし

たが､ 形状としては方形を指向したものであろう｡

検出位置が傾斜をもつ地形のため､ 東半部を欠く｡

�����

��� 不整形

���	 5.5ｍ以上×5.2ｍ 
� 55cm

��� 古代の井戸ＳＥ681に重複されているが､

明確な遺構掘り込みラインをもたず､ 不明瞭なまま

下がっていく｡ 従って､ 人為的な遺構というより､

自然の作用によって落ち込んだ部分も大きいものと

推定される｡ ちょうどＳＴ803の谷頭部に相当する

湧水ポイントであるため､ 低湿状を呈し､ 古代になっ

ても同じ位置に井戸が設けられたとみられる｡

�����

��� 方形

���	 2.9ｍ×2.6ｍ 
� 13cm

��� 浅い方形の落ち込み状を呈し､ 竪穴住居

の残欠の可能性もある｡ ただ､ 竪穴住居というには

やや歪で､ 主柱穴がないなどやや根拠が弱く､ 不明

遺構とした｡

�����

��� 隅丸三角形

���	 4.1ｍ×3.7ｍ 
� 12cm

��� 検出ラインも安定しない浅い掘り込みで

あるが､ 一応平面的には三角状を呈している｡ 弥生

時代遺物の細片はあるが､ 図示しうるほどの遺物は

なかった｡

�����

��� 不整形

���	 5.6ｍ×4.2ｍ 
� 12cm

��� 風倒木を思わせる歪な形状で､ なおかつ

他のピットなどとの重複も多い｡ いくつかの遺構が

重複した結果の産物のようでもあるが､ 外周プラン

は歪ながら楕円形を指向しているととれなくもなく､

不明遺構として扱った｡

��� ��������

菟上遺跡における古墳時代遺構は､ 弥生時代のも

のに比べると格段に数が少ない｡ ただし､ 土坑に関

しては､ 土師器の細片しか出土しないものも多く､

古墳時代に帰属する土坑が現状の認識よりはいま少

し多かったかもしれない｡ 以下､ 具体的に述べてい

きたい｡

� �� !

�"#��

��� 隅丸方形もしくは隅丸長方形

�	 2.9ｍ以上×1.1ｍ以上 $�% ３㎡以上

&' 21cm ()* 20cm ()' ２cm

+,-. ＳＨ111(弥生)→ＳＨ110(弥生)

→�"#��

��� ３基の重複する竪穴住居のうち､ 切り合

い関係が最も新しい竪穴住居で､ それは出土遺物か

らも矛盾しない｡ 住居隅の屈折は比較的急角度で､

周溝部も膨らみはなく､ 直線的である｡ 屋内には炉

跡も残る｡

� /0

ごく少量であるが､ 古墳時代前期に属する土坑が

確認されている｡

�1��2

��� ナスビ形

���	 1.8ｍ×1.4ｍ 
� 82.1cm

��� 遺構主軸の片側が広く､ もう片側が狭く

なったナスビ形形状を示す土坑である｡ かつて津市

橋垣内遺跡の報告文中で ｢しゃもじ形｣ と報告した

ものと共通する部分が大きい｡ 掘形は深く､ 掘形全

体がほぼ垂直に近く一気に掘り込まれているが､ ナ

スビ形とした場合の基部 (幅の狭い側) はオーバー

ハングして立ち上がる｡ 床面はフラットである｡ 床

面の基部に接して､ 古式土師器の丸底甕が横転状態

で置かれていた｡

�1�23

��� 隅丸方形

���	 1.3ｍ×1.2ｍ 
� 53.8cm

+,-. �1�23→ＳＫ626→ＳＫ627

― 83 ―



― 84 ―

���� ����	
����





���� ＳＫ625とＳＫ626～627は重複関係にあ

る土坑群で､ ＳＫ625はそのなかの最大規模のもの

である｡ 土坑北側は直線状を呈するのに対して､ 南

側はやや弧状を帯びる｡ 北側の壁に接してピット状

の小さな掘り込みが認められ､ そこから若干の遺物

も出土している｡

�����

	
� 隅丸三角形

	
� 0.3ｍ×0.2ｍ �� 57.1cm

���� 小さなピット状の遺構であるが､ 中から

小型丸底壺が横転状態で出土している｡ 状況的には

この土器を据えるための掘り込みのように判断され

たため､ 単独の土坑として扱った｡ 遺構上部はＳＫ

627の重複のため欠損している｡

�����

	
� 不整方形

	
� 0.8ｍ×0.6ｍ �� 約40cm

���� 前述のＳＫ625やＳＫ626を切る土坑であ

る｡ 図示しうるほどの出土遺物はない｡

� ������������

古墳や土坑といった明瞭な遺構ではないものの､

ＳＴ801からは滑石製の合子形石製品の蓋 (1688)

が出土している｡ 本遺物は､ 通常､ 前期～中期前半

の古墳の副葬品として出土することが一般的で､ 製

作遺跡である可能性が乏しい本遺跡から出土したこ

とは､ 菟上遺跡周辺に当該時期の古墳が存在した可

能性を示している｡ 今回の調査では当該時期の古墳

の存在は確認できず､ また近傍での前期～中期前半

の古墳の存在は知られていないが､ 今後への注意を

喚起しておく｡

���  ��!"

# $%�&'

菟上遺跡の集落域は､ 東西両側を谷によって画さ

れた舌状丘陵上に立地しており､ さらにこの舌状丘

陵には開析作用で形成された谷が入り込んでいる｡

このうち､ 舌状丘陵を画する東側の谷は､ 次の舌

状丘陵まで約120ｍの幅を有する｡ この谷と本遺跡

集落域とは断崖をもって隔てられ､ 谷は断崖下部の

落ち込みとして把握できる｡ この落ち込みには､ 落

ち込み初めの部分 (集落域側の部分) に大量の遺物

の投棄が認められ､ 岸 (集落域側) から離れるに従っ

て遺物の出土が急激に減少する｡ この東側の谷を

ＳＴ801として把握した｡ 調査では､ 谷全体を完掘

したわけではなく､ 工事箇所 (高速道路高架の橋脚

設置部分) と遺物の出土傾向を勘案し､ 断崖下から

東へ約32ｍの部分までを調査した｡

ＳＴ802～804は､ ＳＴ801のような舌状丘陵全体

を画する谷ではなく､ 集落に入り込んだ谷である｡

このうち､ＳＴ802・803は､下流部で合流して同一

化する開析谷である｡谷としての本流はＳＴ802にあ

り､途中工事範囲外の未調査部分を挟んだ上流側と

合流した下流側も含め､本流部分をＳＴ802､そこへ

流入するかたちで存在する支谷をＳＴ803とした｡

ＳＴ804は､ ＳＴ801とＳＴ802・803の間を開析し

た谷であるが､ 谷頭部分は工事範囲外の未調査部分

であり､ 谷の途中を調査したものである｡ 下流部は､

ＳＴ801として把握した舌状丘陵東側の谷へ向かっ

て向きを変えており､ 調査区外で合流するかもしれ

ない｡

集落域の乗る舌状丘陵の東側にはＳＴ801があっ

て大量の遺物が投棄されていたのに対し､西側を画

する谷状地形には遺物が出土するような落ち込みは

調査範囲内では確認できなかった｡西側の谷は､50～

100ｍの幅を有するが､この部分には重地遺跡 (旧名

｢東海道想定地｣) および伊坂遺跡の調査に伴ってい

くつかトレンチが開けられたが､ 菟上遺跡の谷に相

当するような落ち込みは見られず､ 遺物をほとんど

含まない自然の谷状地形が存在しただけであった｡

ただＳＤ685とした溝については､ 調査範囲がご

く僅かだったため谷頭部が表れていたものを谷とせ

ず溝として認識した可能性は残る｡ また､ ＳＴ801

のような集落域の直下 (断崖の真下) も調査区外で

あり､ 現在も小規模な流路が存在している｡ 従って､

舌状丘陵の西側を画する谷に関しては未調査部分が

多く､ ＳＴ801のような遺物を大量に含んだ落ち込

みが存在しなかったと確定できる状況ではない｡ こ

こでは､ 集落域の乗る舌状丘陵は東西両側を谷状地

形によって区画され､ うち東側の谷 (ＳＴ801) に

は大量の遺物の投棄が認められたという確認にとど
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���

集落域のなかに源流部があり､ そこから開析作用

を経ながら集落域を分断するようなかたちで入り込

んだ谷である｡ 最上流部は､ 幅４ｍ､ 深さ１ｍ程の

谷としてはじまるが､ 下流部へ行くに従って浸食作

用を受けて幅・深さともに拡大し､ 最終的には幅45

ｍ､ 深さ８ｍの規模になる｡ 調査前から谷としての

落ち込みはすでに認められ､ 谷全体が埋土で覆われ

ているわけではなかった｡

途中､ ＳＴ802は､ ＳＴ803の合流を受ける｡ 途中

のＳＴ803との合流部分を境に､ 合流以前をＳＴ802

の上流部､ 合流して以降を下流部として扱い､ 記述

する｡

谷の底は､ 平坦面と一見小さな滝のような急激な

落ち込みが連続する､ 開析谷特有の地形を示す｡

ＳＴ802上流部の肩部に存在するＳＸ535・536や

ＳＨ85・102などの遺構は､ ＳＴ802の浸食作用によっ

て欠損しており､ ＳＴ802の浸食作用が弥生時代以

降も連綿と続いていたことがわかる｡

谷の底のやや広い平坦面は､ 両法面を一段掘り窪

めたような箱状を呈し､ 一部ではあるが木製品を据

えつけたような施設も存在した (第65図参照)｡ そ

こでは､ 底の側縁法面の頂部に相当する部分に板材

を立てかけて杭で固定しており､ 谷底の流路を安定

させて谷本体へ水流が不規則的に当たるのを避ける

ことを意図した簡単な護岸施設であったと推定され

る｡ そのことから､ 一見すると大きな谷ではあるが､

弥生時代に実際に機能していた部分は､ 谷の底の部

分であったことがわかる｡ ここからは､ 未成品を含

む磨製石斧類や､ コナラ属アカガシ亜属の木器原材・

ミカン割材など木器生産に関わる遺物も出土してお

り､ ここも菟上遺跡における手工業生産の場を形成

していた可能性が高い｡

ＳＴ802の最上流部には､ ＳＤ693があり､ ＳＴ802

へ注ぎ込む｡ ＳＤ693もＳＴ802と一連の遺構である

が､ 埋土から出土する遺物が中世前期の山茶椀を中

心としたものに限定されていた｡ このため､ 本書で

はＳＤ693は中世の遺構として扱っている｡ ただし､

ＳＤ693の両脇には弥生時代～古墳時代前期の土坑

が多く営まれており､ ＳＤ693という明確な溝形態

に至った時期は中世であっても､ 後にＳＤ693が形

成される部分は､ それ以前からＳＴ802へ続く落ち

込み状の谷状地形として存在していたものと推定さ

れる｡ 現状では､ ＳＤ693の浸食作用のため､ 中世

以前の状況はわからない｡

� ����

非常に広大な谷であるため､ 谷の開析作用の少な

い最上流部と､ 堆積や貫入層が増加する中流部分

(上流部のなかでも下流側)､ さらにはＳＴ803が流

入した以降の下流部分では､ 土層の堆積状況に大き

な差異がある｡ そのため､ 谷の各部位では､ 基本層

序に大きな差異がある｡

ＳＴ802における土層図は､ 上流部で４ヶ所､ 下

流部で１ヶ所の計５ヶ所で作成した｡ 各部位の土層

堆積状況の詳細は､ 第62～65図を参照願いたいが､

全体的な概要は以下のとおりである｡

まず､ ＳＴ802最上流部であるが､ 前述のように

埋土の堆積は単純で､ 上層から中世を含む遺物､ 中

層から古代を含む遺物､ 下層から弥生時代遺物が出

土している｡

ＳＴ802の中流部分でも､ 多少堆積土の量は多く

なるが､ 基本的には最上流部と同じである｡ ただし､

谷斜面からの崩落土や集落の載る台地部からの流入

土の影響もあってか分層できた堆積土層数は格段に

多くなっている｡ 下層部の埋土は､ 全体に粘性は強

くなるが､ 細かい砂礫質を含んでおり､ 多少の水流

の影響を受けていたことがわかる｡ 遺物出土の量的

中心はこの層にある｡ 遺物は弥生土器及び木製品類

で､ 木製品は多くが弥生時代の所産と思われる｡ こ

れら遺物はローリングが少なく､ 基本的に集落域か

ら投棄された遺物であろう｡

一方､ ＳＴ803との合流部より下流では､ 第55層

(調査時に ｢カイジャリ｣ もしくは ｢４ａ層｣ とし

て取り上げた層) が弥生時代遺物を多量に包含する

層であった｡ 第55層より下位層のうち､ 第61層より

下層は､ 土層全体がラミナ状となっていて水流の影

響を大きく受けた層と考えられ､ それより上位の部

分と堆積状況が明らかに異なっていた｡ この第61層

より下位では､ 第77層や第81層の褐灰色砂礫層 (調

査で ｢カイジャリ(下)｣ と略記して遺物取り上げを

行ったもの) がごく少量の弥生時代遺物を含む貫入
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層である他は､ 基本的に無遺物層となる｡

つまり､ 谷の堆積は台地部に集落形成が開始され

る以前から始まっており､ 絶えず土砂の入排出を繰

り返し､ その堆積の過程のなかで台地上に集落が形

成されていた状況が窺える｡

� ������

ＳＴ802では､ 上流部・下流部とも､ 埋土の堆積

量が極端に多く､ 遺物の包含は地山に近い下層部に

集中していたため､ 上層部の多くは機械掘削によっ

ている｡ そのため､ 遺物の出土は人力掘削によった

下層部が中心で､ 上層部分の遺物出土は基本的に土

層観察用のセクションを残した部分とその周辺中心

である｡

上流部でも､ 埋土の堆積が浅い最上流部では､ 遺

物の出土は比較的少ない｡

遺物の出土が最も多いのは､ 上流部のなかでも下

流側､ 谷の東岸のＳＸ535から536にかけての部分で､

その下の谷部から木製品を大量に含む多量の遺物が

出土している｡ その出土層序は､ 調査時に ｢下黒下｣

として略記して取り上げた部分で､ この層序は最上

流部 (Ｋ－Ｌ間) の場合､ 第５層の黒灰色粘質混砂

礫土ないしは第６層の褐灰色砂礫土に､ そのすぐ下

流部 (Ｉ－Ｊ間) では第17層の黒色シルト質粘土と

第20層の褐灰色砂礫層に､ 下流部 (Ｅ－Ｆ間) では

第７層の灰色シルトと橙色シルトの混合層にそれぞ

れ相当する｡ 先に記したように､ この部分には簡単

な板材による構築物も認められた｡

一方､ 下流部では､ 堆積量が極端に多いこともあっ

て､ 人力による調査を行いえた部分は下層部の一部

であった｡ ここでは､ 第52層の黒褐色砂質シルト層

(調査時に ｢タンカイジャリ｣ と略記した層序) と

第55層の黄灰色砂礫層 (調査時に ｢カイジャリ｣ と

して略記した層序) を中心に弥生時代遺物の出土が

みられた｡ ただし､ 幅の狭いトレンチのなかで検出

面から底まで最大８ｍもの深さをもつ谷部の発掘の

ため掘削条件は極めて悪く､ 掘削は安全上の配慮か

ら重機掘削を主に用い､ 人力掘削を行った部分は土

層図作成部分を中心とした部分に限られる｡

�	
 ����

� �����

前述のＳＴ802同様､集落域に源流部がある谷であ

り､下流部においてＳＴ802と合流し､ひとつの大きな

谷となる｡ＳＴ802との合流部までは長さ50ｍ､幅20ｍ､

高さ6.5ｍを測る｡この谷もいわゆる開析谷である｡

谷の断面は､ 逆台形状を呈し､ 底部は一旦平坦面

を形成する｡ 底面中央部は､ さらにそこから一段低

くなった部分で､ 基本的に遺物はその２段目の落ち

込み部から出土する｡ ただし､ この部分の形成も､

人工的な掘り込みではなく､ あくまで自然の開析作

用によるものと考えられる｡

他の谷に比べて埋土からの出土遺物はさほど多く

ないが､ 弥生時代から中世までの出土遺物があり､

谷自体は長期間落ち込みとして存在し､ 断続的に遺

物の投棄の場として機能していたようである｡

谷頭の周辺には､ 菟上遺跡で確認できた数少ない

井戸であるＳＥ681 (古代) をはじめ､ 弥生時代か

ら古代までの土坑や井戸が点在しており､ ここの谷

頭が集落域の湧水を集める低地部として､ 集落の給

水機能の一端を担っていた場所であることがわかる｡

その場合､ 一旦平坦面を形成する１段目の落ち込み

までは､ 何らかのかたちで集落構成員の活動範囲に

なっていたものと推定される｡

� ��

発掘調査によって掘削する以前から､ 土砂の流出

が激しく､ １段目の平坦面を覆う直上部分が表土で､

それより上位には堆積がなく､ 調査前からすでに谷

を呈していた｡

表土を除く埋土は､基本的には２段目の落ち込み

から下位に形成されており､その部分の厚みはほぼ

２ｍである｡このうち､落ち込み本体とは別になるピッ

ト状を呈する第２・３層部は､内部に木の根を多く

含んでおり､１段目の平坦面に存在した立木の名残

であろう｡従って､落ち込み部の埋土自体は第４層よ

り下位で､基本的には全体に粘性の強い土質で､部分

的に粘土ないしは小石のブロックを含んでいる｡

� ������

遺物は､ 上記の１段目の平坦部より下位の落ち込

み部から出土している｡ 量的にも他の谷ほどの出土

量はない｡

出土遺物の取り上げも､ 分層のうえ取り上げたも

のはなく､ ＳＴ803出土遺物として一括して取り上

げている｡ 土器溜のような遺物集中が認められる部
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分もなく､ 特筆すべき出土状況はない｡

��������

	 
���

ＳＴ803の東側に所在する谷で､ ＳＴ802・803と

は細長い馬背状の尾根で隔てられている｡ 源流部は

調査区外となるが､ 現地の状況や地形コンターライ

ンから判断する限り､ 遠からず源流が存在し､ しか

もその源流部はＹ字状の二又構造になっていた可能

性がある｡ 下流部は､ 東側へ抜けており､ ＳＴ801

を包含する大きな谷 (大谷) に注ぎ込むかたちにな

る｡ 源流の推定部分から大谷へ注ぐ部分までの総延

長は､ ほぼ100ｍを測り､ 大谷への出口部分の左岸

斜面には､ 古墳時代末の横穴墓ＳＸ538が存在する｡

� ����

調査区の横断土層は､ ＳＴ804の下流側となる南

側で作成した (第70図)｡ 上流側となる北側につい

ては､ 土層を横断して作成するスペースが存在しな

かったため､ 谷を縦断に近い斜め方向で作成しよう

としたが､ 雨天時の出水による壁面崩落のため叶わ

ず､ 条件的に良かった部分を抽出するかたちで地点

毎の土層図を作成した (第69図､ 作図位置は第68図

参照)｡ 従って､ 以下でＳＴ804の土層や遺物出土状

況を述べる場合､ 南側 (下流側) における土層所見

を基本とし､ 北側 (上流側) はそれを補完するかた

ちで述べる｡ ただし､ 土壌の花粉分析等のための試

料採取は､ 北側 (Ｃ－Ｄ間とＥ－Ｆ間) で行った｡

認識しうる土層数は多いが､ 谷として機能してい

た土層堆積は､ 第31層から第64層までで､ それより

上位は谷状の落ち込みとなった後世の堆積である｡

また､ 第64層より下位は､ いわゆる地山となる青灰

色粘土層で､ それが70～130cmほど続いた後､ さら

に下位は青灰色砂礫に移行する｡

遺物が出土する土層は限られており､ 遺物包含土

層と無遺物層が交互に堆積を繰り返す (といっても

無遺物層部分のほうが多い) 状況にある｡ このうち

第42層目となる黄灰色砂質土層中に大量の弥生時代

遺物が包含されていた他､ 谷本体としては最上層部

になる第31層の黒褐色砂質シルト層にも遺物包含が

ある｡ それより上位にも少量ながら遺物が包含され

た層は認められるが､ 多くは限りなく表土部分に近

い層序からの出土であり､ その形成時期はかなり新

しいものと判断される｡

� �����

特に土器溜状に遺物が集中する部分はない｡ 弥生

時代遺物の出土が最も多い層は第42層の黄灰色砂質

土 (調査時に ｢カイジャリ｣ として略記した層序)

である｡ 第42層より下位は､ 第58層にごく微量の遺

物貫入 (図示しうるほどの遺物はなし) が認められ

たが､ 基本的に無遺物層であった｡

上記以外で遺物の包含が認められた層は､ 南側

(下流側) では第31層の黒褐色砂質シルト (調査時

取り上げ表記 ｢タンカイジャリ｣) と第21層の灰色

シルト層 (調査時取り上げ表記 ｢タンカイ｣)､ それ

に最上層となる第２層灰白色砂質土 (調査時取り上

げ表記 ｢ハイカツ｣) がある｡ このうち､ 第31層は

図示しうるほどの遺物はなかったが､ 第21層では古

墳時代後期～古代にかけての遺物､ 第２層でも古代

遺物の包含が認められた｡

また､ 北側土層の第27層黒褐色砂質シルトが南側

土層の第31層に対応し､ 第40層灰色砂利層が南側土

層の第42層に対応する｡ また､ 南側 (下流側) 土層

では対応する土層が確認できなかったが､ 北側土層

の第35層黄褐色砂利層 (調査時取り上げ表記 ｢オウ

カツ｣) にも弥生土器の包含が認められた｡

さらに､ 東側土層部のほとんど最上部となる第５

層黒褐色土・第６層褐色土 (いずれも調査時取り上

げ表記は ｢アンカツ｣ で一括) で遺物の出土があり､

古代～中世前半の遺物の包含が認められた｡

以上のことから､ 本報告では､ 弥生時代遺物単独

の包含が認められる第42層黄灰色砂質土と北側土層

部の第40層灰色砂利層・第35層黄褐色砂利層を下層､

第21層の灰色シルト層を中層､ それより上位の層を

上層として扱っている｡

遺物は､ 以上に述べた層序を中心に出土している

が､ 特に土器溜や木器集中として把握できる部分は

存在しなかった｡ また､ ＳＴ802で存在したような､

木材を組んで何らかの施設を構築したようなものも

みられなかった｡ (穂積)
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本章で扱う遺物は､ 弥生時代及び古墳時代前期の

遺構から出土した遺物と､ 包含層等出土の当該時期

遺物である｡ 古墳時代でも後期以降に属する遺構出

土遺物は､ 飛鳥時代以降との連続性を考え､ 第６章

で扱う｡ ただし､ 古墳時代後期以降の遺物であって

も､ 谷出土遺物など､ 出土状況として主たる所属時

期が弥生時代にあって､ それに混じるかたちで出土

した古墳時代以降の遺物 (～中世含む) については､

便宜上､ 本章で一括して扱ったものがある｡

なお､ 本章は､ ｢弥生・古墳時代の遺物｣ として

いるが､ 実際にはほとんどが弥生時代の遺物であり､

主たる遺構の存続時期の消長と一致する｡

��� �������������

菟上遺跡から出土した膨大な土器のうち､ 大多数

を占めるものは弥生時代中期に属する｡ その多くは､

ＳＴ801～804から出土したもので､ 種類や器種も多

岐にわたる｡ そこで､ 出土遺物の記述をできるだけ

簡便に行うため､ 最初に当該時期の土器分類を提示

することにする｡

弥生土器の分類には､ 器形に基づく形式分類と､

ひとつの形式における型式変化毎の形状を重視した

形式の縦系列の分類､ それに土器毎に刻まれた個々

の手法の系統を重視した属性の分類がある｡ 本来は

これらの性格を厳密に峻別したうえで系統だった分

類を行うべきであろうが､ ここではあくまで報告書

という限られたスペースにおける土器記述の簡便性

を重視したため､ 基本的には形式を大分類の基準と

し､ そこに適宜､ 系統の差を小分類の基準として組

み合わせ､ 菟上遺跡における弥生土器分類を行った｡

そのため､ 例えば ｢凹線文系｣ の扱いを形式によっ

ては独立させたものが､ 別の形式では形式の属性の

ひとつと扱うなど分類基準に若干の齟齬もあるが､

量的な多寡も勘案し､ 記述の簡便性を重視した｡

なお､ イレギュラーな形状や折衷を示す個体や量

的安定性に欠けるものに関しては､ 分類しなかった

形式も存在する｡ それらは個別記述で対応したい｡

���

� ���

� !" 器面の文様が櫛描文による広口壺で､

凹線文をもたないもの｡ 本来的には近畿地方に由来

する櫛描文系と､ 東海地方に由来する櫛描文系が存

在しようが､ ここではそこまで峻別しない｡ 口縁端

部は面をもって下方に拡張するものが多いが､ 明瞭

な垂下口縁のものや単純口縁のものも存在する｡

#$!" 器面の文様が沈線文による広口壺で､

凹線文をもたないもの｡ 中小型のものが多い｡ 口縁

端部の ｢沈線＋刻み｣ 文様や､ 口縁内面の瘤状突起

もこの類に由来する｡ 伊勢の在地的形式｡

%&" 器面の文様が櫛描文系と沈線文系が共存

する広口壺で､ 凹線文をもたないもの｡

'$!" 口縁部もしくは頸部の文様が凹線文に

よる広口壺｡ ただし､ 口縁部が受口 (有段) 口縁を

なすものは ｢受口広口壺｣ として独立させたので除

く (後述)｡ 広口壺のなかでも､ 垂下口縁をもつも

のに凹線列を施すものが多く､ この場合､ 口縁内面

にも列点文等で加飾される｡

()" 垂下口縁と口縁内面の刻目隆帯の貼付に

特徴付けられる広口壺｡ 播磨・摂津から近江にかけ

てしばしばみられることから北部系とした｡

*+" 口縁部は受口状を呈し､ 頸部から胴部に

かけて膨らみを有したり､ 連弧文や縦沈線列文様な

どで特徴付けられるもの｡ 三河の矢作川流域に分布

する瓜郷式から古井式に類似するもの｡ 黒色ないし

は茶色に焼成されているものが多く､ 外見上､ 他の

土器と峻別できるものが多い｡

, -����

口縁端部が受口状 (有段状) をなす広口壺｡ ただ

し､ 前述の ｢三河系｣ は器形・文様レベルでの独自

性の高さから独立させたので除く｡ 形態を細かく見

れば､ 頸部の締まりの強いものや､ 明らかに太頸形

態のものを含む｡ 受口部の作出も､ 多くは口縁部を

内折させることを基本とするが､ 広口壺に二次口縁

を付加するものや内彎形状のものもある｡ 大型と中・
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形状的には袋状口縁細頸壺との類縁性が強いが､

法量が大きく､ 口縁部が大きく内彎状を呈するもの

として定式化しているもの｡ 凹線文の有無で２分別

できるが､ 非凹線文のものは少ない｡

� �	�

無頸壺という以上､ 字義上は口縁部屈折のないも

のに限定することが相応しいが､ 土器の短小の口縁

部を外折させるものも一括した｡ 口縁直下に蓋緊縛

用の紐通し孔を有するものが多い｡ 口縁部外折の有

無によって２細分した｡


� 無頸壺の口縁部が短く外折 (折り返し) す

るもの｡ 中小型品に多い｡

�� 口縁部が窄まって終わる字義通りの無頸壺

である｡

��

� �����������������

�� 単純く字形口縁で､ 外面調整にタタキ手

法を含まず､ タテハケだけによるものを一括した｡

口縁端部に刻み (口唇下端を刻むものが多い)､ 口

縁内面にヨコハケ (体部内面まで及ぶものもある)

を施すことが一般的である｡ 無加飾なものもあるが､

体上部 (肩部) を直線文や波状文などで加飾するも

のが多い｡

!!" 単純く字形口縁で､ 外面調整がタタキ

後タテハケによっているもの｡ 口縁部刻みや内面の

ハケの特徴はハケ系く字形甕と共通するが､ 口縁部

刻みは口唇全面を刻むものが多い｡ 体上部を櫛描文

で加飾するものもあるが､ ハケ系と異なって無加飾

が一般的である｡ また､ 少数ながら､ 体部内面下半

をヘラケズリするものもある｡

��#$%& � 前述の ｢ハケ系｣ ｢タタキ系｣

とは分類基準が異なるが､ 口唇外面に沈線 (＋刻み

の場合もある) を施す一群がありそうなので､ 可能

性として提示した｡ 結果として撥ね上げ口縁を呈す

るものもある｡ 体部調整はハケ系とタタキ系の双方

があるようで､ さらに加飾の有無など､ 全体的な量

は少ないがバリエーションは多い｡

' (��

受口状口縁をもつものである｡ Ａ類とＢ類に２大

別したが､ 少数ながら受口形状を呈するものの､ そ

れらの特徴には含まれないものもあり､ 個別に説明

を加えた｡


� 受口端部が外側へ大きく開き､ 条痕風の粗

いハケと受口屈折部の刻みを特徴とする｡ 本来は山

形口縁に由来するもので､ 山形形状を残すものもあ

る｡

�� 弥生後期以降へ連続する受口甕｡ 受口部が

上方へ屈折し､ ハケも細かい｡

) *+ �

外面調整に条痕文を施すもの｡ 東海系｡ 量的には

極めて少ない｡

,-�

� ��,-

内彎杯を載せたような形状の高杯｡

./%& 凹線文の施文がないもの｡

/%& 口縁直下に凹線文を加えたもの｡

' 01�,-

半球状の杯部に鍔状の水平口縁を付加した高杯｡

このタイプの高杯は､ 近畿などでは垂下口縁を採る

ことも多いが､ 本遺跡では口縁を折り下げて明瞭に

垂下させるものはない｡

./%& 凹線文の施文のないもの｡

/%& 口唇部をやや拡張し､ そこに凹線文を

施すもの｡

) 234567�,-

中期末～後期にかけて存在するもので､ 杯部は下

膨れで立ち上がり部分に杯部最大径があるもの｡ 凹

線を施している｡

8 9:,-

杯底部から屈折して杯口縁部が短く外反するもの｡

弥生時代後期の山中式に含まれる｡

;�

� 9	;

外反口縁をなし､ 頸部が明瞭なもの｡ 口縁部がや

や長い浅めの器形のものと､ 口縁部が短く外反して

深めの器形をもつものがある｡


� 浅い器形をもつもの

�� 深い器形をもつもの

' <�;

口縁部が直口 (無頸) 形状で､ やや深めの器形を

なすもの｡ 口縁外面ないしは口縁直下に刻目隆帯を
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貼付することを特徴とする｡

� ���

台部と鉢部を別作りで接合し､ 台部には大きな透

孔を穿つもの｡

����

�	 脚部から口縁部までを連続成形し､ 内部が

中空のもの


	 くびれ部内面に円板充填によって粘土を挿

入し､ 内部が粘土板によって閉じられるもの｡

��������

壺や甕のミニチュア品｡

��� ����������

� ��� ����

!"�����#�$�%&'()*

土器はいずれも小片であるが､ 壺 (１) と甕 (２)

の口縁部がある｡

1537は磨耗面のある石英斑岩で､ 片面が僅かに内

側へ彎曲している｡ 用途は特定できないが､ 何らか

の使用に供したと思われる｡

!"�����#�$+%&'(,$&'(-*

土器はいずれも破片資料であるが､ ミニチュア壺

(３～４)・台付甕の脚台部 (５～６)・高杯 (７)

がある｡ 壺以外も小型品で､ ミニチュア土器の可能

性もある｡

石器・石製品では､ チャート砕片 (1538) と砥石

(1539) がある｡ 1539は､ 重量が６㎏もある凝灰質

砂岩製の大型の砥石で､ 地面に据えて使用する ｢置

砥石｣ (以下､ ｢置砥｣ と略) である｡ 表面に筋目が

残っており､ その部分はちょうど扁平片刃石斧の側

面を研ぐのに適する形状・規模である｡

!".����#/$&(%&'01$&'02*

土器では､ 広口短頸壺 (８)・壺底部 (９)・細頸

壺 (10)・く字形甕 (11)・台付甕 (12) がある｡ 広

口短頸壺は､ 口縁部に凹線を施さない太頸系で､ 受

口形態をとる｡ 細頸壺は袋状口縁凹線文系で､ 口頸

部が短く､ 膨らみが強い中期末葉の特徴を示す｡ 13

は粘土塊で､ 人為的に粘土を捏ねて丸めたものであ

る｡ 用途はわからない｡

石器・石製品では､ 磨製石剣 (1540)・扁平片刃

石斧 (1541)・置砥 (1542) がある｡ 磨製石剣は頁

岩製で､ 先端部を欠損するがほぼ全体形を知りえ､

鎬の表現も明瞭である｡ 扁平片刃石斧は､ 全面を完

全に磨き上げず､ 部分的に製作時の剥離痕を残すも

ので､ 口縁端部に面を持つ｡ 砥石の側縁に残る水目

は､ 鉄器を研いだ痕跡のように見えるが､ 小型の扁

平片刃石斧の側面を研いだ跡ともみえる｡

!"3����#&0$&4%&'0($&'0'*

土器では､ ミニチュア壺 (14)・台付甕脚台部(15)・

甕底部 (16) があり､ 16は小片である｡

石器・石製品では､ 扁平片刃石斧 (1543～1544)・

置砥 (1545) がある｡ 扁平片刃石斧は､ 1543のほう

が厚めでずんぐりとしており､ 側面も丁寧に研磨さ

れている｡ 置砥はホルンフェルス製で､ 表面に小型

の研ぎ跡溝が残っており､ 小型の扁平片刃石斧の側

面などを研いだ可能性がある｡

!"5����#&)$2&*

出土遺物はいずれも土器で､ ミニチュアのく字形

甕(17)・台付甕脚台部(21)・壺底部(18～19)・有稜

高杯(20)がある｡ このうち､ 最も時期比定が明瞭な

遺物は20の有稜高杯で､ 杯部の口縁が短く外反する

山中式の特徴を示す弥生後期前半の所産である｡

!"/����#22$2,%&'04*

土器では､ 内彎高杯 (22)・細頸壺 (23)・壺甕類

底部 (24)・く字形甕 (25)・甕底部 (26～27)・台

付甕脚台部 (28) がある｡ このうち､ 高杯は４条の

凹線を口縁部に施した内彎高杯で､ 中期末葉の特徴

を示す｡

1546は凝灰質砂岩製の砥石で､ 手で持って使う手

持砥石 (以下､ ｢持砥｣ と略) であろう｡

!"6����#2-$(4*

く字形甕口縁部 (31～32)・甕底部 (29～30・34)・

台付甕脚台部 (33)・器台Ａ (35)・器台もしくは高

杯脚部 (36) がある｡ 台付甕の様相など､ 中期的な

特徴を示す｡

!"&1����#()%&'0)*

37は､ 甕底部､ 1547は小型の扁平片刃石斧である｡

1547は全面を丁寧に磨き上げており､ 表面と側縁と

が稜をもって明瞭に区別される｡ 壺底部だけでは時
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期比定に難があるが､ 磨製石斧の出土は本住居も弥

生中期の枠内に収まることを予想させる｡
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台付甕脚台部である｡ 全体に小振りである｡
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土器では､ 受口広口壺 (39)・受口細頸壺 (40)・

広口壺 (41)・壺底部 (42)・く字形甕 (44～45)・

甕底部 (43) がある｡ 39や40はいずれも口縁外面に

凹線を施すもので､ 39は胴部の加飾も顕著である｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1548)・磨製

石斧原材 (1549)・スクレイパー (1550)・砥石

(1551～1552) があり､ いずれも興味深い資料であ

る｡ 1548は､ 軸長13.5cmに対して刃幅が4.4cmと狭

いのが特徴で､ 刃周辺以外の磨き残しも顕著である｡

1549は､ 石材自体は当地域の磨製石斧に一般的なハ

イアロクラスタイトであるが､ 全く研磨痕が見出せ

ず､ 小さいが原石といってよいものである｡ 1550は､

凝灰岩製の薄い剥片を利用して長軸片側に刃を作り

出している｡ 砥石は､ 1551が凝灰岩製の持砥､ 1552

が置砥であるが､ 1551は使用による減り具合が均質

かつ深く､ 鉄器に対して用いられた可能性がある｡

とすれば､ 共伴の土器が示す弥生時代中期後葉段階

の当遺跡で､ 石器とともに鉄器も併用されていた可

能性を示すが､なお検討が必要である｡
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土器では､受口広口壺 (46)・広口壺 (47)・小型

壺の胴部 (48)と口縁部 (49)・小型甕 (50)・台付

甕脚台部(51)・高杯脚部(52～53)がある｡受口広口

壺は､口縁部に２条の凹線を施す｡49は､小型壺に措

定したが､ 天地逆となって高杯脚部の可能性もある｡

高杯脚部52と53は､端部に沿って小円孔列を穿つ｡

石器では､ 小型の扁平片刃石斧 (1553) がある｡

形状的には極小の扁平片刃石斧であるが､ ここまで

小さいと柄の形態が異なることも予想され､ 石ノミ

的に使用された可能性もある｡ 側縁も稜が際立つほ

どしっかりとした研磨が施されている｡
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広口壺口縁部である｡ 口縁部は僅かに垂下する｡
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土器では､ 広口壺 (55)・受口甕 (57)・く字形甕

(58～59)・台付甕脚台部 (60～61)・壺甕類底部

(56) がある｡ 56の壺甕類底部は､ 甕とすると古墳

時代の丸底甕ということになろうが､ 他の土器は弥

生時代の所産であり､ 混入品の可能性が高い｡

石器・石製品では､ 置砥もしくは台石 (1554)・

軽石 (1555)・置砥 (1556)・打製石鏃 (1557)・磨

製石斧の破片 (1558) がある｡ 1556は､ 片側表面に

ベルト状の研磨痕があり､ 置砥として使用されたと

思われる｡ 1557は安山岩 (サヌカイト？) 製の有茎

鏃である｡ 1558は､ ハイアロクラスタイト製で､ 実

測図右側が表面となる｡
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石器・石製品はなく､ 土器のみの出土である｡ 有

稜高杯 (62)・壺底部 (63)・甕底部 (64・66)・台

付甕脚台部 (65)・小型高杯 (67)・器台Ｂ (68)・

脚付壺 (69) がある｡ 有稜高杯は､ 口縁部が短く外

反する山中式の特徴を示す｡ 小型高杯は､ 杯部に明

瞭な稜線をもたない半球状に内彎する高杯で､ 脚部

との接合はいわゆる円盤充填技法による｡ 脚付壺は､

口縁部を欠損する｡

全体として､ 前述のＳＨ６出土遺物と同様に弥生

時代後期に属するが､ 両住居跡とも石器類を含まな

いことは鉄器普及の時期と関わって注意してよい｡
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本住居も土器のみの出土で､ 広口壺 (70)・壺底

部 (71)・台付甕 (72) がある｡
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本住居も土器のみの出土で､ 広口壺 (73)・甕底

部 (74～75) がある｡ このうち75は､ 底部外面にハ

ケ痕が残る｡
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土器では､ 凹線系の広口壺 (76)・壺底部 (77)・

く字形甕 (78～79・81)・甕底部 (80)・台付甕脚台

部 (82) がある｡ く字形甕は､ 大型の78､ 中型の79､

小型の81があり､ 81は実用には見えない｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1559) と打製

石鏃 (1560) がある｡ 太型蛤刃石斧は､ 基部および

先端に二次利用されたらしい磨耗があり､ 槌もしく

は楔として転用されたものと思われる｡ 1560は平基

式である｡
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土器では､ 底部もしくは下半部だけが残る壺 (83
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～86)・台付甕脚台部 (87～89) がある｡ いずれも

口縁部がないため判明する情報は多くないが､ 台付

甕は脚台部が未発達で､ 弥生中期の所産であろう｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1561) がある｡

先端部を欠損しているが､ 磨耗痕があり､ 楔などに

転用された可能性もある｡
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土器では､ 壺の小片 (90) があるのみである｡ 胴

部に半截竹管状の複合沈線文を多重に施している｡

石器・石製品では､ 安山岩 (サヌカイト？) 製の

平基式打製石鏃 (1562) がある｡
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土器では､ 受口細頸壺 (91)・壺底部 (92～94)・

小型鉢 (95)・台付甕脚台部 (96～99) がある｡ 受

口壺は､ 口径の小さい小型品である｡ 小型鉢とした

95は､ 脚台を倒立させたようなコップ状を呈する｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1563)・置砥

(1564～1565) がある｡ 太型蛤刃石斧は､ 刃部が潰

れ､ 楔もしくは敲石に転用された可能性が残る｡
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土器はなく､ 石器・石製品のみがある｡ 1566は凝

灰岩製の持砥である｡ 表裏とも中央へ向かって滑ら

かに研磨されており､ 鉄に対して用いられた可能性

がある｡ 1567はハイアロクラスタイト製の剥片で､

石錐として使用された可能性が残る｡
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図示しうるものとしては､ 台付甕の脚台部片が１

点あるのみである｡ 脚の出は短い｡
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土器では､ 受口広口壺 (101)・短頸壺 (102)・壺

(103)・有稜高杯 (104～110)・く字形甕 (111～113)・

甕体部片 (114～116)・台付甕脚台部 (117～118)・

甕底部 (119～120) がある｡ このうち､ 有稜高杯は

口縁部が短く外反する山中式の特徴を示す｡ 短頸壺

の存在などともあわせ､ 本土器群は弥生時代後期の

所産を示すものであろう｡ 114は胴下部に焼成後穿

孔がある｡

121は､ 小さな粘土塊である｡ 用途は不明｡

122は鉄製品で､ 薄手の鉄板が彎曲している｡ 鉄

鎌の可能性があるが､ 刃にはなっておらず､ 確定す

るには至らない｡ 鉄の存在だけは押さえておこう｡

石器・石製品では､ 砥石が２点出土している｡ と

もに置砥の1568と1569で､ 中央部が緩やかに凹むよ

う使用されている｡ 1568は､ 磨製石斧用であろう｡
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土器では､ 鉢 (123) とく字形甕 (124) がある｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1570～1571)・

置砥 (1572) がある｡ 1570は刃部がかなり潰れてお

り､ 利器としての使用の後､ 槌などに転用された可

能性がある｡ 1571は小破片で､ 実測図上の右が表面

である｡ 1572は凝灰質砂岩製で､ 側縁にも使用に伴

う磨耗痕がある｡
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全て土器である｡ く字形甕(125～126)・台付甕脚

台部(127)・甕底部(128)・壺底部(129)を図示した｡

126は器面剥落が激しく､ 調整等は不明である｡
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土器では､ 広口壺 (130)・壺胴部 (131)・小型脚

付短頸壺 (132)・く字形甕 (133～135)・甕底部

(136)・台付甕 (137) がある｡ 130は､ 口縁部を垂

下させ､ 口唇部を竹管刺突列､ 口縁内面を羽状刻み・

瘤状浮文貼付・扇状文で加飾した土器である｡

石器・石製品では､ 砂岩製の持砥 (1573) がある｡

ただし､ 現状は破損してのち二次転用されたものと

して遺存したもので､ 本来はもう少し大きく､ 置砥

であった可能性も残る｡
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図示しうるものは､ 石器類のみで､ 石鏃 (1574)・

安山岩 (サヌカイト？) 製の砕片 (1575) 及び剥片

(1576)・ハイアロクラスタイト製の剥片 (1577)・

白雲母原石 (1578) を図示した｡ 石鏃は小型の有茎

式である｡ 1577は主要剥離面側に磨耗がみられる｡

1576は製作時の剥片で､ 本遺跡で打製石器も何らか

の製作が行われたことを示している｡
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チャート製の加工痕有剥片で､ スクレイパーとし

て使用された可能性がある｡ その場合､ 刃は調整剥

離を施した側 (実測図上の左側) となる｡
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土器では､ 受口広口壺 (138)・壺底部 (140)・受

口甕 (139)・く字形甕 (141)・甕底部 (142～145)

がある｡ このうち､ 受口壺は､ 口縁外面に２条の凹
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線を施している｡ 甕底部のうち､ 142は強い上底で､

機能的には脚台に近い｡

石器では､ 打製石鏃未製品 (1580)・扁平片刃石

斧の破損品 (1581) がある｡ 石鏃はチャート製で平

基式の小型品であるが､ 片面は側縁調整のみで剥離

面を残しており､ 最終調整まで至らなかった未製品

と思われる｡
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図示しうるものとしては､ 扁平片刃石斧未製品の

破損品がある｡ 本遺跡の扁平片刃石斧は､ 剥離段階

の後､ いきなり刃部の研磨を行うのが基本であるが､

本例は刃部の研磨を行っておらず､ 完成には至って

ないものと思われる｡ ただし､ 一方で表面の研磨も

一部施されており､ 二次的な利用がなされた可能性

を示している｡
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持砥 (1583) と磨製石斧石材 (1584) がある｡ 持

砥は凝灰岩製で､ 鉄器を研磨した時に特徴的に出る

Ｖ字溝が表面で確認でき､ 鉄器用と推定される｡
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土器では､ 広口壺 (146)・短頸壺 (147)・壺の胴

部 (148) と底部 (149)・高杯 (150)・く字形甕

(151～152)・台付甕脚台部 (153～157) がある｡

石器・石製品では､ 置砥 (1585) がある｡ 凝灰質

砂岩製で､ 使用に伴う磨耗も激しい｡
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土器では､ 受口細頸壺 (158)・く字形甕 (159)・

台付甕脚台部 (160) がある｡

石器・石製品では､ 持砥 (1586) がある｡ 砂質凝

灰岩製で､ 使用によって凹みが形成されている｡
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図示しうるものは､ 石器・石製品類のみである｡

1587が砂質凝灰岩製の置砥､ 1588がハイアロクラス

タイト製のフレイク､ 1589と1590は安山岩 (サヌカ

イト？) 製で､ 1589は石鏃の未製品､ 1590は製作段

階に出た剥片であろう｡
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台付甕脚台部 (161～162) と高杯脚部 (163) が

ある｡

��������	
���
���

受口甕Ｂ (164) とく字形甕 (165) があるが､ く

字形甕は小片である｡ 受口甕は､ 受口部全体が外傾

し､ 口縁端部が外側へ摘み出されている様相は新し

い要素で､ 弥生後期以降の所産であろう｡
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土器では､ 広口壺 (166)・甕底部 (167～168) が

ある｡

石器・石製品では､ 凝灰質砂岩製の置砥 (1591)

がある｡ 欠損して一部分のみの残存であるが､ 側縁

部から中央へ向けて浅い擂鉢状の窪みがある｡
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土器では､ 高杯脚部片 (169)・壺底部 (170)・甕

底部 (171)・台付甕脚台部 (172) がある｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1592) と楔も

しくは敲石 (1593) がある｡ 1593は､ 磨製石斧石材

として一般的なハイアロクラスタイト製であるが､

磨製石斧というには全体の整形も中途半端で､ 楔も

しくは敲石としての利用が考えられる｡
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土器では､ く字形甕 (173)・有稜高杯の杯部 (174)

と脚部 (175) がある｡ 有稜高杯は､ 口縁部が短く

外反する山中式に相当する時期のものであろう｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1594)・持砥

(1595) がある｡ 1594は後期の山中式並行の土器に

伴う磨製石斧ということになるが､ 泥岩製の持砥で

ある1595が石器用か鉄器用かはいまひとつ判然とし

ない｡
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台付甕脚台部 (177) と不明土製品 (176) がある｡

176は､ 甕や高杯の円板充填部の粘土が外れたもの

の可能性があるが､ 詳細はわからない｡
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いずれも土器である｡ く字形甕口縁部片 (178)

と壺甕類の脚部 (179～182) がある｡ 台付甕は含ま

ない｡

��������	
���
���

いずれも土器である｡ 受口広口壺 (183)・受口細

頸壺 (184)・広口壺 (185)・壺底部 (186)・甕底部

(187～188) がある｡ 受口系の壺はいずれも口縁外

面に凹線を施している｡ 甕底部188は､ 底部に小孔

の穿孔があり､ 蒸し器として使用されたものかもし

れない｡
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土器では､ 広口壺の口縁部 (189) と胴部 (190)・

壺底部 (191～192)・壺脚台部 (194)・高杯？ (193)・

甕底部 (195～196)・台付甕脚台部 (197～202) が

ある｡ 壺胴部190は､ 胴上部の沈線区画内に斜格子

文を施している｡ 台付甕脚台部は､ しっかりした脚

台を形成するものから強い上底に近いものまでやや

形態差がある｡

石器・石製品では､ 小型の扁平片刃石斧 (1596)・

置砥 (1597) がある｡ 1596は極小品であるが､ 石材

の破片もしくは破損品を再利用したような雑な作り

で､ 刃の部分など必要最低限の部分のみ研磨されて

いる｡ 1597の置砥は凝灰質砂岩製で､ 条線状に入っ

た刃の痕跡は仕上げ時に付いた痕跡であろう｡ 石斧

の研ぎに使用されたものと思われる｡
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土器では､ 甕底部 (203～204) と台付甕 (205)

がある｡ 甕底部はいずれも強い上底である｡ 台付甕

は脚台部分を欠損している｡

石器・石製品では､ 小型の扁平片刃石斧 (1598)

がある｡ 前述の1596と異なり､ 石斧の側縁部も含め

て丁寧な研磨が施されている｡
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土器では､ 甕胴部破片 (206)・台付甕脚台部 (208

～209)・壺底部 (207)・高杯脚柱部 (210～211) が

ある｡ 甕底部や高杯でも210は弥生時代の所産と思

われる｡ ただし､ 高杯211は古墳時代の屈折脚高杯

で､ 多少混入のあることを窺わせている｡

石器・石製品は､ いずれもチャート製で､ 1599は

石錐､ 1600は使用痕有剥片である｡ 1599は押錐と推

定される｡
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台付壺である｡ 体部は下膨れの形態で､ 体部は無

文である｡ 口縁部を欠損しており､ 無頸壺になるの

か､ 口縁部が付くかは不明である｡
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土器では､ 受口広口壺 (213)・壺底部 (214)・甕

底部 (215～216､ 215は台付甕か) がある｡

石器・石製品では､ 有茎式の石鏃 (1601)・石錐

もしくは石鏃 (1602) スクレイパー (1603)・持砥

(1604) がある｡ 石鏃は､ 1601が安山岩 (サヌカイ

ト？) 製､ 1602はチャート製である｡ 1603は石材が

磨製石斧としての使用が一般的なハイアロクラスタ

イト製のスクレイパーであるが､ 実測図下部中央に

見える小尖部での錐としての使用も想定される｡
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土器の細片があるのみである｡ 217・218とも甕の

底部片である｡
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図示しうるものは台石のみである｡ 厚板状の石英

斑岩の片面に若干の磨耗痕があり､ 何らかの使用を

受けたと推定される｡
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扁平片刃石斧である｡ やや厚手でずんぐりとした

形状である｡ 自然面・未調整面を残さず､ 全面を敲

打のうえ､ 研磨されている｡
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台付甕の小片である｡ 脚台裾は欠損する｡
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平底の甕底部のみが図示しえた｡
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切り合いの確認できなかった竪穴住居重複部分か

ら出土した遺物である｡ 平底の甕の底部である｡
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扁平なアプライト製の厚石の片面に磨耗痕があり､

置砥であろう｡
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手捏ね土器である｡ この遺物の盛行時期は古墳時

代にあるが､ それ以前にも出土はあり､ やや所属時

期決定に難を伴う｡
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横刃形石器である｡ 安山岩 (サヌカイト？) 製で､

横長剥片素材を用いている｡

����������	����

ＳＨ97とＳＨ98の帰属が不明な部分から出土した

遺物で､ ミニチュア壺の体下部もしくは小型の鉢で

ある｡
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本例も切り合いの確認できていない部分からの出

土である｡ 受口広口壺 (224)・受口細頸壺 (225)・

台付甕 (226) がある｡ 224は､ 口縁外面に３条の凹

線を施している｡

― 117 ―





���������	�
���

砂岩製の台石である｡ かすかではあるが､ 片面中

央が使用により磨耗している｡ 石皿的に使用された

ものであろう｡
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台付甕の脚台部片である｡ 裾の広がりは短い｡

��������	����

受口細頸壺 (228) と甕底部 (229) がある｡ 受口

壺は口縁外面に２条の凹線を施す｡
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土器では､ 壺甕類底部 (230)､ 石器・石製品では

扁平片刃石斧 (1610) がある｡ 1610は､ 刃先部を中

心に研磨が施されているが､ 側縁や基部の研磨は全

面に及んでいない｡
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広口壺 (234) とく字形甕 (235～236) がある｡

広口壺は､ 垂下口縁に擬凹線､ 口縁内面に羽状刻み

を施している｡
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土器では､ 器台 (237)・壺底部 (238)・甕底部

(239～240)・台付甕脚台部 (241) がある｡ 器台は､

背が高い腰高形状が特徴である｡

石器・石製品では､ 磨製石斧破損品 (1611)・磨

製石斧石材剥片 (1612) がある｡ 1611は､ 縦割れの

ため片側を欠損している｡
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石器と主柱穴から出土した柱根がある｡

石器は､ 小型の扁平片刃石斧 (1613) と小型の柱

状片刃石斧 (1614) がある｡ 1614は､ 細身の割には

長さと厚みがあり､ 扁平とはいえないので柱状片刃

石斧とするのが適当であるが､ 通有の柱状片刃石斧

のように側縁部に面をもつタイプではない｡ 刃部に

向かって幅が減じて打力が狭い範囲に集約化するこ

とを意図したような形状を採っており､ ノミ状に使

用されたものかもしれない｡

1794～1797は主柱穴から出土した木製品である｡

1794や1795は柱根と思われるが､ 半截されたものか､

腐食による崩れかは判然としない｡ 一方､ 1796や

1797は主柱穴の柱痕跡からの出土であるが､ やや細

かったり二股に分かれた形状を示していたりと､ 柱

根にするには疑問も残る｡
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平基式の打製石鏃である｡ 側縁を調整するが､ 主

要剥離面は石核から剥離したままの状況を残す｡
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広口壺の口縁部である｡ 口縁部と体部との境界に

沈線が入る｡
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受口広口壺口縁部片 (243) と甕底部 (244) があ

る｡ 243は口縁部に４条の擬凹線が施されている｡

244は上底である｡
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土器では､ 受口広口壺 (245)・台付甕脚台部 (246)

・高杯片？ (247) がある｡ 245は口縁部に２条の凹

線が施されている｡

石器・石製品では､ 敲石 (1616) がある｡ 細長い

棒状のハイアロクラスタイトの先端部に磨耗痕があ

り､ 先端を利用した磨り潰し機能が考えられる｡
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く字形甕の口縁部片である｡ 口縁端部はヨコナデ

による面をもつ｡
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土器では､ く字形甕口縁部片 (249)・受口甕口縁

部片 (250)・台付甕脚台部 (251)・甕底部 (252)・

高杯脚裾部片 (253) がある｡ いずれも細片である｡

石器・石製品では､ 太型蛤刃石斧 (1617～1619)・

扁平片刃石斧 (1620～1621) がある｡ 太型蛤刃石斧

は､ いずれも形状や大きさが近似するが､ 1618は基

部の端部に赤色顔料の付着があり､ 基部を杵として

転用している｡ 1621は薄手であり､ 扁平片刃石斧の

可能性がある｡
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土器では､ 壺甕類底部 (254)・台付甕脚台部 (255

～256) がある｡

石器・石製品では､ 凝灰質砂岩製の置砥 (1622)

がある｡ 溝状の磨耗痕が残り､ その部分に関しては

扁平片刃石斧の側縁などの研磨が行われたものと推

定される｡
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台付甕の脚台部破片のみを図示しえた｡

���������	����
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土器は､ 台付甕脚台部があるのみである｡
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石器・石製品では､ 置砥 (1623)・台石 (1624)・

敲石 (1625) がある｡ 1623は､ 主要面である３面が

いずれも使用によって内側へ強く彎曲しており､ 石

斧を研磨したいわゆる石斧砥と思われる｡ 1625は､

厚い短冊状の両端部に使用痕がある｡
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土器では､ 壺胴部(259)・台付甕脚台部片(260)・

甕胴部片 (261) を図示した｡ 259は磨耗のため器面

が剥落しているが､ 下膨れの器形を示すものであろ

う｡

石器・石製品では､ 敲石 (1626～1627) がある｡

1626は幅広タイプ､ 1627は棒状タイプである｡
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台付甕の脚台部である｡ 小振りで､ 裾に向かって

やや内彎気味に開く｡
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土器では､ 受口広口壺片 (263)・甕底部 (264～

265・269)・台付甕脚台部 (266～268・270)・ミニ

チュア壺底部？ (271) がある｡ いずれも細片で､

十分な情報はないが､ 甕の底部形態などから弥生中

期の所産として良かろう｡

272は､ 粘土塊である｡ 小さいものであり､ 土器

素材なのか､ あるいは住居の補修等に使用されたも

のかは特定できない｡

石器・石製品では､ 打製石鏃 (1628)・安山岩

(サヌカイト？) 製の剥片 (1629) を図示した｡ 石

鏃は､ 平基式の小型品で､ 側縁部はやや刻み気味と

なっている｡
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甕ないしは鉢 (273) とＳ字甕脚台部 (274) があ

る｡ 273は弥生土器､ 274は土師器であり､ 住居埋土

の安定性のなさを示している｡
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台付甕脚台部である｡ 脚裾は外側へ向かって広がっ

ていく｡
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ミニチュア壺である｡ 小さいながらも胴部には文

様がある｡
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太型蛤刃石斧である｡ 先端は刃潰れを起こしてお

り､ 楔等に転用されている可能性がある｡
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弥生時代の掘立柱建物を構成する柱穴などからの

出土遺物で図化可能なものを示した｡
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甕の底部である｡
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土器では､ 広口壺口縁部 (278)・壺底部 (280)・

甕底部 (279) がある｡ 広口壺は垂下口縁の端面に

羽状の列点を施し､ 口縁内面にも刻みを配する｡

石器・石製品では､ 砂岩製の石杵 (1631) がある｡

一見すると割れに見える実測図上の上部が主要使用

面と思われ､ 磨耗している｡
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壺口縁部片 (281) と壺もしくは高杯の口縁部片

(282) がある｡ 281は口縁内面に瘤状突起を貼付す

る｡ 282は口縁外面に凹線を施しており､ 壺とすれ

ば受口広口壺に復元できよう｡
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く字形甕の口縁部片である｡ 口縁端面に刻みない

しは刺突を施している｡
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土器では､ く字形甕口縁部 (284) と壺の口縁細

片 (285) がある｡ 285は凹線文が施されており､ 細

頸壺になる可能性がある｡

石器・石製品では､ 磨製石鏃 (1632) がある｡ 頁

岩製の凹基式で､ 主軸部には鎬を形成し､ 一見銅鏃

を思わせる形態である｡
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壺口縁部である｡ 口縁端部は丸く収めるが､ 口縁

内面に小さな瘤状突起を配する｡
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小型の扁平片刃石斧である｡ 研磨は刃のある先端

部だけに限定されており､ そこ以外は剥離痕を残す｡

破損品からの再利用品であろう｡
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土器では､ 受口広口壺 (287) と壺胴部 (288) が

ある｡ 288は胴上部片で､ 半截竹管状工具による沈

線と羽状の短斜行沈線を組み合わせた文様を施す｡

石器・石製品では､ アプライト製の置砥 (1634)

がある｡ 表面に対角線状の使用痕が残る｡

��������	
�����������
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いずれも柱穴ではなく､ 布掘り溝からの出土であ

る｡ 土器では､ く字形甕口縁部 (290～291)・壺甕

類底部 (292) がある｡ く字形甕は､ いずれも口縁

端部がヨコナデによる面をもち､ 下端に刻みを施す｡

石器・石製品では､ 凝灰質砂岩製の台石 (1635)

がある｡ 長軸に沿って凹みがあるが､ 詳細に見ると

その窪みはより小さい円形の窪みの集積であるよう

にも見える｡ 石皿的に利用されたものであろう｡
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広口壺の口縁部破片である｡ 端面には波状文の痕

跡､ 内面に刺突列が存在する｡
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甕の底部である｡ タタキ後､ タテハケで仕上げて

いる｡
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菟上遺跡で確認された方形周溝墓は全３基である｡

このうち､ 図示可能な遺物が出土したものが２基あ

り､ うち１基にまとまった遺物の出土がある｡
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土器では､ 受口広口壺 (294～299・303～306)・

壺胴部もしくは頸部 (300～302・308～311)・細頸

壺 (307)・壺底部 (312～313)・内彎高杯 (314)・

水平縁高杯 (315)・有頸鉢 (316～317)・台付鉢

(318～319)・く字形甕 (320～343)・甕底部 (344～

350)・台付甕 (351～352) と､ その他混入遺物とし

て須恵器杯身 (353) がある｡

このうち､ 受口広口壺は､ 303が口縁外面に３条

の沈線を横走させる以外はいずれも２条から４条の

凹線文を施す｡ 302は胴上部に直線文を段状に施文

して下膨れを呈するもので､ 三河系の土器であろう｡

細頸壺307は､ 口縁部が袋状に膨らむもので､ 細

頸壺の発展過程の中では新しい所産であるが､ 凹線

文の施文はない｡

く字形甕は､ 320～328がタタキ後ハケ調整を施す

タタキ系で､ さらにその後に320は直線文､ 321や322

などは刺突列などで加飾する｡ 一方､ 同じく字形甕

でも329以下は整形段階でのタタキ使用が認められ

ず､ ハケないしはナデ調整で仕上げる土器である｡

336と338は口縁端部が上方へ突き出ており､ 受口的

な様相もとるが､ ｢口唇沈線系｣ とすべきであろう｡

これらは口縁部と頸部､ 胴部に明瞭な境界がなく､

彎曲しながら外反する｡

底部が残る甕のうち､ 348と349は底部に穿孔が施

されている｡

石器・石製品では､ 扁平片刃石斧未製品 (1636)・

磨製石斧剥離段階の未製品 (1637)・小型の扁平片

刃石斧未製品の剥片 (1638)・横刃形石器 (1639)・

置砥 (1640・1642～1643)・持砥 (1641) がある｡

このうち､ 1637は形状的に扁平片刃石斧の未製品で

あろう｡ 1639は､ 縁辺部に浅い調整がみられ､ 横刃

形石器とした｡ 砥石は､ 1640～1641が凝灰質砂岩､

1642が砂岩､ 1643がアプライト製である｡
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受口広口壺 (354)・受口細頸壺 (355)・甕底部

(356～359) がある｡ 354は､ 口縁部立ち上がり外面

に列点文と２条の凹線で加飾する｡ 一方､ 355は口

縁部に凹線が入っておらず､ 凹線の使用が器種によっ

て異なっている｡ 358は上底底部である｡ 総じて､

ＳＸ536出土遺物より若干古い様相を示す｡

� �����	
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壺の体下半部である｡ 全体に器面風化が著しく､

調整等は不明である｡
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平底の壺底部である｡
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甕の胴部上半部である｡ ハケ調整の痕跡が残る｡

��������	
��������

受口広口壺口縁部片 (366) と甕底部 (367) であ

る｡ 366には凹線は入らない｡
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甕底部である｡ 残りは悪いがハケ調整であろう｡
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壺口縁部 (369)・甕底部 (370～371)・壺底部

(372～373) がある｡ 369は､ 口縁外面を強いヨコナ

デによって凹線状にした厚手の土器である｡ 甕底部

371は､ 厚い円盤状の底部から一旦括れてから外側

へ立ち上がる土器である｡

�������	
�������

受口細頸壺 (374)・壺底部 (375)・甕底部 (376

～377)・台付甕脚台部 (378) がある｡ 受口細頸壺

には凹線は入っていない｡
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砂質凝灰岩製の持砥である｡ 表裏２面を激しく使

い込んでいる｡
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高杯の脚柱部である｡
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広口壺口縁部 (380) と甕底部 (381) がある｡ い

ずれも小破片で､ 詳細情報は不詳である｡
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壺底部である｡ 平底の底部から一気に外側へ開く｡
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受口広口壺 (383～385) と壺胴部 (386) がある｡

383と384は口縁部に凹線を､ 385は羽状列点文を施

している｡
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甕底部である｡ 外面はハケ調整を施している｡
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受口広口壺 (388)・く字形甕 (389～390)・壺底

部 (391)・台付甕脚台部 (392)・甕底部 (393～396)

がある｡ 388は小片であるが､ 口縁部外面に３条の

凹線が入ることは確認できる｡ く字形甕の390は､

口唇部下端に刻み列を入れるのに対し､ 389はヨコ

ナデ仕上げである｡
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受口広口壺 (397) と壺底部 (398) がある｡ 397

は口縁部外面に２条の凹線が入る｡
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受口広口壺である｡ 器面剥落のため非常に見づら

いが､ 口縁部外面には２条の凹線が施されていたら

しい｡
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台付甕脚台部である｡ 底端部は尖り気味である｡

��������	
�������

く字形甕口縁部片 (401) と台付甕脚台部片 (402)

がある｡ いずれも小片である｡ 401は口唇部下端に

押圧を加えて波状にしている｡
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上底の甕底部片である｡
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上底の甕底部である｡ 底端部が外側へ張り出す｡
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広口壺口縁部である｡ 口唇部下端は､ 指押圧によっ

て波状を呈している｡
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甕ないしは鉢の底部である｡ 底部から胴部へ括れ

なく立ち上がる小型の土器である｡
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壺底部である｡ かすかに上底状を呈する｡

��������	
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細頸壺 (411) と甕体下部 (412) がある｡ 細頸壺

は､ 口縁部にヨコナデによる外斜面を形成する｡ 甕

は､ 底部の円板が脱落している｡

��������	
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く字形甕の口縁部片である｡ 口唇部にヨコナデに

よる明瞭な面をもち､ 刻みを施し､ 頸部が急角度で

屈折する｡

��������	
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小型の壺の口縁部と推定される破片である｡ 受口

口縁の小型広口壺の可能性がある｡
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�������

いずれも破片であるが､ 広口壺 (415)・く字形甕

(416)・壺底部 (417)・甕底部 (418) がある｡ この

うち､ く字形甕は､ 口唇部刻み・外面調整にタテハ

ケ・口縁内面にヨコナデを施している｡
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壺の体下半分である｡ 底部が僅かに上底状を呈し

た大型品である｡
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台付甕の脚台部片である｡

��������	
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く字形甕 (421)・壺底部 (422)・甕底部 (423～

424) がある｡ 421は壺の可能性もあろうが､ 器壁が

薄く､ 甕とした｡
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台付甕と思われるが､ 風化が激しく､ 天地逆の可

能性もある｡
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受口広口壺 (426～427)・壺胴部 (428) と底部

(429)・く字形甕 (430)・甕底部 (431)・台付甕脚

台部 (432) がある｡ 受口広口壺はいずれも口縁部

に２条の凹線を施す｡ 428は､ 体上半部に直線文と

波状文を交互に施している｡
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土器では､ 壺の頸部 (433～434)・胴部 (435)・

底部 (436)､ く字形甕 (437～439)､ 甕底部 (440～

441)・台付甕脚台部 (442) がある｡ 壺の433と434

は､ 胴部から頸部を経て口縁部へと至る過程が屈折

なく彎曲しながら立ち上がっていく器形で､ 434は

頸部に低い隆帯が３条貼付されている｡

石器・石製品では､ 使用痕有剥片 (1645) がある｡

材質がハイアロクラスタイトであり､ 本体は磨製石

斧であったものと思われる｡
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く字形甕である｡ 頸部の屈曲は急角度で､ ヨコナ

デによって面を形成した口唇部に刻みを入れる｡
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甕底部 (444)・高杯脚裾部 (445)・壺底部 (446)

がある｡ いずれも破片で､ 詳細は不詳である｡
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小型の広口壺である｡ 口縁部がラッパ状に開く器

形をなし､ 口唇部に刻みを入れる｡
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細頸壺 (448)・広口壺 (449)・壺底部 (450)・高

杯脚裾部 (451)・甕底部 (452) がある｡ 細頸壺448

は頸部に直線文を施す｡

��������	
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く字形甕 (453) と甕底部 (454) がある｡ 453は､

口唇部刻み・口縁内面ヨコハケ・体部外面タタキ後

タテハケのタタキ系である｡
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く字形甕口縁部 (455) と甕底部 (456～457) が

ある｡ 455と457は小振りで法量的に同一個体の可能

性があるが､ 456はやや大きい｡
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甕底部片である｡ 外面はハケ調整が施されている｡
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1649は土坑床面に安置状態で出土した泥岩製の台

石である｡ 細い溝状の凹みがあり､ 玉砥石的な利用

がなされた可能性があるが､ その細溝自体は本来的

には自然作用による形成と思われる｡ 人工品とする

には躊躇があるが､ 土坑内の出土状態を勘案し､ 多

少の人間の手が加わった可能性を考え､ 図示した｡

一方､ 1648は､ 安山岩 (サヌカイト？) 製の石鏃

未製品である｡
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壺底部 (459)・内彎高杯 (460～461)・甕底部

(462～463) がある｡ 高杯杯部460は､ 口縁外面に３

条の凹線が入る｡
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壺の胴部片である｡ やや下膨れ形状を採る｡

��������	
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壺底部 (465)・台付甕脚台部 (466) を図示した｡

いずれも小片である｡
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く字形甕である｡ 口唇部にヨコナデによる面を形

成し､ 下端に刻みを入れる｡
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甕底部である｡ 内外面ともハケ調整で､ 底部内面

のハケはいわゆる ｢放射状ヨコハケメ｣ 手法を採る｡
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広口壺 (469)・壺底部 (470～471)・高杯脚柱部

(472) がある｡ 469は､ 口縁内面に小さな円形浮文

を加えている｡
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受口広口壺で､ 口縁部に２条の凹線を施している｡
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広口壺の口縁部に措定したが､ 口縁端部に文様等

はなく､ 高杯脚部の可能性もある｡
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く字形甕 (475)・甕底部 (476～477)・広口壺

(478) がある｡ 広口壺は､ 沈線文系である｡

��������	
��������

弥生土器と古墳時代後期～飛鳥時代の土器が混在

状態で出土しているが､ 一括して説明する｡ く字形

甕 (479)・甕底部 (482)・壺胴部 (483) は弥生土

器､ 甑？ (480)・長頸壺 (481) は須恵器である｡

甕底部482には底部に焼成後穿孔があり､ 蒸し器と

して使用された可能性がある｡
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土器では､ 広口壺 (484)・台付甕脚台部 (485)

がある｡ 広口壺の口縁部は､ 垂下口縁である｡

石器・石製品では､ 小型の柱状片刃石斧 (1646)
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がある｡ 低いながらも側縁部も明瞭な面を有する｡
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台付の壺もしくは甕である｡ 甕とすれば､ 体下半

分がかなり球形の甕ということになる｡

��������	
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壺底部である｡ 外面ハケ調整の大型品である｡

���������	
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広口壺 (488)・水平縁高杯 (489)・壺底部 (490

～491) がある｡

���������	��
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安山岩 (サヌカイト？) 製の石錐である｡ 方柱形

に切り出された石の片端部を尖らせている｡
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竪穴住居の主柱穴や､ 掘立柱建物の構成柱穴など

を除く､ 単独のピットから出土した弥生時代遺物を

一括した｡ ただし､ 同一ピットから古代や中世期の

遺物が出土しているものは包含層扱いとし､ 除外し

た｡ なお､ 同一ピットから図示可能なものが複数個

体出土している例はない｡

個々の出土ピットの場所､ 遺物の基礎的データ等

は観察表に記したので確認して頂くとして､ ここで

は土器・鉄製品・石器石製品という遺物種別のなか

で､ 特に特徴的なものについて説明したい｡ また､

遺物図版は器種ごとでなくピットの所在地区にまと

めて配列した｡
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496は口縁部を欠損するが､ 沈線文系の細頸壺で

ある｡ 頸部は､ 直立気味に立ち上がり､ 櫛描直線文

が施されている｡ 497も細頸壺の頸部片で､ ヘラ状

の物によって斜格子文が描かれている｡

505は台付甕であるが､ 脚台部分は上底ともいい

得るほど短小で､ 器壁も厚く安定性が高い｡

509はＳ字甕の脚台部で､ 底端部を内側へ折り返

している｡ 比較的直立性の高い段階の脚部であり､

古墳時代前期の所産であろう｡
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やや太目の棒状品であるが､ 片側側縁部 (図示し

た510の左側) が刃物状を呈しており､ 何らかの利

器の可能性がある｡
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法量にかなりのばらつきがある｡ 1653と1662は側

縁部に面を形成して全面研磨を施す一群､ その他は

研磨が全面に及んでいないか､ 側縁部に面を作らず

に丸く収める一群である｡ 後者のうち､ 小型品であ

る1652や1656は研磨を施さない剥離痕が多く残って

おり､ 本来もう少し大きな磨製石斧だったものを小

型化して再生転用した可能性がある｡ なお､ 1669は､

いわゆるノミ状石器である｡
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他の多くの磨製石斧同様､ ハイアロクラスタイト

製である｡
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欠損した後も研磨を施した石斧である｡
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基部を欠損し､ 先端も僅かに欠けるが､ 両面を丁

寧に研磨し､ 鎬の部分も明瞭である｡ 頁岩製｡
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1657は凹基式の未製品､ 1665は有茎式で､ ともに

安山岩 (サヌカイト？) 製である｡
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安山岩 (サヌカイト？) 製の剥片を利用した石器

である｡ 剥離調整を施した側を使用面としたもので

あろう｡
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安山岩 (サヌカイト？) 製で､ 小型のスクレイパー

であろう｡

56	�������������
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凝灰質砂岩製で､ 片側表面は使用によって大きく

凹んでいる｡

7�	������������������

1660と1670は石英斑岩､ 1661は砂岩､ 1671は花崗

岩製である｡ 1660には研ぎ面もみられる｡

8+9:�	�����

小振りで扁平の石英斑岩の片側表面に使用による

とみられる凹みがある｡
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二次調整や使用痕が認められない剥片である｡
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ここでは､ 集落域から出土した弥生時代遺物のう

ち､ いわゆる包含層や表土から出土したもの､ それ

に古代や中世期などの後世の遺構に混入して出土し

た遺物を一括して報告する｡ 土器は遺存状態が悪い

ためほとんど図示しうるものがなく､ 提示できたの

は全て石器・石製品 (1732～1793) である｡
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頁岩製の有茎式で､ 鏃身部は側縁部をのぞいてほ

ぼ全面を扁平に研磨し､ 鎬などの表現はない｡
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1733・1735は平基式で､ 特に1733は長大な形状を

示す｡ 一方､ 1737は平基式でも､ 横に広い扁平な形

状を採るが､ 厚みがあって未製品の可能性がある｡

1736は欠損のため基部形態はわからない｡ 1733は下

呂石､ 1735は安山岩､ 1736は安山岩 (サヌカイト？)､

1737はチャート製である｡
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チャート製である｡ 片側端部を尖らせており､ 楔

形石器と考えた｡
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安山岩 (サヌカイト？) 製で､ 基部および先端を

若干欠損する｡ 菟上遺跡から出土した石小刀は本例

だけである｡
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1734と1739・1741がチャート製､ 1742～1743が安

山岩 (サヌカイト？) 製である｡ 二次加工がないた

め剥片や砕片に措定した｡
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頭部・縁辺・裏面に敲打による調整加工が認めら

れ､ また刃部には磨耗痕跡が認められる｡
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1745は菟上遺跡出土の磨製石斧石材としては珍し

く､ ホルンフェルス (古生層の泥岩) 製､ それ以外

はいずれもハイアロクラスタイト製である｡ ハイア

ロクラスタイト製のうち､ 1747は､ 表裏の剥離は刃

部の研磨前の調整痕で､ 研磨は刃部を中心とした部

分的にしか及んでいない｡ 1749は､ 刃部に研磨痕が

なく､ 敲打段階の未製品である｡

23',�-�������������1��

1763～1764 を除いていずれもハイアロクラスタ

イト製である｡ 1763は安山岩 (サヌカイト？) 製と

いう本来は打製石器用の石材であるが､ 刃部には研

磨が入っているように見受けられる｡ 1764は泥岩製

で､ 刃部のみ研磨している｡ 法量的にバリエーショ

ンの幅が大きいが､ 小型品で粗加工もしくは形状の

安定性が欠ける 1761～1765 は破損品を再加工して

の再利用品の可能性がある｡ 1766～1767 は欠損品

である｡
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ハイアロクラスタイト製で､ 片面は破損面である

が逆面には研磨痕が残る｡
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刃部の研磨を行っておらず､ 原材から粗く形状を

作り出した敲打段階の未製品である｡
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1770は剥離段階､ 1772は敲打段階の未製品である｡

こうした段階のものが存在していることは､ 注目し

てよい｡
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1771はハイアロクラスタイト､ 1792はホルンフェ

ルス製である｡ 1792は端部だけでなく､ 面の部分に

も敲打跡がみられ､ そこを使用していた可能性があ

る｡
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質はあまりよくないが､ 瑪瑙原石である｡ 穿孔は

ないが､ 角が取れた状況は､ 何らかの研磨が行われ

た可能性を想起させる｡
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楕円礫の中央に溝を全周させた石製品である｡

1775～1776はアプライト､ 1777は安山岩製である｡

所属時期の特定は難しい｡
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1774や1780・1785は凝灰質砂岩､ 1784は石英斑岩､

1786と1793は凝灰岩製である｡ 1774は扁平で楕円形

状を呈した凝灰質砂岩の側縁部に加工痕をもち､ 側

縁部も何らかに使用された可能性がある｡ 凝灰岩製

の1786と1793は鉄器用の砥石であろう｡
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1778は砂岩､ 1779は砂質凝灰岩､ 1787や1790はホ

ルンフェルス､ 1788は石英斑岩製である｡ このうち､

1790は砥石とするにはやや疑問も残るが､ 稜線部を

利用している可能性がある｡
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1781はホルンフェルス､ 1782から1783は凝灰質砂

岩､ 1789は石英斑岩､ 1791は花崗岩製である｡
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く字形甕口縁部 (231)・壺甕類底部 (232)・高杯

脚部 (233) がある｡ 高杯は､ 脚裾部は欠損するも

のの､ いわゆる屈折脚高杯であり､ 古墳時代の所産

である｡

������������������

く字形甕 (361) と壺底部 (362～363) がある｡

361は丸底の底部で球形の体部をもつもので､ 器面

風化のため調整等は不明だが古墳時代前期の所産で

あろう｡
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小型の高杯 (408) と台付く字形甕 (409) がある｡

409は体部外面をタテハケ後粗いタテナデを施して

いる｡
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小型丸底壺である｡ 口径と胴部最大径がほぼ等し

く､ 口縁部は僅かに内彎気味となる｡ 胴部に穿孔が

施されている｡
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土器では､ 広口壺 (511)・細頸壺 (512～515)・

短頸壺 (516)・壺底部 (517)・く字形甕 (518～521)・

小型甕底部 (522)・く字形鉢 (523) を図示した｡

凹線文を施す例がなく､ 菟上遺跡出土土器のなかで

は全般的にやや古い様相を残す｡

木製品では､有頭棒 (1798～1800)・建築部材

(1801～1806)・棒状材 (1808～1810)・厚板材(1811

～1814)・腰掛 (1815～1816)・盤状木製品 (1817～

1818)がある｡

このうち､ 1798は有頭部・棒状部ともに断面方形

で､ 棒状部には緩やかな抉りがある｡ 棒状部を別材

に挿入し､ 留具もしくは連結具として使用された可

能性がある｡ 一方､ 1799は有頭部が横方向への緩や

かな作り出しによる｡

1801は､ 横架材の端部仕口部と思われる｡ 端部を

段状に薄化して両角を造り出し､ 本体部は緩やかな

凹弧状に抉られている｡ 別材と連結するための仕口

であろう｡

1802は､ 断面長方形の長板材に方形孔を列状に穿っ

たものであるが､ 建築部材とするよりは組物の部材

かもしれない｡

腰掛は､ いずれも脚を作り出すもので､ 1815が長

辺側に沿った２脚構造､ 1816は４脚構造である｡ 上

板は緩やかに抉りこまれて反っている｡

1817～1818は縁が僅かに段状に盛り上がる｡
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集落部から投棄された土器等が崖際にたまったも

のであるが､ 時期的な一括性はない｡

土器では､ 弥生土器の広口壺 (524～525)・受口

広口壺 (526～527)・広口壺頸部 (528)・細頸壺

(529)・高杯 (530)・く字形甕 (531)・壺底部 (532)・

台付甕脚台部 (533)・甕底部 (534～538)､ それに

須恵器高杯 (539) がある｡ 526は､ 口縁部の凹線上

に波状文を入れる｡ 甕底部のうち､ 537と538は底部

に焼成後穿孔があり､ 蒸し器として使われた可能性

がある｡ 539は２段透かしの高杯で､ 口縁部は欠損

するが無蓋高杯の可能性が高い｡

木製品は､ いずれも棒材・割材・板材の類で､

1819は割材､ 1820は板状割材､ 1821・1823は板材､

1822は棒材である｡ 1821や1823は端部が切り落とさ

れて尖るような仕事がされている｡
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垂下口縁をもつものが多く､ 垂下はせずにヨコナ

デによる外斜面を形成するだけの548なども含めて

口唇部と口縁内面は波状文・列点文・扇状文などの

櫛原体を用いた加飾を行っている｡ 基本的に口縁下

から頸部までは無文であるが､ 544のように頸部上

まで加飾するものもある｡

��
�����������������

いずれも垂下口縁で､ 垂下口縁部外面に３条から

５条の凹線を施している｡

��������������

櫛描文による文様や垂下口縁形態は櫛描文系に由

来すると思われるが､ 沈線ないしは半裁竹管による

加飾や口縁内面の瘤状突起､ 口縁外面の貝殻腹縁刺

突などは在地系である沈線文系に由来する要素と推

定される｡ 後述の沈線文系では垂下口縁はないので､

基本的に垂下口縁のものは櫛描文系を母体として､

沈線文系の特徴を取り入れたものと推定される｡
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なかには口縁部だけの破片資料のため肝心の沈線

文部分が欠落しているものもあるが､ 口縁部内面の

瘤状突起や貝殻腹縁刺突の存在などから類推を行っ

た｡ このうち､ 563や565､ 571などは頸部に斜格子

文をもつ｡ 572は沈線文系の広口壺を母体に､ 受口

口縁の鉢上部を載せた形態で､ 貝殻腹縁刺突列の部

分が広口壺としての口縁部分に相当する｡ 728は内

面にヘラ状刺突列を､ 729は口唇部に貝殻腹縁刺突

を施し､ ともに口唇部に１条の沈線を引く｡
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垂下口縁の広口壺ではあるが､ 口縁内面に刻目隆

帯を貼付するなど播磨や摂津､ 近江などの地域に由

来する北部系の広口壺である｡ このうち､ 584につ

いては重鉱物組成法による胎土分析を実施しており､

在地産胎土による製作とのことであった｡
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矢作川流域地域に製作淵源をもつ三河系 (瓜郷式

系) の広口壺である｡ 口縁は受口形状をなし､ 口唇

に刺突を入れたり､ 口縁外面に連弧文を施したりし

ている｡ 586は頸部の隆起をもち､ 胴部は連弧文と

縦沈線列を組み合わせた文様などで加飾する｡ 全体

として､ 瓜郷式から古井式に対応する｡
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620までと741が大型､ 654・687～696が中小型で

ある｡ 形態的には頸部がやや締まるものと､ 明らか

に太頸形態の602や608などを含む｡ また､ 受口形態

の作出方法も多くは口縁部を内折させることを基本

とするが､ なかには広口壺に二次口縁を付加した600

や内彎系の603なども見られる｡

本群内での最も大きい差異は口縁部への凹線文の

採用の有無であろう｡ 597～603・654・741は口縁部

に凹線文を施さない非凹線文系､ 604～620・687～

696は凹線文系である｡

非凹線文系は､ 口縁部に波状文 (597・654) や扇

状文 (600)､ 斜格子文 (598・601) を施すなどバリ

エーションがあるが､ 頸部に沈線の入る602などは

沈線文系として理解されよう｡

一方､ 凹線文系には､ 凹線施文後に刺突列等を加

える604～606と､ 凹線文ないしは擬凹線を施す607

以下がある｡ このうち､ 608は､ 頸部に広いヘラ刻

みを入れた隆帯を施す｡ 凹線文の初出の時期に相当

しよう｡ 頸部まで確認できる個体については､ 611・

616・618・619・693～696のように凹線文系であっ

ても加飾する例が目立つ｡
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頸部ないしは胴部の文様には沈線文系と櫛描文系､

それに無文のものがある｡ このうち､ 口縁部形態が

摘み上げに近い621～623はいずれも沈線文系の文様

をもち (ただし622は櫛描直線文や波状文も入る折

衷系)､ 622と623は胴上部に縦方向の刻目棒状浮文

を貼付する｡ 菟上遺跡における本形態の土器に共通

して多い特徴のひとつとして､ 口縁下部に刻み列を

施すことがあり､ 破片資料であるが647や649はこの

典型である｡ 651～653の波状文は､ 櫛ではなくハケ

原体に拠っている｡ なお､ 633は､ 沈線というより

未成熟な凹線文とすべきかもしれない｡
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受口口縁の広口短頸壺である｡ このうち､ 特に655

や656は口縁部に刻目棒状浮文を貼付したり (655)､

鋸歯刺突を加えたものである｡

,-.)*��!���!!��!"��!"��
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682～683は大型である｡ 凹線文が未使用の659～

661と口縁部に凹線文使用が見られる662以下がある｡

全体として直線文や廉状文､ 列点文などの櫛描文系

工具の使用が多い｡ 口頸部が長くて口縁部の膨らみ

が緩やかなものから､ 口頸部が短くなって口縁部の

膨らみの強いものへ推移するが､ 最も口縁部膨らみ

の強い666は口縁外面の凹線文が５本も入る｡
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670のように羽状列点文による加飾は袋状口縁細

頸壺､ 675のように沈線による斜格子文を施すもの

は受口細頸壺であろう｡ この他､ 674や680等のよう

に沈線や浮文を多用するものについても､ 受口細頸

壺の可能性が高いと思われる｡
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前述の受口細頸壺に凹線を加えたもので､ 相対的

に新しい時期が多い｡ 凹線の本数は２本が主流であ

る｡ 例外的に存在する１条のもの (697～698) は凹

線になりきっていない｡ ３条のもの (713) は受口

広口壺の小型品とすべきかもしれない｡
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いずれも頸部に円孔を有するもので､ 725は口唇

下端部に刻みを入れ､ 胴部を加飾している｡
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頸部が外側へ立直気味に伸び､ 口縁部が外反して

開く｡ 730は口縁内面に円形浮文が付く｡
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口縁内面に山形突起の貼付がみられる｡
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端部の特徴が733は単純口縁､ 734は受口口縁とい

う差はあるが､ ともに口唇部に刻みを施している｡
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頸胴部の文様が不明で､ 凹線文系ではなく細かい

系統の帰属が明らかでないものを一括した｡
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頸部に１条の刻目隆帯を貼付する広口壺である｡

いずれも口縁部を欠損するが､ 608などとの共通性

から､ 受口広口壺でも頸部隆帯をもつ ｢壺Ｇ｣ に相

当するものと思われる｡
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口縁部を欠損するが､ 頸部隆帯列をもつ広口壺で

ある｡ このうち､ 746は隆帯間に竹管状刺突を施す

もので､ 同モチーフは､ 数はさほど多くないが確実

にひとつの文様パターンとして定式化している｡
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各種壺の頸部ないしは胴部である｡ 以下､ 特徴的

なもののみ簡単に触れておこう｡

758は､ タテハケを施す前の成形段階でタタキを

施している｡

760は､ 胴部文様の組み合わせとして､ 廉状文と

波状文を併用するが､ これは廉状文の淵源､ 大阪湾

周辺では基本的にみられない組み合わせである｡

同様に､ 761にみられる頸部凹線に胴部加飾の組

み合わせは大阪湾岸では珍しく､ 胴下部のソロバン

状器形や胴部文様の沈線文＋列点文の組み合わせは､

在地的な可能性を強く想起させる｡

763は､ タテハケ調整を施した上に､ 上下の沈線

区画内を横ヘラミガキで消す土器で､ ヘラミガキに

よる文様表出を意図した土器である｡

765は胴上部に粘土の剥離があり､ 把手もしくは

注口部が付くと思われる｡ 文様の直線文と竹管状刺

突との組み合わせも特徴的である｡

772は､ 胴下部が極端に窄まる形状である｡ ハケ

のうえに横方向の沈線列を重ね､ 文様とする手法は､

767とも共通する｡
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このうち､ 775は三角刻みを入れるもので､ この

モチーフ自体は播磨地域などに由来する｡
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壺の底部である｡ 784のように底部外面にもハケ

を施すもの､ 786のように底部外面に砂粒の付着を

みるもの､ 790のように底部外面を削るもの､ 793の

ように底部外面に木葉痕が残るものなど､ いくつか

バリエーションがみられる｡
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801～805は精製品で､ 黒色顔料を塗布している可

能性がある｡

5�0��
	���

口縁下に刻目隆帯を貼付する無頸の鉢である｡ 811

のみ､ 竹管状刺突や流水文による加飾があり､ 器形

も椀状を呈する｡
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大きなボール状の器形をとるもので､ 列点文や扇
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状文､ 波状文などによる加飾がある｡
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ハケを外面調整の基本とするく字形甕である｡ 813

と819は口唇部への刻み等を施さない無文のもので

あるが､ これらはむしろ例外で､ 基本的には口唇全

面ないしは下端部､ あるいは上下端部に刻みを加え

るものが一般的である｡ また､ 825～858は､ 外面を

タテハケ調整後､ 体上部に加飾する土器である｡ 直

線文や波状文による加飾が一般的であるが､ 857は

ヨコハケで､ 858は沈線で加飾する｡ 859は､ 外面調

整がタテハケではなくヨコハケを基調としている｡
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外面にタタキ後タテハケを加える､タタキ系のく字

形甕である｡860のように､体上部に直線文による加

飾がみられるものもあるが､何も施さないのが多い｡
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受口甕に措定しているが､ く字形口縁の端部を短

く摘み出してそれを成形した形態を示す｡ ただし､

909は沈線文よりも凹線文の影響下といえるかもし

れない｡
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外面調整に条痕文を施した甕であるが､ 菟上遺跡

では本例の出土は極めて稀である｡
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受口端部が外側へ大きく開き､ 条痕風の粗いハケ

と受口屈折部の刻みを特徴とする｡ 本来は897のよ

うな山形口縁に由来する｡
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受口部が上方へ屈折する受口甕で､ ハケも細身で

ある｡ 903は二次口縁外面にヨコハケを加えるが､

これは近江地域と共通する手法である｡ 904～905の

ように口縁部に櫛描波状文を施すものも､ 近江にも

類例がある｡
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913～914は条痕文系の底部である｡ 924～936は､

底部に焼成後穿孔のあるものを一括した｡ 外面ハケ

調整が一般的であるが､ 926などはタタキも確認で

きる｡ また､ 内面調整をみると､ ハケやナデ調整が

多いが､ 922や923､ 933のようにケズリ手法を用い

るものも確実に存在している｡
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脚台の形成は､ 938のようにまず独立した脚台部

を形成して体部を載せるものと､ 943のように脚部

から体部下部を連続成形して円板充填により開口部

を閉じるものが存在する｡
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内彎杯を載せた高杯である｡ 957～958はやや浅め

で凹線文の施文がないもの､ 959～961は深めで椀状

形態の杯部口縁に凹線文を施したものである｡ 958

の脚部文様は､ 多重ヘラ沈線に拠っており､ 暗文風

で浅いことを特徴としている｡
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半球状の杯部に鍔状口縁を貼付した高杯である｡

このタイプの高杯は､ 鍔部先端を垂下させる例もあ

るが､ 本例はいずれも鍔端部はヨコナデによって僅

かに下がるものがある程度で､ 明瞭に垂下させた例

はない｡ 968や970､ 971は､ 鍔部上面に斜格子状の

ヘラミガキを施しており､ 文様効果を高めている｡
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杯部との接合部まで残るものは､ いずれも円板充

填に拠っている｡ 973は脚部内面をヘラケズリして

いるが､ 当地域においてはこうした例はこの段階で

は珍しい｡
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杯部の口縁や屈折部に凹線文を施している｡

<=12>+()&%<=?"&#��	5�

口縁外面に３条の沈線が入る｡

@ABCDEFGH

<=I!?��	��

口径よりも体部径が優越する｡ 底部は小さな平底

気味で､ ケズリを施している｡ すでに粗製化がはじ

まった段階である｡

<=G$��	��

受部に明瞭な稜はなく､ 浅い椀状を呈する｡
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口唇部の肥厚はないが､ 口縁部の内彎傾向やヨコ

ナデのあり様､ 内面ヘラケズリなどは布留式の特徴

をよく示している｡ 外面肩部のヨコ沈線も､ 布留式

のヨコハケに由来するものであろう｡
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薄手で直立気味の形状は､ やや古相を示している｡
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いずれも脚部である｡ ミガキ仕上げのものはなく､

いずれも粗製化が始まった段階以降のものである｡
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古墳時代から古代の須恵器を一括した｡

古墳時代型の杯蓋 (999～1000)・杯身 (1001～

1007)・有蓋高杯 (1008)・無蓋高杯 (1009)・壺

(1010)・短頸壺 (1011)・壺等の底部 (1012～1015)・

高杯脚部 (1016～1017)・歴史時代型の杯蓋 (1018

～1020)・杯身 (1021)・甑 (1022)・小壺 (1023)・

長頸壺 (1024)・甕 (1025～1026)・短頸壺(1027)が

ある｡999や1011～1016等にはヘラ記号が存在する｡
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1028～1031は土師器把手である｡ 甑もしくは把手

付鍋に伴うものであろう｡

1032～1041は､ 古代末から中世の遺物である｡

1032～1033は､ 灰釉陶器の壺の底部である｡ 1033

は山茶椀の段階まで降るかもしれない｡

1034～1035は､ 灰釉の椀である｡

1036～1041は､ 山茶椀である｡ 1036は大振りな器

形に､ 方形の高台が付き､ 古相を示す｡
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後述のＳＴ802に比べても､ 土器の量に比して､

石器の質・量ともに少ない｡
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ハイアロクラスタイト製である｡ 片側長辺部縁辺

に加工があり､ その部分も利用したものと思われ､

そういう意味では､ 横刃形石器ともいいえよう｡
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小片であまり質も良くないが､ 断面が方柱状を呈

した原石である｡
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一部研磨が施されているものの､ 刃部及び側縁部

の研磨が不十分で､ 未製品と判断される｡ 基部は欠

損している｡
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小型品である｡ 基部がやや紡錘気味に窄まった形

状で､ 側縁部も含めた全面研磨が施されている｡
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ともにハイアロクラスタイト製であるが､ 1676は

色調が黒色系であるのに対し､ 1677は灰色系である｡

1676は刃部付近のみ残存した破損品であるが､ 調整

は非常に丁寧であることを窺わせている｡ 一方､

1677は剥離の後､ いきなり研磨に及んだような粗い

作りで､ 研磨も刃部こそ施されているが全面には及

んでおらず､ 各所に剥離痕が残る｡
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石英斑岩を利用した扁平の石で､ 円形を呈する｡

多目的の台石として使用されたと想定される｡
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板状に取られた原石で､ 研磨等は施されていない｡

この原石は､ 石庖丁等に加工される原材としては適

当であるが､ 菟上遺跡では石庖丁自体は出土してい

ない｡ この石材自体は在地で産出する石ではなく､

別所より搬入された可能性が高い｡
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1680は凝灰質砂岩､ 1682はホルンフェルス製であ

る｡ 表裏に研ぎに伴う細かい擦痕があり､ 砥石と判

断した｡
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凝灰質砂岩製である｡ 大きくＵ字形を呈した砥面

から､ 大形の太型蛤刃石斧に対応した置砥と推定さ

れる｡ なお､ 本品は被熱を受けている｡
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表面が僅かながら滑らかに反り返っており､ 使用

されたかもしれないが､ 明瞭な使用痕等は確認でき

なかった｡
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断面三角形状を呈した軽石である｡ 具体的な用途

は不明だが､ 持ち込まれたものであろう｡
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端部内側を抉りこんで握り部を形成し､ 下端部お

よび側縁部に敲打痕がみられる｡ 下端部の敲打痕は

磨耗痕がかすかに見られることから､ 片手で使用す

る小型の石杵の可能性もある｡ ただし､ 赤色顔料等

の付着は確認できない｡ 凝灰質砂岩製である｡

<=�>����	�

楕円形の両端部を打ち欠いた石英斑岩製の打ち欠

き石錘である｡

?@A���B������

残存は全体の１／４程度と推定されるが､ 頂部に

向かって反り気味に立ち上がる腰高の形状を呈する｡
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頂部と側縁部に身と緊縛するための２個１対の紐通

し孔をもつが､ 装飾性は低い｡ 滑石製で､ 表面に研

磨痕､ 内面に成形痕が明瞭に認められる｡ 本品は明

らかに弥生時代の所産ではなく､ 前期～中期前半の

古墳の副葬品に多い石製合子(合子形石製品)である｡
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半分を欠損するが､ 残存した片側端部を凸状に削

り出し､ 弓弭としたものである｡ マキ属｡

!"��#$����%&���'�

ともにスギ製である｡ 大型の1825は､ 中央部が膨

らみをもった写実的な作りで､ より流線型の船首部

分とずんぐりした船尾部分を区別して明瞭に作出さ

れている｡ 一方､ 1826は小型で､ 割材両端部を三角

状に切り落として船体部分を断面逆三角状に抉り込

んだだけの簡素な作りである｡

(����)�

欠損部が大きいが､ 槽の側版部分であろう｡

*+,���������

半裁状態であるが､ 円形の板材に細長い棒状部が

一木で作出された団扇のような形状をとる｡

-./0����1�

一定間隔で小孔が穿たれた板材である｡ 縦方向へ

の小孔は確認できるが､ 細長い残片のため横方向に

も有孔部が連続するかどうかはわからない｡ 小孔の

大きさは､ 糸綴じを想定させるほど小さなものであ

る｡ このことから推測させる物品としては盾がある

が､ 材質が盾に一般的なモミではなくスギであるこ

と､ 横方向への穿孔の有無が不明なこと､ 赤色顔料

等の付着が認められないことなどから､ 盾とするに

は不確定要素も大きい｡

234�0���56�

具体的な用途は不明だが､ 片側端部が凸状に削り

だされ､ ここで別材と組み合わせたか､ 緊縛仕口な

どになっていたらしい材である｡ スギ製の割材を断

面半円形に削り出し､ 片側端部を削り残して袋状に

削り込んだもので､ 逆側の端部は細長い棒状に削り

出している｡ 一見､ 鞘の形状と類似するが､ 端部の

棒状削り出しの意味が不明で､ 問題が残る｡

789/,0���5��

片側を凸状に作り出した板材で､ 逆側の端部は細

く削り落とされて矢板状を呈している｡ 矢板状部分

の仕事が本来的なものかどうかは不明だが､ 凸部分

は本来的には組み合わせ仕口であろう｡

:;/0���5��

長方形厚板の端部近くに断面方形の溝を入れた有

溝板材である｡ 溝部に別材を挿入し､ それを脚とす

れば組み合わせ式の机ないしは腰掛状の天台となる

可能性もあろう｡

<=���55�

スギの割材を削り込んでく字形断面とした細長い

材で､ 同形状の別材と組み合えば鞘としての機能を

実現できると推定される｡ ただし､ 全体に作りが粗

く､ 疑問も残る｡

>?� @ABCD���5 �

先端が尖り､ 側縁部は薄化する柾目の板材で､ 曲

柄の二又鍬の鍬身部分であろう｡ コナラ属アカガシ

亜属という材質もこれを否定しない｡

E$/0���5%&��51�

いずれもスギを利用した円形加工の板材である｡

側縁部に円孔を有する1835などは､ 蓋として利用さ

れたのかもしれない｡

FG��� 6�

身と柄が別材となった挿入組み合わせタイプであ

る｡ 身部側縁が極めて幅狭で､ 横槌のように側縁を

使用したとは想定しがたく､ 杵のように身部先端を

使用面と考え､ 杵とした｡ 柄には穿孔があり､ 吊り

下げも可能である｡

:H/0��� �&�� ��

緩やかな弧状を呈した側縁部に沿って有孔部をも

つ板材である｡ 用途は特定できない｡

:IJ��� 5��� %&��%��

抉りを入れたり､ Ｔ字状に削り残すなどして頭部

を作り出したものを一括した｡

KFLMNOP���  �

有頭部を作出し､ 反対側の棒状部端部を薄く削り

出しており､ 別材へ挿入して使用に供する把手もし

くは栓と考えた｡ 棒状部に留めるための仕口がない

ことは､ どちらかというと栓を想定させる｡

QRS/���%��
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断面形がＬ字状を呈したスギの厚板である｡ 用途

は全く不明である｡

��������	
�

断面長方形の割材の先端部を切り落として尖らせ､

方形孔を穿ったものである｡ 有孔部で別材と直交方

向に組み合うとすると､ 建築部材や木馬状木製品の

橇部分としての利用などが用途として想定できるが､

確定しうるほどの材料はない｡

������	��

マキ属の屈曲部分を利用した有曲棒材で､ 表面は

面取り加工を施している｡ 曲柄鍬の柄に似るが､ や

や太いここと､ 木取りが芯持材であることはこれに

否定的である｡

���������	��

先端を山形に切り落としたマキ属の棒材で､ 反対

側の端部は敲打痕がみられる｡ 栓として留め具に使

用されたか､ 楔として木材加工用に用いられたもの

と思われる｡

������		���	����	��

用途不明なだけでなく､ 形状としての安定性にも

欠け､ 木製品加工段階で出た残材の可能性がある一

群である｡ ただし､ 1855は､ 片面が平坦に加工され

て簡単な把手を作り出したようにもみえ､ 何らかの

製品として作られたものかもしれない｡

����� ���	!������

いずれもスギ材である｡ 長方形厚板の中央部を緩

やかに削り込んで両端部を対称に削り残し､ 脚状と

したものである｡

"#$�� ����%�

片側端部をわずかに肥厚させた短冊状の板材であ

る｡ 平面形状は紡錘状を呈していて舟形にも類似す

るが､ 表面に抉りは施されていない｡

&'(�����
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1863は､ 縦壁板である｡ 長辺部を縦方向に使用し､

横方向に連結する｡ 長辺部片側端部を断面凹形､ 対

面端部を凸形に加工し､ 両者を連結して有孔部で緊

縛することを基本とするが､ 本例は片側 (図示した

左辺) が凹凸なく真っ直ぐ切り落とされ､ 緊縛用の

有孔部もないことから､ 縦壁板列の端部に位置する

材と思われる｡

1864は､ 横架材である｡ 端部に二又を造り出し､

そこに丸柱を挟み込んだと思われる｡ 扉口装置を推

測させる仕口類がみられないことから､ 開口部では

ない部分の柱間を繋ぐ材であろう｡

1865～1866は､ 端部に連結仕口を造り出した材で

ある｡ 1864と異なって､ 端部の二又造り出しが小さ

な方形を呈することから､ 本例が横架材とすれば､

通柱式の高床建物床上部など断面方形の柱部分を挟

み込んだものと思われる｡ ただし､ 通柱式高床建物

床上部分の柱頭部自体の可能性も残る｡

1867～1901は､ いずれもスギ材で､ 壁板等に利用

された板材､ あるいは板葺の屋根材であったと推定

される｡ このうち1867～1869は､ 片側端部が斜めに

切り落とされており､ 転用時の仕事でなければ屋根

の妻側を覆う妻縦壁板の可能性がある｡ ただし､

1868は下部に抉りがあり､ 案の脚の可能性もある｡

穿孔部のある1870や1871は､ 当初は横架材として用

いられたものが､ 薄化されて板材に転用されたもの

であろう｡ また､ 1874や1875のように､ 長辺端部が

斜めに切り落とされている例は､ そこに同材を当て

て､ 簡便に横に繋げていくための仕事であろう｡

*+,��-��!)%�

スギの割材を利用して､ 緩やかな楕円形状になる

よう断面を丁寧に削り出したものである｡ 耕起具の

柄とするにはやや細い｡

./0���!)
�

断面三角形のいわゆるミカン割材である｡ コナラ

属アカガシ亜属の材質であることから､ 耕起具など

農具を加工するための原材であったと思われる｡

1���!)���!)��

いずれも割材を利用しており､ 本来は別の材であっ

たが､ 杭に二次加工した転用杭である｡

$�23$���!)���!)	��!)!��!���

芯持材である1916と1918がマキ属であることを除

き､ 割材利用のものはすべてスギ材を利用している｡

断面方形で厚手のものは､ 建築部材として利用され

たものが含まれていると思われる｡

456789:;<

礫層上出土以外の木製品は極めて少量である｡ 出

土層序等は観察表で確認されたい｡

1$9:;��!�!�

芯持材で枝を切り落とし､ 端部を杭状に切り落と
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した材であるが､ 全体に彎曲しており､ 杭として用

いられたかどうかは不明である｡

��������

芯を含む部分を板目取りしている｡

	
������

スギ製の厚板で､ 手斧痕が顕著に残る｡

���������

コナラ属アカガシ亜属の丸太材である｡ 端部がカッ

トされている｡

�
�������

有孔部のある板材であるが､ 全面が焼けており､

樹種も広葉樹ということ以上は不明である｡

�������

芯持材の杭材である｡ 上端から３cmのところに溝

が全周しており､ 用途としては､ 杭以外にも､ 木舞

等で使用された可能性も残る｡

���������� ＳＴ801相当部分からの出土

ではあるが､ 範囲確認調査の出土である｡ 内側を身

(左右対称の削り込みは剣身を推測させる) に合わ

せて削り込んだものであるが､ 端部をソケット状に

するなどの連結仕口はなく､ 同材２枚を合わせた後

に緊縛していたと推測される｡

ＳＴ802は､ 途中未調査部を挟み､ その上流と下

流を発掘しており､ 遺物も上流出土と下流出土に分

けたうえで､ 土器､ 石器・石製品､ 木製品に分けて

説明を加える｡

上流部出土遺物は､ ほとんどが ｢下黒下｣ 層とし

て取り上げた下層域からの出土で､ ほぼ弥生時代の

遺物に限られる｡ 一方､ 下流部は､ 調査対象面積が

少なく､ 出土総量は少ない｡ ｢タンカイジャリ｣ と

して取り上げた下層相当部分からの弥生時代遺物が

ほとんどで､ この層は土質・色調に差はあるものの､

遺物の包含状況は上流部の ｢下黒下｣ 層に類似する｡

� ���������� !
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器形的に1068や1069などの中小型品は､ 頸部が窄

まるものも含めた｡ 1069などは､ 文様構成としては

沈線文系のものに近いが､ 頸部施文具が櫛描文を用

いており､ こちらへ含めた｡ 1057や1067のように､

櫛目の間隔が粗いものも存在する｡ また､ 1050や

1051など､ 体部ないしは頸部文様に竹管状刺突を加

えるものも特徴的である｡

23-���//�

頸部に列点文が入る｡

4,+,-���1�.��1�0�����

1072と1073は口縁の立ち上がりが大振りで､ 1072

は上端部に､ 1073は上下端部に刻みを施す｡

56)*+,-���1�.�����

器形を厳密にみると､ 1077などのような細頸広口

壺も含めて扱っている｡ 1084～1086のように残存部

に沈線文が見られないものもあるが､ 口縁部に指頭

圧を加えて波打たせた状態は､ 前述のＳＴ801では

沈線文系に特徴的な手法である｡

78*+,-�����.�����

いわゆる瓜郷式系の広口壺である｡ 1094は､体部

を直線文で縦方向に分割し､ その間を一山波状文で

充填する｡ 1102は､体部にコンパス山形 (鋸歯) 文

を施している｡

96)*+,-������

垂下口縁部に凹線文を施した広口壺である｡

4,+,-�����.���10����.�����

1112以下は広口受口壺の形態を採る｡ 通常､ 凹線

文系は加飾が少ないとされるが､ 1111や1112を見る

と直線文や廉状文などによる加飾が施されており､

東海のあり様を示している｡ 1120以下は中小型品で､

1122は頸部の短い広口短頸壺の形状を呈する｡

:96)*4,;3-�����.����0����.�����

1118の口縁部は､ 一応､ 強いヨコナデの結果と考

えたが､ １条凹線の可能性もある｡

96)*4,;3-�����.���1�

1132は頸部を直線文で加飾した小型の壺で､ 口縁

外面には細筋の凹線を３条入れている｡

4,23-����/.���1�

1126は口縁部に押圧細隆帯を山形に貼付したもの､

1127は沈線文系である｡ 細頸系の在地性の高いもの

である｡

4,�3-������

口縁部に刻目の棒状浮文の貼付があり､ 口縁立ち
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上がり下部に刻みを入れる｡ 細頸壺の仲間であろう

が､ ｢細頸｣ とはいえないのであえて太頸壺とした｡

����������	���
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1146を除いて凹線文使用の口縁部が発達して膨ら

んだ個体であるが､ 1146も凹線が入っていないとは

いえ口縁部の発達具合は1145などと同等である｡

��������	�����

1123と1124は頸部に隆帯を貼付し､ 竹管状刺突を

施している｡

������������������	�����

頸部より上位を欠損する｡ 1141は胴部がソロバン

玉状に膨らむ｡

������ ������

水差形土器の把手である｡ 断面形は楕円形｡

�����!"�����#	��$��

1155は､ 下膨れ形状の胴下部より上位に横ヘラミ

ガキを施している｡

%&'()�*���$�	�����

体部外面ハケ調整のく字形甕である｡ 多くが口唇

部に刻みを施すが､ 口唇全体を刻む1169などは少数

で､ 多くは口唇下端のみに刻みを入れる｡ 1174～

1184は､ 外面タテハケ調整後､ 体上部 (肩部) に波

状文 (1180) や直線文で加飾している｡ 内面調整は､

ケズリをもつものも少数はあるが (1171など)､ 主

体はハケないしは板ナデ調整である｡

++,'()�*����#	��-��

体部外面をタタキ→タテハケ調整するタタキ成形

によるく字形甕である｡ 口縁部を欠損するものも含

むが､ 装飾の共通性などからく字形甕と判断したも

のも含めている｡ 口唇部に刻みを有する例は多いが､

口唇下端部のみに施す例は1230～1233など少数で､

多くは口唇全体に刻みが及んでおり､ タタキ系と前

述の非タタキ系で好対照をなしている｡ タタキ原体

には､ 1240などに代表される間隔の短い太筋の原体

と､ 間隔の開いた細筋の原体 (後述の1255なども同

類) があり､ 原体になった木材の違いを反映するも

のであろう｡

./01'()�*���$$	��
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口縁端部近くに強いヨコナデを入れて受口部が形

成されたもので､1266や1267などは１条の凹線を施し

たようにもみえる｡一方､1276や1277は､く字形口縁を

母体に端部のみ摘み上げたかたちの受口部である｡

*2�����-�	��-��

おそらくく字形甕になると思われるが､ 口縁を欠

損する甕体部である｡ 1252～1255は体部に明らかに

タタキを施し､ 1255～1258は体部内面をヘラケズリ

している｡ 1252は､ 破片のため詳細不詳だが､ 肩部

に線刻をもつ｡

�*3���-#	��$-�

粗いハケと受口立ち上がり部の刻みを特徴とする

ものである｡ 1263や1265は立ち上がり部の刻みを欠

くが､ ハケの特徴は共通しており､ 1259等に連なる

ものと考えた｡ 1261などは､ 近江地域のものとの共

通性が強い｡

�*4���
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立ち上がりが大振りな受口甕で､ 1281などは別粘

土を付加して受口部を形成している｡ 1283は､ 体上

部を直線文や波状文で加飾する｡

56*����-�

口縁部が直立気味に立ち上がる甕であるが､ 器形

としては無頸壺Ａに似る｡ 作りが全体に雑であるこ

とから甕に措定した｡ 内外を板ナデ (工具によるナ

デ) 調整し､ 肩部には把手があった痕跡がある｡

781'*����$�

口縁部は外反せず､ 窄まりながら収まる｡
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1291と1298は上底､ 他はほぼ平底である｡ 1302～

1304は焼成後底部穿孔が施されており､ 蒸し器とし

ての利用が想定される｡

;<*���#�	��#
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1305と1306は脚台部底に焼成後穿孔がある｡ 1301

も底が開いているが､ これは穿孔というより円板充

填の脱落であろう｡

=��3���:
�

体上部に廉状文､ 列点文､ 直線文による加飾を施

し､ 頸部に円孔を有する｡

=��4�����	�����

口縁部が窄まる無頸壺である｡ 口縁直下には､

1313は凹線列､ 1314は直線文を施し､ それぞれ波状

文 (1313) や羽状列点文 (1314) で加飾している｡

1313は､ 口縁直下に円孔が穿たれている｡

>�?�����9��:�9�����
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いずれも口縁部は短く外反する｡ 1312は小破片で

ある｡ 1308は無頸壺Ａの1307と類似するが､ 口縁の

窄まりがやや弱く､ 円孔もないため鉢に措定した｡

��������	����
����	����

前者は深めの器形を呈し､ 1310は口縁端部刻みを､

1310～1311は口縁直下に刻目隆帯を貼付する｡ 一方､

後者は高杯の杯部のような浅めの器形を呈する｡

��������

破片全体形は不明ながら､ ２個１単位の円孔が確

認でき､ おそらく対面にも同様のものの存在が想定

され､ 本来は２個１対×２単位が存在していたと思

われる｡ 壺ないしは鉢に穿たれた円孔に対応する｡

��������

台部破片である｡ 大きな円孔が穿たれている｡

����������	����

鍔付口縁を呈するものを一括した｡ このうち､

1321は口唇部に凹線文を施す凹線文系である｡

���������	����

椀状を呈し､ いずれも口縁部に凹線を施している｡

���������	����

1334は､ 脚端部外面に３条の凹線文を施す凹線文

系である｡

 !"�����	����

1338と1339は､ ＳＴ802上流部の下層相当部分か

らの出土ではあるが､ 弥生時代よりも後世の遺物で

ある｡ 1338は須恵器甕､ 1339は灰釉陶器である｡

# $%
$�&�����	����

すべて下層からの出土遺物である｡

'()*$+�����	����

ともにハイアロクラスタイト製で､ 側縁部は自然

面を残す｡ 表裏には敲打による調整が見られ､ 基部

は欠損する｡

,-.*$+�����	����
����	����
����	
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いずれもハイアロクラスタイト製であるが､ 1691・

1694・1697～1699・1701～1702・1704は色調がより

濃い黒色系で､ このうちの1701と1704は未製品であ

る｡ ただし､ 両者はともに刃部を欠損するが敲石等

に転用されたのか基部に敲打痕を残す (図では敲打

痕のある基部を下に配置した)｡ また､ 1692は石材

に痘痕がみられるが､ こうした痘痕が入ったハイア

ロクラスタイトは宮山遺跡では未確認で､ これも黒

色系のものと同様､ 同じハイアロクラスタイトでも

石材採取地点が異なっている可能性がある｡ また､

1695は刃部を欠損するが､ 研磨が施されていない敲

打段階の未製品である｡ 1694はあまり太くなく､

｢両刃石斧｣ の名称が適当であろうが､ 未製品の刃

部を研磨して二次利用した可能性もある｡

/�)*$+�����	����

いずれもハイアロクラスタイト製で､ このうち

1706～1707・1711・1713が黒色系である｡ 1712と

1713は未製品で､特に1712は剥離段階の未製品であ

ろう｡刃部が幅広の1710～1712､ 刃部に比して全体

長が長いことと基部が窄まることを特徴とする1706

～1707など､ 法量・形態のバリエーションは広い｡

0�$+�����

黒色系のハイアロクラスタイトである｡ 厚みは扁

平片刃石斧に適応するが､ 剥離→敲打→研磨という

本品の調整は本来太型蛤刃石斧に特有の手順である｡

刃部が石杵等へ転用のための二次加工が施されてい

るため､ 本来の形状がいまひとつ明瞭でない｡

1$23456�����

ハイアロクラスタイト製であるが､ 刃部を含めて

研磨がなされているにもかかわらず断面形が歪であ

る｡ 定型的な磨製石斧というより､ 敲石もしくは楔

として利用されたものと思われる｡

789:;)�����	����

ともに安山岩 (サヌカイト) 製である｡ 定型的な

形状は示さないが､ 部分的に使用痕がみられる｡

<=�����

凝灰質砂岩製で､ 使用面が緩やかに凹面状に窪ん

でいる｡

�$�����

砂岩製で､ 片側表面 (図上上面) に使用に伴う擦

痕が残っている｡

>=�����	����

1720と1723は砂岩､1721と1722は凝灰岩製である｡

1721と1722は鉄器用と考えられる｡1723は側縁部に

も使用痕があり､何らかに利用されたと思われる｡

?@ABCDEF@GH$�����

未調整の原石である｡ 稜線部に一部使用痕らしい

擦痕があり､ 何らかに利用されたのかもしれない｡
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ミズキ属の割材を削り出した棒状具で､ 下部を欠

損する｡ 未貫通の細長い孔を穿ち､ その下部に沈線

と羽状刻みによる装飾が彫り込まれている｡ 有孔部

は､ 長さ2.4cm×幅0.6cm､ 深さ2.0cmの大きさで､

さらにその前後に溝状の切り込みをもつ｡ 先端部の

切断面を水平にすると､ 有孔部側を正面として後ろ

へ僅かに反り返る｡ 以上のことから､ 本品は有孔部

に戈を挿入した戈の柄であろうと思われる｡ ただし､

挿入された戈の材質はわからない｡

�������

スギの割材を利用し､ 片側を尖らせ､ 反対側は端

部のやや下部に膨らみを作るよう削り出して有頭部

とした棒状品である｡ この有頭部は､ 持ち手側に付

く滑り止めか握り部と思われ､ 何かの柄であろう｡

�����������

1927とは対照的に､ 片側端部の下部に溝を掘り込

んで頭部と区画し､ 有頭部とした棒状品である｡ 溝

の部分に紐状のものを巻き付けて緊縛したと思われ､

旗などを付けるための竿状のものと推定される｡

������
�����

ともにスギ材利用で､ 横木取りの板目で木取りを

行った槽であるが､ 1929は年輪に沿って木裏側 (木

芯部分) を刳り貫くのに対し､ 1930は年輪の流れと

逆に木表側を刳り貫いている｡

���������

方形の板材に複数の円孔を穿ったもので､ これ単

独で機能する単純田下駄と推定される｡

��� ���� �������
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いずれもコナラ属アカガシ亜属製の未製品である｡

1933は明確な舟形隆起を作り出すタイプであるが､

1934は柄孔部は厚く削り残されるものの､ 明瞭な区

画はない｡ 柄孔を穿とうとして､ 途中断念している｡

��� "# ������$�

コナラ属アカガシ亜属製である｡ 一見すると広鍬

の未製品にもみえるが､ 鋤や鍬の木取りとは異なっ

ており､ 泥除の未製品とするのが妥当であろう｡

��� %����	
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1936は､ 組み合わせ式､ 1937は一木式で､ ともに

コナラ属アカガシ亜属製である｡

&'������

ヤブツバキの芯持材から削り出したもので､ 搗き

部は一部欠損するものの縁も丸く削り落とされてい

る｡ 握りの部分は欠損のため存在しない｡

�(�)*���!��

断面形が弧状を呈しており､ 反りの強い丸瓦のよ

うな形状を取ったシイ属の厚板である｡ 木樋とする

には断面の彎曲が弱く､ あるいは井戸枠の一部の可

能性もあろう｡

+,����!�
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ともにスギ材を利用した断面方形の割材で､ 端部

の一辺を外側へ少し突出させて有頭部としている｡

-���!��

片側端部を薄化して尖らせ､ 反対側端部を整形し

て打ち込みやすくしたもので､ 材木を分割するため

の楔と推定される｡ ただし､ 材質がスギという比較

的軟らかい材であり､ あるいは栓的な用途として利

用されたものかもしれない｡

������!!�

片端部を有頭状にして､ 側縁の片側端部は斜めに

切り落とした棒状の材である｡ 側縁部の片側だけを

切り落としていることから武器形などの可能性も残

るが､ 武器形とするほどの形状的安定がみられず､

たんに棒状具とした｡

./01 2*34���!$
��!	�

一木造の扉板の把手部分である｡上下の両端基部

が幅広で､中央部に向かって彎曲しつつ幅狭に削り

込まれている｡1945はスギ､1946はクスノキで､とも

に閂を挿入するタイプにはならず､穿孔はされてい

ない｡

./01 5678���!��

扉口装置を構成する蹴放しに類似するが､ 長さ

45.7cmと小さく､ 扉ではなくもう少し小さい窓状の

ものを受ける敷居と考えた｡ 両端の二又造り出しは

本材を嵌め込む際の仕口で､ 中央部に走る溝は板を

受け､ 円孔で窓の出�を嵌め込んで窓を固定したも

のと思われる｡ 扉用の蹴放しでは､ 方立ての板を受

ける部分だけは溝があり､ 扉の触れる範囲は平坦と

なるが､ 本材はそれに関係なく溝が両端を結ぶ｡

./01 9:���!��

上方が直立して下方はなだらかに落ちる足掛け部
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と平坦部が交互に繰り返すタイプの梯子である｡ 断

面の木目は柾目が出ており､ かなりのスギの大木か

ら割材を経て削り出されたものと思われる｡

���� ����	�
��������

使用部位は特定しきれないものの､ 建物に使用さ

れた可能性の高い板材を一括した｡ 1949や1951は接

合用の紐を通したと思われる円孔が穿たれている｡

多くがスギ材であるが､ 1956はコナラ属アカガシ亜

属､ 1957はクリ材の板材で､ この両者については農

具原材等の別用途の板材であった可能性もある｡

������������������

一部建築部材を含む可能性も残すが､ 用途の特定

の難しい板材・板状品を一括した｡ 1969～1974は細

長くて薄いスギ材である｡ 1976～1977・1979・1981

はいずれもコナラ属アカガシ亜属で農具の可能性が

ある｡ あえて類推すれば､ 1976は泥除､ 1977は鍬､

1979は原材､ 1981は鋤の可能性がある｡

������������

断面円形や方形の差はあるが､ 細長い棒状材を一

括した｡ 割材を用いたものと1993のような芯持ち材

から作出されたものがある｡

����������������

1994と1995は割材を用いた丸杭､ 1996～1997・

1999は芯持材を用いた丸杭である｡

��������������������������

丸太材や板材であるが､ 表面の平坦さがなく形状

的にも不安定であったり､ 樹皮が残っているなど､

製作途上で廃棄された遺物を一括した｡

���������������

いわゆる ｢ミカン割｣ によって一木から分割した

断面三角形の材で､ 2010がツブラジイ､ その他がコ

ナラ属アカガシ亜属である｡ 2003～2007､ 2011など

は樹皮の一部も残る｡ また､ 2003には､ 楔を挿入し

たときに生じたらしい圧痕がある｡ 2011はミカン割

した原材を柾目に沿って切り落としたものである｡

� ������!�����

太さにはばらつきがあるが､ 簡単に枝打ちした

だけの丸太材である｡ 枝打ち程度とはいえ､ 自

然に倒壊した木材ではなく､ 何かに利用しよう

として持ち込まれたものと考えられ､ 丸太原材

とした｡

�"�#$%&'(
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/012����������

いずれも外面にタタキ後ハケ調整を施す甕である｡

1368は口唇下端部に刻みを施して体上部を波状文で

加飾するのに対し､ 1369は口唇全体に刻みを入れて

体部は無装飾の甕である｡

23#�4������

口縁部を欠損するが､ 体部ハケ調整の薄手の甕で､

体上部を波状文で加飾している｡

56�������

わずかに上げ底気味の底部である｡

+78*.

5���������������

1372は短頸壺で､ 短く外側へ直線的に立ち上がる

口縁部をもつ｡ 1389は長頸壺である｡

9:������

脚部片であるが､ 透孔等の装飾はない｡

;<����!�

口縁部を欠損する小振りの平瓶である｡

:=�����������

1376はいわゆる古墳時代タイプであるが､ 口径が

小さく､ かなり新しい時期の所産であろう｡ 天井部

に ｢×｣ ヘラ線刻を有する｡ 1377～1378は歴史時代

タイプで､ 1378はツマミは付かず､ 糸切りによって

天井部を平坦に仕上げている｡

:>��������!�

いずれも歴史時代タイプで､ 高台の付くものと付

かないものに分かれる｡

?2�����������

それぞれ列点文や波状文による加飾がみられる｡

+@AB*.

C�����

高台部を欠損し､ 釉のかぶりもないが､ 器形的に

は灰釉椀であろう｡

+DEC.

C���������

ともに高台片で､ 1391はモミガラ痕が見られる｡

+&F*.

2���������
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いずれも外面ハケ調整で､ 外反する口縁部の端部

を上方へ摘み上げる甕である｡ 1396のみ体部内面を

ヘラケズリしている｡

� ���
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��������

コナラ属アカガシ亜属製で､ 鋤身の基部から先端

にかけて反り返る形状を呈し､ 基部には柄と接合す

る断面逆台形の蟻溝を彫っている｡ 全体に短小で､

使い込んで短くなった鋤身先端に補修を繰り返しな

がら使用していた状況が窺える｡

��������

木芯からミカン割で３分割した材に穿孔部を開け

たものである｡

����������

やや欠損部もあるが､ スギ製の円形板材である｡

������������

円形の棒状具の先端を弓弭状に作り出し､ 反対側

の先端を杭先状に尖らせたものである｡ スギ材のた

め､ 弓にはならない｡

������������ �

2024は片側先端が杭状に尖ったもの､ 2025は両端

部を若干尖らせて終わる｡

!"����#�

コナラ属アカガシ亜属製であるが､ 梯子の足掛け

部のような肥厚がみられる｡

������$%���&������

大小や長短､ 厚薄といった差異はあるが､ 板材を

一括した｡ 大型品は､ 建築部材の可能性が高い｡

' ()&��*+,�-.�

�/�*0�-.�

1 -2

345-26

789����������%���#%��$ �

口縁部がラッパ状に外反する広口壺である｡ 1340

は口縁内面にのみ列点文と瘤状隆起の貼付をもつだ

けのシンプルな土器である｡

:8789���������$�

いずれも口縁部に凹線文を施すが､ 1344は口唇刻

みを､ 1345は羽状刻みを口縁外面に施している｡ ま

た1345は､ 頸部に隆帯を貼付し､ その上にヘラ刻み

を加えている｡

:8;<9����&��� ��

1348は口縁部に沈線と刻みを入れる沈線文系､

1349も頸部に沈線があり沈線文系､ 1350は口縁部に

２条の凹線が入る凹線文系である｡

=<9��� ��

口縁部が短く直立する土器で､ 加飾はない｡

><9?��� ��

短く屈折する口縁部を持つもので､ 蓋を縛るため

の紐通し孔を有する｡

><9'��� ��

口縁部を窄まったまま収めるものである｡

@�A��� ��

円形透かしをもつ脚台部であるが､ おそらく無頸

壺と組み合うものであろう｡

:8B���  ��� #�

受口甕Ａである｡ いずれも口縁内面にヨコハケを

残している｡

CDEB��� &��� F�

1358はハケ系で体上部に直線文による加飾をもつ

もの､ 1359はタタキ系の無加飾のものである｡ とも

に口縁部の刻みは口唇下端にある｡

@�BG,���$��

脚裾に向かってラッパ状に開く形態で､ 外面に粗

いながらも縦ミガキを施している｡

HIJKL���$����$��

1362は口唇下端部に刻みを入れ､ 杯部内外面にハ

ケ痕を残す｡ 1363は､ 小型品ながら口縁端部が垂下

する形状を採る｡

MNOPQB���$��

口縁部は欠損するが､ 台付甕のミニチュア品であ

る｡ 外面は手捏ねでなく､ 丁寧にハケを施している｡

� R2%R��

ST��#�&�

凝灰質砂岩製で､ 片側表面 (図上上面) が緩やか

に窪んでいる｡

UVWR��#���

形状が勾玉状の ｢の｣ 字形状であるが､ 穿孔はな

されていない｡

X ���

YZ7[������

舟形隆起が明瞭に盛り上がるタイプの広鍬である｡
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コナラ属アカガシ亜属｡

�������

側縁部は上端が欠損する｡ 側縁の立ち上がりは明

瞭である｡ スギ材｡

������	
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ともに薄手のスギ製の板材である｡ 2044は､ 片側

長辺に抉りがある｡

�������
�����

すべてスギ材で､ 2046は先端部が明瞭に尖る｡

���������
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この２点のみ上層部からの出土である｡

$%&��'
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1397～1398は垂下口縁の櫛描文系であるが､ 1398

は口縁内面に刻目隆帯などを貼付する北部系である｡

1399～1400は受口広口壺で､ 1400は４条の凹線を施

した後､ 凹線上に列点文を付加する｡

-)./*������

口縁部に凹線を施さない段階で､ ヨコナデされた

口縁端部上に円形浮文の貼付がみられる｡

0123����	�

口唇下端に刻みを入れる外面ハケ調整の大型甕｡

345�����
�����

1404は上底､ 1405は平底を呈する｡ ただし､ 1404

は､ 底部を円板充填により製作している｡

$���'

6789:;<�����
���=�

1406と1407の法量の小ささ､ 1407と1408の立ち上

がりの短小化はいずれも新しい要素で､ いずれも７

世紀代の所産であろう｡

>?89:;@����+�

返しが消失した段階の杯蓋である｡

>?89:;<�����
����,�����

いずれも高台のないタイプである｡ 1417は底部が

平坦に切断され､ 口縁端部が折り返されている｡

A;������

脚部を欠損する無蓋高杯である｡

�����	�

欠損のため胴部穿孔部は未確認だが､ 器形や文様

の特徴から�と思われる｡

*�����
�����

1414は杯の可能性もあるが､ やや厚みがあり､ 壺

と考えた｡ 1415は長頸､ 1416は短頸形態を採る｡

3������

外面に格子タタキを施した大甕の底部付近の破片

である｡

BC�����,�����

いずれも凸面にタタキを施した平瓦片である｡

$�D�'

EFG����=
���+�

扁平で上方へ折り曲がる把手である｡

HI����	�

鍔部分に比して口縁部が長く､ 鍔は短い｡

JKL�����
�����

1426は法量が大きいが､ 他は通有である｡ 1427は

高台が低く､ モミガラ圧痕が付いている｡

M N��O��������

ＳＴ804のなかで､ もっとも遺物出土量の多い層

で､ ほぼ弥生時代中期後半遺物で占められる｡ 第42

層黄灰色砂質土 (調査時に ｢カイジャリ｣ として取

り上げた部分) と､ 東面土層部でそれに相当する灰

色砂利層を一括する｡

� ������=
��+��

PQRS()*����=
��	�,��	+�

1429や1431は口縁部が垂下気味であるが､ いわゆ

る垂下口縁のように粘土帯を貼り付けて垂下させて

いるわけではない｡ なお､ 頸部下に波状文を施す

1439は､ 頸部が短い形態で､ 後期的な器形を示す｡

TURS()*���	�
��	=,����
�����

口縁部の拡張は穏やかで､ 1432は口唇部､ 1434～

1436・1440などは頸部に沈線を入れる｡ また､ 1433

や1438は口縁ないしは頸部に貝殻腹縁による列点刺

突があり､ これも在地的な様相を示している｡

V5S()*������
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口縁内面に刻目隆帯の貼付を施すなど､ 北部系の

特徴を示す広口壺である｡

��������		
��	��

胴部破片であるが､ 文様の特徴などから､ 三河系

の広口壺である｡ 1448などは､ 頸部から胴部にかけ

て一旦窄んでから再び膨らみ出す器形上の特徴が顕

著である｡

���������	����	���

口縁部を垂下させ､ そこに細筋の凹線文を施す土

器である｡

�����������			�

受口広口壺であるが､ 受口部に凹線文の施文がな

いものである｡

�����������		���		���	����	
��

口縁部に１条だけ凹線を施す1443は凹線文の出現

期の所産で､ また細めで深い沈線気味の凹線を４条

施してその上に棒状浮文を貼付する1445も凹線文系

としては古いものであろう｡ 一方､ 1459以下は凹線

文の盛行期の所産である｡

�������	
��

頸部隆帯を貼付して口頸部外面及び口縁内面に竹

管状刺突を施す装飾豊かな壺で､ 極めて特徴的な様

相を示す｡

������������	����	�
�

1451や1454など櫛描文を用いるものもあるが､ そ

の1451も含めて､ 1453～1456は胴部文様に沈線文も

用いる沈線文系の細頸壺で､ 口縁部は欠損している

ものも含めて受口状を呈すると思われる｡

�����������	
	��	
��

口縁部の開きが大きく､ 小型の受口広口壺ともい

えるが､ 頸部が細く締まっており､ 細頸壺に措定し

た｡

�����	

��	
��

底部から直接外側へ開いたもので､ 1466はミガキ

調整､ 1467はハケ調整を施している｡

�����	��

一方､ 1470はやや直口気味の口縁部に２条の刻

目隆帯を施している｡ 類似した特徴をもつものに

直口鉢があるが､ 本例は頸部が締まった壺の様相

をとる｡

� !"#���	
��

胴部を直線文・廉状文で加飾したミニチュアの壺

で､ 下膨れの器形と文様の特徴から細頸壺を模した

ものと思われる｡

��$��	
��

口縁直下に２条の刻目隆帯が入る鉢で､ 隆帯間に

穿孔を施している｡

%&'(��	���

扁平な円形の土製板である｡ 蓋の可能性もあるが､

穿孔等もなく､ 確定できない｡

��)*��	����	���

最も残りの良い1474は､ 体上部に直線文による加

飾がみられる｡

+,-)��	�
��	�
�

1476～1478は外面調整がタタキ後ハケによる｡ そ

の他のものは破片が小さくタタキの有無は確認でき

ないものが多い｡ 1481や1482､ 1486などは体上部に

直線文や波状文による加飾がみられる｡

)����	����	���

1487～1489は台付甕底部､ 1490～1492は平底の底

部である｡ 1487や1490は底部穿孔が施されている｡

1489は台付というよりは上底としたほうがいいかも

しれない｡

./012��	����	�	�

1494の口唇部には２条の凹線が施されている｡

123���	����	�
�

1496は円孔による加飾がある｡

456��	���

台部の開きは皿状で､ 杯部底が開放せずに閉じら

れたタイプの器台である｡

7 84�8&9����������������

:;<=8>������

基部の破片で､ 刃部は欠損している｡

?/@=8>������

欠損部はあるものの､ 側縁部を含む全体に研磨を

施したもので､ 石材の質は堅緻で良質である｡

ABCDEF@������

チャート製である｡ 石錐的な用途なども想定しう

るが､ 確定するには至らない｡

G H&9��	�����

IJKLJ��	��

マキ属を用いた反柄で､ 鍬身との接合面は面をな
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し､ 側縁部には緊縛痕が残る｡

��������	


やや薄手の板材に方形孔を一定間隔で穿ったもの

である｡ 板目取りした板材を､ さらに縦に切断した

板を利用している｡

����������


ともにスギを用いた槽である｡ いずれも破片で全

体形はわからないが､ 側縁部は外側へ直線的に立ち

上がる｡

�������


有頭部が握り部となり､ 別材に挿入して有孔部に

栓を入れて固定する､ 挿入式の把手と思われる｡

������������


用途が特定できないが､ 端部が厚く削り出されて

いる棒状具を有頭棒として一括した｡ 2055などは､

紡織関係もしくは輪カンジキ型田下駄の当て具の可

能性がある｡

���������������	


大小や形状､ 樹種には差があるが､ いまひとつ用

途不明の板材を一括した｡ 板目材が多いが､ 2069は

追柾目である｡

�����������


細長い角棒状を呈していて､ 木取りにおける板目・

柾目の区別にあまり意味がなさそうな一群を割材と

した｡

���������


片側端部が杭状に小さく尖った細い角棒で､ もう

片側の端部に焼痕があり､ 燃えさしとした｡

����������


端部を丁寧に面取りした棒材で､ マキ属の芯持材

を利用している｡ 何らかの柄として用いられたもの

であろう｡

 ������


シイ属を半裁した半割丸太材である｡

! "#�$%&#'(��#


)&*+���	�����


図示しうるのは､ 土器 (弥生土器) のみである｡

広口壺 (1498)・有段口縁壺 (1499～1500)・壺胴部

(1501)・く字形甕 (1502～1504) がある｡ 1501は､

器面を直線文で縦方向に分割した後､ 流水文を充填

している｡ 甕はいずれもタタキ甕である｡

, -#�(��#
)&*+

�������������������


古墳時代以降の遺物が中心である｡ 土師器では小

型壺 (1505)・甕 (1506～1507)､ 須恵器では杯 (15

08)・高杯 (1509～1510)・短頸壺 (1511)・歴史時

代型杯身 (1512)・把手付鍋 (1513)・甕 (1514～15

16) がある｡ 全体として７世紀以降のものが多い｡

石器では､ 扁平片刃石斧 (1726)・置砥 (1730)

がある｡ 1726などは明らかに弥生時代の所産で､ 土

器の示す年代とは開きがあり､ 混入を考えるべきで

あろう｡ 1730はアプライト製である｡

. /#�$%&#'(0#(1#


)&*+�������������	


土器では､ 須恵器杯蓋 (1517～1519)・杯身(1520

～1522)・高杯 (1523)・長頸壺 (1524)､ 瓦 (1527)､

それに山茶椀 (1526～1527) を図示した｡ 1517は､

一見古墳時代でも古相を示す杯蓋にも見えるが､ 壺

蓋の可能性もある｡ 口縁端部内面に沈線が入る｡

石器・石製品では､ 持砥 (1729) がある｡ 砂質凝

灰岩製で､ 表裏､ 側面ともに使用している｡

2 /#�(3#
)&*+

��������������


土器で図示したのはいずれも須恵器である｡ 杯蓋

(1528)・杯身 (1529)・�(1530)・小壺 (1531)・長

頸壺 (1532～1533)・大甕 (1534～1535) がある｡

石器・石製品では､頁岩製の有孔札状石製品(1731)

がある｡ 下部を欠損するが､ 薄い短冊状を呈し､ 上

端近くに小円孔を穿たれている｡ 時期は不明｡

4 567����������


いずれもＳＴ804の上層部から出土した遺物であ

るが (1536は採集品)､ 詳細な帰属層序は不明であ

る｡ 土器 (1536) は土師器高杯で､ 脚柱部にはヘラ

ケズリによる面取りが明瞭に認められる｡ 奈良時代

の所産であろう｡ 木製品 (2071) は寄木を組み合わ

せた円形板である｡ ６枚の芯持材を両端が尖る木釘

で連結している｡
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��� �����	�


��� ��

古代の遺構としたものは､ 古墳時代後期～平安時

代にかけてのものである｡ 大きく古墳時代後期～飛

鳥時代にかけてのものと､ 奈良時代～平安時代にか

けてのものに分けることができよう｡ これらの遺構

群には掘立柱建物､ 竪穴住居､ 土坑などがあるが､

それらのほとんどが前章で述べた弥生時代の遺構群

と重複している｡ 但し､ 弥生時代と異なる点はその

遺構配置が弥生時代にはＳＴ802を取り囲むように

扇状に集落群が存在するのに対し､ 古代の遺構群は

ＳＴ803谷頭北東部を中心とするＳＴ802とＳＴ801

の間の台地部に存在し､ ＳＴ802の西岸には疎らに

しか存在しない点である｡ 以下に遺構の概略を述べ

ていく｡

� ���

竪穴住居は弥生時代の可能性もあるが､ 決めきれ

なかったものも含めて､ 48棟確認した｡ 調査区中央､

ＳＴ803の谷頭を中心に存在し､ 掘立柱建物との重

複は少ない｡

����

��� 方形？

�� 3.8ｍ以上×4.3ｍ ��� 16㎡以上

�� ２～20cm �	� !" 無し

#$% 47cm #$� 10cm

&'() ＳＨ18 (弥生) →����､

ＳＤ692とは不明

��*+ ＳＴ802の西側､ 弥生時代の竪穴住居群

の一角に位置する｡ 南半分は確認できなかったため､

全体の規模は不明だが､ 方形ないしは長方形のプラ

ンに復元できる｡

����

��� 方形？

�� 3.2ｍ以上×3.4ｍ ��� 11㎡以上

�� ４cm �	� !" 無し

#$% 28cm #$� ７cm

&'() ＳＨ18 (弥生) →����

��*+ ＳＨ20のすぐ東に位置する方形もしくは

長方形の竪穴住居である｡ 遺物が出土しておらず､

周辺には弥生時代の竪穴住居の重複もあるため､ 弥

生時代の住居の可能性もあるが､ 規模から古代の遺

構とした｡ 主柱穴は確認できなかった｡

��,�

��� 方形

�� 4.5ｍ×4.5ｍ ��� 16㎡

�� ７cm �	� !" 無し

#$% 33cm #$� 10cm

&'() ��,�→ＳＢ205

��*+ 調査区北東部に位置する｡ 南西隅が後世

の溝によって確認できなかった｡ ４基確認できた主

柱穴は､ 円形で径約30～40cmを測る｡

��,-

��� 方形

�� 6.4ｍ×5.1ｍ以上 ��� 33㎡以上

�� 12cm �	� !" 有り

#$% 38cm #$� ８cm

&'() ＳＨ130→ＳＨ73→��,-→ＳＨ126

��*+ 調査区中央部､ 竪穴住居群の一つである｡

ほぼ同じ位置で重複している３棟の中で最も新しい

住居である｡ カマドの痕跡を北壁で確認した｡ 重複

しているＳＨ73のカマドの可能性もあるが､ ＳＨ73

とすると北東隅に位置することから､ ＳＨ38のもの

であろう｡

��.,

��� 方形もしくは長方形

�� 5.3ｍ×2.8ｍ以上 ��� 15㎡以上

�� ４cm �	� !" 有り

#$% 36cm #$� ８cm

&'() ＳＨ130→��.,→ＳＨ38

��*+ ３棟重複のうち､ ２番目に古い住居であ

る｡ 重複しているため､ 主柱穴は確定できない｡

��/,�

��� 不明
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確認できなかった｡

����

��� 不明

�	 3.5ｍ以上×1.0ｍ以上 
�� ４㎡以上

� 不明 ������ 不明

��� 不明 �� 不明

���� ＳＨ47→����→ＳＨ44→ＳＨ48

���� 同じく４棟が重複している住居のうちの

一つ｡ 検出段階では把握したが､ 掘削中によくわか

らなくなった｡

����

��� 不明

�	 不明 
�� 不明

� 不明 ������ 不明

��� 不明 �� 不明

���� ����→ＳＨ45→ＳＨ44→ＳＨ48

���� ４棟の重複した住居のうち最も北側に位

置する｡ 検出段階で把握した重複関係から最も古い

住居となる｡

��� 

��� 方形

�	 4.3ｍ×4.3ｍ 
�� 18㎡

� 12cm ������ 無し

��� 48cm �� ９cm

���� ＳＨ47→ＳＨ45→ＳＨ44→��� ､

��� →ＳＨ41

���� ４棟の竪穴住居のうち最も新しい住居で

ある｡ 主柱穴は４基確認した｡ 柱穴は円形で径約40

～45cmを測る｡

���!

��� 方形

�	 5.7ｍ×5.6ｍ 
�� 32㎡

� ５cm ������ 無し

��� 58cm �� 15cm

���� ＳＨ42 (弥生) →���!､

ＳＢ332とは不明

���� 大型掘立柱建物群の一角に位置する｡ 中

央を近世以降の溝によって壊されている｡ 主柱穴は

３基を確認した｡ 円形で径約30～40cmを測る｡

���"

��� 隅丸方形

�	 4.8ｍ×4.7ｍ 
�� 21㎡

� 11cm ������

��� 44cm �� ６cm

���� ＳＨ50 (弥生) →���"

���� 調査区中央､ 竪穴住居群の一つである｡

西側及び南側周溝の一部が確認できなかった｡ 径約

30cmの主柱穴を４基確認している｡ 南東隅から排水

溝が南に向かって約３ｍ延びている｡ また東壁中央

にカマドと見られる焼土を確認した｡

���#

��� 隅丸長方形

�	 5.2ｍ×3.0ｍ 
�� 16㎡

� 不明 ������ 無し

��� 33cm �� 不明

���� ＳＢ217→���#､ ＳＢ268とは不明

���� 大型掘立柱建物群と重複している｡ 竪穴

住居の中では面積が狭いものにはいる｡ 周溝は北東

側にＬ字状に確認したのみである｡

����

��� 方形？

�	 4.5ｍ×2.1ｍ以上 
�� ９㎡以上

� ９cm ������ 有り

��� 28cm �� ４cm

���� ＳＢ331とは不明

���� 大型掘立柱建物群に重複している｡ 南側

半分は確認できず､ コの字状に周溝を確認した｡ 北

壁中央よりやや東よりに焼土を確認している｡ 住居

内西側に長径1.3ｍ×短径1.0ｍの土坑があるが､ 伴

うものかどうかは不明である｡

����

��� 長方形

�	 6.1ｍ×5.4ｍ 
�� 35㎡

� ８cm ������ 無し

��� 45cm �� ４cm

���� ＳＨ170 (弥生) →����､

ＳＨ171→����､

ＳＨ59 (弥生) →����､

����→ＳＢ219・259､

����→ＳＢ247→ＳＢ256

���� 大型掘立柱建物群に重複している｡ ＳＨ

55・170・171と３棟が重複しているがその中で､ 最
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が､ 掘削の結果北壁やや西よりに焼土を確認したた

め､ 竪穴住居と認識するに至った｡ 焼土の位置から

カマドと考えられるが､ 付随する施設は確認できな

かった｡

����

��� 不明

�� 3.7ｍ×3.2ｍ 	�
 11㎡

�� 10cm ����� 不明

��� 34cm ��� ８cm

���� ＳＢ315とは不明

���� ＳＴ802下流部の西岸に位置する｡ 検出

段階では規模を押さえたが､ 掘削していくうちに東

半分がよく分からなくなった｡ 周溝は西側のみＬ字

状に確認できた｡

����

��� 方形もしくは長方形

�� 2.8ｍ以上×2.4ｍ以上 	�
 ７㎡以上

�� ６cm ����� 不明

��� 28cm ��� ９cm

���� ＳＨ79 (弥生) →����

���� ＳＴ802下流部の西岸､ ＳＨ77の東側に

位置する｡ 南東側を欠き､ Ｌ字状に周溝が確認でき

たのみである｡

����

��� 方形もしくは長方形

�� 3.7ｍ×2.3ｍ以上 	�
 ９㎡以上

�� 14cm ����� カマド痕跡有り

��� 30cm ��� 11cm

���� なし

���� ＳＴ802西側に位置する｡ 南側は流失し

て確認できなかった｡ 北壁ほぼ中央にカマドを確認

した｡ 灰褐色粘土の両袖が約10～20cmの幅で確認で

き､ その間には炭化物が認められた｡ 周溝との関係

は不明である｡

��� 

��� 不明

�� 4.1ｍ×2.4ｍ以上 	�
 10㎡以上

�� 16cm ����� 不明

��� 32cm ��� 10cm

���� なし

���� ＳＴ802の西側に位置する｡ 地形がＳＴ

802に向かって落ちていっており､ 西側半分しか確

認できなかった｡ 周溝も西側半分しかわからず､ 規

模は確定できない｡

���!

��� 不明

�� 5.4ｍ以上×4.8ｍ (推定)

	�
 26㎡ (推定)

�� 不明 ����� 不明

��� 不明 ��� 不明

���� ＳＨ84 (弥生) →���!

���� ＳＴ802の西側に位置する｡ 流失が激し

く､ 規模としては西側が確認できたのみである｡ 主

柱穴は径約40cmのものを４基確認した｡ 周溝は確認

できなかったが､ 主柱穴からの距離で規模を復元し

た｡

��"�

��� 不明

�� 2.0ｍ以上×0.9ｍ以上 	�
 ２㎡以上

�� 19cm ����� 不明

��� 28cm ��� 14cm

���� なし

���� ＳＴ802の西側に位置する｡ ほとんどが

調査区外で､ 南西隅しか確認できていない｡ 東側の

溝を周溝の一部､ 南側の高低差を住居端として１棟

とした｡

��"#

��� 長方形？

�� 6.2ｍ×5.0ｍ (推定) 	�
 31㎡

�� 25cm ����� カマド痕有り

��� 46cm ��� 13cm

���� ＳＨ95・ＳＨ94 (弥生) →��"#

���� ＳＴ803の西側に位置する｡ ＳＴ803に向

かって地形が落ちていっており､ 南側が確認できな

かった｡ 主柱穴は３基を確認しており､ 径50cmの円

形を呈する｡ 南側周溝は不明であるが､ 北側周溝と

主柱穴の位置関係を南側主柱穴に重ねて規模を推定

した｡ 北壁中央にカマドと見られる焼土を確認した｡

��"$

��� 長方形

�� 4.7ｍ×3.4ｍ 	�
 16㎡

�� ５cm ����� 無し
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��� 26cm ��� 13cm

���� なし

	
�� ＳＴ802上流部の東側に位置する｡ 周溝

は全周している｡ 主柱穴は３基を確認し､ 径40cmの

円形を呈する｡ 焼土等は見られなかった｡

����

��� 方形？

�� 4.5ｍ×4.0ｍ (推定) ��� 18㎡

�� ７cm ������ 有り

��� 32cm ��� ９cm

���� ＳＨ107 (弥生) →����・115､

ＳＨ115とは不明

	
�� 調査区南東部に位置する｡ 主柱穴は４基

確認でき､ 径約30cmの円形を呈する｡ 南側は流失の

ため確認できなかったが､ 北側周溝及び主柱穴の位

置関係を南東側主柱穴に重ねて規模を推定した｡ 北

壁中央で焼土が確認でき､ カマドと考えられる｡ 焼

土の周辺には土師器甕・須恵器の蓋が散乱状況で出

土した｡

��� 

��� 方形？

�� 3.0ｍ×2.0ｍ以上 ��� ６㎡

�� ５cm ������ 不明

��� 30cm ��� ９cm

���� ＳＨ107 (弥生) →ＳＨ106・�� 

	
�� ＳＨ106よりひとまわり内側で確認した

竪穴住居である｡ ＳＨ106と建替えの関係があると

考えられるが､ 新旧は不明である｡

��!�

��� 方形もしくは長方形？

�� 2.3ｍ以上×2.2ｍ以上 ��� ５㎡以上

�� ８cm ������ 不明

��� 28cm ��� ７cm

���� ＳＫ265とは不明

	
�� ＳＴ803の西側､ ＳＨ91の東に位置する｡

ＳＨ91同様､ 地形がＳＴ803に向かって落ちていっ

ており､ 北東隅のコーナーがＬ字状に確認できたに

留まる｡

��!!

��� 方形

�� 6.0ｍ×5.7ｍ ��� 34㎡

�� ７cm ������ なし

��� 40cm ��� ６cm

���� ��!!→ＳＢ91､ ＳＨ135とは不明

	
�� 調査区中央､ 竪穴住居群の一つである｡

南西隅の周溝を欠くが､ 全周まわっていたと思われ

る｡ 主柱穴は４基を確認し､ 径約40cmの円形を呈す

る｡ 焼土は見られなかった｡

��!"

��� 方形？

�� 4.6ｍ×4.4ｍ (推定) ��� 20㎡

�� 10cm ������ 不明

��� 38cm ��� 12cm

���� なし

	
�� 調査区中央やや北より､ ＳＨ122の北に

位置する｡ 周溝は東側を欠く｡ 主柱穴は３基を確認

し､ 径約40cmの円形を呈する｡ 規模は西側周溝と主

柱穴との位置関係を南東側主柱穴に重ねて復元した｡

��!#

��� 不明

�� 3.2ｍ以上 ��� 不明

�� 不明 ������ カマド痕有り

��� 36cm ��� 不明

���� ＳＨ121とは不明

	
�� ＳＨ121の北に位置する溝である｡ 溝の

南側にカマドと見られる焼土が確認できたことから

これを北側の周溝とみなし､ 竪穴住居とした｡ それ

以外は流失しており規模は不明である｡

��!�

��� 長方形

�� 7.0ｍ×6.3ｍ ��� 43㎡

�� 23cm ������ カマド有り

��� 70cm ��� 12cm

���� ＳＨ130→ＳＨ73→ＳＨ38→��!�､

ＳＨ132→ＳＨ129→ＳＨ134→ＳＨ133→

��!�､

ＳＨ131→��!�

	
�� 調査区中央､ 竪穴住居群の一つである｡

ＳＨ38・73・130・126・129・131・132・133・134

と９棟が重複する｡ ９棟の住居の中で最も新しく､

古代の竪穴住居では最大のものである｡ 南西隅から

3.1ｍ南西へ向かって排水溝が延びている｡ 主柱穴
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���� ＳＢ301・ＳＢ303 (弥生) →����	


�� 調査区東部に位置する｡ 直角に屈曲する

溝であること､ 遺物は出土せず､ 周溝とした溝の幅

も広いが､ 近世以降の耕作溝とは方向が異なること

から竪穴住居と判断した｡

�����

��� 方形？

�� 5.8ｍ以上×4.0ｍ ��� 23㎡以上

�� ３cm ������ なし

�� 36cm ��� 15cm

���� ＳＺ９→�����


�� 調査区中央､ ＳＨ48の西に位置する｡ 周

溝は､ 南西隅はしっかりと確認でき､ 排水溝が南西

に向かって約2.5ｍ延びている｡ 北側は不明､ 東側

は周溝がわからず､ 僅かな段差をもって東壁とした｡

! "#$%&

古代と考えられる建物は110棟を確認した｡ 他に

柱列が５列存在する｡ 前節で述べた通り､ ＳＴ802

とＳＴ801の間の台地部に集中している｡ その中で

も､ 調査区の北東部から東部にかけて大型の掘立柱

建物が集中し､ そのまわりをＬ字状に倉庫群が存在

する傾向がある｡ ここでは建物の概略とその関係を

述べる｡ 棟方向については座標北を基準とし､ そこ

からどれだけ振れるかを図面上で計測した｡ 但し､

東西棟の建物については桁方向ではなく梁方向を計

測し､ 表示している｡ 個々の計測値は掘立柱建物一

覧表 (遺構一覧表・遺物観察表・写真図版編 第９

～12表) を参照されたい｡ なお､ ここでは１尺＝30

cmで計算している｡

�'()�

%&�* 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

%&+, Ｎ30.5°Ｗ ��� 23.9㎡

���� ＳＢ214→�'()�


�� 調査区の北東部に位置し､ 倉庫群の中で

最も北東に位置する｡ 建物の中央に撹乱溝があり､

柱穴を全て確認できたわけではない｡ 柱間寸法は５

～6.5尺で､ ３間×３間の建物では大型になる｡ 柱

掘形の形状は円形で､ 径約55cmを測る｡

�'()(

%&�* 側柱建物 ���� 桁行３×梁行３

%&+, Ｎ41.5°Ｗ ��� 15.9㎡

���� ＳＨ31 (弥生) →�'()(


�� 調査区北東部に位置する｡ 建物は梁方向

の柱筋の通りが悪く､ 柱間も揃わない｡ 桁方向の柱

間寸法は約５尺の等間であろう｡ 梁方向の確認でき

た柱間寸法は3.2～５尺と不揃いである｡ 柱穴の大

きさは径約45cmを測る｡ 柱穴からは土師器の細片が

出土したのみである｡

�'()-

%&�* 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

%&+, Ｎ39°Ｗ ��� 20.7㎡

���� ＳＢ216 (弥生) →�'()-


�� 調査区北東部ＳＢ201から西へ約20尺離

れて位置する｡ 柱通りのいい建物である｡ 柱間寸法

は桁・梁ともにほぼ５尺の等間で揃う｡ 柱穴は削平

を受けているため多少差はあるが､ 一辺約65cmの隅

丸方形を呈する｡

�'()�

%&�* 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

%&+, Ｎ34.5°Ｗ ��� 14.8㎡

���� ＳＨ32→�'()�


�� ＳＢ203より西へ約16尺離れ､ ＳＢ201と

は約70尺離れて位置する｡ 倉庫群の北辺を構成する

建物の一つである｡ 建物は柱筋の通りがよく､ 柱間

寸法は桁間が約５尺､ 梁間が約4.3尺となり､ 梁間

がやや狭く不揃いである｡ 南西隅の柱穴は削平を受

けているため小さいが､ その他の柱穴はほぼ65cmの

隅丸方形である｡

�'().

%&�* 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

%&+, Ｎ36°Ｗ ��� 12.4㎡

���� なし


�� 東西棟の建物でＳＢ203より南に10尺離

れて位置する｡ ＳＢ205とは約25尺離れる｡ 柱筋の

通りがいい建物である｡ 柱間寸法は桁間､梁間とも

に４～５尺の等間で揃う｡ 柱穴は径45cmの円形であ

る｡

�'()�

%&�* 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

%&+, Ｎ12°Ｅ ��� 13.9㎡

���� ＳＨ33 (弥生) →�'()�
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���� ＳＢ206の南に位置する｡ 柱筋の通りは

悪く､ 柱間寸法も４～５尺の間で揃わない｡ 北側の

柱穴は削平を受け小さいが､ その他は径約50cmの円

形である｡

����	


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ30.7°Ｅ ��� 12.3㎡

���� ＳＨ34 (弥生) →����	､

ＳＢ218と柱穴が重複するが関係は不明

���� 調査区の北東部に位置する｡ 柱間寸法は

桁間が約4尺､ 梁間が5.6尺の等間である｡ 柱穴は径

50cmの円形を呈する｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ23.5°Ｗ ��� 17.8㎡

���� ＳＨ64 (弥生) →�����

���� 調査区中央北部に位置する｡ 柱間寸法は､

桁間が4.5もしくは５尺､ 梁間はややばらつくが4.5

尺前後となる｡ 柱穴は一部後世の削平や撹乱を受け

て小さいが､ ほぼ径75cmの円形である｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ42.5°Ｗ ��� 15.7㎡

���� なし

���� 調査区北東､ ＳＢ210の南東に位置する｡

南西部の柱穴が削平のため確認できなかったが､ 総

柱建物とみられ､ 柱間寸法や周辺の柱穴の状況から

規模を推定した｡ 柱間寸法はややばらつくが桁間が

５尺前後､ 梁間が４尺前後を測る｡ 柱穴は削平を受

けているためか径40cmとやや小さい｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ28°Ｗ ��� 10.7㎡

���� �����→ＳＢ201

���� 調査区北東､ ＳＢ201のすぐ西に重複し

て位置する｡ 桁方向､ 梁方向とも柱通りが悪い｡ 柱

間寸法は桁間が4尺を意識した等間とみられるが､

梁間は３～４尺と揃わない｡ 柱穴は円形で径55cmを

測る｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行４×梁行２


��� Ｎ38.5°Ｗ ��� 20.2㎡

���� ＳＨ172→�����

���� 調査区北東､ ＳＨ172に重複して存在す

る｡ 柱間寸法は桁間が４尺前後､ 梁間は７尺前後を

測り､ 梁間がかなり広い｡ 柱穴は円形を呈し､ 径35

cmと小さい｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行９×梁行３


��� Ｎ18°Ｗ ��� 92.9㎡

���� �����→ＳＢ242

���� 調査区北東部､ 大型掘立柱建物群の中の

一つで､ 調査区内で最大の建物である｡ 柱穴の大き

さは不揃いだが､ 柱通りはいい｡ 柱間寸法は桁間5.5

～10尺､ 梁間が４～６尺とやや不揃いである｡ ＳＢ

343との距離は約89尺を測る｡ 柱穴はやや崩れてい

るが一辺65～70cmの方形を呈する｡

����	


�� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行２


��� Ｎ40°Ｗ ��� 26.3㎡

���� ����	→ＳＢ302､ ＳＢ208とは不明

���� 柱通りが悪い建物である｡ 柱間寸法は桁

間が5.2～7.8尺と不揃いだが､ 梁間は約5.5尺の等

間である｡ 柱穴は円形で径45cmを測る｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ29°Ｗ ��� 36.6㎡

���� �����→ＳＢ259→ＳＢ334

���� 大型掘立柱建物群の中の一つで､ 柱穴が

最も大きい建物である｡ 柱間寸法は､ 桁間が約７～

８尺､ 梁間が約8.5尺を測る｡ 柱穴は一辺が110cmの

方形で､深さは60～70cmを測る｡ 同一地点でＳＢ259

への建替えが行われている｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行３


��� Ｎ37°Ｗ ��� 30.1㎡

���� なし

���� 調査区中央部､ ＳＢ217の西に位置する｡

柱間寸法は桁間が4.8～5.8尺と不揃いだが､ 梁間は

5.2尺前後の等間である｡ 柱穴は径55cmの円形を呈

する｡

�����
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���� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行２

��	
 Ｎ41.5°Ｗ ��� 12.1㎡

��� なし

���� ＳＢ208の南に位置する｡ 柱穴を最大限

ひろって梁行２間としたが､ １間の可能性もある｡

柱間寸法は桁間が４尺前後､ 梁間は3.5尺を測り､

４間×２間の建物では最も小さい｡ 柱穴は径約45cm

の円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行３

��	
 Ｎ35.5°Ｗ ��� 43.8㎡

��� ＳＢ225 (弥生) →�����､

ＳＢ298とは不明

���� 調査区南東部に位置する｡ 梁方向の柱通

りが悪い｡ 柱間寸法は桁間の北東側１間が5.5尺､

残りが７尺､ 梁間が5.5～6.5尺を測る｡ 柱穴は径70

cmの円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行３

��	
 Ｎ10.5°Ｗ ��� 18.1㎡

��� ＳＢ298→�����､ ＳＢ226とは不明

���� ＳＢ226と重複して位置する｡同一地点で､

総柱建物 (ＳＢ298) から側柱建物(ＳＢ227)への建

替えが行われている｡ ＳＢ298よりは桁方向が北へ

拡張され､ やや面積が広くなっている｡ 柱間寸法は

桁間､ 梁間とも４尺前後におさまり､ ４間×３間の

建物では最も小さい｡ 柱穴は円形で､ 径約55cmを測

る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

��	
 Ｎ10°Ｅ ��� 13.9㎡

��� ＳＢ223 (弥生) →�����

���� ＳＢ227の西に位置する｡ ＳＢ298とほぼ

同規模の建物である｡ 柱間寸法は桁間が４～4.5尺､

梁間が5.7尺の等間である｡ 柱穴は径50cmの円形で

ある｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行６×梁行４

��	
 Ｎ23°Ｗ ��� 87.5㎡

��� �����→ＳＢ230→ＳＢ235､

�����→ＳＢ238､ ＳＢ343とは不明

���� ＳＢ217の東に位置し､ ＳＢ230・235と

ほぼ同一地点に立地する｡ ３棟の中で最も大きい｡

柱間寸法は桁間が６～７尺､ 梁間が５～７尺を測る｡

柱穴は円形で径80cmを測る｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行５×梁行３

��	
 Ｎ28.5°Ｗ ��� 71.2㎡

��� ＳＢ229→�����→ＳＢ235､ ＳＢ322と

は不明｡

���� ＳＢ229に重複して位置する｡ 柱間寸法

は桁間が６～７尺､ 梁間が７～８尺と梁間の方が広

く､ 不揃いである｡ 柱穴は一辺約80～85cmの隅丸方

形がほとんどである｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

��	
 Ｎ２°Ｗ ��� 19.4㎡

��� ＳＢ237→�����､ �����→ＳＢ327

���� ＳＢ227の南に位置する｡ ほぼ同規模の

ＳＢ232が近接して存在する｡ ＳＢ232とは建物間の

距離から同じに存在はできなかったと考えられるが

新旧関係は不明である｡ 柱間寸法は桁間､ 梁間とも

に５尺前後の等間である｡ 柱穴は円形で径50cmを測

る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

��	
 Ｎ7.5°Ｅ ��� 17.8㎡

��� ＳＢ233・ＳＢ234 (弥生) →�����､

ＳＢ327とは不明

���� ＳＢ231の西に位置する｡ ほぼ同規模の

ＳＢ231よりも柱通りが悪く､ 柱間寸法も揃わない｡

桁間は4.8～5.2尺､ 梁間は3.7～4.8尺で梁間の方が

やや狭いか｡ 柱穴は円形で径55cmを測る｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行３

��	
 Ｎ25°Ｗ ��� 54.6㎡

��� ＳＢ238→�����､ �����→ＳＢ314､

ＳＢ230→�����

���� ＳＢ230とほぼ同一地点での建替えだが､

建物規模､ 個々の柱穴ともに小さい｡ 柱間寸法は桁

間が６尺・８尺､ 梁間が６～7.5尺を測り､ 梁間は

不揃いである｡ 柱穴も径60cmとＳＢ230に比べ､ 小
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さい｡

�����

���	 総柱建物 
�� 桁行３×梁行３

���� Ｎ０° ��� 22.7㎡

���� ＳＢ237→�����

���� ＳＢ231の東に位置する｡ ＳＢ231とは､

建物間の距離から同時に存在したとは考えにくい｡

柱間寸法も桁間が６尺､ 梁間が4.3尺の等間である｡

柱穴は一辺75～80cmの隅丸方形と周辺の建物より大

きい｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行８×梁行３

���� Ｎ34.5°Ｅ ��� 65.8㎡

���� �����→ＳＢ236､ ＳＢ329とは不明

���� ＳＢ236と重複して位置する｡ 北側の柱

穴が一部撹乱を受け､ 検出できなかった｡ 柱通りは

いいが､ 桁方向の柱間寸法は揃わない｡ 梁間は約５

尺の等間である｡ 柱穴は残りのよいもので測ると70

×50cmの長方形を呈する｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行６×梁行３

���� Ｎ4.5°Ｅ ��� 43.2㎡

���� ＳＢ229→�����､ �����→ＳＢ235､

���� ＳＢ229等に重複している｡ 柱間寸法は

桁間が５尺前後なのに対し､ 梁間は4.2～6.3尺と揃

わない｡ 柱穴は径50cmの円形が多い｡ 柱穴からは須

恵器片が出土しているが､図示しうるほどではない｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行６×梁行４

���� Ｎ34°Ｅ ��� 51.9㎡

���� ＳＢ329とは不明

���� ＳＢ237の南西に位置する｡ 梁方向の柱

穴は撹乱や削平を受けており､ 一部が確認できなかっ

た｡ 柱間寸法は桁間が５尺前後を測るが､ 梁間は確

認できた柱穴が少なく確定できない｡ 残りのよい柱

穴は径45～50cmの円形を呈する｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行９×梁行２

���� Ｎ36.5°Ｗ ��� 78.9㎡

���� �����→ＳＨ56､ ＳＢ217→�����､

ＳＢ243→�����

���� 大型掘立柱建物群の中の一つで､ ＳＢ

217の東に位置する｡ 柱間寸法は桁間が６尺前後､

梁間が９尺の等間を測る｡ 柱穴は径70cmの円形を呈

する｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行６×梁行３

���� Ｎ20.5°Ｗ ��� 51.8㎡

���� �����→ＳＢ342､ �����→ＳＢ247､

�����→ＳＢ242→ＳＨ53､

�����→ＳＢ257､ �����→ＳＨ56

���� 大型掘立柱建物群の中の一つで､ ＳＢ

242の東に位置する｡ 柱間寸法は桁間が4.5～6.7尺

とおおきくばらつくが､ 梁間は5.5・６尺の完数尺

を測る｡ 柱穴は径60cmの円形を呈する｡

�����

���	 総柱建物 
�� 桁行２×梁行２

���� Ｎ38.5°Ｅ ��� 21.1㎡

���� ＳＢ297との関係は不明

���� ＳＨ40のすぐ南に位置する｡ ＳＢ297と

は柱間寸法や柱穴の位置関係から､ ２棟に分けたが

１棟となる可能性も残る｡ 柱間寸法は桁間が８尺､

梁間が７尺の等間である｡ 柱穴は径35cmの円形を呈

する｡

�����

���	 側柱建物


�� 桁行３×梁行１以上

���� Ｎ20°Ｅ ��� ― ㎡

���� �����→ＳＢ313

���� 調査区南端に位置する｡ 東側は調査区外

に延びていくため､ 規模は確定できない｡ 周辺の他

の建物規模から棟方向が逆になる可能性もある｡ 残

りのいい方を桁間とすると桁・梁ともに柱間は約７

尺を測る｡ 柱穴は径40cmの円形を呈する｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行５×梁行２

���� Ｎ29°Ｗ ��� 39.9㎡

���� �����→ＳＨ56､ ＳＢ243→�����

���� 大型掘立柱建物群の中の一つである｡ Ｓ

Ｂ242・243と比べると規模はやや小さい｡ 柱筋の通

りが悪いが､ 柱間寸法は桁間が６～７尺､ 梁間は５・

８尺を測る｡ 柱穴は円形で径60cmを測る｡
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�����

���	 側柱建物 
�� 桁行７×梁行２

���� Ｎ44.5°Ｅ ��� 61.6㎡

���� ＳＢ243→�����､

ＳＨ55→�����→ＳＢ256

���� 大型掘立柱建物群の中の１棟である｡

ＳＢ242・243等の建替えの建物であろう｡ この周辺

には他にも柱穴があり､ 何度かの建替えがあったと

思われる｡ 柱間寸法は桁間が6.5～７尺､ 梁間が４・

７尺を測る｡ 柱穴は径40～45cmほどの円形を呈する｡

�����

���	 側柱建物？


�� 桁行４以上×梁行２以上

���� Ｎ22°Ｗ ��� ― ㎡

���� ＳＢ333とは不明

���� 調査区南端に位置する｡ 南側と西側は調

査区外や撹乱で確認できなかったため､ 正確な規模

は不明である｡ 柱穴は径30～40cmの円形を呈する｡

�����

���	 柱列


�� 桁行５×梁行２以上

���� Ｎ15.5°Ｗ ��� ― ㎡

���� なし

���� 調査区南東部に位置する｡ 東側は削平を

受け､ 確認できなかったため柱列としたが､ 側柱建

物になる可能性も捨てきれない｡ 柱列の柱間寸法は

４～５尺でやや不揃いである｡ 柱穴は一辺約40cmの

方形を呈する｡

�����

���	 総柱建物 
�� 桁行３×梁行２

���� Ｎ８°Ｗ ��� 13.8㎡

���� ＳＢ252 (弥生) →�����

���� ＳＢ238の南に位置する｡ 柱間寸法は桁

間が4.5～５尺､ 梁間が５尺を測る｡ 柱穴は径50cm

の円形を呈する｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行３×梁行２

���� Ｎ１°Ｅ ��� 20.0㎡

���� ＳＢ254との新旧関係は不明

���� 主要な建物群とＳＴ802をはさんで､ 西

に立地する｡ ＳＢ254と建替えの関係にある｡ 規模

から考えるとＳＢ253が先行するか｡ 柱間寸法は桁

間が６尺前後､ 梁間が６～７尺とやや梁間の方がば

らつく｡ 柱穴は円形で径40cmを測る｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行４×梁行２

���� Ｎ５°Ｗ ��� 27.1㎡

���� ＳＢ253との新旧関係は不明｡

���� ＳＢ253と同一地点で建替えられている｡

柱間寸法は桁間が５尺前後､ 梁間が６・７尺を測る｡

ＳＢ253より桁間が狭いが､ １間分増やしており､

平面規模は大きくなっている｡ 柱穴はＳＢ253と同

じく径40cmの円形を呈する｡

���� 

���	 側柱建物 
�� 桁行３×梁行３

���� Ｎ40°Ｅ ��� 21.7㎡

���� ＳＨ55→ＳＢ247→���� 

���� ＳＨ55と同一地点に位置する｡ 規模も

ＳＨ55とほぼ同じである｡ 柱間寸法は桁間が5.5尺

の等間を測るが､ 梁間は４～５尺とばらつく｡ 柱穴

は径40～50cmの円形である｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行３×梁行２

���� Ｎ36°Ｗ ��� 17.9㎡

���� ＳＢ243→�����

���� 柱間寸法は桁間の南側１間が７尺と広い

が､ 残りは５尺の等間である｡ 梁間は5.5尺の等間

を測る｡

�����

���	 総柱建物？


�� 桁行５以上×梁行１以上

���� Ｎ20°Ｅ ��� ― ㎡

���� ＳＸ536 (弥生) →�����

���� ＳＴ802の中流部すぐ東に位置する｡ 南

側はＳＸ536と重複しており､ 確認できなかった可

能性が高いため､ 正確な規模は不明である｡ 柱間寸

法は桁間が４～５尺を測る｡ 柱穴は円形を呈する｡

柱穴は長径60cm､ 短径50cmの楕円形を呈する｡

�����

���	 側柱建物 四面廂


�� 身舎 桁行３×梁行３

���� Ｎ29.5°Ｗ ��� 身舎36.0㎡
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���� ＳＢ219→����	→ＳＢ334


�� 調査区内で最も立派な建物である｡ 身舎

の柱間寸法は桁間が７～８尺､ 梁間が５～７尺､ 廂

部分は桁間が８～12尺､ 梁間が６～10尺を測る｡

ＳＢ219とほとんど同じ位置で建替えられているた

め､ 柱穴の形状ははっきりしないが､ 梁方向の柱穴

は長方形で80cm×50cmで桁方向の柱穴より小さい｡

また､ とりつく廂の柱穴は径約70cmとさらに小さく､

四隅の柱位置はＳＢ259の柱筋上ではなく対角線延

長上にある｡ 調査当時は２棟の建物と考えていたが､

調査区内で最も遺構が集中する地点にあり､ その中

で最も立派な建物であることから､ 四面廂の建物と

判断した｡ 柱穴内からの遺物には須恵器・土師器な

どがある｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行６×梁行２

���� Ｎ38°Ｅ ��� 55.0㎡

���� �����→ＳＢ295､ ＳＢ294とは不明


�� 調査区西側では最も大きな建物である｡

主屋となるものか｡ 柱間寸法は桁間の東側３間が６

尺､ 西側３間が７・８尺､ 梁間が7.3尺の等間を測

る｡ 桁間の柱間寸法が変化する側柱の延長上に柱穴

があり､ 屋内棟持柱もしくは間仕切り柱の可能性が

ある｡ 柱穴は円形で径35cmを測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

���� Ｎ38.5°Ｗ ��� 24.8㎡

���� ＳＢ276→�����


�� ＳＢ251の南東に位置する東西棟の建物

である｡ 柱間寸法は桁間が６尺前後の等間､ 梁間が

７・８尺を測り､ ３間×２間の総柱建物の中では大

きな建物である｡ 柱穴は径45cmの円形を呈する｡ 出

土した遺物は小片で図示できるものはない｡

�����

���� 側柱建物？

���� 桁行２以上×梁行３？

���� Ｎ27°Ｗ ��� ― ㎡

���� なし


�� ＳＢ210のすぐ南に位置する｡ 柱穴の大

半を撹乱で確認できなかった｡ 総柱建物の可能性も

あるが､ 確認できた柱穴から側柱建物としておく｡

残存する柱穴からの柱間寸法は桁間が5.5尺､ 梁間

が４～５尺の等間を測る｡ 柱穴は円形を呈し､ 径50

～60cmを測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ1.5°Ｗ ��� 17.2㎡

���� ＳＢ266→�����


�� ＳＢ258の北東に位置する｡ ＳＢ269とは

西に15尺､ ＳＢ267とは東に25尺離れている｡ 柱間

寸法は桁間が４・5.5尺､ 梁間が4.5～５尺前後で梁

間の方がやや不揃いである｡ 柱穴は円形で径40cmを

測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ27.5°Ｅ ��� 22.5㎡

���� �����→ＳＢ265


�� ＳＢ265とほぼ同一地点に位置するが､

棟方向・軸方向が異なる｡ 柱間寸法は桁間が4.3・

７・5.5尺､ 梁間が４・5.5尺を測り､ 桁間がやや不

揃いで､ 柱筋も悪い｡ 柱穴は円形で径40cmを測る｡

図示しうる遺物は出土しなかった｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ０° ��� 15.6㎡

���� なし


�� ＳＢ265の北東に位置する｡ 北側柱の柱

穴が確認できなかった｡ ＳＢ269と約50尺離れて立

地する｡ 残存する柱穴から推定した柱間寸法は､ 梁

間が４尺の等間に対し､ 桁間はやや広い4.5尺の等

間を測る｡ 柱穴は円形で､ 径45cmを測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

���� Ｎ14°Ｅ ��� 15.8㎡

���� ＳＨ53とは不明


�� 調査区北東､ ＳＨ53の北に位置する｡ 柱

間寸法は桁間が4.5尺の等間､ 梁間が5.5・７尺を測

る｡ やや柱筋は悪い｡ 柱穴は円形で径約50cmを測る｡

����	

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ2.5°Ｅ ��� 20.5㎡

���� なし
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���� ＳＢ258のすぐ東に位置する｡ 南側桁方

向の柱筋の通りが悪く､ 柱穴も一部確認できなかっ

た｡ ２間の可能性もあるが､ 柱穴を最大限ひろって

３間の建物を想定しておく｡ ＳＢ265とは東に15尺

離れている｡ 柱間寸法は桁間が5.5・６尺､ 梁間が

約3.5・６尺と不揃いである｡ 柱穴は径50cmの円形

を呈する｡

����	


�� 総柱建物 ���� 桁行２×梁行２


��� Ｎ35°Ｅ ��� 10.2㎡

���� なし

���� 調査区東部､ ＳＨ106の北に位置する｡

柱間寸法は桁間､ 梁間とも５尺前後を測る｡ 柱穴は

55cm×40cmの隅丸長方形を呈する｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ40.5°Ｗ ��� 14.1㎡

���� なし

���� 調査区北東部､ ＳＢ217の西に位置する｡

一部の柱穴が確認できなかったが､ 最大限ひろって

３間×３間の建物とした｡ 柱筋はよいが､ 柱間寸法

は桁間が４～５尺､ 梁間が3.8～４尺と不揃いであ

る｡ 柱穴は円形で径45cmを測る｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ24.5°Ｗ ��� 29.6㎡

���� ＳＢ274との新旧関係は不明｡

���� ＳＢ220の南に位置する｡ ＳＢ274と建替

えの関係にあると思われるが､ 新旧関係は不明｡ 柱

通りも悪い｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ24.5°Ｗ ��� 17.9㎡

���� ＳＢ273との新旧関係は不明｡

���� ＳＢ273と建替えの関係にある｡ 規模か

ら考えるとＳＢ274が先行するか｡ ＳＢ273よりは柱

通りがよい｡

�����


�� 側柱建物？ ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ37°Ｗ ��� 36.9㎡

���� ＳＢ343との新旧関係は不明｡

���� ＳＢ261の東に位置する｡ 北側桁方向の

柱穴が確認できなかった｡ 梁間の柱間寸法も揃わず､

梁方向はさらに延びる可能性がある｡ 桁間の柱間寸

法は８～10尺と広く､ 掘立柱建物として疑問も残る｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行２×梁行２


��� Ｎ38°Ｗ ��� 11.7㎡

���� ＳＢ283との新旧関係は不明｡

���� ＳＨ123の北に位置する｡ 柱間寸法は桁

間が5.5・６尺､ 梁間が5.5尺の等間を測る｡ 柱穴は

径40cmの円形を呈する｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ４°Ｗ ��� 18.4㎡

���� ＳＢ260・ＳＢ337との関係は不明

���� ＳＢ260に重複して位置する｡ ＳＢ292と

の距離は20尺を測る｡ 柱間寸法は桁間が約５尺､ 梁

間が約4.5尺の等間で､ 柱通りもよい｡ 柱穴は径約

45cmの円形を呈する｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行１？


��� Ｎ17°Ｗ ��� 11.4㎡

���� ＳＢ281・282とは不明

���� ＳＢ277の西に位置する｡梁方向の柱穴が

確認できなかった｡柱間寸法から考えて２間の建物

の可能性が高い｡柱穴は一辺45cmの隅丸方形が多い｡

����	


�� 側柱建物 ���� 桁行４×梁行３


��� Ｎ18.5°Ｅ ��� 29.7㎡

���� ����	→ＳＢ292､ ����	→ＳＢ352

���� ＳＢ279の南に位置する｡柱間寸法は桁間

が５～６尺､梁間が約5.5尺を測る｡ 柱穴は径45～50

cmの円形を呈する｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行７×梁行２


��� Ｎ45°Ｅ ��� 19.7㎡

���� �����→ＳＢ282

���� ＳＢ280のすぐ北西に位置する｡ 後述す

るＳＢ282と同一地点で､ ほぼ同じ規模であること

から建替えが行われたのであろう｡ 柱間寸法は桁間

が３～４尺､ 梁間が約４尺を測る｡ 柱穴は径45cmの
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円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行７×梁行２

��� Ｎ41°Ｅ �
� 22.0㎡

���� ＳＢ281→�����

���� 前述のＳＢ281と建替え関係にある｡ 柱

間寸法は桁間３～４尺､ 梁間が約５尺を測り､ ＳＢ

281よりも大きく､ 拡張されたことがわかる｡ 柱穴

の大きさは径45cmとＳＢ281と変わらない｡

�����

���� 総柱建物 	
�� 桁行３×梁行３

��� Ｎ20.5°Ｗ �
� 15.9㎡

���� ＳＢ284 (弥生) →�����､ ＳＢ277と

は不明

���� ＳＢ277の南西に一部重複して位置する｡

柱間寸法は桁間が約4.5尺､ 梁間が約４尺のほぼ等

間である｡ 柱穴は側柱にあたるものが一辺70cmの隅

丸方形､ 束柱は径約40cmの円形である｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行４×梁行２

��� Ｎ21.5°Ｗ �
� 24.3㎡

���� ＳＫ668とは不明

���� 調査区中央､ ＳＨ126の北西に位置する

東西棟の建物である｡ 柱間寸法は桁間の東側１間分

が５尺､ その他が６尺の等間､ 梁間は４尺・６尺を

測る｡ 柱穴は径45cmの円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行５×梁行３

��� Ｎ7.5°Ｗ �
� 38.9㎡

���� ＳＨ122・ＳＢ353とは不明

���� ＳＢ285の北東に位置する｡ ＳＢ287､ 291､

316とは方向がほぼ同じだが､ 建物間の距離から同

じに存在することはなかったと思われる｡ 梁方向の

南側柱列が確認できなかった｡ 桁方向の西側柱列は

並びが悪い｡ 東側・北側の柱穴で柱間寸法を測ると､

桁間が5.5～6.5尺､ 梁間が約５尺となる｡ 柱穴は60

×50cmの隅丸長方形のものが多い｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ2.5°Ｗ �
� 18.5㎡

���� ＳＢ353との新旧関係は不明

���� ＳＢ280の西に位置する｡ 柱間寸法は桁

間が5.5～６尺とややばらつくが､ 梁間は６尺の等

間を測る｡ 柱穴は径約45cmの円形を呈する｡

�����

���� 総柱建物 	
�� 桁行２×梁行２

��� Ｎ18.5°Ｅ �
� 8.5㎡

���� なし

���� ＳＢ281の西に位置する｡ 南西側の柱穴

は確認できず､ 柱筋の通りも悪い｡ 柱間寸法は桁間

が5.5尺､ 梁間が４尺を測る｡ 柱穴は約40～50cmの

円形である｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行５×梁行１

��� Ｎ45°Ｗ �
� 16.0㎡

���� ＳＨ127 (弥生) →�����

���� ＳＢ285の南に位置する｡ 柱間寸法は桁

間が2.5～４尺と狭く不揃いである｡ 梁間は９尺と

桁間よりもかなり広い｡ 柱筋の通りも悪く､ 弥生遺

構の可能性も捨てきれない｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行３×梁行３

��� Ｎ６°Ｗ �
� 27.3㎡

���� ＳＨ122→�����､ �����→ＳＨ135

���� ＳＢ286の東に位置する｡ 柱筋の通りは

あまりよくない｡ 柱間寸法は桁間が５～７尺､ 梁間

が4.5～６尺とやや不揃いである｡ 柱穴は径55cmの

円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ２°Ｗ �
� 20.1㎡

���� ＳＢ280→�����､

���� ＳＢ280に重複している｡ 柱間寸法は桁

間が約６尺､ 梁間が６～７尺と梁間がややばらつく｡

���� 

���� 総柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ32.5°Ｅ �
� 16.6㎡

���� ���� →ＳＢ295､ ＳＢ260とは不明

���� ＳＢ260に重複している｡ 柱筋がよい建

物である｡ 柱間寸法は桁間が５～5.5尺､ 梁間が5.7

～5.8尺のほぼ等間を測る｡ 柱穴は径45cmの円形を

呈するものが多い｡
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���� Ｎ27°Ｗ ��� 31.2㎡

�	
� なし

��� ＳＴ803の東で確認した建物である｡ 総

柱と見られるが中央に近世以降の溝が走っており､

一部の柱穴が確認できなかった｡ 柱間寸法は桁間が

5.5～7.5尺､ 梁間が３～５尺と不揃いで､ 梁間の方

が狭い｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行２×梁行２

���� Ｎ41°Ｗ ��� 13.3㎡

�	
� ＳＨ136 (弥生) →�����

��� ＳＢ267のすぐ南に位置する｡ 柱間寸法

は桁間が約７尺の等間､ 梁間が５・６尺と梁間の方

がやや狭い｡ 柱穴は円形で径45cmを測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ16.5°Ｅ ��� 19.0㎡

�	
� ＳＢ304・313とは不明

��� ＳＢ304の東に位置する｡ 総柱と見られ

るが一部の柱穴が確認できなかった｡ 柱間寸法は桁

間が4.5～７尺､ 梁間が3.2～5.7尺と不揃いである｡

あるいは桁方向､ 梁方向とも柱間が長い部分に柱穴

があったのかもしれない｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行５×梁行２

���� Ｎ44°Ｅ ��� 32.7㎡

�	
� ＳＢ275 (弥生) →�����､

ＳＢ259とは不明

��� ＳＢ275と重複しており､ 同一地点での

建替えとすると弥生の遺構の可能性もある｡ 柱穴か

ら須恵器以降の遺物は出土していない｡ 柱間寸法は

梁間が6.2尺の等間だが､ 桁間は５～6.5尺と揃わな

い｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行５×梁行３

���� Ｎ24°Ｅ ��� 33.4㎡

�	
� ＳＢ245→�����､ ＳＢ308とは不明

��� ＳＢ308の東に位置する｡ 柱筋の通りが

悪く､ 柱穴も一部確認できなかった｡ 確認できた柱

穴で柱間寸法を測ると､ 桁間が４～５尺とややばら

つくが､ 梁間は５尺の等間である｡

�����

���� 側柱建物 ���� 桁行６×梁行４

���� Ｎ29°Ｅ ��� 83.6㎡

�	
� ＳＢ235→�����､

ＳＢ343との新旧関係は不明

��� ＳＢ229と重複する東西棟の建物である｡

柱間寸法は桁間が６～７尺､ 梁間は５～７尺を測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

���� Ｎ18.5°Ｅ ��� 20.7㎡

�	
� ＳＨ77とは不明

��� ＳＨ77と重複している｡ 柱筋の通りはい

いが､ 北東隅の柱穴を欠く｡ 柱間寸法は桁間・梁間

ともに６尺前後の等間を測る｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２

���� Ｎ10°Ｗ ��� 12.1㎡

�	
� ＳＢ291との関係は不明

��� ＳＢ291のすぐ北に位置する｡ 柱間寸法

は桁間・梁間ともに５尺前後の等間である｡

�����

���� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２？

���� Ｎ７°Ｅ ��� ― ㎡

重複関係 なし

��� ＳＴ802の西側に位置する｡ 東側がＳＴ

802に向かって傾斜しており､ もう１間分広がる可

能性もある｡ 柱間寸法は桁間が７尺前後､ 梁間が6.5

～７尺を測る｡

�����

���� 総柱建物？ ���� 桁行３×梁行３

���� Ｎ6.5°Ｅ ��� 40.3㎡

�	
� なし

��� ＳＢ317と同じくＳＴ802の西側に位置し､

ＳＢ317の南に位置する｡ 非常に柱筋が悪い｡ 最大

限ひろった柱穴から推定すると､ 柱間寸法は桁間が

7.5～８尺､ 梁間が5.6～6.6尺となり､ 梁間がとく

に不揃いである｡

���� 

���� 側柱建物 ���� ？

���� Ｎ9.5°Ｅ ��� ― ㎡

�	
� なし
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���� 調査区西端に位置する｡ 側柱建物と考え

ているが､ 大半の柱穴が調査区外に位置するため､

詳細は不明である｡

����	


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ32.5°Ｅ ��� 23.8㎡

���� ＳＢ296・360とは不明

���� ＳＢ290の西に位置する｡柱間寸法は桁間

が約６尺､梁間が7.2尺の等間を測り､梁間がやや広

い｡柱穴は一辺30～35cmの隅丸方形のものが多い｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行５×梁行３


��� Ｎ36°Ｗ ��� 44.8㎡

���� �����→ＳＢ242､ ＳＨ172とは不明

���� 大型掘立柱建物群の中の一つである｡ ほ

とんどの大型掘立柱建物が南北棟であるのに対して､

東西棟の建物である｡ 柱筋の通りは良いが,柱間寸

法は桁間が４～７尺､ 梁間が5.5～6.5尺と不揃いで

ある｡ 柱穴は径40cmの円形を呈し､ 周辺のＳＢ242

やＳＢ243に比べると一回り小さい｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ45°Ｗ ��� 20.4㎡

���� ＳＨ141 (弥生) →�����

���� ＳＴ802の北西部に位置する｡ ＳＴ802に

向かって傾斜していくため､ 東側の柱穴が一部確認

できなかった｡ 柱間寸法は桁間が５～６尺とややば

らつくが､ 梁間は８尺の等間を測る｡ 柱穴は径35cm

の円形を呈する｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行５×梁行３


��� Ｎ０° ��� 42.1㎡

���� ＳＢ234 (弥生) →�����､

ＳＢ231→�����

���� 調査区南部に位置する｡ 柱間は桁間が約

５尺前後､ 梁間は６・７尺と梁間の方が広い｡ 柱穴

は円形で径35cmと小さい｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ19.5°Ｅ ��� 18.4㎡

���� ＳＢ329→�����､

���� ＳＢ237の東側に位置する｡ 柱間寸法は

桁間５尺､ 梁間6.5尺前後の等間を測る｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行３×梁行３


��� Ｎ36.5°Ｗ ��� 28.1㎡

���� �����→ＳＢ328

ＳＢ237・239とは不明

���� ＳＢ237とＳＢ328の間に位置する｡ 柱間

寸法は桁間・梁間ともに６尺前後を測る｡

����	


�� 総柱建物 ���� 桁行４×梁行３


��� Ｎ40°Ｗ ��� 48.7㎡

���� ＳＢ332→����	

���� 調査区東部､ ＳＢ276の西に位置する｡

柱間寸法は桁間が７尺前後､ 梁間が6.5尺前後を測

る｡ 柱穴は径50cmの円形を呈する｡

�����


�� 側柱建物 二面廂

���� 身舎 桁行２×梁行２


��� Ｎ26.5°Ｗ ��� 身舎 40.8㎡

���� �����→ＳＢ331､

���� ＳＢ331の西に位置し､ 東西の両平側に

廂を持つ建物である｡ 身舎の柱間寸法は桁間が14.5

尺､ 梁間が８尺を測る｡ 廂の柱穴は柱筋の延長上に

あり､ 身舎からは５尺離れる｡ 桁方向は柱穴が増え､

桁間は約７尺と半分になる｡ 身舎の柱穴の大きさは

径70～80cmの円形で､ 廂の柱穴はそれよりひとまわ

り小さい｡

�����


�� 総柱建物 ���� 桁行３×梁行２


��� Ｎ10.5°Ｗ ��� 19.1㎡

���� ＳＢ305→�����､ ＳＢ248とは不明

���� 調査区南部に位置する｡ 柱間寸法は桁間

が４～６尺､ 梁間が７～８尺を測る｡ 柱穴は円形で

径30cmを測る｡

�����


�� 側柱建物 ���� 桁行６×梁行２


��� Ｎ32°Ｗ ��� 32.3㎡

���� ＳＢ219・259→�����

���� ＳＢ219に重複する｡ 柱間寸法は桁間の

北側３間が5.3～5.5尺､ 南側３間が3.8～4.5尺､ 梁
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間が６尺前後を測る｡ 柱穴が密集しているため確定

はできないが､ 梁の延長上に柱穴が確認できており､

束柱になるかもしれない｡

�����

���� 総柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ16°Ｅ �
� 26.3㎡

���� �����→ＳＢ353､ �����→ＳＢ286

���� 調査区中央､ ＳＢ286と重複している｡

北東側柱の一部が確認できなかった｡ 柱間寸法は桁

間が４～5.5尺､ 梁間が８尺を測り､ 梁間の広い建

物である｡

�����

���� 総柱建物 	
�� 桁行３×梁行３

��� Ｎ34.5°Ｗ �
� 21.9�

���� ＳＢ260・278との関係は不明

���� 調査区中央､ ＳＢ260と重複している｡

柱筋の通りはいいが､ 柱穴の一部が確認できなかっ

た｡ 柱間寸法は桁間､ 梁間ともに5.5尺前後である｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ20.5°Ｅ �
� 20.0㎡

���� なし

���� 調査区中央､ ＳＢ321の南西に位置する｡

柱間寸法は桁間の東側１間分が７尺､ 残りが５尺､

梁間は６・７尺を測る｡

�����

���� 総柱建物

	
�� 桁行８×梁行１以上

��� Ｎ43.5°Ｅ �
� ― ㎡

���� なし

���� 調査区北東端に位置する｡ 東側は調査区

外へ延び､ 規模は確定できない｡ 柱間寸法は桁間が

3.3～６尺､ 梁間が7.7尺と桁間が安定しない｡ 北か

ら４間目の桁間がやや広く､ ２棟に分けられるのか

もしれない｡ 確認できた柱穴が少なく詳細は不明で

ある｡

�������� 

���� 側柱建物 四面廂？

	
�� ＳＢ340：桁行２間以上×梁行２間

ＳＢ341：桁行１間以上×梁行１間

��� Ｎ18°Ｅ �
� ― ㎡

���� なし

���� 調査区北西端､ ＳＨ20の北に位置する｡

ＳＢ340は外側の梁間２間､ ＳＢ341は内側の梁間１

間の建物である｡ どちらも調査区外に延びていくた

め､ 規模は確定できない｡ 柱穴の位置関係から四面

廂のつく１棟の建物になるか､ 建替えて拡張した２

棟の建物なのかは決めがたい｡ 柱間寸法はＳＢ340

の桁間が７～８尺､ 梁間が約７尺､ ＳＢ341の桁間､

梁間ともに８尺を測る｡

����!

���� 側柱建物 	
�� 桁行６×梁行２

��� Ｎ25°Ｗ �
� 43.9㎡

���� ＳＢ243→����!､ ����!→ＳＢ247

���� 大型掘立柱建物群の一画､ ＳＢ242､ 243

に重複して位置する｡ 建替えの建物の一つだろう｡

柱間寸法は桁間が６尺の等間､ 梁間が６・７尺を測

る｡ 柱穴は径45cmの円形を呈する｡

�����

���� 側柱建物 	
�� 桁行７×梁行１？

��� Ｎ17.5°Ｗ �
� 83.0㎡

���� ＳＢ261・276・314とは不明

���� ＳＢ217の東にほぼ線対称で位置する｡

確認できた柱穴が少なく､ 規模は確定しがたい｡ 特

に梁間の柱間が16尺もあることから間にもう一つ柱

があったと思われる｡ 桁間も５～16尺と差が大きく､

確認できなかった柱穴が多いと思われる｡

���"!

���� 総柱建物 	
�� 桁行３×梁行２

��� Ｎ１°Ｅ �
� 27.2㎡

���� ＳＢ280→���"!､ ＳＢ292とは不明

���� 調査区中央､ ＳＢ280・292に重複する東

西棟の建物である｡ 柱間寸法は桁・梁ともに６・７

尺と３間×２間の建物としては広い｡

���"�

���� 側柱建物 	
�� 桁行５×梁行３

��� Ｎ７°Ｗ �
� 34.4㎡

���� ＳＢ336→���"�､

ＳＢ286・287とは不明

���� ＳＢ286・287に重複する東西棟の建物で

ある｡ ＳＢ352とほぼ同じ棟方向であり､ おそらく

同時期のものであろう｡ 梁方向の柱穴が一部確認で
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きなかった｡ 柱間寸法は桁間が６尺前後､ 確認でき

た梁間は４～５尺を測る｡

�����

���	 総柱建物


�� 桁行３×梁行１以上

���� Ｎ９°Ｗ ��� ― ㎡

���� なし

���� 調査区南端､ ＳＺ701の南に位置する｡

総柱の倉庫とみられるが､ 調査区外へ延びているた

め､ 規模は確定できない｡ 確認できた柱間寸法は桁

間が5.5尺前後､ 梁間が6.5尺を測る｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行４×梁行２

���� Ｎ27.5°Ｗ ��� 29.2㎡

���� ＳＢ355・ＳＡ365 (弥生) →�����､

���� ＳＢ215の北に位置する東西棟の建物で

ある｡ 柱間寸法は桁間､ 梁間ともに６・７尺を測る｡

�����

���	 側柱建物 
�� 桁行３×梁行２

���� Ｎ37.5°Ｅ ��� 25.8㎡

���� ＳＢ294・321とは不明

���� ＳＢ260の南東に位置する｡ ＳＢ260とほ

ぼ棟方向を同じくしているが､ 非常に近接しており､

同じには存在していないだろう｡ 柱間寸法は桁間が

６・７尺､ 梁間が７・８尺と梁間の方がやや広い｡

柱穴は径40cmの円形を呈する｡

�����


�� ５間分 �� Ｎ19.5°Ｅ

���� ＳＨ75・173 (弥生) →�����

���� ＳＢ315の東に位置する｡ ＳＢ315と方向

が同じであり伴う柵の可能性もあるが､ 周辺にいく

つか柱穴があり､ また地形的にＳＴへと向かって落

ちていっているため､ 確認できなかった柱穴もある

と考えられることから掘立柱建物の可能性も残る｡

柱間寸法は４尺前後でばらつく｡

�����


�� ６間分 �� Ｎ22°Ｗ

���� なし

���� 調査区の東端､ ＳＢ343と平行して位置

する｡ すぐ東はＳＴ801へと向かって落ちており､

掘立柱建物となった可能性もある｡ 但し､ 柱間寸法

が一定でなく､ ＳＡとしても不安は残る｡

�����


�� ５間分 �� Ｎ42°Ｅ

���� ＳＢ304とは不明

���� 調査区南部､ ＳＢ304と重複する｡ 周辺

に柱穴が確認できず､ 掘立柱建物としてまとめられ

なかった｡ 柱間寸法は４尺の等間である｡

�����


�� ７間分 �� Ｎ０°

���� ＳＢ314とは不明

���� ＳＢ314と重複する｡ ＳＢ238などと同方

向であり､ 北限を区画するものか｡ 柱間寸法は７尺

前後を測る｡

 !"#

�$��%

&'� 長さ2.4ｍ×幅1.4ｍ

���� ＳＴ804の東斜面､ 標高28ｍ付近で確認

した｡ ＳＴ804へと落ち込む緩斜面に直交して南か

ら掘り込んでいる｡ 遺構の状態から推測するとＳＴ

804の開析はかなり進んでおり､ 築造時の斜面の状

態からは大きく変わっているようである｡ 遺構は玄

室に相当する部分が残存している｡ 玄室の床面はほ

ぼ平らで､ 奥壁はオーバーハングしている｡ 天井部

及び側壁上部は崩落していた｡ 床面中央からは須恵

器蓋杯(2269・2270)と耳環(2272)が出土している｡

( )*+,-+.+/0123��

古代の遺物が出土した土坑は28基を数える｡ その

他､ 遺物は出土するものの範囲が明確でない不明遺

構が10基存在する｡

�4���


�� 楕円形？


�� 0.8ｍ×0.4ｍ

56 34cm

���� 調査区の中央に位置する｡ 検出時は方形

を呈していた｡

�4���


�� 不整形


�� 2.8ｍ以上×2.6ｍ

56 16cm
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���� 調査区東部､ ＳＢ244の東に位置する｡

南側を後世の溝で壊されており､ 規模は不明である｡

�����

	
� 長方形？

	
� 1.8ｍ×1.2ｍ

�� 17cm

���� 調査区中央､ ＳＨ70の南に位置する｡ 検

出段階では方形を呈していたが､ 掘削途中で不明瞭

となった｡

�����

	
� 不整形

	
� 2.3ｍ以上×1.4ｍ

�� 35.8cm

���� ＳＴ803の谷頭東に位置する｡ 別遺構と

の重複が激しく､ 西側部分は欠損する｡

�����

	
� 不整形

	
� 6.0ｍ以上×3.1ｍ

�� 25.6cm

���� ＳＴ803の谷頭南に位置する｡ 北側部分

を後世の溝によって欠損する｡ 土坑としては大きく､

竪穴住居の可能性もあるが､ 形状が不安定である｡

土器はある程度まとまった量が出土している｡

�����

	
� 不整形

	
� 1.5ｍ×0.8ｍ

�� 23.6cm

���� 調査区南部､ ＳＢ236の南に位置する｡

ピットと重複しており､ あるいは複数のピットを一

体のものとして捉えた可能性がある｡

�����

	
� 楕円形

	
� 1.5ｍ×1.3ｍ

�� 40.2cm

���� 調査区南東部､ ＳＺ701内に位置する｡

ＳＺ701に伴う土坑である可能性が高い｡

�����

	
� 楕円形？

	
� 1.7ｍ以上×1.4ｍ

�� 5.5cm

���� 調査区の南端部に位置する｡ 掘り上がり

では形状がわかりにくいが､ 検出段階では楕円形を

呈していた｡ 遺物は比較的多く出土している｡

�����

	
� 不整形

	
� 3.5ｍ×2.2ｍ

�� 41.3cm

���� 調査区南端部に位置する｡ 調査区内では

比較的大型の土坑である｡ 遺物もまとまって出土し

ている｡

�����

	
� 不整形

	
� 1.9ｍ以上×2.5ｍ

�� 21cm

���� 調査区南端､ ＳＫ653の南に位置する｡

北東部にピットが重複しており､ 本来は方形を呈す

るものと考えられる｡ ピットとの新旧関係は不明で

ある｡ 遺物の出土は多い｡

�����

	
� 不整形

	
� 0.8ｍ×0.7ｍ

�� 9.2cm

���� 調査区西部､ ＳＢ253の西に位置する｡

中央のピット状のものは別遺構の重複であろう｡ 遺

構自体は非常に浅い｡

�����

	
� 不整形

	
� 1.6ｍ×1.3ｍ

�� 20.1cm

���� 調査区西部､ ＳＫ255の南に位置する｡

やや歪な円形を呈する｡

�����

	
� 楕円形

	
� 0.6ｍ×0.5ｍ

�� 22cm

���� 調査区西部､ ＳＫ656のすぐ南で検出し

た楕円形の土坑である｡

�����

	
� 不整形

	
� 2.9ｍ×1.2ｍ

�� 10.7cm

���� 調査区中央､ ＳＢ280に重複している｡
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非常に浅く､ 中央のピットは別遺構である｡

�����

��� 不整形

���	 0.8ｍ×0.4ｍ


� 19cm

��� 調査区中央､ ＳＢ337の東に位置する｡

柱穴とするには形状が歪である｡

�����

��� 不整形

���	 2.1ｍ×1.8ｍ


� 27.9cm

��� 調査区南西部､ ＳＴ802の東岸に位置す

る｡ 埋土は灰褐色土で､ 礫が混じっていた｡

�����

��� 不整形

���	 1.6ｍ×1.3ｍ


� 16.2cm

��� 調査区南部､ ＳＨ121の南に位置する｡

検出段階では不整形を呈していた｡

�����

��� 方形

���	 1.7ｍ以上×1.3ｍ以上


� 21.8cm

��� 調査区南部､ ＳＫ665の南に位置する｡

地形がＳＴ803に向かって落ちていっており､ 規模

は不明である｡

�����

��� 楕円形

���	 1.2ｍ×0.5ｍ


� 17cm

��� 調査区中央､ ＳＢ285の東端と重複して

いる｡ 遺物はほとんど出土せず､ 時期はよく分から

ない｡

�����

��� 楕円形

���	 3.0ｍ×2.2ｍ


� 49cm

��� 調査区東端､ ＳＢ270の東に位置する｡

擂鉢状で中央やや南よりに円形の窪みがあった｡

�����

��� 楕円形

���	 2.0ｍ×1.2ｍ以上


� 14cm

��� 調査区南東部､ ＳＨ106の南に位置する｡

検出段階ではやや歪な楕円形を呈していた｡

�����

��� 不整形

���	 2.2ｍ以上×1.1ｍ以上


� 31cm

��� 調査区南東部､ 後述するＳＺ701のすぐ

東に位置する｡ 検出段階では単独土坑と判断したが､

掘削していくうちによく分からなくなり､ ＳＺ701

に伴うもしくは一部の可能性もある｡ 西部を後世の

溝で壊されている｡

�����

��� 不整形

���	 1.9ｍ×1.3ｍ


� 17.5cm

��� 調査区南東部､ ＳＫ671の南に位置する｡

不整形で非常に浅い｡

�����

��� 不整形

���	 4.8ｍ×2.6ｍ


� 11.4cm

��� 調査区南部､ ＳＨ150のすぐ南に位置す

る｡ 流失のためか非常に浅い｡ 周辺の竪穴住居は周

溝を巡らせているが､ 当遺構はそれがみられないた

め土坑とした｡ 北西隅がほぼ直角で､ 土坑の軸方位

と周辺の竪穴住居の軸方位とがほぼ一致することか

ら竪穴住居の可能性もある｡

�����

��� 不整形

���	 1.5ｍ×0.8ｍ


� 35.7cm

���� ＳＫ680→ＳＫ679→ＳＫ678→�����

��� 調査区南部､ 県道調査部分に位置する｡

ＳＫ677～680と４基の土坑が重複している｡ ＳＫ677

は４基の中で最も新しい土坑であり､ 検出時は方形

を呈していた｡

�����

��� 方形

���	 2.0ｍ×0.8ｍ
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�� 29.3cm

���� ＳＫ677より古い土坑である｡ 方形を呈

しており､ ＳＫ677と同じ性格のものだろう｡

��	
�

�� 方形

��� 1.5ｍ×0.8ｍ

�� 19.9cm

���� 同じくＳＫ678より古い土坑である｡ 前

述の２基と同じ性格のものであろう｡

��	��

�� 楕円形

��� 1.1ｍ×0.9ｍ

�� 46.2cm

���� ４基の中で最も古い土坑である｡ 前述の

３基とは同一地点に位置するが､ 形状が異なるため

性格を異にするか｡

��	��

�� 方形

��� 3.2ｍ×3.2ｍ

�� 209.4cm

���� ＳＴ803の先端部東に位置する素掘りの

井戸である｡ 井戸枠等の構築物は出土していない｡

��	��

�� 長さ5.4ｍ×幅0.25ｍ

�� 9.4cm

���� ＳＨ20と重複する溝である｡ 当初竪穴住

居の周溝と認識していたが平面形が不安定なことか

ら､ 溝とした｡ 竪穴住居の重複が激しい場所に位置

することから､ 竪穴住居に伴うものと思われるがそ

の性格は不明である｡

��
��

�� 不整形

��� 17.8ｍ×12.2ｍ

�� 75.5cm

���� 調査区南東部に位置する､ 大きな遺構

である｡ 遺物の出土も多く､ 特に南東部からが多

い｡ 遺物は須恵器の蓋杯等の他､ 須恵器の甕､ 土

師器の甕､ フイゴの羽口等が出土しており､ 何ら

かの鍛冶関連施設の可能性もある｡ 但し焼土等は

確認しておらず､ 直接の鍛冶場というわけではな

いだろう｡

��
��

�� 不整形

��� 5.3ｍ×3.4ｍ

�� 15cm

���� 調査区中央､ ＳＢ312と重複し､ ＳＺ703

とも重複している｡

��
��

�� 楕円形

��� 2.0ｍ×1.8ｍ

�� 20cm

���� 調査区中央､ ＳＺ702と重複する｡

��
��

�� 不整形

��� 5.3ｍ×2.7ｍ

�� ７cm

���� 調査区中央､ ＳＢ271に重複している｡

��
��

�� 不整形

��� 10.5ｍ×3.6ｍ

�� 20cm

���� 調査区中央､ 大型掘立柱建物群の中に位

置する｡ ＳＢ243の棟方向と東側のラインがほぼ一

致する｡

��
�	

�� 不整形

��� 1.8ｍ×1.6ｍ

�� 28cm

���� 調査区中央､ ＳＺ704の南東端部に位置

する｡

��
�


�� 方形？

��� 3.5ｍ×2.4ｍ

�� 15cm

���� 調査区中央､ 大型掘立柱建物群の中に位

置しＳＨ172と重複している｡ 形状から竪穴住居の

可能性はある｡

��
��

�� 不整形

��� 4.2ｍ×1.5ｍ

�� 24～98.9cm

���� 調査区の南東部に位置する｡東はＳＴ801
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に向かって落ちていっており､ 確認できなかった｡

遺物は比較的まとまった量が出土している｡

�����

��� 方形？

��	
 4.1ｍ×2.2ｍ

�� 17cm

��� 調査区中央､ ＳＨ38の北に位置する｡ 別

遺構と重複しているが､ 検出段階からすでに規模が

はっきりせずその関係は不明である｡

�����

��� 方形？

��	
 3.4ｍ×3.3ｍ

�� 174.7cm

��� ＳＴ803の谷頭に位置する｡ 検出時には

方形を呈しており､ 井戸の可能性も考えられたが､

掘削中によく分からなくなった｡

��� �

古代に属する遺物について概要を述べる｡ なお､

須恵器については城ヶ谷和広氏､ 灰釉陶器について

は藤澤良祐氏に実見して頂いて時期を決定している｡

また､ 臼玉､ 管玉は堀木真美子氏に実見して頂いて､

石材を決定した｡

� ������

������� ����!���"#

2072は須恵器の杯である｡ 高台がつく可能性もあ

る｡ 2073・2074は土師器の甕である｡

��$���� ���%#

須恵器の高杯である｡

��$&��� ���'!����#

2076は須恵器の蓋､ 2077は須恵器の杯､ 2078は須

恵器の高杯である｡ 2079は土師器の甕である｡ 2077

は猿投産の可能性がある｡

��"���� ��&�!��&%#

2080～2083は須恵器である｡ 2080は杯､ 2081は短

頸壺､ 2082は壺の底部である｡ 2083は横瓶であろう｡

2084・2085は臼玉である｡ 2085は滑石製である｡

��"���� ��&'!��&�#

2086・2087は須恵器の杯である｡ 2087は猿投産の

可能性があり､ ７世紀末頃の所産である｡ 2088は須

恵器の高杯である｡ ７世紀後半のものであろう｡

2089は土師器の甕である｡

��""��� ����!����#

2090は須恵器の甕である｡ ７世紀後半のものか｡

2091は土師器の甕､ 2092は鉄製品である｡

��"%��� ���$#

2093は須恵器の杯である｡ ７世紀中葉から後半に

かけてのものである｡

��"&��� ���"(���%#

2094は須恵器の甕で７世紀代のものだろう｡ 2095

は土師器の甕である｡

��"���� ���'!���&#

2096は須恵器で､ 鉢もしくは短頸壺である｡ ７世

紀後半のものであろう｡ 2097・2098は土師器の甕で

ある｡ 2098は体部下半外面にケズリが施される｡

��%$��� ����(����#

2099・2100ともに須恵器の甕である｡ 2100は体部

内面に明瞭に青海波文が残っている｡

��%"��� ����(����#

2101は須恵器の蓋である｡ 猿投産で､ ７世紀前半

のものであろう｡ 2102は土師器の甕である｡

��%%��� ���$(���"#

2103は土師器の甕である｡ 2104は鉄製品である｡

��%'��� ���%(���'#

2105・2106ともに土師器である｡ 2105は甑か｡

2106は甕の底部である｡

��'���� ����(���&#

2107・2108は土師器の甕である｡

������� ����#
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2109は土師器の杯である｡ 内面には放射及び螺旋

状の暗文が施される｡

��������	
����
�
�

2110～2117は須恵器である｡ 2110は蓋､ 2111は杯､

2112～2114は高杯､ 2115は鉄鉢､ 2116は壺､ 2117は

甕である｡ 2110は在地産の可能性が高く､ ７世紀後

半の所産であろう｡ 2111は猿投産の可能性があり､

Ｈ－50型式に相当しよう｡ 2113・2114は在地産の可

能性が高い｡ ７世紀後半のものであろう｡ 2115は猿

投産で､ Ｉ－17型式に相当しよう｡ 2118～2120は土

師器で､ 2118は甕の底部､ 2119は把手部分､ 2120は

鍋である｡
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2121は土師器の把手である｡
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2122は土師器の甕である｡
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2123は土師器の甕である｡
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2124は須恵器の高杯である｡ ７世紀後半のもので

あろう｡ 2125～2126は土師器の甕､ 2127は土師器鍋

の把手である｡
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2128～2130は須恵器である｡ 2128・2129は蓋で､

2128はＨ－50型式に相当する｡ 2130は甕である｡

��������	
����
���

2131～2137は須恵器､ 2138～2140は土師器である｡

2131～2133は蓋､ 2134は杯である｡ いずれも在地産

の可能性がある｡ 但し2133は杯､ 2134は蓋になる可

能性がある｡ 2135は高杯の蓋､ 2136は高杯である｡

2135は猿投産で､ Ｈ－50型式に相当しよう｡ 2137は

高杯の可能性もあるが､ 無台の杯か｡ ８世紀に入る

可能性がある｡ 2138～2140は土師器の甕である｡
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2141～2143は須恵器の杯である｡ 2141は猿投産の

可能性があるが､ 2142・2143は猿投産ではない｡ ７

世紀後半のものであろう｡
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2144～2146は須恵器である｡ 2144・2145は蓋で､

在地産の可能性が高い｡ 2146は杯で猿投産であろう｡

７世紀後半のものであろう｡ 2147は土師器の甕であ

る｡
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2148・2149は須恵器の蓋である｡ いずれも在地産

で､ ７世紀後半のものであろう｡ 2150は土師器の甕

である｡
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2151は須恵器の蓋である｡ 在地産の可能性が高い｡

2152は須恵器の高杯である｡
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2153～2159は須恵器である｡ 2153・2154は蓋､

2155～2157は杯である｡ 2158は高杯の脚部､ 2159は

甕でいずれも７世紀後半のものであろう｡ 2160～

2167は土師器である｡ 2160～2166は甕､ 2167は土管

で､ 口縁下にほぼ水平に鍔がつく｡ 2168は耳環であ

る｡ 銅芯に金箔が巻かれている｡
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2169～2172は須恵器である｡ 2169は皿もしくは高

杯である｡ 2170・2171は杯で､ 在地産の可能性が高

い｡ 2171は底部外面に｢×｣のヘラ記号がみられる｡

2172は甕である｡ 体部内面をすりけしており､ また

黄土が塗布されている｡ 猿投産のものであろう｡
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2173は須恵器の蓋である｡
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2174は須恵器の蓋である｡ ７世紀中葉のものであ

ろう｡
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2175・2176は須恵器である｡ 2175は蓋､ 2176は杯

で､ ６世紀末～７世紀初頭のものであろう｡ 2177は

溶結凝灰岩もしくは碧玉製の管玉である｡
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2178は須恵器の杯､ 2179は土師器の甕である｡
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2180は須恵器の高杯である｡ ６世紀末～７世紀初

頭のものであろう｡
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須恵器の杯である｡ 在地産の可能性が高い｡
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2182・2183は須恵器である｡ 2182は蓋､ 2183は杯
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である｡ 在地産の可能性が高い｡
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2184は須恵器の高杯の脚部である｡ ３方向に透か

しが施される｡ ７世紀初頭以前のものであろう｡
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2185は須恵器の杯である｡ 猿投産でＨ－44型式の

ものであろう｡ 2186・2187は土師器の長胴甕である｡
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2188は須恵器の杯である｡ 猿投産でＨ－44型式に

相当しよう｡
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2189は須恵器の杯である｡ 2190は須恵器の甕であ

る｡
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2191は須恵器の杯である｡ 在地産か｡ 2192は須恵

器の高杯である｡ ３もしくは４方向の透かしが施さ

れ､ ７世紀後半のものであろう｡ 2193は土師器であ

る｡ 土管もしくは長胴甕の体部であろう｡
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2194は須恵器の高杯である｡
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2195は須恵器である｡ 杯の口縁か｡
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2196～2199は須恵器である｡ 2196は蓋､ 2197は杯､

2198は高杯､ 2199は甕である｡ 2199は内面に明瞭に

青海波文が残る｡ 2200は土師器の甕である｡
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2201は須恵器の蓋で､ 在地産のものであろう｡

2202は土師器の甕である｡
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2203は須恵器の杯である｡ ７世紀前半頃のものと

考えられる｡ 2204は須恵器である｡ 短頸壺の口縁部

か｡
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2205は須恵器の甕で､ 在地産と思われる｡ 内面に

は青海波文が明瞭に残る｡ 2206は土師器の甕である｡
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2207は土師器の杯か｡ 2208～2209は土師器の甕で

ある｡
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2210は土師器の甕である｡
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2211は須恵器の杯である｡ 在地産のものであろう｡
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2212は須恵器の蓋である｡
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2213は須恵器の蓋で､ 猿投産である｡ ７世紀後半

のものであろう｡ 2214は須恵器の杯で､ ７世紀前半

から中葉にかけてのものであろう｡ 2215・2216は土

師器の甕である｡
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2217は須恵器､ 2218は土師器の甕である｡
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2219は須恵器の甕である｡ 在地産であろう｡
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2220～2227は須恵器である｡ 2220は蓋､ 2221は高

杯の蓋､ 2222・2223は杯､ 2224は高杯の脚部､ 2225

は壺､ 2226・2227は甕である｡ 2220・2221・2225・

2227は在地産の可能性が高い｡ 2222～2224は猿投産

で､ ７世紀前半のものである｡ 2228は土師器の甕､

2229は土師器の土管である｡
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2230は須恵器の高杯､ 2231は須恵器の甕である｡

2232は土師器の甑か｡
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2233は須恵器の杯である｡ ７世紀代のものであろ

う｡
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2234は須恵器の高杯､ 2235は須恵器の甕である｡
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2236は土師器の甕である｡
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2237は須恵器の杯である｡
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2238は須恵器の杯である｡ ７世紀前半までのもの

であろう｡
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2239は須恵器高杯の脚部である｡ 2240は土師器の

甕である｡
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2241は須恵器の蓋である｡ 在地産のものであろう｡
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2242～2244は須恵器である｡ 2242は蓋で在地産の

ものか｡ 2243は杯で８世紀前半のものであろう｡

2244は甕である｡
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2245は須恵器の杯で７世紀後半の所産だろう｡

2246は土師器鍋の把手である｡
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2247は須恵器の蓋である｡ 在地産のものである｡

��������	
����������

2248は須恵器の盤で､ ８世紀後半のものである｡

2249は須恵器の杯である｡ 2250は須恵器の甕､ 2251

は須恵器の壺もしくは鉢である｡
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2252は須恵器の椀である｡ 低い高台がつくかもし

れない｡ 2253は猿投産の須恵器の壺か｡ いずれも７

世紀後半のものであろう｡
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2254は須恵器の高杯である｡ 脚部に３方向の円形

透かしが施されている｡ 在地産のものであろう｡
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2255は土師器の壺､ 2256は土師器の甕である｡
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2257は須恵器の杯である｡ ７世紀前半のものであ

ろう｡ 2258は土師器の甕である｡
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2259は須恵器の杯であろう｡
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2260は須恵器の杯であろう｡ 非常に軟質で褐色を

呈する｡
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2261は須恵器の蓋で７世紀中葉のものである｡

2262は須恵器の杯で､ 在地産のものか
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2263は須恵器の杯である｡ 猿投産か尾北産のもの

で､ ８世紀初頭のものである｡ 底部外面にヘラ記号

がみられる｡ 2264は須恵器の椀もしくは杯である｡

在地産のものであろう｡
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2265は須恵器の高杯である｡ ７世紀後半のもので

あろう｡
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2266・2267は須恵器の高杯である｡ 2267は３方向

に透かしが施される｡ いずれも７世紀後半のもので

あろう｡ 2268は須恵器の壺である｡
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2269～2271は須恵器である｡ 2269は蓋､ 2270は杯､

2271は甕である｡ 2272は金銅製の耳環である｡
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2273は須恵器の蓋である｡ 在地産の可能性もある

が､ Ｈ－15型式ぐらいに相当しよう｡
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2274は須恵器の蓋である｡ Ｈ－15型式に相当しよ

う｡ 2275は土師器の甕である｡
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2276は須恵器の杯である｡ 猿投産の可能性が高い｡

2277は土師器の甕である｡
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2278は猿投産の須恵器の短頸鉢である｡
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2279～2282は須恵器である｡ 2279は猿投産の杯で､

Ｈ－15型式に相当しよう｡ 2280は蓋で､ 宝珠つまみ

がつく｡ 2281は杯､ 2282は甕である｡ 2283は土師器

の甕である｡
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2284は土師器の甕である｡

��������	
����������

2285～2287は須恵器である｡ 2285・2286は杯であ

る｡ 2286は在地産の可能性が高いが､ ６世紀末頃か｡

2287は壺か｡ 2288は土師器の甕である｡
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2289～2293は須恵器である｡ 2289・2290は蓋で､

2289は猿投産である｡ Ｉ－17型式に相当しよう｡

2291・2292は杯である｡ 2291は猿投産でＨ－15型式

に相当しよう｡ 2293は瓶で､ ７世紀後半の猿投産の

ものである｡ 2294～2297は土師器である｡ 2295～

2297は甕である｡
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2298～2305は須恵器である｡ 2298～2299は蓋であ

る｡ 2298は６世紀末から７世紀前半のものであろう｡

2300は杯だが､ 蓋になる可能性もある｡ ７世紀後半
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のものか｡ 2301～2303は杯である｡ 2302・2303は猿

投産で､ Ｈ－15型式に相当する｡ 2303は底部外面に

ヘラ記号がみられる｡ 2304・2305は猿投産の高杯で

ある｡ 2304は６世紀末から７世紀､ 2305はＨ－15型

式のものである｡ 2306～2310は土師器の甕である｡

2311は土師器鍋の把手､ 2312は製塩土器である｡

2313は滑石製の臼玉である｡
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2314～2323は須恵器である｡ 2314・2315は蓋で､

2315は在地産のものであろう｡ 2316・2317は猿投産

の杯で､ 2316はＨ－44型式､ 2317は６世紀末までさ

かのぼる可能性がある｡ 2318は皿でＫ－90型式であ

ろう｡ 2319～2321は高杯である｡ 2319は７世紀中葉

のものか｡ 2322は短頸壺､ 2323は甕である｡ 2324～

2327は土師器の甕である｡
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2328は須恵器の甕､ 2329は土師器の甕である｡
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2330は須恵器の甕である｡ 内面に青海波文が残る｡
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2331は須恵器の蓋である｡ ７世紀後半のものであ

ろう｡
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2332は須恵器の高杯の脚部である｡ ７世紀代のも

のであろう｡ 2333は土師器鍋の把手である｡
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2334は須恵器の蓋である｡
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2335は須恵器の杯､ 2336は須恵器の甕である｡
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2337は土師器の甕である｡
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2338は猿投産の須恵器の甕である｡
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2339は須恵器の杯もしくは椀である｡ ７世紀後半

から８世紀にかけてのものである｡ 2340は須恵器の

壺である｡ ７世紀後半のものであろう｡ 2341は土師

器の甕である｡
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2342は須恵器の蓋である｡ ７世紀後半のものだろ

う｡ 2343は土師器甕の口縁部である｡
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2344は須恵器の蓋､ 2345は土師器甕である｡

��������	
�����

土師器甕の口縁である｡
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2347～2349は須恵器である｡ 2347は蓋､ 2348は杯､

2349は甕の体部である｡ 2348は在地産の可能性があ

る｡ 2350は耳環である｡ 銅芯に金を巻いたものと思

われる｡
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2351は須恵器の盤である｡ ８世紀後半のものだろ

う｡ 2352～2355は灰釉陶器の椀である｡ 2353はＫ90

窯式､ 2352・2354はＯ53窯式､ 2355は百代寺式のも

のである｡
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2356・2357は灰釉陶器の椀である｡ 2356はＫ90窯

式､ 2357はＯ53窯式に相当する｡ 2358は土師器甕の

口縁である｡
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2359・2360ともに須恵器の椀である｡ ８世紀後半

のものであろう｡ 2360は底部に糸切痕を明瞭に残す｡
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2361・2362はいずれも須恵器の蓋である｡ ８世紀

後半のものであろう｡
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2363～2365は須恵器である｡ 2363はツマミのつく

蓋である｡ 2364・2365は杯である｡ ７～８世紀にか

けてのものと考えられる｡ 2365は在地産か｡
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須恵器の杯である｡ ７世紀後半のもので､ 猿投産

とみられる｡
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2367～2416は須恵器である｡

2367～2376は蓋である｡ 2369は外面にヘラ記号が

みられる｡ 2374・2375は在地産と思われるが､ それ

以外は猿投産のものである｡ 2367・2368・2371～

2373はＨ－15式､ 2369・2370はＨ－44式､ 2376はＩ－

17式に相当する｡ 2375は宝珠ツマミを有し､ ７世紀

中葉頃のものである｡

2377～2389は杯である｡ 2380・2381・2384・2386・

2388・2389は在地産とみられるが､ それ以外は猿投
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産のものである｡ 2379・2382・2385はＨ－15式､

2377・2378・2383はＩ－101式に相当する｡ 2384は

焼き歪みが激しく､ 外面にヘラ記号がみられる｡ 胎

土が四日市市岡山古窯や西ヶ谷窯のものと酷似して

おり�､ その周辺で焼かれた可能性がある｡

2390～2398は高杯である｡2391は３方､2392は３方

２段､2393は２方透かしがある｡2392・2394は猿投産

の可能性があり､2392は７世紀前半､2394は７世紀後

半のものであろう｡ それ以外は在地産とみられる｡

2395は杯部外面下半に工具痕らしきものがみられる｡

2399・2400は�である｡ いずれも猿投産で７世紀

中頃のものであろう｡ 2399は烈点文が施される｡

2401・2404は長頸瓶､ 2402は細頸瓶である｡ 2402

はいわゆるフラスコ型といわれるもので､ 猿投産の

ものであろう｡ 2403は短頸壺､ 2405は壺､ 2406は横

瓶である｡ 2406は猿投産で７世紀後半代のものだろ

う｡ 2407は提瓶の口縁､ 2408は壺もしくは瓶の口縁

であろう｡ 2409は壺である｡ 体部外面にカキメが施

され､ 内面には明瞭に青海波文が残る｡ 2410は甕で､

内面には当て具痕が残る｡ 2407～2410はいずれも猿

投産のものではない｡ 2411～2416は甕である｡ 2412・

2413は外面に２条の波状文が､ 2414は外面に２段に

烈点文が施される｡

2417～2444は土師器である｡ 2417～2434は甕であ

る｡ 2435は鍋､ 2436～2439は鍋の把手である｡ 2440

～2444は土管である｡ 2445は瓦､ 2446は製塩土器で

あろう｡

2447は鉄滓､ 2448は不明鉄製品である｡
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須恵器の甕である｡ 内面をスリ消しており､ 猿投

産のものであろう｡
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2450・2451は須恵器の杯である｡ 2450は褐色を呈

する｡ 2451は７世紀後半のものであろう｡ いずれも

猿投産のものである｡
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2452は須恵器の甕である｡ 内面をスリ消しており

猿投産のものであろう｡ 2353・2354は土師器の甕で

ある｡
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2455～2458は須恵器である｡ 2455は蓋で､ 猿投産

の７世紀初頭のものであろう｡ 2456は杯で､ ７世紀

前半のものである｡ 猿投産であろう｡ 2457は壺､

2458は短頸壺である｡ 2458は猿投産で､ ７世紀代の

ものだろう｡ 2459は土師器の甕である｡
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2460は須恵器の蓋である｡ 猿投産でＨ－15式に相

当する｡ 2461は須恵器の横瓶である｡ 2462は土師器

の甕である｡

�������	
�����������

2463～2465は須恵器である｡ 2463は蓋でツマミを

有する｡ ８世紀前半の猿投産のものであろう｡ 2464

は高杯である｡ ７世紀後半のものであろう｡ 2465は

甕で､ ７世紀代の猿投産のものである｡ 2466は土師

器の甕､ 2467は土師器のフイゴ羽口である｡

�������	
�����������

2468～2483は須恵器である｡2468～2470は蓋であ

る｡2468は猿投産だが､2469・2470は在地産であろう｡

2471～2476は杯である｡2471～2473は猿投産で､Ｈ－

15式～Ｉ－101式にかけてのものである｡2476は外面

にヘラ記号がみられる｡2477～2480は高杯である｡

2477は内面にヘラ記号がみられる｡ 猿投産で７世紀

後半のものであろう｡ 2479は在地産だろう｡ 2480は

３方２段透かしがあり､ ７世紀中葉のものだろう｡

2481は壺､ 2482は甕､ 2483は短頸壺である｡ 2483は

７世紀代の猿投産である｡ 2484は土師器甕である｡

������	
����������

2485～2488は須恵器である｡ 2485は椀もしくは高

杯である｡ 2486・2487は高杯である｡ 2486は猿投産

でＩ－17式に相当する｡ 2487は３方２段透かしが施

されているが､ 上段の透かしは線状で､ 貫通した穴

ではない｡ ７世紀中頃のものと考えられる｡ 2488は

甕で､ 猿投産のものである｡ 2489・2490は土師器の

甕である｡ 2491・2492は土師器の土管か｡

�������	
���������

2493～2495は須恵器である｡ 2493はツマミを有す

る蓋である｡ 2494は杯で､ 猿投産のものである｡ Ｈ－

15式に相当しよう｡ 2495は甕で､ 猿投産である｡ 内

面をスリ消しており､ 内外面に黄土を塗布している｡

2496は土師器の高杯､ 2497は土師器鍋の把手である｡

2498は土師器の長胴甕である｡ 体部外面はハケメ､

内面は上半ハケ､ 下半にヘラケズリで調整される｡
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査区外まで続く｡ 隣接するＳＢ347と建物の構造が

類似しているので建物としたが柱穴の通りや梁行の

柱の対応が悪い｡

�����

桁行４間×梁行３間の総柱建物である｡ 北側には

撹乱が多く柱穴の残存が悪い｡ 柱穴から第５～６型

式の山皿 (2564) と山茶椀 (2565・2566) が出土し

ている｡

ＳＸ532､ 533と重複しているが､ 埋土の状況から

ＳＸ532と533が古く､ ＳＢ351が新しい｡

�����

桁行７間×梁行２間以上の総柱建物である｡ 建物

の北東側はＳＴ804の斜面にかかり確認できない｡

ＳＢ348に匹敵する規模の建物である｡

�����

桁行３間×梁行２間以上の建物である｡ 建物の北

側はＳＴ804の斜面にかかり確認できない｡ 柱穴か

ら第５型式の山茶椀 (2567) が出土した｡

�����

桁行３間×梁行２間以上の総柱建物である｡ 建物

の北東側はＳＴ804の斜面にかかり確認できない｡

	 
��

ＳＴ802とＳＴ804に挟まれた細尾根上で､ ５基の

土坑墓を検出した｡

����

長さ2.1ｍ､ 幅0.8ｍ､ 深さ0.7ｍの長方形の掘形

を持つ土坑墓である｡ 底面は平坦で側面がほぼ直角

に立ち上がる｡ 埋土から土師器皿 (2568～2573)､

山皿 (2574～2579)､ 山茶椀 (2580～2596)､ 白磁皿

(2597)､ 青磁椀 (2598・2599)､ 鉄釘 (2600～2602)､

礫が出土した｡ 出土した山皿や山茶椀には第３型式

から第６型式のものがある｡ 第４型式以前のものは

混入した遺物で､ 墓の時期は第５～６型式であると

思われる｡

ＳＢ348と重複するが､ 埋土の状況からＳＢ348が

古く､ ＳＸ530が新しいと思われる｡

����

長さ3.2ｍ､ 幅1.6ｍ､ 深さ10cmの長方形の掘形を

もつ土坑墓である｡ 側壁がなだらかに立ち上がる｡

埋土から山茶椀(2603～2605)､ 陶器の広口瓶(2606)､

鉄釘 (2607)､ 礫が出土した｡ 出土した山茶椀は第

６型式で､ ＳＸ530などよりも新しい様相を示す｡

����

長さ3.5ｍ､ 幅1.4ｍ､ 深さ10cmの長方形の掘形を

持つ土坑墓である｡ 形状はＳＸ531に似る｡ 埋土か

ら山皿 (2608～2612)､ 山茶椀 (2613～2617)､ 青磁

椀 (2618)､ 白磁椀 (2619) が出土した｡ 出土した

山皿や山茶椀には第４～６型式のものがあるが､ 古

いものは混入した遺物で､ 墓の時期は第５～６型式

併行期であると思われる｡

ＳＢ351と重複するが､ 埋土の状況からＳＸ532が

古く､ ＳＢ351が新しい｡

����

長さ2.5ｍ､ 幅0.7ｍ､ 深さ0.5ｍの長方形の掘形

を持つ土坑墓である｡ 形状はＳＸ530に似る｡ 埋土

から土師器皿 (2620)､ 山皿 (2621～2623)､ 青磁

(2624)､ 山茶椀 (2625～2629)､ 白磁椀 (2630) ・

皿 (2631)､ 鉄釘 (2632) がある｡ 出土した山皿や

山茶椀には第４～５型式のものがあるが､ 古いもの

は混入したもので､ 墓の時期は第５型式であると思

われる｡ ＳＢ351と重複するが､ 埋土の状況からＳ

Ｘ533が古く､ ＳＢ351が新しい｡

����

長さ2.9ｍ､ 幅0.7ｍ､ 深さ0.7ｍの長方形の掘形

を持つ土坑墓である｡ 形状はＳＸ530や533に似る｡

遺物は出土しなかった｡

� �

�����

ＳＴ802の北東端に流れ込む溝である｡ 掘り上が

りの形状は複雑に枝分かれしており､ 複数の溝が重

複していた可能性がある｡ ＳＴ802に流れ込む部分

での土層を観察すると､ 谷尻が埋没した後に再掘削

が行われたようである｡

� ����

�������������� ����!

2555はＳＢ293の柱穴から出土した南伊勢系の鍋

で､ 伊藤編年の (仮) Ａ段階にあたる｡ 2554はＳＢ

323の柱穴から出土した常滑製品の甕である｡ 器壁

が厚く､ 中野編年"の第５型式のものと思われる｡

2556はＳＢ346の柱穴から出土した山茶椀で藤澤編

年の第５型式のものである｡ 2557はＳＢ347の柱穴

から出土した山皿である｡ これも第５型式のもので
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ある｡

2558～2563はＳＢ348の柱穴から出土した｡ 2558

は土師器の皿｡ 器壁が厚く口縁端部がとがる｡ 2560

～2563は山茶椀｡2560・2561・2563は第６型式､ 2562

は第５型式のものである｡2559は白磁の小椀である｡

2564～2566はＳＢ351の柱穴から出土した｡ 2564

は第５型式の山皿､ 2565は第５型式､ 2566は第６型

式の山茶椀である｡ 2567はＳＢ357の柱穴から出土

した｡ 第５型式の山茶椀である｡

��������	
���������

出土遺物は豊富であるが時期幅が広く､ 混入があ

ると思われる｡ 2568～2573は土師器小皿と皿である｡

小皿には器壁が厚く直線的に立ち上がるもの (2568

～2570) と器壁が薄く丸く立ち上がるもの (2571・

2572) がある｡ 皿 (2573) は直線的に立ち上がる｡

2574～2596は山皿・山茶椀である｡ 尾張産のもの

が多いが､ 2593のみは渥美産である可能性がある｡

山皿はほぼすべてが第５型式であるが､ 山茶椀は

2580・2581が第３～４型式､ 2582～2584が第４型式､

2586が第４～５型式､ 2585・2587～2593・2595・

2596が第５型式､ 2594が第６型式である｡

2597～2599は貿易陶磁｡ 2597は白磁皿､ 2598・

2599は青磁椀である｡ 2600～2602は鉄釘である｡

��������	
����������

出土遺物は少ない｡ 他の中世前期の土坑墓とくら

べると遺物は新しい傾向を示す｡

2603～2605は山茶椀｡ 2603は第５～６型式､ 2604・

2605は第６型式である｡ 2606は12世紀前半の広口瓶､

2607は鉄釘である｡

��������	
���������

2608～2612は山皿｡ 2612が第６型式であるほかは

すべて第５型式のものである｡ 2613～2617は山茶椀｡

2613は第４型式､ 2615が第４～５型式､ 2614・2617

が第５型式､ 2616が第６型式のものである｡ 2618は

青磁椀､ 2619は白磁椀である｡

��������	
����������

2620は土師器小皿｡ 器壁が厚く直線的に立ち上が

る｡ 2621～2623は第５型式の山皿｡ 2625～2629は山

茶椀｡ 2627は第４型式､ 2625・2626・2628・2629は

第５型式のものである｡ 2624・2630・2631は貿易陶

磁｡ 2624は青磁､ 2630・2631は白磁である｡ 2632は

鉄釘である｡

��������	
����������

2633は第６型式､ 2634は第５型式の山茶椀｡ ただ

しこの溝からは､ 近代の磁器も出土している｡

� ��������

中世前期の遺構群のうち､ ＳＴ802とＳＴ804間の

細尾根に立地する遺構群は､ 若干の空閑地を挟み､

北群 (ＳＢ344・346・347・350) と南群 (ＳＢ345・

348・349・351・356・357・358､ ＳＸ530～534) に

分けることができる｡

これらをそれぞれ､ 柱穴掘削の前後関係と出土遺

物の時期から構築された順を推定すると､ 北群では

ＳＢ347→350→346 (ＳＢ344は不明)､ 南群では

ＳＢ348・356→ＳＸ530・533・534→ＳＸ532→ＳＸ

531→ＳＢ351・357 (ＳＢ345は不明) となる｡

このうち特に南群では建物と土坑墓が非常に近接

した時期に連続して造られるという状況になる｡

� ! ��"�

# $%&

ＳＴ802の東岸に位置し､ 総数は､ 129基を数える｡

検出遺構の概略については一覧表に示した｡

これらの火葬墓群をみると､ その数の割に遺構間

の重複が少ない｡ このことから地上に何らかの標識

を持っていた可能性がある｡

�����

'( 94×80cm )* 17cm

+,	 ○ -. 床・壁 /0 ○

���	 なし

�123 北端に位置する｡ 壁面はやや直立する｡

人骨は四肢骨4が出土した｡

�����

'( 90×48cm )* 10cm

+,	 ○ -. 壁 /0 少

���	 なし

�123 北端に位置する｡ 床面には若干の凹凸が

ある｡ 壁面は南壁が直立し､ 北壁がゆるやかに立ち

上がる｡

�����
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�� 100×68cm �� 20cm

��� ○ �	 壁 
� ○

��� なし

���� 北部に位置する｡ 床面は東に行くにした

がって深くなる｡ 東壁は凹凸しながらゆるやかに立

ち上がり､ 西壁は直立する｡ 多量の炭化物､ 四肢骨､

骨片が出土した｡

�����

�� 90×62cm �� 24cm

��� ○ �	 床 
� 少

��� なし

���� 北部分に位置する｡ 平面形は撹乱が激し

くはっきりしない｡ 床面は若干の凹凸があり､ 中央

部が被熱する｡ 床面直上に薄い炭化物層がある｡ 粒

状の人骨が出土した｡

�����

�� 90×90cm �� 22cm

��� ○ �	 床・壁 
� 多

��� 土師器片

���� 北部分に位置する｡ 壁面は直立する｡ 北

壁部の地山が被熱する｡ 人骨は中央部から下顎骨

(歯の一部が残存) が､ その周囲から四肢骨と思わ

れる長骨が出土した｡ 炭化物の残りもよい｡

�����

�� 85×52cm �� 17cm

��� ○ �	 × 
� ×

��� 土師器片

���� 北部分に位置する｡ 壁面は直立する｡ 人

骨は出土しなかった｡ 土器は土師器片が出土した｡

�����

�� 82×80cm �� 20cm

��� ○ �	 埋土中 
� ○

��� 木製品・銭貨

���� 北部分に位置する｡ 壁面は直立する｡ 人

骨は四肢骨と頭骨が出土したが､ 大半は粉状であっ

た｡ 炭化物は非常に多い｡ 銭貨が42枚と､ 床面直上

で曲物の底と思われる円形の木製品が出土した｡

銭貨は密集して出土している｡ ２枚～14枚が密着

した状態で､ 残存状態は非常に悪い｡ 銭貨の穴に微

細ではあるが､ よじれた植物質の残骸が残っていた

ので､ 銭貨は銭緡にして､ 曲物に入れられていた可

能性がある｡

�����

�� 86×84cm �� 45cm

��� ○ �	 × 
� 少

��� なし

���� 北部分に位置する｡ 壁面は直立する｡ 火

葬墓のなかでは最も深い｡ 人骨は粉状のものが少量

出土した｡

�����

�� 97×60cm �� 13cm

��� 不明 �	 不明 
� ×

��� 土師器小片

���� 北部分に位置する｡ 撹乱を受けており､

床面・壁面とも不明瞭である｡

�����

�� 92×79cm �� 14cm

��� ○ �	 壁 
� ○

��� 釘

���� 北部分に位置する｡ 人骨・炭化物とも残

存状況は良好である｡ 人骨は四肢骨が中心と思われ

る｡ 壁面近くから釘が出土した｡

�����

�� 84×76cm �� 30cm

��� ○ �	 床・壁 
� ×

��� 土師器小片

���� 北部分に位置する｡ 壁面は直立する｡ 床

一面に炭化物層がある｡

�����

�� 80×62cm �� 15cm

��� ○ �	 床・壁 
� 少

��� なし

���� 北部分に位置する｡ 床面の一部と壁面が

被熱する｡ 粉状の人骨が少量出土した｡

�����

�� 100×80cm �� ４cm

��� ○ �	 床・壁 
� 少

��� なし

���� 中央やや北よりに位置する｡ 壁面は直立

する｡ 検出時に､ 炭化物層が一面に見えている状態

であった｡ 炭化物は比較的残存状態がよく､ 形状が

分かる状態であった｡ 炭化物層の中に焼土ブロック
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が混じる｡ 人骨は少量出土したが､ 粉状で残存状態

は非常に悪い｡

�����

�� 85×65cm �� ４cm

	
� ○ � 床 �� 少

���� なし

���� 中央の東に位置する｡ 壁面は直立する｡

ＳＸ413と同様に､ 検出時に炭化物が一面に見えて

いる状態であった｡ 焼土は､ 炭化物の中にブロック

状に混じり､ 床面の地山が被熱する｡

�����

�� 70×64cm �� 17cm

	
� ○ � 床・壁 �� 少

���� 釘

���� 中央やや北よりに位置する｡ 壁面近くの

地山が被熱する｡ 人骨は､ 残存状態が比較的よい状

態で出土したが､ 量はさほど多くはなく､ 四肢骨が

中心と思われる｡ 釘が３本出土した｡

�����

�� 100×77cm �� 15cm

	
� ○ � 壁 �� 少

���� 土師器小片

���� ほぼ中央に位置する｡ 東壁は直立し､ 西

壁はゆるやかに立ち上がる｡ 東壁の地山が被熱する｡

人骨は少量､ 床面からやや浮いた状態で出土した｡

残存状態は比較的よい｡

�����

�� 60×48cm �� ３cm

	
� ○ � ○ �� 少

���� なし

���� ほぼ中央に位置する｡ 検出時に､ 炭化物

層が一面に見えている状態であった｡ 焼土はブロッ

ク状に炭化物層に混じる｡

�����

�� 100×68cm �� 14cm

	
� ○ � ○ �� 少

���� なし

���� ほぼ中央に位置する｡ 壁面はゆるやかに

立ち上がる｡ 床面一面に炭化物があり､ 中心に向かっ

て薪を入れ込んだような状況が窺える｡ 人骨の量は

多くないが､ 土坑中央西壁寄りと中央やや西寄りに

大腿骨の一部がある｡ 残存状態はやや悪い｡

�����

�� 105×100cm �� 52cm

	
� ○ � 床・壁 �� 多

���� 釘

���� ほぼ中央に位置する｡ 東壁は直立し､ 西

壁は中ほどからオーバーハングする｡ 人骨を含む層

が３層､ 炭化物層が２層あり､ 一つの土坑で複数回

の火葬が行われたようである｡

人骨の量は多いが､ 全骨格が出土したわけではな

く､ 破片が多い｡ また､ 粉状になっているものも多

いが､ 残存状態はよい｡ 第２層・第３層・第６層か

ら人骨が多量に出土した｡

北壁の上層あたりから､ 釘が３本出土している｡

�����

�� 62×不明cm �� ６cm

	
� ○ � 床 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 非常に浅く､ 残存は

悪い｡ 壁面は非常にゆるやかである｡ 炭化物は認め

られず､ 床面の一部の地山が被熱する｡

�����

�� 55×52cm �� 16cm

	
� ○ � × �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 炭化物が床面一面に

認められた｡

�����

�� 98×71cm �� ５cm

	
� ○ � 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 床面には､ 直径５cm

以下の石が多くあり､ 炭化物層がある｡ 人骨は少量

出土したが残存は悪い｡

�����

�� 102×62cm �� 25cm

	
� ○ � 床・壁 �� 多

���� 土師器小片

���� 中央部に位置する｡ 壁面は直立する｡ 人

骨は多量に出土したが､ 全骨格がそろっているわけ

ではない｡ 出土した部位は分かっているだけでも､
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頭蓋・歯・鎖骨・肩甲骨・骨盤の一部・大腿骨があ

り､ 残存状態は比較的良い｡

�����

�� 62×52cm �� 11cm

	
� ○ � 床 �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 規模は小さい｡ 南隣

にある土坑を切る｡ 炭化物が少量出土した｡

�����

�� 80×75cm �� ４cm

	
� ○ � 床・壁 �� 多

���� 釘

���� 中央部に位置する｡ 土坑は浅く､ 検出時

に炭化物層と人骨が見えている状況であった｡

人骨は多量に､ ほぼ一体分が完体で出土した｡ 一

見屈葬風に見えるが､ 坐棺で火葬し､ たまたま真横

に崩れたと思われる｡ 人骨の残存状態は非常に悪く､

一部の部位を除いて､ 粉状になっている｡ 骨はやや

太めで男性の可能性が高い｡ 他に釘が出土した｡

�����

�� 62×58cm �� ４cm

	
� ○ � 少 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 炭化物は床面に少量､

少量の焼土が炭化物中に混じる｡

�����

�� 93×60cm �� 23cm

	
� ○ � 床 �� 多

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁面は直立する｡ 床

面に人骨を多く含む薄い炭化物層がある｡ 壁面の地

山が薄く被熱する｡ 人骨の量は非常に多い｡ 残存状

態も非常に良いが､ 彎曲が激しい�｡ 確実に判明し

た部位だけでも､ 頭蓋・下顎骨・鎖骨・上腕骨・尺

骨・橈骨・肋骨・椎骨・大腿骨がある｡ 人骨が北半

分のみに集中することから､ 火葬・拾骨後､ 北側に

骨を寄せて片付けた可能性がある｡

�����

�� 98×70cm �� 10cm

	
� ○ � 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 西壁がゆるやかに､

東壁が比較的直立気味に立ち上がる｡ 壁面の一部の

地山が被熱する｡

床面に多量の炭化物層がある｡ 比較的形が分かる

ものが多く､ 残存状態は良い｡ 人骨の量はさほど多

くはないが､ 残存状態は良好である｡

�����

�� 102×70cm �� 22cm

	
� ○ � 床・壁 �� ○

���� 釘

���� 中央部に位置する｡ 壁面は直立して立ち

上がる｡ 壁面の地山が被熱する｡ 人骨は頭蓋・鎖骨・

橈骨・大腿骨があるが､ 量はさほど多くなく､ 残存

状態も悪い｡

�����

�� 48×40cm �� ４cm

	
� ○ � × �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ ＳＸ431と重複する

が､ ＳＸ430の方が新しい｡ 床面は皿状である｡ 検

出段階で炭化物が帯状にぐるりと巡っていて､ その

中にわずかな埋土が見えている状態であった｡ 焼土

や被熱痕跡は見られない｡

�����

�� 94×66cm �� ３cm

	
� ○ � ○ �� 多

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 非常に浅く､ 検出時

に人骨と炭化物層の大半が見えている状態であった｡

炭化物の量は多い｡ 焼土は炭化物層の中に少量認め

られた｡ 人骨は残存状態も比較的良く量も多い｡

�����

�� 78×50cm �� ４cm

	
� ○ � × �� 少

���� なし

���� 中央部やや西に位置する｡ 非常に浅く､

検出時に炭化物層が一面に見えている状況であった｡

薄い炭化物層が見られ､ 人骨が少量出土した｡

�����

�� 124×90cm �� 17cm

	
� ○ � 床・壁 �� 多
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���� 釘

���� 中央部に位置する｡ 壁面はゆるやかに立

ち上がる｡ 壁面の地山が厚く被熱する｡ 炭化物は残

存がよく､ 形がはっきりしている｡ 東壁の中ほどの､

炭化物層中に､ 長さ10cm､ 厚さ2.5cm程度の板状の

石が出土した｡ 人骨は頭骨を中心に比較的多く出土

し､ 残存状態も良い｡ 他に釘が５本出土している｡

�	
�


� 77×55cm �� ４cm

��� ○ �� 床 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 埋土中に炭化物粒少

量と人骨細片・焼土が少量見られるのみである｡ 遺

物は出土しなかった｡

�	
��

� 81×67cm �� ４cm

��� ○ �� 床・壁 �� 多

���� 釘

���� 中央部に位置する｡ 検出時に人骨が一面

にみえている状態であり､ 非常に浅い｡ 床面はゆる

やかに下がっており､ 中央に丸く､ 硬く焼きしまっ

た部分がある｡ 炭化物は床面に少量あり､ 焼土も人

骨と炭化物に混じって散らばっている状態である｡

人骨の量は非常に多く､ 残存状態も非常に良い｡

判明している部位だけで､ 頭蓋・肋骨・椎骨・骨盤

の一部 (寛骨・大坐骨切痕) ・大腿骨・脛骨がある｡

特に長い骨に彎曲が見受けられる｡ 骨盤の一部であ

る大坐骨切痕の形状から､ この人骨の性別は男性で

あると考えられる｡ 他に釘が１本出土した｡

�	
��

� 90×76cm �� ６cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁面はゆるやかに立

ち上がる｡ 土坑は浅く､ 検出時に炭化物が一面に見

えている状態であった｡

�	
��

� 115×106cm �� ４cm

��� ○ �� ○ �� ○

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 土坑は非常に浅い｡

検出の段階で､ 人骨を含む炭化物が一面に見えてい

る状況であった｡ 床面はほぼ平坦で､ 壁面はなだら

かである｡ 炭化物は非常に多い｡ 人骨は頭蓋・鎖骨・

上腕骨・大腿骨がある｡ 量は多くはなく､ 残存状態

もあまり良くない｡

�	
��

� 84×52cm �� ６cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 埋土に炭化物がみら

れ､ 地山が被熱する｡

�	
��

� 63×49cm �� 18cm

��� ○ �� 床・壁 �� 少

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁面はゆるやかに立

ち上がる｡ 床面と壁面の地山が被熱する｡ 人骨は少

量出土した｡

�	

�

� 92×69cm �� 10cm

��� ○ �� 床･壁 �� ○

���� 数珠玉､ 銭貨

���� 中央部に位置する｡ 床面は中央に向かっ

てゆるやかに下がる｡ 壁面は直立する｡ 炭化物は床

面一面にあるが量はそれほど多くはない｡ 壁面の地

山が厚く被熱する｡ 人骨は､ 下顎骨・歯・尺骨・橈

骨・腓骨等がある｡ 残存状態はやや悪い｡

遺物はガラス質の数珠玉と銭貨６枚が出土した｡

数珠玉は平均直径４mmの小さい玉と､ 平均直径７mm

の大きい玉の２種類がある｡ 前者が22個､ 後者は２

個出土した｡ 下腕の尺骨と呼ばれる腕の骨の周りに

散乱していたが､ 大きい玉と小さい玉の一部は現位

置を保っている可能性がある｡

銭貨は６枚 (元豊通寶・開元通寶) がある｡

�	

�

� 106×56cm �� ８cm

��� ○ �� ？ �� ×

���� 土師器小片

���� 中央部に位置する｡ 壁はゆるやかに立ち

上がる｡ 床面に炭化物が見られた｡

�	

�
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�� 60×59cm �� ２cm

��� ○ �	 ？ 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 非常に浅い｡ 床面は

皿状である｡ 床面に炭化物が見られた｡

�����

�� 不明 �� 18cm

��� ○ �	 床 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 地割溝に半分以上を

切られ､ 溝斜面にわずかに残っているのみなので､

平面形・規模は､ 不明である｡ 少量の炭化物と焼土

ブロック､ 人骨細片が出土した｡ 遺物は出土しなかっ

た｡

�����

�� 80×76cm �� 20cm

��� ○ �	 × 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ ＳＸ419などと同様

に､ 掘削してから途中まで埋め戻した形跡がある｡

壁面はゆるやかに立ち上がる｡ 炭化物層はあるが､

焼土も､ 地山の被熱もみられない｡ 人骨は四肢骨・

指骨などが出土した｡

�����

�� 88×63cm �� 29cm

��� ○ �	 壁 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁面は直立する｡ 床

面に炭化物層がある｡

�����

�� 90×62cm �� 16cm

��� ○ �	 床・壁 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁面は直立する｡ 床

面に炭化物層が少量ある｡

�����

�� 74×51cm �� ５cm

��� ○ �	 ○ 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 床面は西に向かって

ゆるやかに深くなる｡ 壁面はゆるやかに立ち上がる｡

�����

�� 110×75cm �� 13cm

��� ○ �	 床・壁 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 床面中央部に長軸方

向に沿って溝状の窪みがある｡ このような溝状の窪

みは､ 松阪市横尾中世墓群や大阪府和泉市万町遺跡

の火葬墓群など全国に同様の例がある�｡ 溝の床と

壁は熱をよく受けて赤変している｡ 人骨は少量出土

した｡

�����

�� 84×60cm �� ８cm

��� ○ �	 ○ 
� 少

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 東壁は直立し､ 西壁

はゆるやかに立ち上がる｡ 床面に厚い炭化物層があ

る｡ 人骨は四肢骨片と思われるものが少量出土した｡

�����

�� 108×70cm �� 12cm

��� ○ �	 ？ 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 炭化物が少量出土し

た｡

�����

�� 75×60cm �� 21cm

��� ○ �	 ？ 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁は直立し､ 非常に

深い｡ 掘削後､ 途中まで一度埋め戻してから､ 火葬

が行われた可能性がある｡

�����

�� 96×72cm �� ７cm

��� ○ �	 ？ 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 壁はゆるやかに立ち

上がる｡ 埋土は炭化物層１層のみである｡

�����

�� 70×50cm �� ８cm

��� ○ �	 ？ 
� ×

��� なし

���� 中央部に位置する｡ 床面は若干凹凸し､
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壁は直立する｡

�����

�� 83×62cm �� ７cm

	
� ○ � ？ �� ×

���� なし

���� 埋土中に少量の炭化物がみられる｡

�����

�� 70×64cm �� 13cm

	
� ○ � × �� ×

���� なし

���� 埋土中に少量の炭化物がみられる｡

�����

�� 80×45cm �� 20cm

	
� ○ � ？ �� ×

���� なし

���� 埋土中に少量の炭化物がみられる｡

�����

�� 100×63cm �� 30cm

	
� ○ � ？ �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 比較的深く残りは良

い｡ 床面に炭化物層が見られる｡

�����

�� 61×60cm �� 28cm

	
� ○ � ？ �� ×

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 壁面はゆ

るやかに立ち上がる｡ 検出時に､ 炭化物層が一面に

見えている状況であった｡ 炭化物層の下に灰白色粘

土ブロックが混じった褐色土の層があり､ この火葬

墓も､ 掘削後途中まで埋め戻されて､ その後火葬が

行われた可能性がある｡

�����

�� 100×68cm �� 18cm

	
� ○ � 床・壁 �� ○

���� 土師器皿

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 壁面はゆ

るやかに立ち上がる｡ 炭化物層は薄い｡ 人骨は頭蓋・

歯・上顎骨などである｡ 土師器皿が１枚ほぼ完形で

出土した｡

�����

�� 136×81cm �� 20cm

	
� ○ � 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 壁面は直

立する｡ 炭化物層は比較的厚く量も多い｡ 西壁側の

地山が厚く被熱する｡

�����

�� 103×78cm �� ８cm

	
� ○ � ○ �� ×

���� なし

���� 中央部やや南より位置する｡ 壁面はゆる

やかに立ち上がる｡

�����

�� 80×60cm �� ６cm

	
� ○ � 床 �� 少

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 床面の地

山が厚く被熱する｡ 人骨が少量出土した｡

�����

�� 64×60cm �� 20cm

	
� ○ � ○ �� ×

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 壁は直立

する｡

�����

�� 105×69cm �� 18cm

	
� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 壁はゆる

やかに立ち上がる｡

�����

�� 111×75cm �� 33cm

	
� ○ � ○ �� 少

���� なし

���� 中央部やや南よりに位置する｡ 他の火葬

墓とは違い､ 床面は平坦ではなく擂鉢状に立ち上が

る｡

�����

�� 120×85cm �� 24cm

	
� ○ � ○ �� 少

���� 土師器皿
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���� 中央部やや南よりに位置する｡ 床面に炭

化物層が厚く堆積する｡ 壁面は直立する｡ 人骨は少

量出土した｡ 床面南端の小穴から土師器皿が伏せた

状態で出土した｡

����	


� 93×45cm � 18cm

��� ○ �� ○ �� ○

���� なし

���� 中央部の南に位置する｡ 土坑は非常に浅

い｡ 床面はおおむね平坦で､ 壁面はゆるやかに立ち

上がる｡

�����


� 91×83cm � 14cm

��� ○ �� ○ �� ○

���� なし

���� 中央部の南に位置する｡ 壁面はゆるやか

に立ち上がる｡ 人骨は頭蓋・歯・下顎骨が出土した｡

�����


� 80×64cm � ３cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部の南に位置する｡ 非常に浅い｡ 小

穴が重複するが､ これは木の根かもしれない｡

���	�


� 74×60cm � ５cm

��� ○ �� 壁 �� ×

���� なし

���� 中央部からやや東に離れた位置にある｡

非常に浅い｡ 床面に炭化物層があり､ 壁面の地山が

被熱する｡

���	�


� 90×55cm � ８cm

��� ○ �� 壁 �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 壁面は直立

して立ち上がる｡

���	�


� 55×43cm � ３cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 削平を受け

ており非常に浅い｡

���	�


� 98×60cm � 14cm

��� ○ �� 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 壁面の地山

は厚く被熱する｡ 北壁の中ほどにテラス状の段があ

る｡ 壁面は直立ぎみに立ち上がる｡ 炭化物の量は多

い｡四肢骨が少量出土している｡

���	�


� 100×73cm � 12cm

��� ○ �� 床・壁 �� ○

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 壁面は直立

ぎみに立ち上がる｡ 人骨は四肢骨と思われる骨が出

土している｡

���	�


� 93×70cm � 11cm

��� ○ �� 床・壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 炭化物層は

非常に薄い｡ 壁面はゆるやかに立ち上がる｡ 人骨は

少量出土した｡

���	�


� 60×55cm � ８cm

��� ○ �� 床 �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面の地山

が被熱する｡

���		


� 113×82cm � 10cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� 土師器皿

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面に炭化

物層が多量に見られ､ 焼土がブロック状に混じって

いる｡ 壁面は直立する｡ 人骨は出土しなかったが､

土師器皿片が出土している｡

���	�


� 60×48cm � ４cm

��� × �� 床 �� 少

���� なし
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���� 中央部の西よりに位置する｡ 南端を地割

溝に切られ､ 非常に浅い｡ 炭化物は確認できなかっ

たが､ 床面の地山が被熱する｡

����	


� 83×46cm � ８cm

��� ○ �� 床・壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面には木

の根による撹乱がある｡

�����


� 125×80cm � ７cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

�����


� 75×不明cm � ７cm

��� ○ �� ？ �� ×

���� なし

�����


� 70×不明cm � ６cm

��� ○ �� 床・壁 �� ○

���� なし

���� ＳＸ480～482は､ いずれも中央部の西よ

りに位置する｡ 埋土の状況からＳＸ482→481→480

の順で掘削されたと思われる｡ ＳＸ482のみ､ 床面

と壁面の地山が被熱し､ 四肢骨かと思われる長骨が

出土している｡

�����


� 104×72cm � 16cm

��� ○ �� 床 �� ○

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面には小

穴がいくつかあるがこれは木の根によるものかもし

れない｡

�����


� 72×61cm � 10cm

��� ○ �� 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 壁面はゆる

やかに立ち上がる｡ 床面には小穴がいくつかあるが

これは木の根に拠るものかもしれない｡

�����


� 127×88cm � 13cm

��� ？ �� ？ �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 南西部分に

テラス状の段がある｡ 人骨は四肢骨と思われる長骨

などが少量出土した｡

�����


� 106×80cm � 12cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

�����


� 76×不明cm � 10cm

��� ○ �� 床・壁 �� 少

���� なし

�����


� 77×不明cm � 10cm

��� ？ �� 床・壁 �� ×

���� なし

����	


� 62×不明cm � 14cm

��� ？ �� 床・壁 �� 少

���� なし

���� 重複する４基の火葬墓である｡ 中央部の

西よりに位置する｡ ＳＸ486は壁面がゆるやかに立

ち上がる｡ 土師器皿片が出土した｡ ＳＸ487の壁面

は直立して立ち上がり､ 床面と壁面の地山が被熱す

る｡ 人骨が少量出土した｡ ＳＸ488の壁面はゆるや

かに立ち上がり､ 床面と壁面の地山が被熱する｡ Ｓ

Ｘ489は床面と壁面の地山が被熱する｡ 人骨が少量

出土した｡

四者は重複しているが､ 埋土の状況からＳＸ487

→486と､ ＳＸ487→488→489の順で掘削されている｡

���	�


� 78×57cm � ４cm

��� ？ �� 床・壁 �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 削平を受け

ており非常に浅い｡ 床面は凹凸が激しい｡

���	�


� 125×90cm � ７cm

��� ○ �� ○ �� ○
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���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 他のものと

比較して規模は大きい｡ 壁面はゆるやかに立ち上が

る｡ 人骨は四肢骨と思われる長骨が出土した｡

�	
��

� 120×79cm �� 10cm

��� ○ �� 床・壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面と壁面

の一部が被熱する｡ 壁面はゆるやかに立ち上がる｡

�	
��

� 90×68cm �� ８cm

��� ○ �� 壁 �� ○

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 壁面はゆる

やかに立ち上がる｡ 人骨は頭骨・四肢骨と思われる

長骨・下顎骨等が出土している｡

�	
�


� 104×77cm �� ９cm

��� ○ �� ？ �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面にある

小穴は木の根の撹乱かもしれない｡ 壁面はゆるやか

に立ち上がる｡

�	
��

� 90×61cm �� 20cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面は平坦

ではなく､ 中央に向かってゆるやかに下がる｡

�	
��

� 83×58cm �� 12cm

��� ○ �� 壁 �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 南側に窪み

がある｡

�	
��

� 56×52cm �� ６cm

��� ○ �� ○ �� ×

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 斜面にかか

るため､ 西側が流れて浅い｡

�	
��

� 64×62cm �� ４cm

��� ○ �� 床・壁 �� ○

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面は凹凸

が激しく､ 斜面にかかるため､ 西側が流れて浅い｡

�	
��

� 69×66cm �� 23cm

��� ？ �� 壁 �� 少

���� なし

���� 中央部の西よりに位置する｡ 床面は若干

の凹凸がある｡ 壁面はゆるやかに立ち上がる｡ 人骨

が少量出土した｡

�	���

� 70×不明cm �� 16cm

��� ○ �� ？ �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 平面形状は撹

乱のため不明瞭である｡ 床面はやや凹凸があり､ 壁

面はゆるやかに立ち上がる｡ 斜面にかかるため､ 西

側が流れて浅い｡

�	���

� 不明 �� 10cm

��� ？ �� 壁 �� ×

���� 釘

���� 南部の西よりに位置する｡ ＳＸ502と重

複するが､ 埋土の状況からＳＸ501→502の順で掘削

されていると思われる｡

�	���

� 85×不明cm �� 11cm

��� ○ �� 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面は凹凸が

激しい｡

�	���

� 74×66cm �� 10cm

��� ？ �� 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 壁面の地山が

被熱する｡
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�����

�� 100×不明cm �	 ６cm


�� ○ � 床・壁 �� 少

���� 土師器小片

���� 南部の西よりに位置する｡ 他のものと比

較して規模は大きい｡ 壁面と床面の地山が被熱する｡

�����

�� 52×41cm �	 ４cm


�� ○ � 床・壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 非常に浅い｡

�����

�� 54×44cm �	 13cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 規模は小さい

が残りはよい｡

�����

�� 100×82cm �	 22cm


�� ○ � 壁 �� ○

���� 土師器小片

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面には段差

があり､ 北半分はテラス状になっている｡ 壁面は少

しオーバーハングする｡ 人骨は頭骨等が出土した｡

�����

�� 86×66cm �	 14cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡ 床面は皿状で､ 多少凸凹している｡

�����

�� 91×80cm �	 14cm


�� ○ � 床・壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 埋土中に炭化

物を少量含む｡ 斜面にかかるため西側は流れて浅い｡

�����

�� 54×52cm �	 ５cm


�� ○ � 床・壁 �� ○

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 壁面は直立す

る｡

�����

�� 182×不明cm �	 ８cm


�� ○ � 壁 �� ○

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層があり､ 壁面の地山が被熱する｡ 火葬墓の中では

最大級の大きさである｡ 残存状態は悪い｡ 床面はお

おむね平坦だが､ 多少凸凹している｡ 人骨は､ 歯・

上顎骨・四肢骨等が出土した｡

�����

�� 73×47cm �	 ６cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡

�����

�� 50×40cm �	 12cm


�� ○ � 床・壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡ 規模は小さいが深くしっかりとしている｡

�����

�� 30×30cm �	 ６cm


�� ？ � × �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 埋土の中に少

量の焼土ブロックが混じる｡

�����

�� 65×60cm �	 10cm


�� ○ � × �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 平面的には円

形のプランを呈する｡ 埋土中に炭化物と焼土ブロッ

クが少量混じる｡

�����

�� 60×45cm �	 13cm


�� ？ � 壁 �� ×

���� 土師器

���� 南部の西よりに位置する｡ 土師器片が出

土している｡

― 298 ―



�����

�� 90×60cm �	 21cm


�� ？ � 壁 �� ○

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 斜面にかかる

ため､ 西側と南側が流れて浅い｡

�����

�� 87×52cm �	 ９cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡

�����

�� 73×46cm �	 15cm


�� ○ � 床・壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡ 壁面は直立する｡ 規模はやや小さいが､

残存はよい｡

�����

�� 86×77cm �	 10cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� 鎌

���� 南部の西よりに位置する｡ 壁面の地山が

被熱する｡

�����

�� 85×69cm �	 18cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面のやや北

寄りにピット状の穴があるが､ 木の根による撹乱の

可能性がある｡

�����

�� 88×74cm �	 16cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 壁面の地山が

被熱する｡

�����

�� 124×104cm �	 13cm


�� ○ � 壁 �� 少

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 規模は大きい

が残存は悪い｡ 床面に炭化物層がある｡

�����

�� 75×不明cm �	 15cm


�� ○ � 壁 �� ×

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 壁面の地山が

被熱する｡ 比較的深く残存はよい｡

�����

�� 不明 �	 ６cm


�� ○ � 床・壁 �� 少

���� なし

���� 南部の西よりに位置する｡ 床面に炭化物

層がある｡ 人骨は破片ばかりで量も少ない｡

�����

�� 62×42cm �	 ７cm


�� ○ � × �� ×

���� なし

���� 中央部に位置する｡ 埋土は炭化物を多く

含んだ黒褐色土一層のみであった｡

�����

�� 90×70cm �	 不明


�� ○ � 床 �� 少

���� なし

���� 北部南よりに位置する｡ 壁面は直立する｡

�����

�� 60×40cm �	 不明


�� ○ � 床・壁 �� 少

���� なし

���� 北部に位置する｡ 人骨の量はさほど多く

ない｡ 床面と壁面の一部の地山が被熱する｡

�����

�� 90×41cm �	 ４cm


�� ○ � 床・壁 �� ○

���� 釘

���� 南部の東よりに単独で位置する｡ 壁面は

直立する｡ 検出時に炭化物が環状に見えている状態

であった｡ 出土した人骨は粉状になっており､ 残存

は非常に悪い｡
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� �

�����

ＳＴ803に流れ込む溝である｡ 遺物には新しいも

のも多く含まれるが､ 埋土の最下層から第12型式の

山茶椀 (2636) が出土している｡

� 	
��

����	
�������������

多くの銅銭が出土した｡ 銭種については遺物観察

表を参照されたい｡ 2682・2684・2688・2691・2695・

2697・2699・2702は２枚の銅銭が､ 2696は12枚の銅

銭が錆着している｡

������������������������	
��

����������������

出土遺物はすべて鉄釘 (2660～2673・2676) であ

る｡ いずれも断面が方形である｡ ＳＸ410出土のも

のは､ 他の火葬施設出土のものよりも小形である｡

����	
�������������

銅銭６枚が出土した｡ 2705は３枚､ 2707は２枚の

銅銭が錆着している｡ 銭種については遺物観察表を

参照されたい｡ 2708～2731は数珠｡ 2716と2717のみ

はやや大形で､ ｢Ｔ質｣ 字形の穴があけられている｡

いずれもガラス質である｡

����	
��������

2674は土師器皿｡ 器壁が薄く､ 底部と体部がはっ

きりと分かれ､ 外反ぎみに立ち上がる｡ いわゆる京

都系土師器皿の影響を受けたものと思われる｡

����	
��������

2674は土師器皿｡ 器壁が厚く､ ゆるやかに立ち上

がる｡

����	
�������������

2677は土師器皿｡ 2675と酷似する｡ 2678は鉄製品

であるが器種は不明である｡

����	
�������������

不明土製品 (2679) と土師器小皿 (2680) がある｡

2680は器壁が厚く､ ゆるやかに立ち上がる｡

����	
��������

2681は鎌と思われる鉄製品である｡

��������	
��

�����	
�������������

2635は第５型式､ 2636は第12型式､ 2637は第６型

式の山茶椀｡ 2636のみ中世後期の遺物である｡ 2638

は明治初めごろの瀬戸美濃製品の磁器である｡

������	
�������������


�� 2649は土師器の皿｡ 胎土や調整は2675に

似る｡

 !� "# 2639・2640は第５型式の山皿｡

2639は渥美産の可能性がある｡ 2641・2642・2645・

2647は第５型式､ 2643・2644・2646・2648は第６型

式の山茶椀である｡ 産地は､ ほとんどが尾張である

が､ 2645のみ渥美である可能性が高い｡

$��%� 2650は明治初めごろの杯､ 2651は大

窯第１段階の灰釉小杯､ 2652は19世紀前半の瀬戸美

濃製品の灯明受皿､ 2653は19世紀中葉の信楽製品の

灯明受皿､ 2654は19世紀後半の美濃製品の壺､ 2655

は近代の磁器椀､ 2656は20世紀中葉の美濃製品であ

る｡


&' 2657～2659は一応円板とした｡ 2657は近

代､ 2658は近代の肥前製品､ 2659は江戸後期の瀬戸

製品の鉢を転用している｡ (竹田)
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� 南伊勢系の土師器鍋については､ 伊藤裕偉 ｢中世
南伊勢系の土師器に関する一試論｣ 『Ｍ���������』
１ 三重歴史文化研究会 1990による｡ 以下これ
に同じ｡

� 山茶椀・山皿については､ 藤澤良祐氏に実見のも
とご指導を頂いた｡

� 常滑製品については､ 中野晴久 ｢生産地における
編年について｣ 『常滑焼と中世社会』 小学館 1995
による｡

� 出土人骨の部位については､ 松下孝幸氏に実見の
もとご教示を頂いた｡ 以下これに同じ｡

� 松下孝幸氏によれば､ 人骨が水分を含んだ状態で
火熱を受けると彎曲するとのことである｡

� 三重県埋蔵文化財センター 『三重県の中世墓』
1992､ 乾哲也 ｢万町遺跡の火葬土坑―出土舶載銭
の検討―｣ 『摂河泉 文化資料』 44 摂河泉文化
1995､ (財)大阪府文化財調査研究センター 『来栖
山南墳墓群』 2000による｡
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北勢地域を流れ､ 伊勢湾に注ぎ込む朝明川の流域

に位置する菟上遺跡では､ 弥生時代中期に相当する

土器が多数出土している｡ その中には､ 播磨系や三

河系などとされた遠隔地域からの搬入品とされてい

るものや朝明川流域の在地産とされているものなど

が確認されている｡

本報告では､ これらの土器について､ 材質 (胎土)

の特徴を捉えることにより､ その生産と移動に関わ

る情報を見出し､ 菟上遺跡における該期の動向に関

わる資料を作成する｡

なお､ 当社では､ 隣接地域である愛知県下の遺跡

から出土した弥生時代中期の土器について多数の分

析例があり､ 胎土から推定される地域性や土器の器

種・技法と胎土との対応関係などを検討している

(例えば､ 矢作 (1998) など)｡ 本報告においてもこ

れらの分析例を踏まえた解析を行い､ 伊勢湾岸地域

における弥生土器の様相を考える｡

$%&'

試料は､ 菟上遺跡から出土した弥生時代中期とさ

れる壺および甕の破片計15点である｡ 器種の内訳は､

広口壺が６点､ 単に壺とされたもの､ 異形壺､ 細頸

壺､ 撥ね上げ口縁甕の各器種が１点ずつ､ 受口甕が

２点､ く字形口縁甕が３点である｡ 各試料の実測番

号と特記事項は､ 分析結果を呈示した第597図に併

記する｡

なお､ 本分析では､ 比較参考試料として､ 中勢地

域雲出川流域に位置する筋違遺跡より出土した同時

期とされる広口壺の破片３点の分析も行う｡ 各試料

の報告番号は分析結果を呈示した第598図に併記す

る｡

(%�)*

これまで当社では､ 尾張地域および伊勢地域の遺

跡から出土した土器について､ 胎土中の砂分の重鉱

物組成を胎土の特徴とする方法により､ 多くの試料

を分析してきた｡ これらの結果との比較参照も考慮

して､ 本分析でもこの方法に従う｡ 処理方法は以下

の通りである｡

土器片をアルミナ製乳鉢により粉砕し､ 水を加え

超音波洗浄装置により分散､ #250の分析篩により水

洗､ 粒径1／16mm以下の粒子を除去する｡ 乾燥の後､

篩別し､ 得られた1／4mm－1／8mmの粒子をポリタン

グステン酸ナトリウム (比重約2.96) により重液分

離､ 重鉱物を偏光顕微鏡下にて同定した｡ 同定の際､

斜め上方からの落射光下で黒色金属光沢を呈するも

のを不透明鉱物とし､ それ以外の不透明粒および変

質等で同定の不可能な粒子は ｢その他｣ とした｡ 鉱

物の同定粒数は250個を目標とし､ その粒数％を算

出し､ グラフに示す｡ グラフでは､ 同定粒数が100

個未満の試料については粒数％を求めずに多いと判

断される鉱物を呈示するにとどめる｡

+%,-
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分析結果を第１表､ 第597図に示す｡ また､ 参考

試料とした筋違遺跡出土試料の分析結果を第２表､

第598図に示す｡ 大きくは､ ｢その他｣ とした変質粒

の多い組成と角閃石の多い組成とに分けられるが､

それに伴う斜方輝石､ 黒雲母､ ザクロ石および不透

明鉱物などの鉱物の量比により､ 細分することが可

能である｡ ここでは､ 筋違遺跡の試料も含めて､ 以

― 428 ―



下に述べる１～６類までの分類を行った｡

����

｢その他｣ が多く､ 少量または微量の斜方輝石､

角閃石および不透明鉱物を伴う｡ 試料によっては角

閃石の一部が酸化角閃石に変質している｡ 本分類に

おいて多量に認められる ｢その他｣ とした粒は､ 鏡

下の観察から､ 風化した雲母鉱物粒であると判断さ

れる｡ また､ 斜方輝石､ 角閃石､ 不透明鉱物の３者

間では､ 斜方輝石と不透明鉱物の２者が角閃石より

も多い傾向にある｡ これに分類される試料は､ 菟上

遺跡の584､ 761､ 630､ 880､ 1261､ 1202であり､ 同

定粒数100個未満の559も１類に分類される可能性が

ある｡ 今回の菟上遺跡試料の中では最も多い胎土で

ある｡

����

｢その他｣ が多く､ 少量または微量の斜方輝石､

角閃石および不透明鉱物を伴うことは､ １類と同様

であるが､ 斜方輝石と不透明鉱物に対して､ 角閃石

の量が突出することから､ １類と区別して２類とし

た｡ これに分類される試料は､ 菟上遺跡の608の１

点のみである｡

����

本分類も ｢その他｣ の多い組成であるが､ 黒雲母

を特徴的に含むことから３類を設定した｡ 試料によっ

ては､ 黒雲母以外に角閃石や不透明鉱物を少量また

は微量含む｡ これに分類される試料は､ 菟上遺跡の

1440､ 564､ 825の３点である｡

����

角閃石が非常に多く､ 少量または微量の黒雲母や

不透明鉱物を伴う｡ これに分類される試料は､ 菟上

遺跡の572と909の２点である｡

����

４類と同様に角閃石が非常に多い組成ではあるが､

後述する地質との関係から､ ザクロ石を少量含む組

成を５類に設定した｡ これに分類される試料は､ 菟

上遺跡の585と844の２点と筋違遺跡の86､ 91の２点

である｡

����

４類､ ５類と同様に角閃石の多い組成であり､ ５

類と同様に少量のザクロ石も伴う｡ 本分類は､ さら

に中量の斜方輝石を含むことで､ ５類と区別した｡

これに分類される試料は､ 筋違遺跡の66の１点のみ

である｡

	��
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菟上遺跡の６点の試料のうち､ １類と３類が各２

点ずつ､ 残る２点は２類と５類である｡ 一方､ 筋違

遺跡の３点の試料は､ ５類が２点､ ６類が１点であ

る｡

���

試料は１点のみであり､ １類である｡

�����

試料は１点のみであり､ ４類である｡

�����

試料は１点のみであり､ １類である｡

�����

２点の試料はともに１類である｡

���������

試料は１点のみであり､ ４類である｡

 �!"����

３点の試料は､ １､ ３､ ５の各類に分かれる｡

�#$%
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今回の菟上遺跡試料の胎土の特徴として第一に指

摘できることは､ ｢その他｣ とした雲母鉱物の風化

粒の多い重鉱物組成である｡ １～３類の組成がこれ

に相当するが､ 菟上遺跡試料の中では､ 異形壺と撥

ね上げ口縁甕以外の器種全てに､ １～３類のいずれ

かの胎土が認められる｡ このことは､ １～３類の胎

土が､ いわゆる ｢在地性｣ を示唆している可能性が

ある｡ 菟上遺跡の位置する朝明川流域の地質学的背

景は､ 上流部の山地では鈴鹿山脈を構成する鈴鹿花

崗岩であり､ 中下流部では段丘を構成する更新世の

砂礫層と朝日丘陵や垂坂丘陵などの丘陵地を構成す

る鮮新～更新世の砂・泥・礫層である東海層群であ

る (原山ほか, 1989；吉田ほか, 1991)｡ これらの

地質の中で､ 重鉱物粒のおもな給源となるのは､ 鈴

鹿花崗岩と東海層群中に多数狭在する火山灰層 (吉
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川ほか, 1988) の２者であると考えられる｡ 鈴鹿花

崗岩は､ 主に黒雲母花崗岩と角閃石黒雲母花崗岩か

ら構成されており (原山ほか, 1989)､ 東海層群中

の火山灰層の多くは黒雲母・角閃石・斜方輝石・不

透明鉱物主体の重鉱物組成を示す｡ したがって､ １

～３類の特徴である ｢その他｣ とした雲母鉱物粒が

多いこと､ それに伴う鉱物が角閃石や黒雲母および

斜方輝石と不透明鉱物であることは､ 朝明川流域の

地質学的背景とよく一致する｡

ここで､ 同一の地質学的背景を有する河川の流域

において､ １～３類のような違いがあることの原因

としては､ 岩石や火山灰の様々な風化・再堆積過程

の結果と考えることができる｡ ところで､ 矢作ほか

(1997) による伊勢地域を流れる諸河川の河川砂の

重鉱物分析結果では､ 朝明川の組成は､ 黒雲母が多

く､ 少量の角閃石と不透明鉱物を伴うという組成で

ある｡ この試料が採取された場所の堆積物では､ 黒

雲母粒の風化程度が軽かったためにこのような組成

となったが､ この黒雲母のほとんどが ｢その他｣ に

なったとしたら､ 今回の１～３類の組成とよく類似

したものになる｡

角閃石の多い組成である４類については､ 各鉱物

の量比から見れば､ １～３類との違いは大きいが､

鉱物の種類については､ 少量または極めて微量なが

らも斜方輝石や黒雲母および不透明鉱物を伴うなど

１～３類と共通する｡ 角閃石の由来は鈴鹿花崗岩に

も東海層群の火山灰にも求めることができるから､

４類の胎土についても朝明川流域内における多様性

の中に含まれる可能性がある｡

５類については､ 角閃石の多い組成ではあるが､

朝明川流域内における多様性の中には含められない｡

その理由は､ ザクロ石が比較的多く含まれるからで

ある｡ ザクロ石は､ 鈴鹿花崗岩の中には含まれてお

らず､ 鈴鹿花崗岩の周縁に分布する岩脈の中に少量

含まれているのみである (原山ほか, 1989) ことか

ら､ 朝明川流域の堆積物に微量含まれることはあっ

ても今回の５類ほどの量比で含まれることは考えに

くい｡ ５類は､ 今回の参考試料である雲出川流域に

位置する筋違遺跡の試料に認められている｡ また､

前述した矢作ほか (1997) では､ 各鉱物の量比は異

なるものの､ 安濃川および雲出川の河川砂に５類と

類似する組成が認められる｡ 雲出川流域の地質学的

背景の主たる構成要素は､ 布引山地を構成する領家

帯の花崗岩類と変成岩類である｡ 吉田ほか (1995)

による岩石記載から､ 角閃石は､ 領家帯の花崗岩類

の主要な鉱物であり､ ザクロ石は､ 領家変成岩の主

要な鉱物であることがわかる｡ したがって､ ５類の

胎土は雲出川流域という範囲での在地性を示唆する

ものである可能性が高い｡ なお､ 参考試料のみに認

められた６類については､ 雲出川流域内での多様性

の一つと考えてよい｡ 斜方輝石の給源としては､ や

はり､ 中勢地域の丘陵を構成している東海層群中の

火山灰層であると考えられる｡

なお､ ５類の組成と同様の胎土は､ 伊勢湾岸地域

における弥生時代後期～古墳時代前期の土器である

Ｓ字甕の多くに認められており､ 該期の中勢地域と

尾張地域との関係を考える上で重要な資料の一つと

されている｡

さらに一方で､ ５類の組成と同様の胎土は､ 中勢

地域とは伊勢湾を挟んで対岸に位置する西三河地域

における弥生時代中期の土器にも認められている｡

これは､ 上述した５類の重鉱物の由来とした領家帯

の花崗岩類および変成岩類が､ 西三河地域の背後に

も広く分布していることによる｡ したがって､ ５類

の胎土は､ 西三河地域を示唆する可能性も有してい

るということができる｡
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今回の菟上遺跡における弥生時代中期の土器は､

上述の胎土重鉱物組成から､ 器種に関わらず､ ほと

んどが朝明川流域という範囲での在地であると考え

られる｡ その中で､ 広口壺の585とく字形口縁甕の

844に中勢地域からの搬入を示唆する胎土が認めら

れた｡ 広口壺の585は､ 発掘調査所見では三河系と

されており､ 在地とは異なる外観が認識されている｡

上述のようにその産地は中勢地域である可能性があ

るといえるが､ 同時に､ 西三河地域である可能性も

ある｡ 三河系とされる外観も考慮すると､ その産地

の推定にはさらに類例を分析するなどの検討を要す

る｡ なお､ 菟上遺跡試料の広口壺の中には､ 播磨系

とされている試料 (584) もあるが､ これは､ 前述

のように朝明川流域産である可能性が高い｡ また､
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く字形口縁甕の844は､ 逆に所見では在地系かとさ

れている｡ 他の菟上遺跡のく字形口縁甕２点は､ 胎

土からも在地の可能性が高いといえる｡

ところで､ 伊勢湾岸地域における弥生時代中期の

土器を対象とした胎土分析では､ 尾張低地西部に位

置する愛知県稲沢市所在の一色青海遺跡で比較的ま

とまった試料数の分析例がある (矢作, 1998)｡ 一

色青海遺跡出土の弥生中期の土器では､ ８種類の胎

土が識別されているが､ 大きくは尾張低地という範

囲での在地の胎土と伊勢平野中～南部地域を示すと

考えられる胎土とに分類されるとした｡ 前者の胎土

は､ 斜方輝石と単斜輝石を主体とする重鉱物組成で

あり､ 後者は角閃石を主体とする重鉱物組成である｡

今回の分析結果と比較すると､ 今回の在地すなわち

朝明川流域の北勢地域を示すとした１～３類の組成

に類似した胎土は､ 一色青海遺跡の試料の中には認

められない｡ 一色青海遺跡の分析では､ 尾張地域と

中勢～南勢地域との関係を示唆したが､ 北勢地域と

の関係については､ 資料が不足していたことから言

及しなかった｡ 今回の分析により､ 一色青海遺跡の

弥生中期の土器においては､ 北勢地域との関連性は

低いとの可能性が高くなったと言える｡

今回の結果は､ 伊勢湾岸地域における弥生時代中

期の様相を考える上で､ 重要な意味を持つ可能性が

あり､ 今後の北勢地域における分析例の蓄積が望ま

れる｡
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報
告
書
番
号

斜
方
輝
石

単
斜
輝
石

角
閃
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石
族

黒
雲
母

緑
レ
ン
石

ザ
ク
ロ
石

紅
柱
石

コ
ラ
ン
ダ
ム

ジ
ル
コ
ン

電
気
石

不
透
明
鉱
物

そ
の
他

合
計

584 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 235 250

585 1 0 178 0 0 0 1 12 1 0 3 2 40 11 249

559 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 29 40

608 6 0 24 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 210 250

1440 2 0 12 0 0 10 1 3 2 0 6 0 39 175 250

564 1 1 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 214 250

761 48 1 13 18 0 0 0 0 1 0 0 2 30 137 250

572 1 0 177 14 0 1 2 4 0 1 4 3 13 30 250

630 13 0 20 0 0 0 0 2 0 0 3 2 19 191 250

880 17 0 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 32 179 250

1261 10 1 19 2 0 0 0 0 0 0 2 0 28 188 250

909 1 0 227 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 9 250

825 2 0 4 0 0 25 0 0 0 0 1 0 9 209 250

844 1 0 173 0 0 0 0 22 1 0 1 0 29 23 250

1202 21 0 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 42 178 250

報
告
書
番
号

斜
方
輝
石

単
斜
輝
石

角
閃
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石
族

黒
雲
母

緑
レ
ン
石

ザ
ク
ロ
石

紅
柱
石

コ
ラ
ン
ダ
ム

ジ
ル
コ
ン

電
気
石

不
透
明
鉱
物

そ
の
他

合
計

66 57 1 142 1 3 1 0 22 4 0 1 0 15 3 250

86 2 0 117 1 0 0 0 41 0 0 2 0 63 24 250

91 0 0 16 0 0 0 0 25 0 0 0 0 7 4 52
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菟上遺跡第１・２次調査では谷部から花粉分析の

対象となる堆積物および種実遺体が得られた｡

これらの試料に対して分析を行い､ 弥生時代から

古墳時代の植生､ 環境､ 農耕の検討を行った｡

?;@A��

B�C�4

種子植物やシダ植物等が生産する花粉・胞子は分

解されにくく堆積物中に保存される｡ 花粉は空中に

飛散する風媒花植物と虫媒花植物等があり､ 虫媒花

植物に対し風媒花植物は非常に多くの花粉を生産す

る｡ 花粉は地表に落下後､ 一部土壌中に留まり､ 多

くは雨水や河川で運搬され水域に堆積する｡ 堆積物

より抽出した花粉の種類構成や相対比率から､ 地層

の対比を行ったり､ 植生や土地条件の古環境や古気

候の推定を行う｡ 普通､ 比較的広域に分布する水成

堆積物を対象として､ 堆積盆単位などのやや広域な

植生や環境と地域的な対比に用いられる｡ 考古遺跡

では堆積域の狭い遺構などの堆積物も扱い､ 局地的

な植生や環境の復元にも用いられている｡

B?CDE

試料は､ 菟上遺跡第１次調査により検出されたＳ

Ｔ801の堆積物 (試料１､ ４､ ７､ 12､ 15､ 20､ 25､

30､ 33､ 41) 10点､ 第２次調査より検出されたＳＴ

802の堆積物 (試料２､ ４､ ７､ 10､ 14､ 16) 6点､

ＳＴ804第１地点の堆積物 (４､ ５､ ６､ ７､ ８､

９､ 10､ 11､ 14層) 9点､ 第２地点の堆積物 (11､

14､ 26､ 27､ 32､ 38､ 39､ 41､ 42､ 43､ 44層) 11点

の計36点である｡ なお､ 各谷の堆積物はシルトから

砂礫の堆積物であり､ 試料採取は有機質が多い細粒

の堆積層から行った｡

BFCGH

花粉粒の分離抽出は､ 基本的には中村 (1973) を

参考にして､ 試料に以下の物理化学処理を施して行っ

た｡

１) ５％水酸化カリウム溶液を加え15分間湯煎する｡

２) 水洗した後､ 0.5mmの篩で礫などの大きな粒子

を取り除き､ 沈澱法を用いて砂粒の除去を行う｡

３) 25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置する｡

４) 水洗した後､ 氷酢酸によって脱水し､ アセトリ

シス処理 (無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマン氏液

を加え１分間湯煎) を施す｡

５) 再び氷酢酸を加えた後､ 水洗を行う｡

６) 沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色を行い､ グ

リセリンゼリーで封入しプレパラートを作製する｡

以上の物理・化学の各処理間の水洗は､ 遠心分離

(1500rpｍ､ ２分間) の後､ 上澄みを捨てるという

操作を３回繰り返して行った｡

検鏡はプレパラート作製後直ちに､ 生物顕微鏡に

よって300～1000倍で行った｡ 花粉の同定は､ 島倉

(1973) および中村 (1980) をアトラスとして､ 所

有の現生標本との対比で行った｡ 結果は同定レベル

によって､ 科､ 亜科､ 属､ 亜属､ 節および種の階級

で分類した｡ 複数の分類群にまたがるものはハイフ

ン (－) で結んで示した｡ なお､ 科・亜科や属の階

級の分類群で一部が属や節に細分できる場合はそれ

らを別の分類群とした｡ イネ属に関しては､ 中村

(1974､ 1977) を参考にして､ 現生標本の表面模様・

大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して分類してい

るが､ 個体変化や類似種があることからイネ属型と

した｡

BICJK

出現した分類群は､ 樹木花粉33､ 樹木花粉と草本

花粉を含むもの４､ 草本花粉28､ シダ植物胞子２形

態の計67である｡ これらの学名と和名および粒数を

第３表､ 第４表に示し､ 花粉数が200個以上計数で

きた試料は､ 花粉総数を基数とする花粉ダイアグラ

ムを第600図､ 第601図および第602図に示す｡ また､
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樹木花粉数を基数とする花粉ダイアグラムを第603

図､ 第604図および第605図に示す｡ なお､ 200個未

満であっても100個以上の試料については傾向をみ

るため参考に図示し､ 主要な分類群は写真に示した｡

以下に出現した分類群を記す｡

[樹木花粉]

マキ属､ モミ属､ トウヒ属､ ツガ属､ マツ属複維

管束亜属､ マツ属単維管束亜属､ スギ､ コウヤマキ､

イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科､ ヤマモモ属､ ク

ルミ属､ サワグルミ､ ハンノキ属､ カバノキ属､ ハ

シバミ属､ クマシデ属－アサダ､ クリ､ シイ属､ ブ

ナ属､ コナラ属コナラ亜属､ コナラ属アカガシ亜属､

ニレ属－ケヤキ､ エノキ属－ムクノキ､ サンショウ

属､ キハダ属､ モチノキ属､ カエデ属､ トチノキ､

ブドウ属､ ツタ､ ハイノキ属､ エゴノキ属､ ニワト

コ属－ガマズミ属

[樹木花粉と草本花粉を含むもの]

クワ科－イラクサ科､ バラ科､ マメ科､ ウコギ科

[草本花粉]

ガマ属－ミクリ属､ オモダカ属､ イネ科､ イネ属

型､ カヤツリグサ科､ ホシクサ属､ イボクサ､ ミズ

アオイ属､ ネギ属､ タデ属サナエタデ節､ ギシギシ

属､ ソバ属､ アカザ科－ヒユ科､ ナデシコ科､ キン

ポウゲ属､ アブラナ科､ ノブドウ､ フウロソウ属､

アカバナ科､ チドメグサ亜科､ セリ亜科､ シソ科､

ゴマ､ オオバコ属､ タンポポ亜科､ キク亜科､ オナ

モミ属､ ヨモギ属

[シダ植物胞子]

単条溝胞子､ 三条溝胞子

��������	


���������������������������

���������

試料41からは比較的多く花粉が出現した｡ また､

試料１から試料25では､ 花粉の出現率は極めて低い

か､ 花粉が検出されないかである｡ 比較的花粉が検

出された試料30､ 33､ 41に関しては､ 花粉群集の構

成と組成の変遷から１-１-Ⅰ帯の１つの花粉分帯を

設定した｡

������������

樹木花粉では､ 主にコナラ属アカガシ亜属が多く

出現する｡ また､ シイ属､ クリなども比較的多く出

現するほか､ スギ､ エノキ属－ムクノキなども検出

される｡ 草本花粉では､ イネ属型を含むイネ科やシ

ソ科､ セリ亜科などが出現する｡

������������������������

試料２､ ４､ 10においては､ 花粉はほとんど検出

されない｡ また､ 比較的多く花粉が検出された試料

７､ 14､ 16に関しては､ 下位より２-２-Ⅰ帯､ ２-

２-Ⅱ帯の花粉分帯を設定した｡

���������������

樹木花粉の占める割合は､ 草本花粉よりも高く､

シイ属が高率に出現するほか､ コナラ属アカガシ亜

属､ クリ､ スギなどが比較的多く出現する｡ また､

イネ属型を含むイネ科やオナモミ属､ カヤツリグサ

科､ ヨモギ属などの草本花粉がやや多く検出される｡

�����������

草本花粉よりも樹木花粉の占める割合が高く､ 主

にコナラ属アカガシ亜属が出現する｡ その他､ シイ

属､ スギ､ マツ属複維管束亜属､ クマシデ属－アサ

ダなどが検出される｡ 草本花粉では､ ヨモギ属､ イ

ネ科が検出される｡

 ������!�"#�����$���%�&�
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分析の結果､ 各試料からは花粉は検出されなかっ

た｡

�������!�"#�����������(�������
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分析の結果､ 試料12から試料20までは､比較的多く

の花粉が検出された｡また､これらの試料に関しては､

花粉群集の構成と組成の変遷から､下位より４-２-Ⅰ

帯､４-２-Ⅱ帯､４-２-Ⅲ帯の花粉分帯を設定した｡

������������������'�

樹木花粉の占める割合は､ 草本花粉よりもやや高

く､ コナラ属アカガシ亜属､ シイ属が比較的多く出

現する｡ また､ スギ､ クリなども検出される｡ 草本

花粉においては､ 主にイネ属型を含むイネ科が高率

で出現し､ シソ科も多く検出される｡

�����������)'�

樹木花粉および草本花粉の出現率はほぼ同じであ

り､ コナラ属アカガシ亜属､ シイ属､ スギなどの樹

木花粉が比較的多く出現するほか､ 草本花粉ではイ

ネ属型を伴うイネ科が高率で出現する｡ また､ ヨモ
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ギ属やソバも伴われる｡

���������	�
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樹木花粉よりも草本花粉の占める割合が多く､ イ

ネ属型を含むイネ科の出現率が高く､ 次いでヨモギ

属が多く出現する｡ また､ カヤツリグサ科､ ソバ属､

アブラナ科なども伴われる｡ 樹木花粉の出現率は低

く､ スギ､ シイ属､ コナラ属アカガシ亜属､ コナラ

属コナラ亜属などが検出される｡

������

����

植物の種子や果実は比較的強靱なものが多く､ 堆

積物中に残存する｡ 堆積物から種実を検出しその群

集の構成や組成を調べ､ 過去の植生や群落の構成要

素を明らかにし古環境の推定を行うことが可能であ

る｡ また､ 出土した単体試料等を同定し､ 栽培植物

や固有の植生環境を調べることができる｡

����

試料は､菟上遺跡第２次調査､ＳＴ804第２地点Ｌ

地区ＳＴ804砂礫(33層)の選別済み種実１点である｡

����

試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し､ 形態的

特徴および現生標本との対比によって同定を行った｡

結果は同定レベルによって科､ 属､ 種の階級で示し

た｡

����

樹木21､ 樹木・草本を含むもの１､ 草本13の計35

が同定された｡ 学名､ 和名および粒数を第５表に示

し､ 主要な分類群を写真に示す｡ 以下に同定根拠と

なる形態的特徴を記す｡

[樹木]

イヌガヤ ���������	
�����������������

種子 イヌガヤ科 (図版９)

茶褐色で長楕円形を呈す｡ 表面には顆粒状の隆起

がある｡ 断面は両凸レンズ形である｡

ヤマモモ ������
����������
���

核 ヤマモモ科

広楕円形を呈す｡ 側面は楕円形でやや扁平｡

イヌシデ �����
ＳＴ����������	��

果実 カバノキ科

果実は茶褐色で倒卵形を呈す｡ 断面は両凸レンズ

形である｡

ツブラジイ ��ＳＴ�������
���������������

堅果・殻斗 ブナ科 (図版９)

堅果は広卵形を呈し､ 先端に花柱が見られる｡

殻斗は暗灰褐色で､ 外表面に小さな突起が帯状に

並んでいる｡

イチイガシ �
���
�������
��

堅果・幼果 ブナ科 (図版９)

黒褐色で楕円形を呈し､ 先端に明瞭な花柱を持つ｡

花柱の先端は直上かやや内側に向き､ 殻斗壁が厚い｡

幼果は黒褐色で輪状紋の殻斗に包まれている｡ 上

端は花柱が突出している｡

コナラ属アカガシ亜属

�
���
��
�������������������

堅果・殻斗 ブナ科 (図版９)

黒色で､ 楕円形を呈する｡ 表面はなめらかである｡

殻斗は黒褐色でゆるやかな椀状を呈し､ 輪状紋が

ある｡

なお､ 殻斗に輪状紋をもつコナラ属アカガシ亜属

で基部から先端に向かって直線的な椀状を呈するも

のをイチイガシとした｡ イチイガシ (幼果) は黒褐

色で楕円形を呈し､ 先端に明瞭な花柱を持つ｡ 花柱

の先端は直上かやや内側に向き､ 殻斗壁が厚い｡

ムクノキ �����������������������核 ニレ科

淡褐色で広倒卵形を呈し､ 一側面は狭倒卵形で厚

く､ 他方は稜になって薄い｡

ケヤキ �������������������

果実 ニレ科 (図版９)

黒褐色で､ 側面観は腎形､ 上面観は円形を呈する｡

基部に円形のへそがあり､ そこから灰白色の繊維が

放射状に発達する｡

クワ属 ���
� 種子 クワ科 (図版９)

茶褐色で広倒卵形を呈し､ 基部に突起がある｡ 表

面はやや粗い｡

ウメ ��
�
��
���������
���

核 バラ科 (図版９)

茶褐色で楕円形を呈し､ 側面に縫合線が走る｡ 表

面には小孔が散在する｡

サクラ属サクラ節 ��
�
���������
�������
�

核 バラ科

黄褐色で楕円形を呈し､ 下端が大きくくぼむ｡ 側

面に縫合線が走る｡ 表面はやや粗い｡
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キイチゴ属 ����� 核 バラ科 (図版９)

淡褐色でいびつな半円形を呈す｡ 表面には大きな

網目模様がある｡

キハダ �����	
��
�	�������������

種子 ミカン科

黒色で半円形を呈し､ 一側面に細長いへそがある｡

表面には微細な網目模様がある｡

カラスザンショウ

����	����������	�
��������������

種子 ミカン科 (図版９)

黒色で楕円形を呈し､ 側面に長く深いへそがある｡

表面には大きい網目模様がある｡

イヌザンショウ

����	������������	����������������

種子 ミカン科 (図版９)

種子は黒褐色で楕円状球形を呈す｡ 側面に長く深

いへそがある｡ 表面にやや大きな網目模様がある｡

アカメガシワ ���	�����	�����������������

種子 トウダイグサ科 (図版９)

黒色で球形を呈し､ ｢Ｙ｣ 字状のへそがある｡ 表

面にはいぼ状の突起が密に分布する｡

ウルシ属 ���� 種子 ウルシ科 (図版９)

茶褐色で楕円形を呈す｡ 表面には微細な縦方向の

模様がある｡ 断面は扁平である｡

ブドウ属 ����� 種子 ブドウ科 (図版９)

黒褐色で倒卵形を呈す｡ 腹面に ｢ハ｣ 字状の孔が

２つあり､ 背面には楕円形のカラザがある｡

ヒサカキ ����������

種子 ツバキ科 (図版９)

黄褐色で不整形を呈す｡ 表面に多数の小孔がある｡

ハクウンボク �����	����������������

核 エゴノキ科 (図版10)

黒褐色で楕円形を呈し､ 下端にへそがある｡ 表面

に３本の浅い溝と､ 低い稜がある｡

クサギ  ���	
��
��������	�	���������核

暗褐色で倒卵形を呈す｡ 断面は三日月形｡ 腹部の

一端には発芽口があり､ 背面の表面には大きな網目

状の模様がある｡

ニワトコ �����������	�
��!���������
�

種子 スイカズラ科 (図版10)

黄褐色～茶褐色で楕円形を呈す｡ 一端にへそがあ

る｡ 表面には横方向の隆起がある｡

[樹木・草本を含むもの]

ウコギ科 ������� 種子 (図版10)

淡褐色ないし茶褐色で､ 半月状を呈する｡ 断面は

扁平､ 向軸側はほぼ直線状になり､ 肺軸側には浅い

溝が２～３本走る｡ 表面はざらつく｡

[草本]

イネ "��#���$%�

果実・穎 イネ科 (図版10)

炭化しているため黒色である｡ 長楕円形を呈し､

胚の部分がくぼむ｡ 表面には数本の筋が走る｡

穎は茶褐色で扁平楕円形を呈し､ 下端に枝梗が残

る｡ 表面には微細な顆粒状の突起がある｡

ホタルイ属 �������

果実 カヤツリグサ科 (図版10)

黒褐色で､ やや光沢がある｡ 広倒卵形を呈し､ 断

面は両凸レンズ形である｡ 表面には横方向の微細な

隆起がある｡

カヤツリグサ科  ������� 果実 (図版10)

茶褐色で倒卵形を呈す｡ 断面は三角形である｡

ミゾソバ �	���	�������������������������

果実 タデ科 (図版10)

黄褐色で三角状広卵形を呈し､ 基部に小突起があ

る｡ 表面には微細な網目模様がある｡

タデ属 �	���	��� 果実 タデ科 (図版10)

黒褐色で先端がとがる卵形を呈す｡ 表面にはやや

光沢があり､ 断面は三角形である｡

黒褐色で先端がとがる広卵形を呈す｡ 表面には網

目模様があり､ 断面は両凸レンズ形である｡

ナデシコ科  ��	�������� 種子 (図版10)

黒色で円形を呈し､ 側面にへそがある｡ 表面全体

に突起がある｡

タガラシ �����������������%�

果実 キンポウゲ科 (図版10)

黄褐色で､ 扁平である｡ 側面にしわはないが､ 滑

らかではない｡

ツリフネソウ &������ＳＴ���	����'�

種子 ツリフネソウ科 (図版10)

黒褐色でやや光沢がある｡ 倒卵形を呈し､ 一端に

やや突出したへそがある｡ 表面には隆起が不規則に

走る｡
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シソ属 ������� 果実 シソ科 (図版10)

茶褐色で円形を呈し､ 下端にヘソがある｡ 表面に

は大きい網目模様がある｡

ヒョウタン類 ����	����
��������ＳＴ�	��

種子 ウリ科 (図版10)

淡褐色で楕円形を呈す｡ 上端にはへそと発芽孔が

あり､ 下端は波うつ切形を呈す｡ 表面には縦に２本

の低い稜が走る｡

藤下がヒョウタン仲間とするものには､ ヒョウタ

ン・フクベ・カンピョウが含まれ､ このうちフクベ・

カンピョウは食用になる｡

ウリ類 ������
�����

種子 ウリ科 (図版10)

淡褐色～黄褐色である｡ 楕円形を呈し､ 一端には

｢ハ｣ 字状のへこみがある｡

藤下 (1992) による長さ8.1mm以上の大粒種子

(モモルディカ型) にあたる｡

オナモミ ��	�����ＳＴ�������� �

果実 キク科

黒褐色で長楕円形を呈し､ 先端は２本の突起が伸

びる｡ 表面にかぎ状の突起が全体に分布する｡

キク科 �����
���� 果実 キク科 (図版10)

茶褐色で楕円形を呈し､ 両端は切形となる｡ 表面

には縦方向に８本程度の筋が走る｡

��������	


ＳＴ804第２地点のＬ地区ＳＴ804 (33層) の種実

は､ 樹木のツブラジイが非常に多かった｡ 他に､ ヒ

サカキ､ ハクウンボク､ 草本ではミゾソバ､ タデ属､

ウリ類がやや多い｡ これらの植物は以下の特徴で大

きく分けられる｡

�����

明らかな栽培植物としてウメ､ イネ､ ヒョウタン

類､ ウリ類があげられる｡ 周辺で栽培されたり近隣

からもたらされたものが､ 投棄されたと考えられる｡

������

自然に生育するが､ 食用または利用される植物と

して､ ツブラジイ､ イヌガヤ､ クワ属､ キイチゴ属､

ブドウ属がある｡ これらは森林内や人為環境に近い

林縁周辺に分布する樹木である｡

��������������� !��

ホタルイ属､ カヤツリグサ科､ ミゾソバ､ タデ属､

タガラシ､ ツリフネソウ､ シソ属などの草本は､ 比

較的湿潤な環境を好む人里植物でもある｡ ヒサカキ

は､ 乾燥した斜面に生育する｡

"#�$

菟上遺跡第１・２次調査では､ ＳＴ801､ ＳＴ802､

ＳＴ804の３地点で花粉分析を行った｡ ＳＴ801､ Ｓ

Ｔ802では下部の堆積物からのみ花粉が得られた｡

これらの群集組成は､ 比較的連続して花粉が得られ

たＳＴ804第２地点の下部の花粉群集と類似し､ 対

比されるとみなされる｡ また､ これらは､ ＳＴ804

第２地点の遺物の年代観から､ 弥生時代中期後半に

あたる｡

１-１-Ⅰ帯 (試料41)､ ２-２-Ⅰ帯 (試料14､ 16)､

４-２-Ⅰ帯 (41､ 42､ 43､ 44層) の時期には､ 周辺

にカシ類 (コナラ属アカガシ亜属) とシイ類 (シイ

属) を主要素とする照葉樹林が分布していたと考え

られる｡ 谷部にはイネ科､ イネ属型､ シソ科の草本

が主に生育していた｡ シソ科は林縁などのやや陽当

たりの悪いところに生育し､ 谷が林縁に接していた

ことを示唆する｡ イネ属型の出現から､ 谷部ないし

谷に連なる部分に水田が分布していたと推定される｡

ＳＴ804の遺物の時代観から弥生時代中期後半にあ

たる｡

２-２-Ⅱ帯 (試料７)､ ４-２-Ⅱ帯 (38､ 39層)

の時期になると､ 照葉樹林の中でシイが減少しカシ

がやや増加する｡ シイよりカシが湿潤な環境を好む

ため､ 気候の湿潤化の可能性が示唆される｡ ＳＴ802

では草本が減少し､ 森林化が進んだと考えられる｡

ＳＴ804の種実遺体は33層の砂礫から検出された｡

33層は､ ４-２-Ⅱ帯と４-２-Ⅲ帯の間に位置するが､

花粉組成上から下部の４-２-Ⅱ帯に属すると考えら

れる｡ ツブラジイが極めて多く､ ヒサカキやハクウ

ンボクの樹木､ ミゾソバ､ タデ属､ ウリ類がやや多

い｡ 種実が多く検出されたツブラジイやヒサカキは

照葉樹林の主要素で､ 主に乾燥した丘陵上や斜面に

生育する樹木であることから､ 谷の周囲に多かった

とみなされる｡ ミゾソバやタデ属に加え､ ホタルイ

属､ カヤツリグサ科､ タガラシ､ ツリフネソウ､ シ

ソ属は､ 谷沿いに生育する植物や湿生植物ないし抽

水植物であり､ 谷内に生育していたとみなされる｡

ウメ､ イネ､ ヒョウタン類､ ウリ類の栽培植物やイ
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ヌガヤ､ クワ属､ キイチゴ属､ ブドウ属などの食用

となる植物は､ 利用された後に投棄されたと考える

のが妥当であり､ 栽培されたり､ 採集されたもので

ある｡ また､ イネ (穎) や水田雑草であるタガラシ

が検出されることから､ 谷で水田が営まれていた可

能性もある｡

４-２-Ⅲ帯 (26､ 27､ 32層) の時期は､ 樹木花粉

が減少するため周辺で森林が縮小し､ イネ科､ ヨモ

ギ属､ カヤツリグサ科､ アブラナ科などが生育する

草本域が拡大する｡ 中でも､ 栽培植物であるソバ属

の出現率が上部に向かって増加するため､ ソバ属な

どの畑作が営まれ拡大したとみられる｡ また､ 水田

雑草であるミズアオイ属が出現することから､ 谷ま

たは近隣に水田が分布していたと推定される｡ この

時期は､ 遺物による時代観が弥生時代中期後半から

古墳時代にあたるが､ ソバ栽培の盛行する時期は平

安時代から中世であり (金原､ 1993)､ 試料採取地

点が斜面のため堆積速度が遅いことから､ 時期がよ

り下る可能性も考えられる｡

なお､ ＳＴ804の第１地点は花粉が検出されなかっ

た要因として､ 第１地点は谷の中心部ではなく斜面

にあたることから､ 常に水に浸かっている堆積環境

ではなく､ 花粉などの有機質遺体の保存状態が良好

に維持されにくいことが考えられ､ 花粉の分解が進

むような乾燥あるいは乾湿を繰り返していたと推定

される｡

�����

菟上遺跡第１・２次調査では､ ＳＴ801､ ＳＴ802､

ＳＴ804の３地点で花粉分析を行った結果､ ３時期

の変遷が認められた｡ 以下､ 下位より順に推定され

る植生､ 環境､ 農耕の変遷をまとめる｡

���	
���������������

��������������

周辺はカシ林とシイ林の照葉樹林が分布していた｡

谷部にはイネ科やシソ科の湿生の草本が生育してい

た｡ 谷部あるいは谷に連なる部分に水田が分布して

いた｡

���	
���������������

�������

照葉樹林の中でシイ林がやや減少する｡ シイ林の

減少は気候の湿潤化の可能性が考えられ､ シイ林よ

り湿潤な環境に適するカシ林が増加したと考えられ

る｡ ＳＴ804の33層の種実遺体は､ ツブラジイが極

めて多いことから､ ＳＴ804の周囲はツブラジイを

主にヒサカキの照葉樹林が分布し､ ＳＴ804は､ ミ

ゾソバ､ タデ属､ ホタルイ属､ カヤツリグサ科､ タ

ガラシ､ ツリフネソウ､ シソ属の谷沿いに分布する

草本や湿生植物ないし抽水植物が生育していた｡ 他

にウメ､ イネ､ ヒョウタン類､ ウリ類の栽培植物や

イヌガヤ､ クワ属､ キイチゴ属､ ブドウ属などの食

用となる植物は､ 利用された後に投棄され､ ＳＴ804

に堆積したと考えられる｡ また､ イネ (穎) や水田

雑草でもあるタガラシが検出されることから､ 谷で

水田が営まれていた可能性も示唆される｡

���	
������� 
�!"

�����#��

周辺で森林が減少し､ イネ科､ ヨモギ属､ カヤツ

リグサ科､ アブラナ科などが生育する草本域が拡大

し､ ソバ属などの畑作が営まれる｡ 谷または近隣に

は水田が分布していた｡
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木材は､ セルロースを骨格とする木部細胞の集合

体であり､ その構造は年輪が形成され針葉樹材や広

葉樹材で特徴ある組織をもつ｡ そのため､ 解剖学的

に概ね属レベルの同定が可能となる｡ 木材は大型の

植物遺体であるため移動性が少なく､ 堆積環境によっ

ては現地性の森林植生の推定が可能になる｡ 考古学

では木材の利用状況や流通を探る手がかりになる｡

特に今回は､ 明瞭な加工を残すいわゆる木製品以外

に､ 任意抽出された自然木や枝打ちしただけの木な

ど､ より現地性が強いと推定される試料も含めて同

定作業を行った｡

�$)*

試料は､ 菟上遺跡より出土した､ 加工木材278点

と ｢さるのこしかけ｣ とされた試料１点の計279点､

さらにそれらといっしょに出土した自然木や枝を払っ

ただけのような極めて簡素な手が加えられた木材か

ら任意に抽出した61点である｡

+$,-

試料は､ カミソリを用いて新鮮な基本的三断面

(木材の横断面､放射断面､接線断面)を作製し､ 生物

顕微鏡によって60～600倍で観察した｡ 同定は解剖

学的形質および現生標本との対比によって行った｡

.$/0

結果は木器観察表 (第２分冊､ 第82～90表) に示

し､ 主要な分類群の顕微鏡写真を示す｡ 以下に解剖

学的特徴を記す｡

カヤ ���������	
�����
������		�

イチイ科 (図版11)

仮道管と放射柔細胞から構成される針葉樹材であ

る｡

横 断 面：早材から晩材への移行は緩やかで､晩材部

の幅は狭く年輪界は比較的不明瞭である｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔はヒノキ型で１分

野に１～４個存在する｡ 仮道管の内壁に

は､ らせん肥厚が存在し２本対になる傾

向を示す｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で､ 仮

道管の内壁には２本対になる傾向を示す

らせん肥厚が存在する｡

以上の形質より､ カヤに同定される｡ カヤは宮城

県以南の本州､ 四国､ 九州と韓国の済州島に分布す

る｡ 常緑の高木で通常高さ25ｍ､ 径90cmに達する｡

材は均質緻密で堅硬､ 弾性強く水湿にも耐え､ 保存

性が高い｡ 弓などに用いられる｡

マキ属 ����	�����マキ科 (図版11)

仮道管､ 樹脂細胞および放射柔細胞から構成され

る針葉樹材である｡

横 断 面：早材から晩材への移行はゆるやかで､ 年

輪界がやや不明瞭である｡ 年輪の中に樹

脂細胞が散在する｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は､ ヒノキ型で１

分野に１～２個存在する｡ 樹脂細胞が散

在する｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で､ １

～20細胞高である｡ 樹脂細胞が多く見ら

れる｡

以上の形質よりマキ属に同定される｡ マキ属には､

イヌマキ､ ナギがあり､ 関東以西の本州､ 四国､ 九

州､ 沖縄に分布する｡ 常緑高木で､ 通常高さ20ｍ､

径50～80cmである｡ 材は､ 耐朽性が強く､ 耐水性も

高い｡ 建築､ 器具､ 桶､ 箱､ 水槽などに用いられる｡

モミ属 �
�� マツ科

仮道管と放射柔細胞から構成される針葉樹材であ

る｡

横 断 面：早材から晩材への移行は比較的緩やかで

ある｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は小型のスギ型で

１分野に１～４個存在する｡ 放射柔細胞

の壁が厚く､ じゅず状末端壁を有する｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型である｡

以上の形質より､ モミ属に同定される｡ モミ属は

日本に５種が自生し､ その内ウラジロモミ､ トドマ

ツ､ シラビソ､ オオシラビソの４種は亜寒帯に分布
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し､ モミは温帯を中心に分布する｡ 常緑高木で高さ

45ｍ､ 径1.5ｍに達する｡ 材は保存性が低く軽軟で

あるが､ 現在では多用される｡

マツ属複維管束亜属 �����������	
�������

マツ科 (図版11)

仮道管､ 放射柔細胞､ 放射仮道管及び垂直､ 水平

樹脂道を取り囲むエピセリウム細胞から構成される

針葉樹材である｡

横 断 面：早材から晩材への移行は急で､ 垂直樹脂

道が見られる｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は窓状である｡ 放

射仮道管の内壁には鋸歯状肥厚が存在す

る｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型である

が､ 水平樹脂道を含むものは紡錘形を呈

する｡

以上の形質より､ マツ属複維管束亜属に同定され

る｡ マツ属複維管束亜属には､ クロマツとアカマツ

があり､ どちらも北海道南部､ 本州､ 四国､ 九州に

分布する｡ 常緑高木である｡ 材は水湿によく耐え､

広く用いられる｡

スギ �����������������
	
�

スギ科 (図版12)

仮道管､ 樹脂細胞および放射柔細胞から構成され

る針葉樹材である｡

横 断 面：早材から晩材への移行はやや急で､ 晩材

部の幅が比較的広い｡ 樹脂細胞が見られ

る｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は典型的なスギ型

で､ １分野に２個存在するものがほとん

どである｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で､ 10

細胞高以下のものが多い｡ 樹脂細胞が存

在する｡

以上の形質よりスギに同定される｡ スギは本州､

四国､ 九州､ 屋久島に分布する｡ 日本特産の常緑高

木で､ 高さ40ｍ､ 径２ｍに達する｡ 材は軽軟である

が強靭で､ 広く用いられる｡

ヒノキ ����������������������	

ヒノキ科 (図版12)

仮道管､ 樹脂細胞および放射柔細胞から構成され

る針葉樹材である｡

横 断 面：早材から晩材への移行はゆるやかで､ 晩

材部の幅はきわめて狭い｡ 樹脂細胞が見

られる｡

放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は､ ヒノキ型で１

分野に２個存在するものがほとんどであ

る｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で､ １

～15細胞高である｡

以上の形質よりヒノキに同定される｡ ヒノキは福

島県以南の本州､ 四国､ 九州､ 屋久島に分布する｡

日本特産の常緑高木で､ 通常高さ40ｍ､ 径1.5ｍに

達する｡ 材は木理通直､ 肌目緻密で強靭､ 耐朽､ 耐

湿性も高い｡ 良材であり､ 建築など広く用いられる｡

ヒノキ属 �������������

横断面､ 放射断面､ 接線断面共にヒノキ科の特徴

を示し､ 分野壁孔は１分野に２個存在するが､ 分野

壁孔の型が不明瞭なものはヒノキ属とした｡

ヒノキ科 ������������

横断面､ 放射断面､ 接線断面共にヒノキ科の特徴

を示し､ 分野壁孔の型及び１分野に存在する個数が

不明瞭なものはヒノキ科とした｡

クリ �������������������	������	

ブナ科 (図版12)

横 断 面：年輪のはじめに大型の道管が､ 数列配列

する環孔材である｡ 晩材部では小道管が､

火炎状に配列する｡ 早材から晩材にかけ

て､ 道管の径は急激に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔である｡ 放射組織は

平伏細胞からなる｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型である｡

以上の形質よりクリに同定される｡ クリは北海道

の西南部､ 本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 落葉の高

木で､ 通常高さ20ｍ､ 径40cmぐらいであるが､ 大き

いものは高さ30ｍ､ 径２ｍに達する｡ 耐朽性強く､

水湿によく耐え､ 保存性の極めて高い材で､ 現在で

は建築､ 家具､ 器具､ 土木､ 船舶､ 彫刻､ 薪炭､ 椎

茸ほだ木など広く用いられる｡

スダジイ ��������������������������

ブナ科 (図版13)

横 断 面：年輪のはじめに中型から大型の道管が､
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やや疎に数列配列する環孔材である｡ 晩

材部で小道管が火炎状に配列する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなる｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型である｡

以上の形質よりスダジイに同定される｡ スダジイ

は本州 (福島県､ 新潟県佐渡以南)､ 四国､ 九州に

分布する｡ 常緑の高木で､ 高さ20ｍ､ 径1.5ｍに達

する｡ 材は耐朽､ 保存性やや低く､ 建築､ 器具など

に用いられる｡

ツブラジイ �����������	
��������	�����

ブナ科 (図版13)

横 断 面：年輪のはじめに中型から大型の道管が､

やや疎に数列配列する環孔材である｡ 晩

材部で小道管が火炎状に配列する｡ 放射

組織は､ 単列のものと集合放射組織が存

在する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなり､ 同性放射組織型である｡

接線断面：放射組織は同性放射組織型で､ 単列のも

のと集合放射組織が存在する｡

以上の形質よりツブラジイに同定される｡ ツブラ

ジイは関東以南の本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 常

緑の高木で､ 高さ20ｍ､ 径1.5ｍに達する｡ 材は耐

朽性､ 保存性低く､ 建築材などに用いられる｡

シイ属 ����������� ブナ科

横 断 面：年輪のはじめに中型から大型の道管がや

や疎に数列配列する環孔材である｡ 晩材

部で小道管が火炎状に配列する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなる｡

接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型のもの

が存在する｡

以上の形質よりシイ属に同定される｡シイ属は本

州(福島県､新潟県佐渡以南)､四国､九州に分布する｡

常緑高木で､高さ20ｍ､径1.5ｍに達する｡材は耐朽､

保存性やや低く､ 建築､ 器具などに用いられる｡

なおシイ属には､ スダジイとツブラジイがあり､

集射組織の有無などで同定できるが､ 本試料は小片

の為､ 広範囲の観察が困難であったので､ シイ属の

同定にとどまる｡

コナラ属アカガシ亜属

�
��	
��
�������	������������

ブナ科 (図版13・14)

横 断 面：中型から大型の道管が､ １～数列幅で年

輪界に関係なく放射方向に配列する放射

孔材である｡ 道管は単独で複合しない｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなる｡

接線断面：放射組織は同性放射組織型で､ 単列のも

のと大型の広放射組織からなる複合放射

組織である｡

以上の形質よりコナラ属アカガシ亜属に同定され

る｡ コナラ属アカガシ亜属にはアカガシ､ イチイガ

シ､ アラカシ､ シラカシなどがあり､ 本州､ 四国､

九州に分布する｡ 常緑高木で､ 高さ30ｍ､ 径1.5ｍ

以上に達する｡ 材は堅硬で強靭､ 弾力性強く耐湿性

も高い｡ 特に農耕具に用いられる｡

エノキ属 ������ニレ科 (図版14)

横 断 面：年輪のはじめに中型から大型の道管が１

～２列配列する環孔材である｡ 孔圏部外

の小道管は多数複合して円形､ ないし斜

線状に配列する｡ 早材から晩材にかけて､

道管の径は急激に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 小道管の内壁に

はらせん肥厚が存在する｡ 放射組織はほ

とんどが平伏細胞であるが､ 上下の縁辺

部に方形細胞が見られる｡

接線断面：放射組織は異性放射組織型で､ １～２細

胞幅の小型のものと､ ８～10細胞幅ぐら

いで鞘細胞をもつ大型のものからなる｡

以上の形質よりエノキ属に同定される｡エノキ属には

エゾエノキ､エノキなどがあり､北海道､本州､四国､九

州､沖縄に分布する｡落葉の高木で､高さ25ｍ､径1.5ｍ

に達する｡木は､建築､器具､薪炭などに用いられる｡

クスノキ ��������
� 	�����������

クスノキ科 (図版14)

横 断 面：中型から大型の道管が､ 単独および２～

数個放射方向に複合して､ 平等に分布す

る散孔材である｡ 道管の周囲を鞘状に柔

細胞が取り囲んでいる｡ これらの柔細胞

の中には､ 油を含み大きく膨れ上がった
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ものが存在する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 道管の内壁にら

せん肥厚が存在する｡ 放射組織はほとん

どが平伏細胞で上下の縁辺部のみ直立細

胞からなる｡

接線断面：放射組織は異性放射組織型で１～３細胞

幅である｡ 上下の縁辺部の直立細胞のな

かには､ しばしば大きく膨れ上がったも

のがみられる｡

以上の形質よりクスノキに同定される｡ クスノキ

は､ 関東以西の本州､ 四国､ 九州､ 沖縄に分布する｡

常緑の高木で､ 通常高さ25ｍ､ 径80cmぐらいである

が､ 高さ50ｍ､ 径５ｍに達するものもある｡ 材は堅

硬で耐朽性が強く､ 保存性が高く芳香がある｡ 建築､

器具､楽器､船､彫刻､ろくろ細工などに用いられる｡

キハダ属 ������������� ミカン科 (図版15)

横 断 面：年輪のはじめに大型でやや厚壁の丸い道

管が､ 単独あるいは２個複合して２～３

列配列する環孔材である｡ 晩材部では薄

壁で方形の小道管が､ 多数集合して斜め

方向および接線方向に帯状に配列する｡

早材から晩材にかけて､ 道管の径は徐々

に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔である｡ 放射組織は

同性である｡ 小道管の内壁にはらせん肥

厚が存在する｡

接線断面：放射組織は多列の同性放射組織型で､紡

錘形を呈する｡幅は１～４細胞幅である｡

小道管の内壁にはらせん肥厚が存在する｡

以上の形質よりキハダ属に同定される｡ キハダ属

には､ キハダ､ ヒロハノキハダなどがあり､ 北海道､

本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 落葉の高木で､ 高さ

25ｍ､ 径１ｍに達する｡

ヤマハゼ類 	�
���������������������
���

ウルシ科 (図版15)

横 断 面：やや小型で厚壁の道管が､ 年輪のはじめ

にほぼ単独でまばらに配列し､ 晩材部へ

向けて､ 徐々に径を減じながら､ ２～数

個､ おもに放射方向に複合して､ まばら

に散在する散孔材である｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は異性

である｡

接線断面：放射組織は異性放射組織型で､ １～２細

胞幅である｡

以上の形質よりヤマハゼ類に同定される｡ なおヤ

マハゼは､ 本州 (関東以西)､ 四国､ 九州に分布す

る｡ 落葉の小高木である｡

ヤブツバキ ���������������������ツバキ科

横 断 面：小型でやや角張った道管が､ 単独ないし

２～３個複合して散在する散孔材である｡

道管の径はゆるやかに減少する｡

放射断面：道管の穿孔は階段穿孔板からなる多孔穿

孔で､ 階段の数は８～30本ぐらいである｡

放射組織は平伏細胞と直立細胞からなる

異性で､ 直立細胞には､ 結晶を含み大き

く膨れているものが存在する｡

接線断面：放射組織は､ 異性放射組織型で､ １～３

細胞幅である｡ 直立細胞には大きく膨れ

ているものが存在する｡

以上の形質よりヤブツバキに同定される｡ ヤブツ

バキは本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 常緑の高木で､

通常高さ５～10ｍ､ 径20～30cmである｡ 材は強靭で､

耐朽性強く､ 建築､ 器具､ 楽器､ 船､ 彫刻などに用

いられる｡

ミズキ属 ����
� ウコギ科

横 断 面：小型で丸い道管が､ ほぼ単独でややまば

らに散在する散孔材である｡ 早材から晩

材にかけて道管の径はゆるやかに減少す

る｡

放射断面：道管の穿孔は階段穿孔板からなる多孔穿

孔で､ 階段の数は20～30本ぐらいである｡

放射組織は異性である｡

接線断面：放射組織は､ 異性放射組織型で､ 直立細

胞からなる単列のものと､ ４細胞幅ぐら

いで紡錘形の多列のものからなる｡

以上の形質よりミズキ属に同定される｡ ミズキ属

には､ ミズキ､ クマノミズキなどがあり､ 北海道､

本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 落葉の高木または低

木である｡ 材は建築､ 器具､ 彫刻､ 旋作､ 薪炭など

に用いられる｡

ハイノキ属 ��������� ハイノキ科

横 断 面：小型で角張った道管が､ 単独あるいは２
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～４個不規則に複合して散在する散孔材

である｡

放射断面：道管の穿孔は階段穿孔板からなる多孔穿

孔で､ 階段の数は20～50本ぐらいである｡

道管の内壁にはらせん肥厚が存在する｡

放射組織は異性である｡

接線断面：放射組織は異性放射組織型で､ １～４細

胞幅である｡ 道管の内壁にはらせん肥厚

が存在する｡

以上の形質よりハイノキ属に同定される｡ハイノ

キ属には､ハイノキ､クロバイ､サワフタギ､クロキな

どがあり､ 北海道､ 本州､ 四国､ 九州､ 沖縄に分布

する｡ 常緑または落葉性の高木または低木である｡

散孔材 ���������	
	���		�

横 断 面：小型の道管が散在する｡

放射断面：異性の放射組織が存在する｡

接線断面：多列幅の放射組織が存在する｡

以上の形質より散孔材に同定される｡ なお本試料

は変形が激しい為､ 広範囲の観察が出来なかったの

で､ 散孔材の同定にとどまる｡

広葉樹 �
	��������
��

横 断 面：道管が存在する｡

放射断面：道管と異性の放射組織が存在する｡

接線断面：道管と多列幅の放射組織が存在する｡

以上の形質より広葉樹に同定される｡ なお本試料

は､ 保存状態が悪い為､ 広範囲の観察が困難であっ

たので広葉樹の同定にとどまる｡

マンネンタケ科 ��	��
�����

ヒダナシタケ類

半円形から腎臓形｡ 表面はクリーム色から赤褐色､

ニスを塗ったような光沢がある｡ 傘の裏側は類白色

からレモン色で､ 微細な管孔をそなえる｡ 以上の形

質より､ マンネンタケ科に同定される｡ なお､ 本試

料はマンネンタケ科の破片である｡ マンネンタケ科

は､ 広葉樹の枯木または生木の地際に発生し､ 北半

球に広く分布する｡

����

同定の結果､ 明らかな加工木材ではマキ属19点､

モミ属１点､ スギ195点､ ヒノキ２点､ ヒノキ属１

点､ ヒノキ科５点､ クリ３点､ ツブラジイ４点､ シ

イ属２点､ コナラ属アカガシ亜属34点､ クスノキ７

点､ ヤマハゼ類１点､ ヤブツバキ１点､ ミズキ属１

点､ ハイノキ属１点､ 広葉樹１点､ マンネンタケ科

１点であった｡ スギが極めて多く､ カシ類 (コナラ

属アカガシ亜属)､ マキ属､ クスノキと続く｡ スギ

は温帯に広く分布するが湿潤で多雨を好み当時周辺

地域に主要な森林として分布していたとみられる｡

カシ類､ マキ属､ クスノキはいずれも温暖な西南日

本に分布する照葉樹林の主要構成要素か構成要素で

あり､ マキ属やクスノキは特に温暖な沿岸地域に多

く生育する｡ スギが多いのは周辺地域に植生上多かっ

たことにも起因すると考えられるが､ 選択的に用材

として用いられたことも考えられる｡ 以上､ 本遺跡

出土の木材の樹種は､ スギが極めて多く､ カシ類

(コナラ属アカガシ亜属)､ マキ属､ クスノキと続く

という特徴を有する｡

一方､ 上記加工木材と一緒に出土した任意抽出の

自然木､ 極めて簡素加工 (枝払い程度) 木材では､

同定の結果､ カヤ１点､ マキ属８点､ マツ属複維管

束亜属１点､ スギ14点､ ヒノキ１点､ ヒノキ科４点､

クリ４点､ スダジイ２点､ ツブラジイ６点､ コナラ

属アカガシ亜属５点､ エノキ属２点､ クスノキ４点､

キハダ属３点､ ヤマハゼ類５点､ 散孔材１点であっ

た｡ スギがやや多く､ マキ属､ シイ類 (ツブラジイ､

スダジイ)､ カシ類 (コナラ属アカガシ亜属)､ ヤマ

ハゼ類､ ヒノキ類 (ヒノキ科､ ヒノキ)､ クスノキ､

クリが続く｡ スギは温帯に広く分布するが湿潤で多

雨を好む｡ マキ属､ シイ類､ カシ類､ クスノキは､

いずれも温暖な西南日本に分布する照葉樹林の主要

構成要素か構成要素であり､ マキ属やクスノキは特

に温暖な沿岸地域に多く生育する｡ ヤマハゼ類やク

リは乾燥した大地上や斜面に生育する二次林要素で

ある｡ 以上から､ 本遺跡出土木材の樹種はスギと照

葉樹林の構成要素が主要を成す｡

― 458 ―

������

佐伯浩・原田浩 (1985) 針葉樹材の細胞. 木材の構造,
文永堂出版, ��20�48.
佐伯浩・原田浩 (1985) 広葉樹材の細胞. 木材の構,
文永堂出版, ��49�100.
島地謙・伊東隆夫 (1988) 日本の遺跡出土木製品総覧,
雄山閣, ��296
山田昌久 (1993)日本列島における木質遺物出土遺跡文
献集成, 植生史研究特別第１号, 植生史研究会, ��242



― 459 ―



― 460 ―



― 461 ―



― 462 ―



― 463 ―



��� ���

��	
�� ���

菟上遺跡の木製品は有頭棒､ 部材､ 棒状品､ 厚板

材､ 腰掛､ 盤状木製品､ 割材等があり､ 棒材・板材

の類が多く､ 弥生時代中期末頃のものがほとんどと

考えられている｡ 使用された樹種を計330点中多い

ものから順にすると以下のようになる｡

・ スギ209､ 63％

・ カシ類 (コナラ属アカガシ亜属) 39､ 12％

・ マキ属17､ ５％

・ シイ類 (スダジイ２､ ツブラジイ10､ シイ属

２) 14､ ４％

・ ヒノキ類 (ヒノキ３､ ヒノキ属１､ ヒノキ科

９) 13､ ４％

・ クスノキ11､ ３％

・ クリ７､ ２％

・ ヤマハゼ類６､ ２％

・ キハダ属３､ １％

・ エノキ属２､ １％

・ カヤ１､ モミ属１､ マツ属複維管束亜属１､

ヤブツバキ１､ ミズキ属１､ ハイノキ属１､

広葉樹２､ １％未満

スギが主要となり､ カシ類がやや多く用いられ､

マキ属､ シイ類､ ヒノキ類などがわずかに用いられ

る｡ スギは出土数の多い棒材・板材の類を主に使わ

れ､ 精巧な細工の有頭棒などにも用いられる｡ カシ

類は農耕具と割材に用いられる｡

本遺跡のように多量に樹種同定の行われた東海地

方の弥生時代の遺跡をみると､ 愛知県朝日遺跡では､

スギないしカシ類が多く用いられ､ 静岡県登呂遺跡

ではスギ､ マキ属､ カシ類が､ 静岡県山木遺跡では

スギが極めて多く､ マキ属､ カヤ､ カシ類と続き､

雌鹿塚遺跡ではスギ､ カシ類､ マキ属と続く｡ 東海

地方の弥生時代はスギとカシ類が主要な樹種になり､

マキ属が多くなる遺跡がある｡

近畿地方中央部では奈良県唐古遺跡でカシ類が主

となり､ 大阪府では池上遺跡でカシ類､ クスノキと

続き､ 瓜生堂遺跡や鬼虎川遺跡でカシ類､ ヤマグワ

と続き､ いずれもカシ類が主となる｡ 近畿地方中央

部ではカシ類が主となり､ その傾向は瀬戸内から九

州まで分布する｡ 東海地方では菟上遺跡で認められ

るようにカシ類よりもスギが多いという特徴が明ら

かである｡

この用材の特徴は､ 植生の異なりに起因するとみ

なされ､ 近畿地方中央部および瀬戸内沿岸地域がカ

シ類を主とする照葉樹林が極めて優勢であるのに対

し､ 東海地方はカシ類を主とする照葉樹林に加えス

ギ林が多く分布する｡ 東海地方の気候がより湿潤で

あり､ スギ林が発達したためとみられる｡ またより

温暖でありナギ (マキ属) やヤマモモの樹木が多い｡

菟上遺跡の用材はスギを主にカシ類が用いられ､ 植

生からみて､ そう遠くない周辺からもたらされた木

材と考えられよう｡

続く古墳時代では､ 三重県六大Ａ遺跡や静岡県山

ノ花遺跡で多量の樹種同定が行われている｡ 六大Ａ

遺跡では､ 1700点余りの木製品の樹種同定がなされ､

詳細な検討がなされている｡

・ ヒノキ類が最も多く､ スギが比較的多い｡ マ

キ属､ サワラ､ コウヤマキ､ アスナロ､ モミ

属と針葉樹の占める割合が高く､ 広葉樹では

コナラ属アカガシ亜属が多い｡

・ ヒノキとスギが多く､ マキ属､ サワラ､ コウ

ヤマキ､ アスナロの針葉樹がやや多いのが､

大きな特徴である｡

・ マキ属は建築材に､ サワラは曲物に､ コウヤ

マキは服飾具の下駄にそれぞれ多く用いられ

るのが特徴である｡

・ アスナロはヒノキとスギに準じた用いられ方

をする｡

・ カシ類は主に農具､ 特に鍬に用いられ､ コナ

ラ節､ クヌギ節がそれに準じた用いられ方を

する｡

・ 他に農具で多い田下駄はヒノキ､ スギが多く､

杵はヤブツバキが多い｡

・ 容器ではヒノキ､ スギ､ サワラの針葉樹が多

く､ 服飾具ではコウヤマキ､ 紡織具および祭
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祀具ではヒノキやスギがそれぞれ多い｡

・ 建築材ではマキ属が多く､ シイ類､ ヒノキ､

スギ､ クリなどが用いられる｡

・ 板状品､ 棒状品はヒノキ､ スギが多い｡

以上､ 六大Ａ遺跡では比較的スギが多く､ カシ類

が続き､ マキ属やサワラがやや多い｡

静岡県山ノ花遺跡では700点余りの樹種同定が行

われ､ ヒノキが主要で､ カシ類が多く､ サワラも用

いられる｡ 板状品､ 棒状品､ 鞘､ 槽､ 机､ 船形､ 刀

形､ 剣形､ 矢板と多くの木製品にヒノキが用いられ､

サワラをはじめとする針葉樹はそれに準じて用いら

れる｡ カシ類は鋤などの農耕具に用いられる｡ 木錘

にはモモが特徴的に用いられる｡ 三重県城之越遺跡

ではヒノキが多く､ モミ属､ スギ､ カシ類と続く｡

近畿地方中央部の古墳時代遺跡では､ 奈良県纒向

遺跡でヒノキが多く､ カシ類､ コウヤマキと続き､

平城京下層遺跡でヒノキが主となり､ 布留遺跡でヒ

ノキが多くカシ類､ モミ属､ スギと続く｡ コウヤマ

キ材は集落遺跡では使われなくなり､ 棺材､ 古墳の

木製樹物に用いられる｡ 近畿地方中央部では古墳時

代になってヒノキの利用が集中化し､ カシ類は農耕

具に限定される｡

以上のように､ 古墳時代になると東海地方と近畿

地方中央部ともヒノキが利用されだし､ 東海地方で

はスギとともに主用材となり､ 近畿地方中央部では

ヒノキの集中利用となる｡

植生からみると､ 弥生時代から古墳時代にかけて､

東海地方および近畿地方中央部では時代による変化

はなく､ 菟上遺跡をはじめ東海地方ではカシおよび

シイを主とする照葉樹林とスギ林が分布し､ 近畿地

方中央部ではカシ類を主とする照葉樹林が分布する｡

その中で両地域ともヒノキはあまり多くない｡ この

ことから古墳時代のヒノキ利用は､ 人為による選択

的かつ集中的な木材利用であったとみなされる｡ 菟

上遺跡のような弥生時代の遺跡では集落単位かそれ

以下で入手できる比較的近い周囲の森林材を利用し

ていたが､ 古墳時代になるとあまり多くないヒノキ

を集中的に利用するために集落単位あるいは小地域

を越えて供給する機構が生じたと考えねばならない｡

古墳時代におけるヒノキ利用からみて､ 近畿地方中

央部と東海地方とも､ 同様の現象が生じたと考えら

れる｡ 近畿地方中央部では弥生時代の後期から古墳

時代初頭にヒノキ利用がみられ､ 先駆的にヒノキ材

を供給する専業集団が当時の社会機構の中で生じた

ようだ｡ ヒノキ材利用は近畿地方中央部から東海地

方や瀬戸内へ波及していったと考えられる｡ しかし､

近畿地方中央部は､ カシを主とする広葉樹材の加工

を弥生時代に行っており､ 針葉樹はあっても丸太材

等でありその加工技術を有しているとは考えにくい｡

広葉樹材はやや硬く粘い材が多いのに対し､ 針葉樹

は柾目方向に割れやすいが木理直通のため長材がと

れるという特徴をもつ｡ 東海地方においては､ 菟上

遺跡の木製品に認められるように､ 弥生時代からす

でに多用されるスギを主にマキ属など針葉樹材を加

工する技術が確立していたと考えられる｡ 近畿地方

中央部におけるヒノキ材の利用は､ スギなどの針葉

樹材を用いる東海地方などからの針葉樹材の加工技

術の伝播ないし移入によって成り立ったと考えられ

る｡ 古墳時代のヒノキ材利用は､ まず､ スギ材利用

地域から針葉樹の加工技術の伝播ないし移入または

技術者の移動が行われ､ 近畿地方中央部におけるヒ

ノキ材供給の専業集団の出現を経て､ 東海地方や瀬

戸内地方へ波及していったという段階が考えられる｡

菟上遺跡の木製品および樹種同定の結果は､ これ

らの意味から極めて重要であったと考えられ､ 今後

菟上遺跡をはじめ東海地方の木製品の主要をなすス

ギ材の加工技術の詳細な観察と類型化が必要だと考

えられる｡
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三重県四日市市伊坂町に所在する菟上
うながみ

遺跡は､ 第

二名神高速道路の四日市ジャンクション建設に伴っ

て発掘調査がおこなわれた遺跡である｡ 1999年から

2000年にかけて調査が実施された結果､ 多数の火葬

墓が検出され､ そのうちの11基には人骨が残ってい

た｡ 人骨の残存量は少ないものが多かったが､ 数基

の墓からはやや多量の火葬骨が検出された｡

これまでの三重県での古人骨の出土例は､ 西殿遺

跡､ 広永横穴墓群､ 金塚横穴墓群､ 天白遺跡からの

例ぐらいしかなく､ その量もきわめて少なく､ 保存

状態も良くないものが多い｡ また､ 中世の火葬骨の

例も知られていない｡ 三重県では亀山市の勢武谷経

塚の蔵骨器からも近世の火葬骨が検出されており､

人類学的な調査をおこなったところ､ 大腿骨がかな

り太い男性骨であることがわかった (松下､ 2002)｡

火葬骨といえば三重県では縄文後期後半に属する火

葬骨が出土している｡ 三重県一志郡嬉野町の天白遺

跡から３点の火葬骨が検出されているが､ この遺跡

は縄文後期後半の祭祀遺跡である (森川､ 1999)｡

志摩郡阿児町西殿遺跡から出土した26体の人骨は

中世人骨の可能性が指摘されているが､ 共伴遺物が

なく確証が得られていない｡ 筆者がこの人骨を実見

したところ中世人骨の特徴がきわめて希薄で､ 中世

人骨の可能性は低いと見ている｡

一般的に火葬された骨からは情報が得られないと

考えられがちであるが､ 実際はそうではない｡ 残存

部位にもよるが､ 性別も年齢も推定することが可能

な場合もある｡ また､ 火葬骨の場合は､ 残存量が少

ないことが多く､ 選択的に採骨され､ 別の場所に埋

納されたとも考えられるので､ 残存していた骨名の

記載や残存状態を記載しておくことは今後の研究に

とって大切なことである｡

今回出土した火葬骨は筆者が実際に現場におもむ

き､ 出土状況を実見し､ 取り上げたものもある｡ 本

火葬骨は11ヵ所の遺構から検出されたが､ 人骨の体

数は13体である｡ 人骨は火葬されていたために､ 火

葬骨特有の貝殻状亀裂が生じて､ 細片化したり､ 熱

のために捻れるなどの変形がみられ､ 復元したり､

計測したりすることは不可能であった｡ しかし､ 人

骨の残存量が多かったものについては､ 性別を推定

することができたし､ 本人骨の特徴の一部も知るこ

とができたので､ その結果を報告しておきたい｡


�

今回の調査で11基の墓坑から合計13体の火葬骨が

検出された｡ ＳＸ-419とＳＸ-493からはそれぞれ２

体分が検出されたが､ それ以外はそれぞれ１体分の

火葬骨であった｡ 第６表のとおり､ 13体のうち性別

を判別できたのは９体で､ うち４体が男性骨､ ５体

が女性骨と推定できたが､ 残りの４体は性別を判別

することができなかった｡ 各人骨の性別､ 年齢は第

７表に示した｡
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成 人 幼小児 合計

男性 女性 不明

4 5 4 0 13
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注) 成年という用語については土井ヶ浜遺跡第14次発掘調査報告書 (1996) を参照されたい｡
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本人骨の所属時代は､ 別項で詳述されているように､ 考古学的所見から中世後期と推定されている｡

年齢については第８表の基準のとおりである｡
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年齢区分 年 齢

未成人 乳児 １歳未満

幼児 １歳～５歳 (第一大臼歯萌出直前まで)

小児 ６歳～15歳 (第一大臼歯萌出から第二大臼歯歯根完成まで)

成年 16歳～20歳 (蝶後頭軟骨結合癒合まで)

成人 壮年 21歳～39歳 (40歳未満)

熟年 40歳～59歳 (60歳未満)

老年 60歳以上
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総重量は 約150g である｡ 頭蓋は下顎骨のオトガ

イ部のみが残っていた｡ オトガイ部の高径はかなり

低い｡ その他､ 同定ができたのは左右不明の大腿骨

体の近位部で､ その径は小さい｡ その他に骨種を同

定できない四肢骨の細片と歯根が残っていた｡ 歯根

から歯種を同定することはできない｡ 性別はオトガ

イがかなり低く､ 大腿骨体がかなり小さいことから､

女性と推定した｡ 年齢は不明である｡
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ＳＸ-419遺構からは人骨が上下２層からそれぞれ

検出されている｡

上層から検出されたものをＳＸ-419a人骨とし､

下層から検出されたものをＳＸ-419bとする｡

総重量は約530gで､ 量はやや多い方である｡ 頭蓋

は約20gで､ 残存量は少なく､ 脳頭蓋が数片と右側

上顎骨前頭突起が残っていたにすぎない｡ その他に

歯根が数本検出されたが､ いずれも歯種を同定する

ことができない｡ 四肢骨は変形が著しく､ 細片が多

い｡ 同定できたのは､ 右側上腕骨遠位部､ 右側の大

腿骨体遠位部､ 橈骨頭､ 腓骨体､ 肋骨片､ 椎骨､ 踵

骨片､ 手根骨である｡ また､ 右側の寛骨の大坐骨切

痕が残っており､ この角度は広い｡

性別は大坐骨切痕の角度が広いことから女性と推

定した｡ 年齢は不明である｡
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総重量は約1,310gで､ 残存量は多い｡ 今回検出さ

れた火葬骨ではもっとも残存量が多かった｡

頭蓋は､ 脳頭蓋片と下顎体と上顎骨である｡ 上顎

骨は小さい｡ ラムダ縫合が観察できたが､ この縫合

は内外両板とも開離していたようである｡ 四肢骨は

左側上腕骨頭､左側の肘頭 (尺骨)､ 右側の橈骨体､

大腿骨体と骨頭および左右の膝骸骨が残っていた｡

尺骨の遠位端はかなり大きい｡また､上腕骨頭､大腿

骨頭の径も大きいが､橈骨体や膝蓋骨の径は小さい｡

右側の恥骨が残っており､恥骨下角は角度が小さい｡

性別は､ 恥骨下角が小さいこと､ 尺骨や上腕骨頭

などの径が大きいことから､ 男性と推定した｡ 年齢

は観察できたラムダ縫合が内外両板が開離していた

と推測されるので､ 壮年としておきたい｡
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総重量は約560gである｡ 頭蓋は約60g｡ 左右の頬

骨､ 下顎体が残っていた｡ 下顎体は低い｡ 歯根が約

20本残っていたが､ かなりもろくなっており､ 歯種

は同定できない｡ 第二頸椎の歯突起が残っていた｡

右側膝蓋骨､ 椎骨弓､ 左側橈骨遠位端､ 手の基節骨､

大腿骨を同定できたが､ その他は四肢骨の骨片であ

る｡ 頬骨や下顎体､ 橈骨の径は小さい｡

性別は頭蓋や四肢骨の径が小さいことから､ 女性

と推定した｡ 年齢は不明である｡
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土から人骨片を分離できないので､ 火葬骨の重量

は正確ではないが､ おそらく400gぐらいだろう｡ 頭

蓋は少なく､ 頭蓋片と下顎骨を確認する事ができた｡

下顎体は低い｡ その他は細片となった四肢骨片ばか

りであるが､ その中に左側鎖骨と左右不明の上腕骨

頭付近を確認する事ができた｡
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総重量にして420gである｡ 頭蓋はほとんどみあた

らない｡ 左側下顎枝が残っていたが､ 径は大きい｡

大部分は四肢骨の破片で､ それらはほとんど大腿骨

の破片と思われる｡ その他に左側肩甲骨､ 左側の橈

骨体と尺骨体､ 右側の上腕骨滑車部分が残っていた｡

性別は､ 左側下顎枝の径が大きいことから､ 男性

骨と推定した｡ 年齢は不明である｡
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総重量は約400gである｡ 頭蓋は約110gで､ 脳頭蓋

の破片ばかりである｡ 中には頭蓋壁がかなり厚いも

のが認められた｡ ラムダ縫合の一部が観察できたが､

内外両板とも開離していた｡ 前頭骨の左側眼窩部が

残っていた｡ 四肢骨はほとんどが大腿骨の破片であ

るが､ 恥骨の一部､ 上腕骨頭の一部､ 右側寛骨の大
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坐骨切痕部が残っていた｡ 大坐骨切痕は角度が狭かっ

たようである｡

性別は､ 大坐骨切痕の角度が狭かったことから､

男性骨とした｡ 観察できたラムダ縫合は内外両板と

も開離していたようなので､ 年齢は壮年としておき

たい｡
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総重量にして約110gである｡ 四肢骨の細片ばかり

で､ 骨種を同定することができないが､ おそらく大

腿骨の破片であろう｡ また､ 歯突起が残っていた｡

性別・年齢は不明である｡
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総重量は約200gである｡ 頭蓋は約50gで､ 少ない

が､ 上顎骨左側部と前頭骨の左側眼窩部を確認でき

た｡ 大部分は四肢骨の破片であるが､ そのなかに左

右不明の腓骨体を見いだした｡ 腓骨体の径はやや大

きい｡

性別は､ 腓骨体の径がやや大きいことから､ 男性

と思われる｡ 年齢は不明である｡
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総重量はわずか40gである｡ 残存していたのは下

顎骨と大腿骨の破片のみである｡ 下顎骨は左側の歯

槽部と下顎枝だけが残っていたが､ 径は小さい｡

性別は､ 下顎骨の径が小さいことから､ 女性とし

た｡ 年齢不明である｡
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総重量は290gである｡ 頭蓋は約110gである｡ 下顎

骨が２体分 (ＳＸ-493ａ､ ＳＫ-493ｂ) 検出された｡

いずれも下顎体である｡ その他は大部分が四肢骨の

破片であったが､ 肋骨片と椎骨片も認められた｡

２体の下顎骨の性別・年齢はともに不明である｡
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総重量は約270gである｡ 頭蓋は約25gである｡ 右

側上顎骨の歯槽突起部と下顎骨の歯槽部が残ってい

た｡ 歯槽突起には強い歯槽性突顎の傾向が認められ

る｡ 歯根が６本残っているが､ 歯種の同定は困難で

ある｡ 四肢骨は大腿骨を中心にして四肢骨の破片で

ある｡ 性別・年齢は不明である｡
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三重県四日市市伊坂町にある菟上遺跡の発掘調査

が2000年 (平成12年) におこなわれ､ 中世土壙墓か

ら火葬骨が検出された｡ 出土火葬骨の人類学的調査

をおこない､ 以下の結果を得た｡

１. 11基の遺構から合計13体の火葬骨が検出された｡

２. 13体の火葬骨は成人骨と思われる｡ 13体のうち

４体が男性骨､ ５体が女性骨で､ 残りの４体は

性別を判別することができなかった｡

３. 本人骨は中世人骨であるので､ 中世人的特徴が

認められるか注意しながら人骨の鑑定をおこなっ

た｡ しかし､ 火葬されていたこと､ 頭蓋の残存

量が極端に少なかったことから､ 頭型が長頭型

に傾いているかどうかはわからなかった｡ 鼻根

部も観察できなかったので､ 鼻根部が扁平かど

うかも不明である｡ 歯槽性突顎については､ 上

顎骨が残っているものがあり､ 強い歯槽性突顎

がみられた｡

４. 現場に残されていた火葬骨の残存量は総じて少

ない｡

人骨は火を受けると変成し､ 一般的に強くなる｡

従って土壌のために保存状態が著しく悪くなったと

は考えがたい｡ 現場の状況から骨は現場で火葬に付

されたと思われるが､ その後一部が拾骨されて､ 残

りがそのまま廃棄され､ それが今回検出されたもの

だろうか｡ 頭蓋の残り方が著しく少ないことはこの

ような拾骨を示唆しているのかもしれない｡ このよ

うに火葬骨の量が少ない現象は三重県だけのことで

はなく､ 西日本に広くみられる現象である｡ 現場に

どのような骨が残されているのか丹念に調査し､ 記

録し､ これらを分析すれば､ 人骨の量が少なすぎる

理由の糸口を見いだすことができるかもしれない｡

火葬骨は決して人類学や考古学にとって価値のない

資料ではない｡ 性別や年齢も推定することが可能で

あるし､ 火力が弱ければ人骨を復元し計測も可能で
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ある｡ 火葬骨といえども持っている情報を最大限引 き出す努力を続けていきたい｡

��

擱筆するにあたり､ 本研究と発表の機会を与えていただいた三重県埋蔵文化財センターの諸先生方に感謝致し

ます｡
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菟上遺跡では､ 第二名神自動車道とそれに接続す

る県道部分を合わせて36,718㎡という広大な面積の

発掘調査を行った｡

遺跡の形成時期は弥生時代中期に遡り､ 中期末に

は最初の盛期を迎える｡ その後､ やや衰退するが古

墳時代後期から古代前半にかけて再び活況を呈する

ようになり､ 大型掘立柱建物を含む大規模な建物群

が成立する｡ さらに､ 遺構の存在範囲は遺跡全域に

及ばず､ かなり限定されたものとなるが､ 中世前期

には建物群や土坑墓群が､ 戦国期には火葬墓群が造

営された｡

以下､ 菟上遺跡の調査成果をまとめるとともに､

派生するいくつかの問題について考察を加え､ 菟上

遺跡を理解するための一助としていきたい｡
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菟上遺跡では､ 弥生時代中期の遺構形成以降､ 戦

国期の火葬墓群の形成まで､ 途中衰退や断絶を経な

がら遺構形成が展開する｡ ここでは､ 発掘調査の全

体的なまとめとして､ 検出された遺構群の盛衰を通

時的に概観し､ 菟上遺跡における遺構形成の諸段階

を確認しておきたい｡

� ����������

菟上遺跡は､ 地形上､ 舌状丘陵の緩やかな斜面と

そこに入り込む開析谷､ さらに舌状丘陵全体を画す

る谷などを含んでいる｡ このうち､ 今回調査を行っ

た部分は､ 菟上遺跡全体からみると､ ちょうど北半

部を中心とし､ そこに一部細長いトレンチ (県道部

分調査区) で南半分の一部を縦断するかたちをとっ

ている｡

菟上遺跡全体を語るには､ 今回の発掘調査の対象

外であるＳＴ802よりも西側の菟上神社が所在する

尾根や､ 一部を県道によって調査したＳＴ802とＳ

Ｔ804の間を走る尾根､ それにＳＴ801を包含する谷

(仮に ｢東谷｣ と称する) とＳＴ804によって区画さ

れる平坦面部分といった未調査部分の状況が判明し

た段階で語ることが望ましい｡ 特に､ ＳＴ804と東

谷の間の平坦面は､ 調査前の地形では菟上遺跡で最

も起伏が少なく､ しかも地形上､ 80ｍ×80ｍの方形

を呈することなど極めて注目すべき内容を含んでい

る｡

しかしながら､ 菟上遺跡全体の半分以上を面的に

調査していることに変わりはない｡ 従って､ 未調査

部分に重要な遺構が存在する可能性も念頭に置きつ

つ､ 以下では発掘された遺構の変遷を概観していき

たい｡
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遺跡全域で､ 大規模な弥生集落が形成される｡ 集

落は､ 大きくＳＴ802谷頭を扇の要として展開する

西群と､ ＳＴ803谷頭を扇の要として展開する東群

に分けることができる｡ 西群は､ 比較的小型の竪穴

住居が密集して存在するのに対し､ 東群は大型の竪

穴住居や掘立柱建物が比較的散在している｡

集落全体を取り囲む環濠等はないが､ 谷などで地

形的には東西南の三方を区画されている｡ 尾根筋が

続いていく北側は､ 地形的には調査区端から40ｍ程

度は竪穴住居等が存在している可能性があるが､ 発

掘はしていないため詳細はわからない｡

集落域の南側には ｢方形周溝墓｣ が３基確認され

ているが､ 集落域との区画施設はなく､ 群中最北に

位置するＳＸ536は竪穴住居と重複関係となる｡ こ

のことは､ これら遺構を方形周溝墓とすることに若

干の躊躇を与えており､ 竪穴住居を取り囲む堀の可

能性も提起する｡ しかし､ 竪穴住居との重複はＳＸ

536のみであり､ 今後この可否はもう少し検討の余

地がある｡ なお､ 調査時点では､ 竪穴住居と方形周

溝墓出土遺物にさほどの時期差は認められず､ ある

時期には並存していた可能性が高い｡

また､ 集落域全体には土坑が散在するが､ ＳＴ802

谷頭部周辺にやや集中する傾向はある｡

��� ������

この時期にも竪穴住居は確認できるが､ 前代に比

べて集落としての退潮は明らかで､ 一気に衰退して
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極めて散在した状態となる｡ 谷部からの出土遺物も

この時期のものは極めて少なく､ 丘陵上の集落の退

潮と照応している｡
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居住関係の遺構としては､ かろうじて前期の竪穴

住居が１基確認できるのみで､ 集落としてはほぼ機

能を完全に停止する｡

一方､ ＳＴ802の谷頭周辺を中心に､ 若干の土坑

が形成される｡ 土坑群の性格は明らかにしえないが､

土坑への土器供献がみられることから､ 墓として機

能した可能性がある｡ とすれば､ この時期の菟上遺

跡は､ 小規模な墓域となっていた可能性がある｡ こ

れに関連し､ ＳＴ801からは前期～中期前半古墳へ

の副葬品としての性格をもつ合子形石製品の蓋が出

土しており､ 現在は確認できないものの遺跡内もし

くは近傍に当該時期の古墳が所在した可能性を提起

している｡

なお､ 菟上遺跡の谷を挟んだ西北に所在する伊坂

遺跡では､ 古墳時代の木棺墓が確認されていて､ こ

の時期の両遺跡は密接な関連があることが窺える｡
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弥生時代の集落と重複して大型掘立柱建物を中心

とする集落が成立する｡ 数度の小画期があり､ 少し

ずつ性格も変化はしているが基本的にＳＴ803北東

に ｢コの字｣ もしくは ｢Ｌ字状｣ に展開する大型掘

立柱建物群を中心とし､ さらにその北及び西側にＬ

字状に倉庫群が存在する｡ 竪穴住居も存在するが､

先行して大型掘立柱建物が成立するようである｡ 建

物の重複が激しいが､ 配置や規模､ 建物の軸方向な

どを踏襲している様子は窺えない｡ 全体を囲繞する

ような施設は未確認であるが､ 調査区南側の未調査

部分に建物群の方位と合うように方形の平坦面が存

在しており､ この部分の様相と関連してくる可能性

はある｡

また､ ＳＴ804の左岸に１基ではあるが横穴墓が

築造される｡ 周辺では金塚横穴墓群や広永横穴墓群

といった横穴墓群が確認されており､ 朝明川流域の

丘陵上では横穴墓が集中している様子が窺える｡
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大型掘立柱建物は姿を消し､ 主軸方位を真北に揃

えた集落となる｡ 主屋建物に数棟の倉庫といった組

み合わせが一般的となり､ 集落の中心もＳＴ803の

北東部から北西部・南部へと移動する｡ この後､ 遺

構・遺物が極端に少なくなり､ 集落としての機能を

停止する｡ 同時期に西側丘陵に位置する西ヶ広遺跡

や､ やや離れるが朝明川対岸で朝明郡衙に比定され

ている久留倍遺跡が隆盛を誇っており､ 集落の廃絶

は朝明郡衙の成立や古代東海道のルートなどと密接

に関連していると考えられる｡
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９世紀半ば以後､ 菟上遺跡では遺構が見出せなく

なるが､ 12世紀に入ると建物や土坑墓が営まれるよ

うになる｡ この時期の掘立柱建物は､ ＳＴ802と

ＳＴ803を覆う平坦部と､ ＳＴ802とＳＴ804に挟ま

れた細尾根に位置する｡ 平坦部の建物が散在的であ

るのに対して､ 細尾根上の建物群は密集する傾向に

ある｡ 建物の時期はいずれも12世紀後葉から13世紀

前半であると思われる｡

細尾根上の建物群に隣接して､ ５基の土坑墓があ

る｡ これらは遺構の切り合い関係や出土遺物から､

構築された順を推定すると､ 建物と土坑墓が非常に

近接した時期に連続して造られるという状況になる｡

このあと14世紀代に入ると再び遺構は姿を消す｡
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中世後期になると､ ＳＴ802の東岸に､ 多数の火

葬墓群が造られる｡ 総数は129基になり､ 単独の火

葬墓群としては全国屈指の数である｡ これらは土師

器皿や銭貨から､ おおむね15世紀から16世紀のもの

と思われる｡ ほとんどの火葬墓は埋土中に炭化物を

含んでおり､ 床面や壁面が赤変するほどの熱を受け

ている｡ 同一の土坑内で､ 複数回の火葬が行われて

いた可能性があるものもある｡ 遺構間の重複が比較

的少ないことから地上に何らかの標識を伴なってい

た可能性もある｡

松下氏による分析では出土人骨のうち完体のもの､

特に頭骨が少ないことから､ 火葬後の拾骨が行われ

ていた可能性が指摘されている｡

多数の火葬墓が確認されているにもかかわらず､

五輪塔や宝篋印塔などの石塔は全く出土していない

こともあわせて考えると､ これらの火葬墓群は､ 火

葬に特化した遺構群といえよう｡

(穂積・角正・竹田)
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菟上遺跡は､ 中期後半の時期に多数の竪穴住居と

掘立柱建物が営まれ､ 集落としての最盛期を迎える｡

調査区外には当該時期の遺構が存在するであろう未

調査部分がさらに広がっているため､ 遺跡全体の遺

構実数はさらに多いものとなろうが､ 既に遺跡全体

の半分以上は調査しており､ 現時点での総括を述べ

たい｡

以下､ 調査によって判明した菟上遺跡の弥生集落

に関する確認事項を箇条書きでのべてみよう｡

① 集落を囲繞する環濠は確認できず､ 専ら谷など

の自然地形によって周囲と区画される｡

② 竪穴住居総数120基 (別に後期６基)､ 掘立柱建

物総数33棟を確認した｡ 竪穴住居と掘立柱建物

を合わせた総建物数153棟中の約22％が掘立柱

建物で占められる｡ ちなみに､ この数値は､ 神

奈川県大棚杉山神社・歳勝土南遺跡で確認され

ている掘立柱建物比率� (22％) とほぼ同じで

ある｡

③ 竪穴住居は最大５回の切り合い関係が認められ､

全体としては３～４回の重複は珍しくない｡ 現

在確認している総数からその分を割ると､ 30～

35基程度の同時存在が見込まれる｡ ただし､ こ

の数値には未調査部分の見込みは換算していな

いため､ 菟上集落全体における同時存在遺構数

は本来もう少し多いものとなろう｡

④ 竪穴住居や掘立柱建物は､ 巨視的にみると住居

や建物の向きや並びから､ ＳＴ802の谷頭を扇

の要的に展開するグループ (西群) と､ ＳＴ803

の谷頭を扇の要的に展開するグループ (東群)

のふたつに分けることができる｡ なお､ 不明瞭

ながら両者間には柱列ＳＡ365も存在する｡

⑤ 東群は､ 比較的大型の掘立柱建物と竪穴住居が

散在するのに対し､ 西群は比較的小型の竪穴住

居と掘立柱建物がより密集状態で存在している｡

竪穴住居総数は､ 西群のほうが多いが､ 掘立柱

建物は東群のほうが多い｡

⑥ 集落最大の竪穴住居ＳＨ71や､ 棟持柱式の掘立

柱建物は､ すべて東群に所在する｡

⑦ 磨製石斧や砥石などの生産関係物品類の出土は､

ＳＴ802も含めると西群に多い傾向にある｡

⑧ 東群でも､ 大型竪穴住居ＳＨ71や棟持柱式掘立

柱建物ＳＢ223・240・311などが所在する一画

は､ 生産関係の物品類の出土は少ない｡

⑨ 以上のことから､ 大型の掘立柱建物や竪穴住居

が集中する部分 (ＳＨ71やＳＢ223・240・311

などの所在地及びその周辺) は､ 明確な区画施

設こそ不明ながら､ 菟上集落の中でも集落の意

思決定に関わる中枢的な部分であった可能性が

高い｡

⑩ 集落内には､ 弥生時代の竪穴住居や掘立柱建物

の造営のない空閑地がある｡ 例えば､ ＳＴ803

と方形周溝墓ＳＸ535・536との間､ ＳＢ284の

西北側､ ＳＢ240の東南側などである｡ これら

の部分は､ 集落全体の共同の作業場､ あるいは

祭儀などを行うための広場として機能した空間

だった可能性がある｡

⑪ 集落の一部に方形周溝墓が３基存在する｡ 厳密

には､ 削平のため主体部等は未確認で､ 方形周

溝 ｢墓｣ なのか､ 方形周溝 ｢状遺構｣ なのかを

確定できないが､ 周溝部は外周がやや円形なの

に対して内法は直角の方形を呈しており､ 内法

を整える意識が強い｡ また､ 周溝隅部は浅くな

る｡ 以上のような特徴は､ 方形周溝墓とするに

調和的である｡ 従って､ ＳＸ536と竪穴住居の

関係も､ これを同時存在とみて ｢周溝を有する

竪穴住居｣ とみるよりは方形周溝墓と竪穴住居

との重複とみたい｡ その場合､ 竪穴住居からの

出土遺物は乏しいが､ 方形周溝墓出土遺物は中

期でも終末に近い時期のものが多く､ 竪穴住居

の多くが廃絶した後に墓が造営されたと思われ

る｡
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菟上遺跡中期弥生集落部の東群に所在するＳＨ71

は､ 復元面積134㎡を測る巨大なもので､ これは現

状で確認されている伊勢の弥生時代竪穴住居のなか

で最大規模である｡ これまで､ 三重県内で確認され
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ている竪穴住居で最大のものは､ 津市長遺跡ＳＨ11

の100.8㎡が最大であった�｡

菟上遺跡ＳＨ71のような100㎡を超える竪穴住居

の面積は､ 南関東の代表的弥生集落における首座的

規模をとる竪穴住居と比べても､ 最大クラスではな

いものの､ 決して遜色を取らない｡

東海から関東にかけての弥生時代大型建物につい

て総括した鈴木敏則氏は､ 弥生期における竪穴住居

の床面積が100㎡を超えるか､ 一辺の長さが10ｍを

超える竪穴住居を｢超大型竪穴住居｣と位置付け (一

辺７～８ｍ､ 床面積50㎡以上のものを ｢大型竪穴住

居｣)､ 神奈川県朝光寺原遺跡や三殿台遺跡などの例

を挙げて南関東ではこれら規模の大型住居が中期後

葉(Ⅳ期)を中心に見られることを指摘している�｡

第609図は､ 菟上遺跡の弥生時代竪穴住居で､ 住

居の規模が確認ないしは推定できる竪穴住居の一覧

である｡ この表からも､ 菟上遺跡ＳＨ71が他の大型

建物に比べて群を抜いて大きく (超大型竪穴住居)､

次いでＳＨ26・33・34・42・50・125で構成される

床面積50㎡以上のグループが次に大きい一群 (大型

竪穴住居) として抽出できることを示している｡ つ

まり､ 菟上遺跡では､ 竪穴住居でみた場合､

① 超大型竪穴住居ＳＨ71

② それに次ぐ大型建物のグループ

③ その他の床面積50㎡以下のグループ

という大きく３段階の構成を認めることが可能であ

る｡ そして､ ②の大型竪穴住居以上のグループは､

ＳＨ26・33・34が西群､ ＳＨ42・50・125が超大型

竪穴住居ＳＨ71と同様､ 東群に所在している｡

竪穴住居にみられる以上３段階の構成が､ 階層構

成の差に起因して西群よりも東群に階層的優位性が

あることを示しているのか (東群が共同体首長等の

指導者層の居住区画であることも想定可)､ あるい

は集落内での私的生活区画 (西群) と祭祀や共同会

議場等の共同使用区画 (東群) を示しているのかが

問題となる｡ この場合､ 先にみたように､ 東群でも

ＳＨ71などが所在する中心域では手工業生産に関わ

る石器類の出土が少なく､ 生活実務に関わる性格よ

りも共同体管理に関わる祭祀や討議の施設スペース

であった可能性が高い｡ ただし､ 東群でもＳＨ50や

125周辺など磨製石斧類が出土している部分も多く､

その性格を一概にいえるものでもない｡
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一方､ 棟持柱式を含む掘立柱建物の規模も､ これ

までの三重県内では対応できる例がないが､ 愛知を

はじめとする周辺地域の例�と比べると､ かなり大

規模な部類に属し､ ｢大型建物｣ と呼称することは

可能である｡

第610図は､ 菟上遺跡の掘立柱建物の規模を示し

たダイアグラムである｡ 例外もあるが､ 大規模なも

のは独立棟持柱式になる傾向にある｡ そのなかにあっ

て､ ＳＢ213は梁間１間側柱構成の掘立柱建物であ

るが､ 床面積51㎡の大型建物で､ 菟上遺跡ではＳＢ

311に次ぐ規模を有する｡
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棟持柱式掘立柱建物の性格に関しては､ そこに神

殿や祭殿といった祭祀的な性格を付与するのか､ 祭

祀性は認めずに共同体集会所などといった実用目的

の機能を重視するのか議論の応酬がある�｡ 今回の

調査成果からだけではこの可否を判断する具体的材

料は持たないが､ 棟持柱式はいずれも東群内でも超

大型竪穴住居も所在する集落としての中枢域に集中

して所在しているとみることが可能で (もちろんそ

れは全ての同時存在を意味するものではない)､ 集

落全体に関わる象徴的な機能が付与されていたとみ

ることは許されよう｡

また､ 集落のほぼ中央に位置するという意味では､

独立棟持柱式掘立柱建物ＳＢ284は何らかの象徴的

機能があった可能性があるし､ 建物方位が近似する

ＳＢ240 (独立棟持柱式)・272・275・289・309､ そ

れにＳＨ50・125などはひとつの建物群を形成して

いる可能性がある｡ しかし､ 掘立柱建物の場合､ 柱

穴からの出土遺物が乏しく､ 詳細な時期決定を行う

ことに難があり､ 建物方位の共通性のみで建物の同

時存在を確定することは難しい｡

� �����

前述のように､ 集落東側 (東群の遺構群) の超大

型住居ＳＨ71や､ 棟持柱式掘立柱建物ＳＢ223・240・

284・311などが所在する一画は､ 菟上遺跡弥生集落

でも最大規模の住居・建物が集中する場所である｡

また､ この場所は､ 加工斧などの手工業生産に関わ

る遺物類の出土も少ない｡ こうしたことから､ この

部分は､ 集落のなかでも共同体首長の居住・祭政区

画ないしは共同体全体の祭祀や管理など集落の意思

決定に関わる区画であったと推定される｡ ただし､

この部分のみを内郭的に区画する溝などの施設はな

い｡

超大型竪穴住居ＳＨ71や集落最大の建物ＳＢ311

などは住居主軸・建物方位が他の東群の掘立柱建物

とはやや異なっている｡ つまり､ この地区の棟持柱

式掘立柱建物でも､ いくつかの建物方位の差がある｡

このことは､ 中枢部の住居・建物群も､ 同一時期で

はなく､ 何段階かの時期的な変遷を経ていることを

窺わせている｡

この変遷は､ 菟上遺跡の一般的な竪穴住居の切り

合いの回数とも大略一致するものであり､ 棟持柱式

掘立柱建物も単一時期でみれば集落に１棟ないしは

多くても２棟程度が存在するだけで､ それが３ない

しは４回の変遷を経ているものと推定される｡

そして､ 多少地点を変えながら建て替えられてい

く棟持柱式掘立柱建物であるが､ それらはあくまで

集落東群内で建て替えられており､ 菟上遺跡の弥生

中期集落において､ 集落東群の一画は､ 中期集落の

成立から衰退期まで一貫して集落中枢部が所在した

場所であったと推定される｡ (穂積)

��� 	
�����

菟上遺跡から出土した弥生時代遺物は､ 集落部か

ら出土した土器､ 石器・石製品と､ 谷部から出土し

た土器､ 石器・石製品､ 木製品がある｡ 以下､ 遺物

に関する全体的なまとめと､ いくつかの問題につい

て若干の確認と考察を加えておく｡

���������	
�����

菟上遺跡から出土した弥生土器は､ 一部後期に属

するものが含まれるものの､ その多くは中期後葉に

属する｡ 従来､ 北勢地域､ 特に旧朝明郡の中期弥生

土器の実態は､ 資料不足に起因して不明なてんが多

かったが､ 菟上遺跡の資料は､ 土坑などの一括資料

による器種相互の同時期性の確認はできないものの､

量的な安定性があり､ 全体的な土器相を知る上では

格好の資料ということができる｡

今回の報告では､ 第５章第１節で大雑把ながら菟

上遺跡における弥生土器形式の提示を行うとともに､

ごく一部ではあるが重鉱物組成による土器の胎土分

析を行った (第８章)｡ これらは､ 当地域の土器研

究における基礎資料を提示したものと認識している｡

ここでは､ それら事実報告で記した事象を踏まえ､

その確認と派生する問題について述べていきたい｡

� ����� !

菟上遺跡出土の弥生土器の所属時期は､ 当地域の

凹線文の波及期以前に始まり､ 凹線文が存在する時

期いっぱいまで盛行し､ 後期になると急速に衰退す

る｡ 最近の土器編年研究は､ 凹線文の出現を以って

中期の時期区分の画期とし､ ほぼ第Ⅳ様式をこれに

充てるから､ 菟上遺跡はⅢ様式中葉に始まり､ Ⅳ様
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式期を通じて盛行するといってよい｡ ただし､ 凹線

文期ではあっても､ 凹線文を施さない土器もあるこ

とから､ 凹線文がないからといって､ すべからくⅢ

様式期に遡るというものでもない｡

現時点までに提示されている伊勢地域の編年研究

の成果と対比すれば､ 菟上遺跡の弥生土器で古いも

のは､ 621や622などの非凹線文系の受口細頸壺が､

上村安生氏編年のⅢ－２様式期に相当する�ことは

是認してよかろう｡

� ������	
�������

今回､ 菟上遺跡出土の弥生土器の形式抽出にあたっ

ては､ 形状だけでなく､ 個々の手法の背後に存在す

る系統関係の把握を反映させることにも努めた｡

以下､ 壺を中心に､ 簡単に成果と問題点を整理し

ておく｡

広口壺では､ 施された文様手法や器形の特徴から､

櫛描文系・沈線文系・櫛描文と沈線文の折衷系・凹

線文系・北部系・三河系という６つの土器群に区分

した｡ このうち ｢折衷系｣ は､ 土器製作の規範がルー

ズになった結果の産物ともいえるもので､ ｢系｣ と

して独立させることは不適切ともいえるが､ 土器文

様区分の説明として分類区分に含めた｡

折衷系を除く広口壺にみる系統は､ もちろんその

ままその系統数だけの人間集団の存在を示すという

わけではない｡ ある文様表出手法が流行として当地

域にも伝播し､ それが菟上遺跡の土器製作でも選択

された結果というものも含まれよう｡ しかし､ ｢三

河系｣ や ｢北部系｣ などは､ 当地域の土器製作に由

来する形式とは明らかに異なるので､ どのレベルか

はともかく､ 在地以外からの影響関係を考えるのが

妥当である｡ ただし､ これら北部系・三河系と識別

可能な形式は広口壺に限られていることは注意して

よい｡ しかも､ 北部系の胎土は､ 分析の結果､ 在地

産胎土 (584を分析､ 第８章参照) であった｡

凹線文を施文する広口壺は､ 受口 (有段) タイプ

の広口壺 (受口広口壺) を除くと極めて少数である｡

凹線文系広口壺の淵源地である近畿地方でも､ 凹線

文はこの形式と調和的であり､ 受口広口壺が凹線文

を受容する広口壺の一形式として地域を越えて共有

されている状況が見て取れる｡ ただし､ 近畿地方で

はこの形式は基本的に大型で､ また口縁部の凹線施

文以外の頸胴部が無文であることが多いが､ 菟上遺

跡を含む東海地域では､ これを縮小した小型の受口

広口壺が多出することや､ 口縁部の凹線文と同一個

体内に共存するかたちで沈線文や櫛描文が存在する

土器もしばしばみられることは注意される｡ つまり､

本地域の凹線文系の受口広口壺では､ 徐々に加飾性

は弱まるとはいえ､ 頸胴部が完全に無文化する土器

はむしろ少数派であるとみられる｡

なお､ 受口タイプ以外の広口壺であっても､ 垂下

口縁形態を採る広口壺など凹線文を受容するものも

少数ながら存在している｡

一方､ 細頸壺でも､ 凹線文手法の波及以降は受口

タイプと袋状口縁タイプの双方ともに､ 土器への凹

線文施文が一般化する｡ 凹線文手法波及以前の細頸

壺は基本的に加飾の著しい土器で､ 受口タイプは沈

線文､ 袋状口縁タイプは櫛描文とより調和的であっ

た｡ それが凹線文導入後は､ 袋状口縁タイプでは依

然として加飾性が維持されるが､ 受口タイプは頸部

に沈線文を入れるものが残存する程度で､ 徐々に無

文化が進行する｡ そういう意味では､ 受口タイプの

細頸壺は､ 受口広口壺における凹線文受容のあり方

と共通し､ 特に無文化の進行という点ではその傾向

がより強く貫徹されているように見受けられる｡

なお､ 袋状口縁細頸壺には､ 凹線文手法波及後も

少数ながら凹線文を施さない土器も確実に存在する

ことは注意される｡ このことは､ 細頸壺に関しては､

凹線文波及後は凹線文施文が一般化するとはいえ､

それを単純に時間的変遷の反映として転化しうるも

のではないことを示している｡ むしろ､ 凹線文採用

有無以外の様相で型式学的変遷を捉える必要のある

ことと､ 広口壺同様に､ 文様手法の選択肢のひとつ

としての凹線文手法が細頸壺にも及んだ状況をこそ

重視すべきであろう｡

甕では､ く字形甕において､ 外面タタキ成形のも

のの一般的存在を指摘することができた｡ タタキ成

形のく字形甕の北勢地域での存在は､ 従前はあまり

注意が払われてなかった｡ タタキ原体に､ 細筋のも

のと太筋のものが存在することも含め､ 尾張地域の

状況�と非常に類似したあり方を示す｡ 今後は､ 口

縁部刻みの詳細な分類や､ 沈線との組み合わせ､ 体

部内外面の調整手法との関わりをもう少し細かく分
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た他地域にその製作伝統が由来すると思われる土器

が存在する｡ また､ 当地域で一般的に存在するとみ

られる土器にも､ 壺では櫛描文と沈線文､ 甕ではハ

ケとタタキというように主要施文具を異にする土器

がある｡ こうした考古学的情報から確認できる事象

と胎土との関係､ 換言すれば､ ｢他地域系｣ と見な

された土器が胎土的にも当該地域に由来するのか否

か､ あるいは ｢在地｣ と目されるものの中にもいく

つかの胎土組成パターンが存在するのかなどが分析

の第一の目的であった｡

�������� 具体的な分析結果は第８章を

参照願いたいが､ ここでは焦点となるポイントにつ

いてまとめておこう	｡

まず､ 分析の基本となるものは､ 本地域に由来す

る胎土特性の確定､ すなわち在地系胎土の認定であ

る｡ 朝明川流域の砂粒は､ 鈴鹿花崗岩と東海層群中

の火山灰層に地質的背景をもつものとされ､ 鈴鹿花

崗岩は主に黒雲母花崗岩と角閃石黒雲母花崗岩が､

東海層群中の火山灰層は黒雲母・角閃石・斜方輝岩・

不透明鉱物などの重鉱物組成を示すとされる｡ この

観点から､ ｢その他｣ に分類された雲母鉱物の風化

粒に加えて角閃石・斜方輝岩などが伴う重鉱物組成

をもつもの (１～３類) が ｢在地性｣ を示すと分類

された｡ さらに､ 角閃石の比重が高いものの､ 鉱物

組成を構成する種類自体は上記１～３類に共通する

４類も､ 在地性を示す可能性が高いものとされた｡

一方､ ５類とされたものについては､ 角閃石の比

重が高いものの､ 鈴鹿花崗岩には含まれないザクロ

石を組成することから､ ザクロ石を組成に含む領家

変成岩を地質的背景にもつ中勢地域､ 特に雲出川流

域の胎土を示す可能性が高いものとされた｡ また､

参考試料として分析した中勢地域の筋違遺跡出土土

器にのみ認められた６類も､ ５類同様に雲出川流域

内の胎土の多様性を示すものとして捉えられた｡


�������� 以上の分析結果を､ 考古

学的知見と照応させると､ 興味深い事実が判明する｡

まず､ 菟上遺跡で今回分析対象とした試料は､ ほ

とんどが１類～３類､ すなわち在地系を示唆する胎

土に含まれ､ ２点のみ５類､ すなわち中勢地域を示

唆する胎土が認められた｡

ちなみに､ 参考試料とした筋違遺跡試料 (いずれ

も沈線文系広口壺) は､ ２点が５類､ １点が６類と

いう､ いずれも中勢地域を強く示唆する胎土特性を

示している｡

����������� ところで､ 菟上遺跡で

中勢系とされる５類を示した土器は､ ハケ系のく字

形甕である844と､ 三河系広口壺とした585の２点で

あった｡

ただし､ 今回､ ｢三河系｣ とした広口壺の淵源地

である西三河地域の胎土は､ 中勢地域と同じ中央構

造線沿いの地質的背景をもち､ 胎土中にザクロ石を

含むなど中勢地域の胎土特性と極めて類似したあり

方を示すという｡ つまり､ ｢中勢地域｣ 的胎土と

｢西三河｣ 的胎土は､ 現時点では分析の上からは確

定することは難しい｡ このことは､ 逆にいうと､ 今

回､ ｢中勢系｣ として報告されたザクロ石を含む胎

土については､ ｢三河系｣ 胎土としても矛盾がない

ということになる｡

つまり､ 今回 ｢三河系広口壺｣ とした ｢三河｣ 的

な調整技法をもち､ 焼成・色調のうえからも他の土

器と明らかに区別できる一群は､ 三河からの搬入品

としても胎土的には何ら矛盾はないことになる｡ も

ちろん､ 三河的な土器製作伝統をもつ集団が､ 中勢

地域で中勢の胎土を用いて土器製作を行ったという

ことも想定としては可能なので一概にはいえないが､

今回 ｢三河系広口壺｣ としたものが､ 三河ないしは

中勢に存在した三河系土器製作集団によって製作さ

れ､ それが菟上遺跡へ搬入されたということは是認

してよかろう｡

そして､ 筋違遺跡試料を含め､ 他の中勢系胎土を

もつ試料と､ ｢三河系広口壺｣ が焼成や色調の上か

らも著しい相違があることは､ 三河系広口壺が中勢

ではなく西三河地域で製作され､ 本遺跡へ搬入され

た可能性を強く示唆している｡ このことに関連して､

三河系とされるものが､ 基本的に広口壺で占められ

ることも､ 三河系広口壺の伊勢でのあり方を考える

上で極めて興味深い｡

このように､ 三河系広口壺については､ 基本的に

三河 (あるいは中勢地域) からの搬入品が含まれる

ことは是認しうるものと思われる｡

������� 一方､ 三河系としたもの以外の

沈線系を含む多くの土器は､ ほとんどが地元系を示
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す１～４類に含まれる｡ このことは､ ｢胎土の多様

性｣ というてんではすべてが同一地点 (遺跡) で製

作されたものかどうかは疑問が残るものの､ 基本的

には朝明川流域という狭い範囲内で製作された土器

群であるということを示している｡ そのなかには､

沈線文系広口壺や､ ｢北部系｣ (播磨・西摂淵源) 広

口壺､ タタキ系く字形甕､ それに受口甕Ａ類なども

含まれる｡ すなわち､ 今回出土した土器の多くは､

｢三河系｣ と認識したもの以外の多くは､ 基本的に

朝明川流域内という狭い地域で製作された土器であ

るといってよかろう｡

ちなみに今回の分析結果でいうと､ 沈線文系広口

壺は､ 中勢地域では５類ないしは６類の胎土を用い

て､ 菟上遺跡を含む朝明川流域地域では１～４類の

胎土を用いて､ 製作していたということになる｡

������ 受口甕に関しても､ 中期後半の受

口甕の主体を占めるＡ類に関して､ 在地系胎土であ

ることが示された｡ 受口甕は､ これまで近江におけ

る製作の起源地としての重要性が必要以上に強調さ

れる嫌いがあった｡ しかし､ 受口甕は東海､ 特に伊

勢にも中期以来の製作伝統が伊勢内部の出土品から

追えることが従前から石黒立人氏によって指摘され

てきたし�､ 近年は伊庭功氏によって ｢受口｣ とい

う区分を外し､ 近江と東海は ｢ハケ・条痕文系｣ と

して一括できる地域ということが指摘されている�｡

今回の受口甕における在地性胎土という結果は､ 基

本的にこうした流れを胎土の上から支持するもので､

伊勢における弥生時代中期の受口甕製作を改めて確

認したものといえよう｡

	
��� 尾張地域の一色青海遺跡では､ 尾

張地域以外に伊勢中勢～南勢地域の胎土特性をもつ

ものが含まれていたことが知られている｡ この段階
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では､ まだ試料的制約のあった北勢地域との関連は

言及されてなかったが､ 今回の菟上遺跡の分析結果

を受け､ 矢作健二氏は一色青海遺跡に関しては､ 北

勢地域の土器が搬入されたとは認めがたく､ 北勢地

域との関連は低いと結論づけられた�｡

この結果は､ 土器搬出に占める北勢地域と中勢地

域の差異を示すもの�として注目できる｡ ただし､

土器製作というてんでは､ 尾張地域と北勢地域に一

定の規範の共有関係は是認しうる｡ というのも､ 北

勢地域の土器は､ タタキ系く字形甕の一般的存在な

ど､ ハケ系が中心組成を占める中勢地域よりもむし

ろ､ 尾張地域との関連を示す形式の存在が認められ

るからである｡

以上のことは､ 尾張を媒介とした場合､ 中勢地域

と北勢地域では中勢→尾張間の土器搬出関係 (ただ

し中勢の土器は北勢へも搬出される) と北勢地域と

尾張地域との器種の共有関係という点で､ 相反する

あり方を示すものといえる｡ しかし､ 一方で沈線文

系広口壺などに代表される､ 中勢や北勢で製作を共

有する形式の存在 (さらに細かくみると壷や甕の口

唇部における ｢沈線＋刻み｣ 手法の存在など) は､

伊勢湾西岸という地域的なまとまりを括ることの有

効性も､ 土器製作の上からながら一定程度は保障す

るものでもあったということができよう｡

����� 今回は分析試料点数が少ないので､

全てが以上と同じ結論に帰結できるかどうかは現時

点では不確定な部分が大きい｡ しかし､ 今回の胎土

分析結果は､ 北勢地域の土器製作の基本的なあり方

と､ 胎土分析のうえから製作地域を絞っていく際の

ひとつの定点を提供したということができるのでは

なかろうか｡

今後は､ 沈線文系なら沈線文系のなかの中勢と北

勢の地域色や､ 在地系とされた１～４類の小地域限

定の可能性､ それに在地で製作された ｢北部系｣ 広

口壺の製作背景など､ 胎土の分析結果という自然科

学分析に立脚したうえでの考古学的背景の説明を検

討していく必要がある｡ (穂積)

�	
 �������������

菟上遺跡から出土した石器・石製品は､ 中期後半

から後期にかけて､ 竪穴住居毎にその組成を押さえ

ることができる資料というてんで､ 極めて資料的価

値が高い｡ 本地域において石器使用の最終末のこの

時期は､ 全国的に石器が衰退して鉄器が一般的にも

普及してくる時期と重なっており､ その移行の状況

を菟上遺跡というひとつの遺跡単位で概観すること

が可能である｡ 鉄器自体の出土・遺存は極めて乏し

いが､ 石器ないしは鉄器を研いだと推定される砥石

類の検討は､ このことに対しても何らかの示唆を与

えてくれるものであろう｡

以下では､ 以上のことを念頭に､ 菟上遺跡から出

土した石器・石製品についてまとめるとともに､ そ

こから派生するいくつかの問題について検討を加え

ていきたい｡

������������� !

まず､ 菟上遺跡における石器・石製品の全体的な

組成についてまとめておきたい｡

第11表は､ 菟上遺跡から出土した石器・石製品の

なかの代表的なものについて､ 遺構や谷､ 包含層な

どの出土位置を問わず器種別の組成をまとめたもの､

第614図はその大別器種をグラフ化したものである｡

これ以外にも､ 器種特定のできない破損品や剥片､

砕片類などがあるが､ 出土石器・石製品の大略はこ

れで示せたのではないかと判断される｡

まず､ この図表類を基に､ 菟上遺跡の石器・石製

品の出土傾向を箇条書きにして示そう｡

① 出土量全体に占める磨製石斧類 (特に伐採斧で

ある太型蛤刃石斧と加工斧､ とりわけ扁平片刃

石斧) の比率が高いこと

② 磨製石斧類を研いだ砥石類も安定的にみられる

こと

③ 太型蛤刃石斧は敲打段階､ 扁平片刃石斧は剥離

段階の未製品を含むこと

④ 磨製石斧類に比しての武器・狩猟具たる石鏃類

の出土量が低いこと

⑤ 石庖丁の出土が皆無で (ただし緑色片岩の原石

があり)､ 収穫具の可能性のあるものとしては

僅かに横刃形石器が２点確認できるにすぎない

こと (使用痕のあるものあり)
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⑥ 発掘精度の問題もあるが､ 調整具に分類した剥

片石器類 (使用痕有剥片も含む) もさほど量的

に多いとはいえず､ 収穫具の代用が効くような

ものはほとんど確認できないこと

などを挙げることができる｡

このうち､ 全体組成の中で磨製石斧類が多く石庖

丁が少ないことは､ 近畿地方と対比した場合､ 東海

における弥生石器組成の特徴のひとつとして既に石

川日出志氏の指摘がある�｡ 今回の菟上遺跡の調査

は､ この指摘を追認するとともに､ その傾向をさら

に強調するかたちで示すものとなった｡

つまり､ 中期後葉までの伊勢の弥生集落遺跡､ と

りわけ低地部の遺跡では､ 量的な比率としては少な

いものとなるものの､ 少量であれば収穫具としての

石庖丁も伴っていることが多い�｡ しかし､ 菟上遺

跡では､ 谷部から直柄広鍬等の木製耕起具が出土し

ているにもかかわらず､ 収穫具として機能しうるよ

うな石器は極めて僅少で､ 打製の剥片石器類のなか

にも収穫具の代用として機能しうるようなものはほ

ぼ皆無の状態であった｡

第615図は､ 伊勢の弥生集落のいくつかを任意に

抽出して､ 石鏃に代表される武器・狩猟具と磨製石

斧に代表される伐採・加工具､ それに石庖丁に代表

される穂摘具 (収穫具) の遺跡毎の出土点数をグラ

フ化して示したものであるが､ この表からも菟上遺

跡石器組成が伐採・加工斧中心のかなり極端な組成

を示していることが是認されよう｡

耕作用木製品の存在や､ 谷水田の存在も想定され

ている状況 (花粉分析結果) を考慮すれば､ 菟上集

落の成員が全く水田耕作に従事しなかったという状

況は考えがたいが､ 実際の調査所見では以上のとお

りである｡

問題は､ 石庖丁以外の穂摘具 (剥片石器類や鉄器

類) の存在ないしは穂摘以外の収穫形態を想定する

のか､ あるいは菟上集落の生業形態が水稲耕作以外

に主体があったと考えるのかに収攬されようが､ 集

落が立地する微高地脇の低地部に水田の存在が確認

された辻子遺跡でも明瞭な収穫具の出土はなく､ 問

題はさほど単純ではない｡ 今回は菟上遺跡で確認で

きた石器組成の事実関係を提示し､ 問題点の喚起に

とどめておこう｡

なお､ 磨製石斧類に製作途上の未製品を含む状況

については後述する｡

������	
��

ここでは､ 菟上遺跡から出土した石器・石製品の

うち､ 石鏃や磨製石斧など代表的な器種についての

まとめをしておきたい｡

� ����

�� サヌカイトを含む安山岩製のものが主流で､

次いでチャート製が続く｡ あと､ ごく僅かながら下

呂石製と思われるものがある｡ チャートを除き､ 打

製石鏃は地元で産出しない石材で製作されている｡
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���� 基部形状�には､ 凹基式､ 平基式､ 凸

基式､ 有茎式のいずれもが確認できる｡ ただし､ 武

器とされることが多い弥生時代特有の大型の打製石

鏃はかろうじて有茎式の1557が該当する程度で､ 極

めて少数である｡

���	
��� ごく少数であるが､ 未製品

と推定されるものや､ 安山岩 (サヌカイト？) 製の

剥片・チップ類も出土していることから､ 全てかど

うかはともかく､ 菟上集落内でも一定量は石鏃の製

作が行われたものと推定される｡

� ����

�� いずれも頁岩製である｡ これは､ １点だけ

出土した磨製石剣と同じ石材である｡

���� 緩やかな凹基形態をとる1632､ 平基式

の1883､ 有茎式の1732がある｡ このうち､ 1632は鎬

の表現も明瞭である｡

���	
��� 確実に未製品とみられるも

のはなく､ 製品のみの出土である｡ サンプルとする

量は少ないので確定できないが､ この状況は本遺物

が菟上遺跡外から搬入されてきた可能性を示してい

る｡ なお､ 三重県内の弥生遺跡における磨製石鏃の

出土傾向は､ 製作遺跡とされている鈴鹿市一反通遺

跡�の出土量が突出していることを除くと､ １遺跡

での出土点数は､ 納所遺跡の６点以外､ 後の遺跡は

最高でも３点以内である｡

� ����

�� ホルンフェルス製の１点 (1745) を除き､

すべてハイアロクラスタイト製である｡ この石材は､

菟上遺跡の所在する朝明川流域から朝日丘陵を越え

た西北側､ 員弁川支流の青川流域で産出し､ いなべ

市 (旧大安町) 宮山遺跡がその製作遺跡のひとつで

あったことが判明している�｡ 菟上遺跡から宮山遺

跡までの直線距離は､ 約14㎞である｡

���
����� 以下､ 太型蛤刃石斧・扁平

片刃石斧・柱状片刃石斧・小型方柱状片刃石斧の順

に､ 個別にまとめておく｡

�� !"#�� 菟上遺跡では､ 宮山遺跡で提

起された伐採斧形態の２種､ 伐採斧Ⅰ (側縁が平行

し､ 厚みのある基部で､ 断面が膨らみのある楕円形

になるもの)・伐採斧Ⅱ (側縁は平行するか､ 刃部

に向かって幅広となり､ 基部は厚みがあり､ 断面形

が円形に近い､ いわゆる ｢乳棒状石斧｣ 形態を採る

もの) の他､ 刃部に向かって幅狭となる形態のもの

(1563など) も存在する｡

一方､ 第616図は､ 基部から刃部まで残存した太

型蛤刃石斧について､ その長さと幅をグラフ化した

ものである｡ 法量的には､ 菟上遺跡出土の太型蛤刃

石斧の場合､ 長さ10～15㎝に分布の中心があり､ 宮

山遺跡で確認されているような長さ20㎝を超えるよ

うな大型品は少なくとも完形のものでは確認できな

かった｡

太型蛤刃石斧の製作は､ 粗割→剥離→敲打→研磨

という工程をとるが､ このうち菟上遺跡では研磨さ

れた完成品の他､ 少数ではあるが敲打段階の未製品

も認められる｡ ただし､ 完成品と思われる製品のな

かにも､ 側縁部も含めて基部から刃部まで研磨され

た全面研磨のものと､ 刃部周辺のみ研磨して基部周

辺は敲打段階で残したまま製品として扱っている例

(例えば1747など) も存在する｡

$�%&'#�� 第617図は､ 基部から刃部ま

ま残存する扁平片刃石斧の長さと幅をグラフ化した

ものである｡ この図からは､ 長さ９～10㎝の大型品､

７～８㎝の中型品､ 4.5～６㎝の小型品､ それに4.5
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㎝以下の極小品に分別可能なことが読み取れる｡ こ

のうち､ 小型品や極小品には､ 1761～1762のような

形状的な安定性に欠け､ 破損品を再加工したような

ものも存在する｡

扁平片刃石斧の製作は､ 剥離工程の後､ 敲打工程

を経由せずに研磨へ入る例が多いが､ 1698などは敲

打の工程も入ったもので､ 太型蛤刃石斧の製作に準

じている｡

扁平片刃石斧の形状には､ バリエーションが多い｡

本来､ 字句の通り､ 扁平片刃石斧という場合には､

側縁部も平に研磨され､ 断面形状が細長い長方形を

呈する扁平タイプのものを指す｡ このタイプには､

幅広で長さが短いもの (破損品であるが1662など)

と幅狭で長いもの (1706など)､ 小型品に多いが平

面形状がほぼ長方形を呈するものの３類型がある｡

さらに､ 断面形に厚みがあって扁平というより楕円

形に近いもの (1543や1755など､ 本来は ｢片刃石斧｣

というべきもの) も本書では扁平片刃石斧として扱っ

ている｡ このように､ 菟上遺跡出土の扁平片刃石斧

には法量的な差異を含めるとかなりの多様性が認め

られ､ 仕事に応じて道具を使い分けた職人的な工人

の存在を窺わせている｡

�������� 量的には扁平片刃石斧と比べ

て非常に少ない｡ 基部に抉りの入るものは確認でき

ず､ 幅より厚さが大きく､ 断面形が長方形を呈する｡

未製品が１点ではあるが存在する｡

	�
�������� この器種に分類できる

ものは１点出土しただけである (1668)｡ 基部から

刃部への移行が滑らかで屈折部を形成せず､ 全体的

な厚みも薄い｡

 ��

菟上遺跡では､ 持砥石23､ 置砥石31の計54点の砥

石が出土している｡ このうち､ 凝灰岩製の７点とア

プライト製の１点が鉄器用 (ただし小型石斧に利用

可を含む) とみられ､ 他は磨製石斧の研磨用である｡

さらに､ あと２点､ 砥石の可能性のあるものがある

他､ 台石として分類したものの中にも1660など砥面

が確認できるものがあり､ 研磨初期の段階で台石も

何らかのかたちで使用されている可能性がある｡

石器用砥石として用いられている石材は､ 凝灰質

砂岩､ 砂岩､ 泥岩のほか､ アプライトや接触変成岩

のホルンフェルス､ さらに石英斑岩がある｡ 研磨の

各段階で使い分けがなされていると思われるが､ 基

本的には凝灰質砂岩の砥石が多い｡
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跡の磨製石斧で想定されたように�､ 欠損品などか

らの再加工→再利用品の可能性も考慮する必要があ

るが､ これらもその再加工過程で廃棄されると未成

品として扱われかねない｡

以上のような不確定要素は内包しつつも､ 菟上遺

跡では､ 確実に未成品と認定しうる個体が複数確認

できる｡

菟上遺跡で認められる磨製石斧未成品は､ 太型蛤

刃石斧では敲打段階のものが主体で､ その前段階で

ある剥離段階のまま持ち込まれたものの存在は明確

でない (ただし､ 剥離痕を残すものはある)｡ 一方､

扁平片刃石斧は､ 製作工程自体に敲打段階を含まず､

剥離後直ちに研磨工程に入るものが一般的であり､

菟上遺跡にも剥離段階の未成品がある｡ さらに､ 柱

状片刃石斧についても１点ながら未成品が存在して
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いる｡

菟上遺跡では､ こうした未成品類に加えて､ 石斧

用とみられる多量の砥石類も出土しており､ 集落内

で製作の最終工程である研磨が施されたものと思わ

れる｡

つまり､ 菟上遺跡では､ 太型蛤刃石斧は敲打段階､

扁平片刃石斧は剥離段階 (一部敲打段階まで行うも

のあり) の未成品が持ち込まれ､ 集落内で最終的な

研磨工程が行われたとみられる｡

石黒立人氏は､ 宮山遺跡における磨製石斧生産が､

砥石類の比率が低いことから､ 敲打整形後の未成品

を供給したとの見通しを指摘されていたが�､ 菟上

遺跡における敲打段階の太型蛤刃石斧の存在や砥石

類の出土量の多さは､ 菟上遺跡にもたらされたハイ

アロクラスタイト製磨製石斧の供給元が宮山遺跡で

あったかどうかはともかく､ この指摘を集落遺跡の

石器・石製品比率から追認したものといえよう｡

そして､ このような状況は､ 量的な多寡はともか

く､ ｢緑色岩類｣ 製太型蛤刃石斧の製作にかかる長

野県榎田遺跡と松原遺跡の関係にも共通する部分が

ある｡ 町田勝則氏がまとめるところによると､ 榎田

遺跡は ｢特定石材に限定され､ その大規模産出地が

遺跡背後にある｣ ことと､ ｢原材獲得から､ 剥離成

形､ 敲打成形段階までが存在し､ 研磨整形以後､ 製

品の出土が一切ない｣ 点に帰結され､ 一方､ 松原遺

跡は127点出土した太型蛤刃石斧のうち未成品の占

める割合が17％近く､ なおかつ置砥石で169点もの

出土があって､ ｢研磨整形・完成段階を司った製作

遺跡としての評価｣ が見出せるという�｡ この場合

の松原遺跡は､ たんに最終的な仕上げを行ってその

完成品を自家消費する末端の集落ではなく､ 最終的

な仕上げがなされて完成品となった石斧をそこから

末端の消費遺跡へ分配する機能が想定されている｡

菟上遺跡では､ 未成品の占める比率は13％弱と松

原遺跡よりはやや低く､ 砥石の出土も松原遺跡ほど

ではない｡ しかし､ 太型蛤刃石斧だけでなく､ 松原

遺跡では行っていない扁平片刃石斧や柱状片刃石斧

の最終仕上げも行っていることが確認されている｡

これら磨製石斧類の最終製作 (研磨・敲打段階まで

を一次加工とすると､ ｢二次加工｣ という表現が適

当) が自家消費のためだけにあったのか､ 松原遺跡

のように他遺跡へも完成品を供給したのかが問題と

なるが､ 松原遺跡ほど顕著ではないとはいえ､ 未製

品の存在と砥石類の出土は現状の三重県内の遺跡で

は群を抜いて多く､ 集落規模に比して収穫具の出土

がほとんどないことと考え合わせ､ 広域ではないに

せよ近傍の小遺跡へも菟上遺跡で最終加工された製

品が供給されたものと推定される｡ (穂積)
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菟上遺跡の谷ＳＴ801と802､ それに803からは､

水分を多量に含んだ土壌が幸いして､ 有機質遺物､

とりわけ良好な木製品が遣存していた｡ このうち､

ＳＴ802は､ 底の部分に構築物と思われる若干の施

設があり､ ここで何らかの活動が行われたと推定さ

れる｡

全体的に､ 加工木材の出土は多いが､ そのなかで

器種が確定できる製品はさほど多くない｡ しかし､

注目すべき遺物を含んでいる｡

以下､ 代表的な遺物について触れた後､ 用材となっ

た樹種の特質と､ 木器製作について若干述べたい｡
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東海地域では､ 愛知県朝日遺跡で戈形木製品が出

土している�が､ 戈の柄の出土は初めてである｡ 戈

の柄は､ 全国的には石川県八日市地方遺跡�など類

例はなくはないが､ 出土数はまだ少数にとどまって

おり､ 極めて貴重な資料を提供するものとなった｡

菟上遺跡の戈の柄に着装した戈本体が木戈なのか

石戈なのか､ あるいは銅戈なのかは不明であるが､

ミズキ属を用いて作られた戈の柄自体には線刻によ

る直線文と連続 ｢く｣ 字形文による装飾が施された

丁寧な作りである｡

これまで知られている戈の柄出土遺跡の多くは､

八日市地方遺跡を含めて当該時期における地域の拠

点集落に相当する低地部の大型環濠集落であった｡

しかし､ 菟上遺跡は集落規模こそ大きいものの､ 環

濠は確認できず､ 上記集落に比べるとやや下位の集

落であることは是認されるところである｡ この場合､
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自生していると推定されるものの､ それを木製品に

はほとんど利用せず､ 専らスギ､ 次いでコナラ属ア

カガシ亜属が器種による用材選択を経て用いられて

いる｡

また､ 製品以外で谷から出土した任意抽出の木材

の同定では､ スギ→マキ属→シイ属→カシ属 (コナ

ラ属アカガシ亜属) の順で出土頻度が多かった｡ こ

こにおいて出土しているシイ属は､ 多くは木器製作

以外の用途 (例えば燃料など) のために伐採され､

簡易加工が施されたり (例えば1940等)､ そのまま

廃棄されたものであろう｡

なお､ シイ属が周辺植生では多いとはいえ､ コナ

ラ属アカガシ亜属やスギも花粉分析の結果からは主

要構成樹種のひとつであり､ 菟上遺跡の木製品を製

作する程度の量は十分に自生していたとみられる｡

菟上遺跡の木器に使われた木材の多くは､ 周辺に

自生していたものが多いとみてよいであろう｡
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丸太材から板材をとるために必要な道具は楔�で

ある｡ 菟上遺跡の木製品では､ 楔を使用した痕跡は

不明なものが多いが､ かろうじて2003には楔を入れ

たと思われる痕跡が木製品に残存していた�｡

さて､ 楔は通常､ 木製楔が知られており､ 菟上遺

跡出土品ではスギという針葉樹ながら､ 1943は形状

的にその可能性があるものとして報告した｡

しかし､ 菟上遺跡においては､ 木製品の楔だけで

なく､ 楔の可能性のある石製品が存在する (1593・

1703) ほか､ 石斧､ 特に太型蛤刃石斧を楔として転

用している可能性がある�｡ 菟上遺跡の太型蛤刃石

斧は､ 基部端部に敲打痕を有したり､ また刃部も丸

く潰れているものがしばしば見受けられる｡ 刃部の

潰れは､ 敲石や石杵などへの転用などでも生じると

思われるが､ 基部端部の敲打痕の存在を勘案すると､

楔として用いられた可能性が浮上する｡

すべての基部敲打例､ あるいは刃部潰れの磨製石

斧が楔転用というものでもなかろうが､ 楔転用の太

型蛤刃石斧の存在は既に兵庫県玉津田中遺跡にも例

があり�､ 菟上遺跡出土の太型蛤刃石斧についても

その可能性を記し､ 今後に喚起しておく｡
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木器の製作は､ 当該遺跡における原材や製作途上

品､ あるいは失敗廃棄品といった､ 未成品類の出土

によって確認することができる｡ 菟上遺跡出土木製

品で確実に未成品と確認でき､ なおかつ製作工程が

復元できる物品として､ 耕起具類があげられる｡

第621図は､ いずれもＳＴ802から出土したコナラ

属アカガシ亜属製の原材から完成へと至る各段階の

加工品で､ 丸太材・ミカン割材・ミカン割分割材・

広鍬成形段階の未成品・柄孔穿孔途中での廃棄品・

完成品を図示した｡ 集落内で､ コナラ属アカガシ亜

属の丸太を広鍬へと加工していく様子がみてとれる｡

耕起具では､ 広鍬のほか､ 鋤とみられるコナラ属ア

カガシ亜属の未成品 (1981) も出土している｡ 前述

のように､ 菟上遺跡周辺では､ コナラ属アカガシ亜

属が自生していたらしいことは花粉などから窺い知

ることができ､ 菟上遺跡では耕起具類の製作は､ 周

辺で自生していた樹木を伐採して行われたものであ

ろう｡

同様に､ 製品化する以前の原材段階 (丸太やミカ

ン割､ 最終加工前の厚板状態のもの) の木材も､ ツ

ブラジイ､ マキ属､ スギ､ クスノキ､ それにヒノキ

などがある｡ これらは､ 花粉分析結果や先に任意抽

出とした木材群 (谷から出土した木材で､ 製品化さ

れる以前の､ 枝打ちや丸太を切断しただけの状態で

遺存していた木材) の樹種同定結果とも調和的であ

る｡ これらのことは､ 菟上遺跡周辺の植生は､ 菟上

遺跡出土の木製品への使用樹種と大略において共通

したものといえよう｡

前節でみたように､ 木器を製作するための加工斧

も大小さまざまなバリエーションが確認されており､

もちろん伐採斧の出土も多い｡ また､ 木製のほか､

石製楔の存在も想定されるなど､ 木材加工の基礎的

な道具類も十分に備わっている｡

つまり､ 菟上遺跡では､ 特殊なものを除く主たる

木製品は､ 集落内で生産されていたものと思われる｡

(穂積)
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本章の第２節から第５節において､ それぞれ菟上

遺跡で確認した遺構の概要と位置づけ､ 土器や石器・

石製品・木製品の特徴とそこから派生する問題点の

把握に努めてきた｡ 本節では､ それら遺構・遺物の

特徴を踏まえ､ 菟上遺跡の中期弥生集落が本地域の

弥生社会の中でどのような位置にあって､ またそれ

が弥生社会研究の中でどのような評価が可能なのか

を考えていきたい｡
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菟上遺跡は､ 棟持柱式４棟を含む掘立柱建物33棟

と竪穴住居120基を含む環濠を持たない丘陵立地の

大型集落である｡ 大型掘立柱建物や大型竪穴住居は､

集落内の一定のエリアに集中して営まれており､ そ

の部分だけを囲繞する柵や溝などの施設はないもの

の､ 比較的小規模な竪穴住居などが密集する部分と

は区分されている｡ また､ 大型建物や大型住居で最

大のものは､ 県内でこれまで確認されているものの

なかで最大クラスの面積である｡

石器は､ 磨製石斧の石材はほぼ全てが員弁川水

系の青川流域から搬入されており､ 基本的に太型

蛤刃石斧は敲打段階､ 扁平片刃石斧は剥離段階の

ものが持ち込まれ､ 砥石類が多数出土したことか

ら集落内で最終仕上げが行われたものとみられる｡

そして､ 集落の全体規模の大きさや置砥の安定的

存在などから､ ここで最終仕上げを行って完成さ

せた製品を周辺の小規模集落へ供給した､ 磨製石

斧流通における中継遺跡的な性格を保持していた

とみられる｡

また､ 木器製作用樹木の伐採や木器製作も行われ､

集落へ入り込んだ谷からは枝を打ち落としただけの

丸太材や切断された丸太材､ 半截やミカン割にされ

た状態の原材に混じって平鍬の未成品なども出土し

ている｡

このように､ 集落の具体的活動としては石器製作

の最終加工や木器製作がその出土遺物から窺い知る

ことができるが､ 反面､ 穂刈・根刈に関わらず明確

な収穫具の出土は低調で､ イネの生産に関わる遺物

類はほとんど出土しなかった｡ このことは､ 集落の

生業において､ 手工業生産が比較的大きなウエイト

を占めていたものと推定される｡ なお､ 生産関係で

は､ 上記以外に質は悪いものの小さな瑪瑙の原石も

出土しており､ ごく小規模の玉作が行われた痕跡も

みられる｡

����� !��"#$�����

さて､ 重複のため全てが同時存在ではないにせよ､

菟上遺跡の弥生時代中期の住居と建物を合わせた総

計153という数値 (未調査域を含めるとさらに増加)

は､ ひとつの集落の規模としてはかなり大型の部類

に属する｡ しかも､ ｢東群｣ とした遺構群中でも大

型住居や大型建物が存在する部分は､ 一定の範囲

(南北100×東西80ｍ程度) 内に集中しており､ ここ

が集落の中枢機能､ あるいは貯蔵か管理などの機能

を担った特別な区域であると推定される｡ 一方､

｢西群｣ としたＳＴ802を中心とした小規模竪穴住居

などが密集する部分は､ 集落成員の居住区や工房区

とみられる｡ さらに､ ＳＴ802の底では､ ごく少量
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の流れを挟んで若干の平坦部もあり､ 各種未成品類

もここから出土しているものがあるなど､ 生産区域

は小支谷をも取り込んだものであった可能性が高い｡

つまり､ 菟上遺跡は､ ひとつの丘陵いっぱいに占地

して､ その集落エリア内で一定の機能分化を実現し

ている集落ということがいえる｡

さらに､ 菟上遺跡とは谷を挟んだ北西側に所在す

る伊坂銅鐸出土地 (伊坂遺跡) の存在�､ また谷を

挟んだ南東側に所在する方形周溝墓群 (墓域) であ

る山村遺跡�を一連の遺跡群とみた場合､ 菟上遺跡

の地域内における遺跡群としての規模の大きさは､

さらに際立つものとなる｡ すなわち､ ｢菟上遺跡群｣

は､ その中心に遺跡群の核となる菟上集落があり､

その両脇に地点を違えて祭祀域 (伊坂遺跡) と墓域

を備え､ さらに集落の内部も先述のような地点によ

る性格の差異 (中枢部と居住・工房区) をもち､ 中

枢部には､ 大型の竪穴住居や棟持柱式掘立柱建物も

含む｡ このような状況は､ 通常､ ｢拠点遺跡｣ とし

て把握される内容に近い｡

三河系など他地域系の土器を含むこと (搬入とい
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う枠をとると､ 播磨・西摂系ともいうべき壺も存在)

や磨製石斧の生産と流通における中継基地的な役割

など､ 集落内で完結する内容を超えた事象は､ まさ

に菟上遺跡が､ 朝明川北岸という旧朝明郡の北部地

域のなかで､ 周辺流通との核となる集落でもあった

ことを示していよう｡
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弥生時代の ｢拠点集落｣ とされるような大規模遺

跡は環濠集落であることが多いが､ 菟上遺跡には環

濠は伴わない｡ しかし､ 菟上遺跡とほぼ同時期の伊

勢の弥生中期集落でも､ 菟上遺跡より小規模な集落

であっても環濠が伴うことはある｡ このことは､ 環
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濠の有無が集落規模と必ずしも照応しないことを示

しており､ 環濠が大規模集落の必要条件とはいえな

いことを示している (ただし､ 弥生前期段階ではか

なりの確率で環濠が伴っており､ 集落形成のひとつ

の ｢仕様｣ に近い)｡ 菟上遺跡の場合､ 環濠が伴わ

なくとも独立した舌状丘陵という立地は､ 周囲から

集落を画するには充分の地形的条件を有する｡ 小支

谷を集落内に取り込んだ状況からも､ 環濠を敢えて

必要としないタイプの大型集落であったのであろう｡

環濠の問題も含め､ 集落構造に関わって菟上遺跡が

提起できる内容は多い｡

菟上遺跡は､ 周辺の山村遺跡や伊坂遺跡を含む遺

跡群として考えても､ 出土遺物の量や中心集落の規

模､ 存続年代の幅などから､ クニを代表するほどの

レベルではない｡ 樋上昇氏は､ 東海の弥生集落を検

討する中で､ 集落を集落ＡからＣに区分し､ 集落Ａ

を旧国に１～３遺跡程度しか存在しない集落規模・

遺構密度・出土遺物が傑出する拠点集落､ 集落Ｂを

集落Ａよりは規模・遺構の密集度の点で劣るものの

旧郡に１遺跡程度は存在した拠点集落､ 集落Ｃを一
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般集落に区分した�｡ 旧郡域に１遺跡しかないかど

うかはともかく､ 菟上遺跡は樋上氏による集落分類

の集落Ｂに相当しよう｡ ちなみにこの分類では､ 集

落Ｂの典型例とされる愛知県一色青海遺跡�も含め

て､ 環濠が伴わない集落がしばしば見られ､ 菟上遺

跡にみられた状況は伊勢だけに限った様相ではない｡

環濠の存在が大規模な集落の絶対条件とは必ずしも

されていないことは､ 少なくとも東海地域一般には

還元できる状況であることを窺わせている｡

ただし､ 伊勢では､ 愛知県の朝日遺跡や静岡県の

伊場・梶子遺跡に相当する､ 旧国を代表するほどの

大集落の実態が現時点では不明瞭である｡ 津市納所

遺跡が遺構密度や遺物量､ 石器・木器加工の存在か

らそのように説かれるが､ なお集落構成の実態など

不明な部分が大きい｡

朝日遺跡などでは､ 青銅器生産の存在も指摘され

るほど各種機能が集中して存在する地域の一大拠点

の様相を呈するが�､ 現状で知りえる伊勢の集落は､

納所遺跡も含めてそこまで統一的に各種機能が集中

して存在する集落は確認できない｡ むしろ､ 玉生産

や磨製石鏃生産が一定のエリア内に分散して存在す

る鈴鹿川北岸域の高岡丘陵を中心とした遺跡群のよ

うに�､ いくつかの集落を一括させた集落群として

捉え､ 結果として何がしかの手工業生産の一大拠点

を示す事例が多いのではないかと予想される｡ いず

れにせよ､ 伊勢においては､ 菟上遺跡以上に大規模

で､ 遺構密度も高い拠点集落の実態解明が待たれる

ところである｡

ここで注意されることは､ 納所遺跡は沖積部の低

地性の集落であるが､ 菟上遺跡や高岡丘陵遺跡群な

ども含め､ 伊勢の弥生集落の基本立地は丘陵にある

のではないかと思われることである�｡ 第623図から

第626図に北勢の朝明川・三滝川流域と鈴鹿川流域､

それに中勢の岩田川・安濃川・志登茂川流域におけ

る代表的弥生集落の占地を示した｡ この図からも明

らかなように､ 伊勢の場合､ 納所遺跡のような沖積

部の大規模遺跡の存在も注意されるものの､ それと

ともに丘陵部に重要な集落・集落群が集中している

ことが読み取れる｡ 例えば､ 朝明川流域における菟

上遺跡を中心とした遺跡群､ 鈴鹿川における高岡丘
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陵遺跡群､ それに密集して200基以上の竪穴住居が

存在した長遺跡に代表される納所遺跡北方の長岡丘

陵の遺跡群などである｡ このうち､ 菟上遺跡におけ

る大型建物や大型住居の規模は充分に他地域の大型

集落における中枢遺構と対比できるし､ 所属時期の

問題はあるが高岡丘陵遺跡群における手工業生産の

集中的有り様なども丘陵部集落の重要性を十分に示

している｡

伊勢におけるこうした丘陵占地の集落の存在形態

は､ 沖積部が広大で丘陵がほとんど存在しない尾張

低地部とは集落存立の前提となる地形的条件が異な

ることにも起因し､ 結果として集落のあり方の差と

なって表れている部分も大きいであろう｡ あえてい

えば､ 尾張地域は朝日遺跡の存在感と朝日遺跡を核

とする集落の階層構成をより強く示すが､ 伊勢の場

合は河川や丘陵に平野部が分断されたことも影響し

て低地部の大集落が尾張ほど発達せず､ 逆に各集落

の独立性や個性が発現していると思われる｡

今後､ 単一集落だけの検討でなく､ 小地域内の大

小レベルの集落実態を統合して検討した上で､ 当該

地域の実態解明が進むものと思われる｡ (穂積)
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菟上遺跡で確認された古代の遺構のうち､ 住居跡

だけで158棟を数える｡ 弥生時代の遺構と重複して

いるが､ 弥生時代と大きく異なる点は住居の立地で

ある｡ 弥生時代はＳＴ802に対し､ 扇状に立地して

いるが､ 古代の住居はＳＴ802とＳＴ801の間の平坦

地に集中して立地している｡ ほとんどが複数回の建

替えを経ている｡

ここでは､ 建物の棟方向や重複､ 出土遺物などか

ら､ 遺構の変遷を追い､ 遺跡の性格を考えてみたい｡

�������

古代の竪穴住居は48棟を数える｡ このうち規模が

確定､ もしくは復元できたものは21棟ある｡ 大きさ

別に見てみると､ ～15㎡未満が３棟､ ～20㎡未満が

９棟､ ～30㎡未満が４棟､ ～40㎡未満が４棟､ ～50

㎡未満が１棟である｡

立地の傾向として､ ＳＴ803の谷頭部周辺に集中

している｡ ほとんどが２棟以上の複数棟の重複があ

り､ 竪穴住居を建てる位置がある程度限定されてい

た可能性がある｡

竪穴住居の平面形態には､ 正方形と長方形の２種

類があるが､ 長方形タイプの方が規模が小さく､ ほ

とんどが20㎡未満である｡

主柱穴は正方形タイプのものは４基､ 長方形タイ

プのものは２もしくは４基確認している｡ 周溝はほ

とんど全周まわるものと推定しているが､ 一部に半

周だけだったり､ 全く確認できなかったものも見受

けられる｡

附属施設についてみてみると､ 貯蔵穴に関しては

そのほとんどが確認できなかった｡ 特に柱穴が密集

しているところでは穴は存在するものの､ 確定でき

なかった｡

火所としては､ カマド全体を確認したものが４棟､

焼土のみを確認したものが10棟､ 全く確認できなかっ

たものが34棟ある｡ 焼土の位置は住居の中心付近で

はなく､ いずれかの壁よりであることから､ 炉では

なく､ カマドが存在したと考えている｡ カマドの住

居内の位置は､ 焼土も含めて､ 北壁中央もしくはや

や東よりのものが12棟､ 東壁中央のものが２棟ある｡

カマドの作り方はよく分からないものが多いが､ 唯

一残りの良いＳＨ146で見てみると周溝掘削後に付

設されている｡

これらの点と出土遺物､ 遺構の重複関係を含めて

みてみると､ 正方形タイプから長方形タイプ､ 大型

から小型､ カマドの位置が北壁から東壁､ といった

傾向が読み取れる｡

��������

古代の掘立柱建物は全部で110棟を数える｡ この

他にも建物としてまとめられなかった柱穴も多く､
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同一地点で建て替えられていたり､ よくわからなかっ

た建物も含めると､ これ以上の建物があったと思わ

れる｡ このうち規模が確定できたものについてみて

いきたい｡

基本的な建物の平面形式をみてみると､ 桁行２×

梁行２､ 桁行３×梁行２､ 桁行３×梁行３などの倉

庫と見られる建物を111棟､ 桁行４間以上の主屋と

なるような建物を41棟､ 確認している｡ 全て掘立柱

建物であり､ 礎石建の建物は存在しない｡ また､ 屋

根材としての瓦は１点出土しているのみであり､ 瓦

葺の建物はほとんどなかったといえよう｡

また､ 同一地点での重複が多く､ 建て替えが行わ

れていることは明白だが､ そのパターンとして面積

を増やす場合には桁方向を延ばすものと桁・梁方向

ともに延ばすもの､ 面積を増やさずに梁方向を延ば

す (もしくは規模を変えずに柱のみを増やす) もの

の３パターンが存在する｡

������

主屋建物についてみてみると､ 建物の平面規模は

梁行が２～４間のもので､ 桁行は４～９間のものが

ある｡ 平面積は40～60㎡の間に集中するが､ 90㎡を

超すものもある｡ 面積が大きくなるにつれて､ 桁方

向の柱が増えていく｡ 梁行は２間もしくは３間に固

定し､ 桁行を延ばすことで建物の増面積を行ってい

る｡

柱間寸法は４～10尺と大きく幅があるが､ 平均す

ると５～７尺の間に集中する｡ 柱間も等間のものと

不等間のものがあるが､ 不等間のものの方が多い｡

また､ 完数尺をとらないものも多い｡

柱穴は円形､ 方形の２種類があり､ 大きさも40～

110cmと幅がある｡ 間仕切りと考えられる柱穴もあ

るかもしれないが､ 確定できなかった｡

廂付きの建物は２棟確認したのみである｡ １棟は

四面廂､ もう１棟は二面廂の建物でどちらも中心と

なる建物である｡ 四面廂の建物は同一地点で同規模

の建物を梁方向に柱を増やし､ 廂を付けるという建

て替えを行っている｡

���	��

倉庫建物についてみてみると､ 平面規模は桁行２

～３間×梁行２～３間のものがあり､ ３×２､ もし

くは３×３のものが多い｡ 平面形は正方形に近いも
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のが多いが長方形のものも見うけられる｡ 平面型式

は ｢倉｣ といわれる総柱建物と ｢屋｣ といわれる側

柱建物の２種類が存在する｡ その構成比率をみてみ

ると､ 桁行３×梁行２では56：44とほぼ半数なのに

対し､ 桁行３×梁行３では71：29と圧倒的に倉が増

加する｡ 建物の面積をみてみると､ 25㎡未満の建物

が107棟､ 25㎡を超える倉庫建物が４棟ある｡

柱間寸法は４～８尺と大きく幅があるが平均する

と４～５尺の間に集中し､ 主屋建物と比べると狭い

傾向がある｡ 柱間は主屋建物と同様に等間のもの､

不等間のものがみられ､ 完数尺をとらないものも多

い｡ またそれぞれの平均柱間寸法を取ると､ ３×３

の建物は桁間の方が広いが３×２の建物は梁間の方

が広い傾向がある｡

柱穴の大きさは35～55cmと幅があるが､ 40cmのも

のが多い｡ また､ ＳＢ283のように､ 側柱より束柱

の方が小さいものもある｡

��������	
��

遺構の重複関係､ 棟方向､ 出土遺物から遺構の変

遷を見ていく｡ 菟上遺跡では､ 弥生時代からの大き

な変遷として第１期から第７期までの時期を設定し

ているが､ 古代の時期としては第４期と第５期が相

当する｡ この２期はさらに大まかではあるが､ ５期

ほどに分けることができ､ その存続期間は約150年

ほどである｡ それぞれの時期では建物の主軸方位や

配置などがほとんど踏襲されず､ 大きく変わってい

るようである｡

����������������

古代集落の初現である｡ 調査区北東部に古代遺構の

中で最も長大なＳＢ217・ＳＢ343が並行して配置さ

れる｡ 確実にこの時代まで遡れる遺構は少ないため

確定はできないが､ 基本的な居住施設はＳＨ172・

175といった竪穴住居であろう｡ 倉庫建物が少ない

のも特徴である｡ ＳＢ217・343は桁行が８～９間と

非常に長く､ また並行して配置されていることから､

何らかの儀礼的な場と考えた方がよいだろう｡

��������������

第４－１期と同じく､ 調査区北東部に密集して建物

が営まれる｡ 桁行６間×梁行４間のＳＢ229､ＳＢ219・

259という四面廂建物を中心として､ Ｌ字状に桁行

６間×梁行２～３間の細長い建物が配置される｡複

数回の建て替えが認められているが､特にＳＢ219か

らＳＢ259への建て替えは梁間を１間増やした上､

廂をつけており､ 短期間に遺跡の格をあげるような

出来事が起こったのかもしれない｡ 倉庫建物は主屋

となる建物より西側に位置して数棟が確認できる程

度である｡ 竪穴住居もみられるが､ 居住の中心は掘

立柱建物にあるようである｡

��������������

古代集落として最も隆盛を迎える時期である｡ 調査

区北東部にＳＢ242・342等の桁行７間以上×梁行２

間の長大な建物が建てられ､ その北側にＳＢ230・2

35が配置される｡ さらに外側にＬ字状に倉庫群がほ

ぼ一定の間隔で配置される｡ 但し､ 大型の掘立柱建

物と倉庫群はやや方位を違えており､ 規則的配置と

は必ずしもいえない｡ また依然として建物の中心は

調査区北東部にあるが､ 調査区南西部へも広がりを

見せ始める｡ 西部には主屋となるような掘立柱建物

と倉庫数棟､ 南部にはＳＴ803の谷頭付近を中心に
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の時期 (15世紀後半～16世紀前半) に形成され､ 大

窯第３段階ごろ (16世紀末) まで続いていたようで

ある｡

����� 伊坂集落の最奥部､ 西ヶ広遺跡の西の

丘陵頂部に立地する｡ 主郭は低い土塁に囲まれた不

定形な曲輪で､ 北端に虎口を持つ｡ この虎口は発掘

調査が行われた西ヶ広遺跡からの道につながる可能

性が高い｡ 伊坂城跡と比較すると古い形態の城と思

われる｡

��

�	
� 最も北奥部に位置している｡

本書で報告した129基にも及ぶ火葬墓が確認され

ている｡ 出土遺物が少ないため､ これらの厳密な時

期を絞り込むのは困難であるが､ 土師器皿や銭貨か

らおおむね15世紀後半から16世紀代のものと考えら

れる｡ これらのほとんどがなんらかの形で焼土・炭

をともなっており､ 火葬のための施設と考えられる｡

発掘調査は36,000㎡にわたり､ 谷部分では底まで完

全に掘削したにもかかわらず､ 石塔や石仏は１点も

出土していない｡ また松下氏による火葬人骨の検討

(第10章) でも完体のもの､ 特に頭骨が少ないこと

から火葬後の拾骨が行われた可能性が高いことが報

告されている｡

火葬墓は､ その数の割に重複が少ない｡ これは一

時に多数の人が葬られた結果というよりも､ 地上に

何らかの標識を伴なっていたと考えられる｡

以上のことから､ これらの土坑墓群は石塔を伴わ

ない火葬に特化した中世墓群であると考えられる｡

����� 伊坂集落中に位置する｡ ここにはか

つて証誠寺があったが､ その取り壊し中に五輪塔

(十数基)・宝篋印塔や石仏､ 蔵骨器 (５個) が出土

した｡ 五輪塔や石仏は戦国期のものである｡ 蔵骨器

は古瀬戸中Ⅰ期から後Ⅳ期 (14世紀初頭～15世紀後

半) のものまでがある�｡ 五輪塔の中にはそれより

も新しい16世紀代のものも含んでいるようである｡

������� 千代田集落内の円光寺境内の墓地

には室町・戦国期のものと思われる宝篋印塔や中世

後期から近世初頭の五輪塔がある｡

このほか少量であるものの伊坂城跡の発掘調査で

も石仏や五輪塔が出土しており､ この地点にも中世

墓が存在した可能性が高い｡

����

�	�� 桑名への交通路が伊坂集落を通っている｡

このルート上では古代の官道が想定され､ 発掘調査

が行われている｡ この発掘調査では明確な道路遺構

は検出されなかったものの､ 大窯第１段階 (16世紀

前半) の遺物が出土している�｡

�	�� 千代田集落の東には朝明川が流れる｡ 対

岸には ｢平津｣ という地名もあり､ 川湊があった可

能性もある｡

� � !"#
��

$�����%�&�
�'����

両城の構造を比べると､ 前述のように西ノ広城跡

は古い構造を持ち､ 伊坂城跡は新しい構造を持って

いる｡ 両城では周囲の屋敷地の発掘調査が行われて

いる｡ 両者から出土した瀬戸美濃製品を比較すると､

明らかに時期差が生じる｡

まず西ヶ広遺跡では､ 古瀬戸後Ⅳ期新段階までは

安定した出土量があるものの､ 次の大窯第１段階に

なると遺物量が激減する｡

これに対して伊坂城跡では古瀬戸後Ⅳ期新段階か

ら遺物が安定してみられ､ 大窯第１段階になると､

衰退する西ヶ広遺跡と入れ代わるように遺物量が激

増する｡ 以上のことから古瀬戸後Ⅳ期新段階から大

窯第１段階の時期 (15世紀後半～16世紀前半) に西

ノ広城跡・西ヶ広遺跡から伊坂城跡への城郭の移動

が行われた可能性が高い｡

(�	
�)*��'�����

前述のとおり､ 菟上遺跡では多数の火葬墓が確認

されているにもかかわらず､ 付近からは石塔類は一

切出土していない｡ 人骨の分析でも､ 拾骨が行われ

た可能性が高いとされている｡

伊坂中世墓群では､ 五輪塔・宝篋印塔・石仏・蔵

骨器が出土している｡ 工事中の発見のため全貌は明

らかにし難いが､ 多数の石塔や骨壺があったことは

確実である｡

両者の時期はほぼ重複し､ 15世紀後半から16世紀

においては､ 菟上遺跡火葬墓群―伊坂中世墓群とい

う対応関係が成り立つと思われる｡

+ �,-./0123

以上の諸要素とそれぞれの関係性をもとに中世後

期の伊坂の景観復原を行う｡ まずは集落とそれをと
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りまく空間を山間部の非居住域 (｢山｣) と居住域

(｢里｣)､ その境界 (｢里山｣)､ 生産域 (｢田畑｣) に

分ける｡ これらと他地域を結ぶ要素である陸上・水

上の交通路を加えたものが下のモデル図である｡

村の中心には伊坂集落がある｡ 内部には屋敷地と

石塔が存在する墓地 (伊坂中世墓群) がある｡ 寺院

があった可能性もある｡ 15世紀までは､ この縁辺部

に城郭 (西ノ広城跡) を含んでいた｡

里の奥には､ 山との中間地域である里山がある｡

この部分は弥生時代中期から中世前期にかけて集落

や墓が営まれた場所である｡

16世紀前半にはこの部分に集落から分離した城郭

(伊坂城跡) とそこに集住した被官の屋敷地が造ら

れる｡ これにより伊坂 (集落) ―西ヶ広遺跡 (城の

近辺に集まった屋敷) ―西ノ広城跡 (山城) という

単線的構造を持った集落が､ 従来の伊坂集落に加え

伊坂城跡と被官の屋敷地が並存するという複線的構

造の集落に変貌したと考えられる｡

このような集落構造に関しては文献史学からの指

摘がある｡ 榎原雅治氏は､ 天文７年 (1538) の ｢丹

後国御檀家帳｣ の分析により､ 同国には苗字を有す

る者ばかりの里と､ 苗字を有するごく少数の者と苗

字を持たない多数の者からなる里の､ ２つのパター

ンの里があり､ このうち前者は有力な国衆の居城の

周囲に被官となった中小の地侍たちが集住している

状況をあらわすものであるとされている�｡

伊坂集落と伊坂城跡の関係はまさにこれにあては

まり､ 16世紀前半には北伊勢でも同様の集落構造の

変化が起こっていたことが確認できる｡ このことは､

地域社会のより深部にまで ｢戦国｣ が浸透し､ ｢村

に住む者｣ と ｢城に住む者｣ との分離 (＝兵農分離)

が始まったことを示すものである｡

最奥部には山がある｡ 集落の構成員からみると､

この部分は基本的には非居住地である｡ 山と里山の

境界には120基を越える数の火葬墓群 (菟上遺跡)

がある｡ これらは､ 伊坂集落や伊坂城跡に伴なうも

のである可能性が高い｡ 里に住む者にとっては ｢異

界｣ の入口にあたるこの場所で死者は荼毘に付され

たのである｡

これは建物と墓が同じ場所に連続して造られる菟

上遺跡の中世前期の状況とは明らかに違ったもので､

死に対する忌避が広く行き渡ったことによるもので
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あろう｡

また菟上遺跡と伊坂中世墓群との関係は､ 菟上遺

跡が火葬の場､ 伊坂中世墓群が墓参の場となる可能

性がある｡ すでに戦国時代にはこのような分離 (＝

両墓制) が始まっていたことを示している｡

里と川との間には生産地が広がる｡ 生産地には水

田や畑があり､ 集落から耕作に向かったのであろう｡

川には水運の拠点となった川港が存在する｡ 集落

の構成員からみると､ この部分も本来は非居住地で

あった可能性が高い｡ 市などが存在したとするとこ

の場所であろう｡

� ����

本稿では､ 集落・城郭・墓地とそれぞれの時間的・

空間的な変遷を通じ､ 中世集落の景観復原を試みた｡

そのなかで提示したモデルは､ 中世後期北伊勢の集

落・城郭・墓の相対的関係を示すとともに､ 他地域

との比較材料となり得ると考える｡ 例えば集落と城

郭との関係においても､ 南伊勢ならば城郭が当初

(15世紀代) から里山ではなく山に築かれ､ 伊賀な

らば戦国時代末においても集落内に城郭が築かれる

というような地域性が現れることが予想できよう｡

従来の考古学や城郭研究では､ 集落・墓・城郭が

それぞれ個別に議論され､ その検討は微細な部分に

までおよんでいる｡ しかしこれらを面的に遺跡群と

してとらえなおし､ それぞれの場における位置付け

やそれぞれの関連を検討することにより､ 遺跡の消

長や移動､ 集落構造の転換などを把握し､ その地域

の歴史的環境を明かにすることが可能ではないかと

思われる｡

(竹田)
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良祐 ｢埋納された古瀬戸製品―特に大型壷・瓶類
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ⅩⅧ』 瀬戸市歴史民俗資料館 2001､ 石造物は

四日市市教育委員会濱邊一機氏のご教示による｡
� 三重県埋蔵文化財センター 『重地遺跡発掘調査報
告』 2004

� 榎原雅治 ｢むすびあう地域｣ 『日本の中世12 村の
戦争と平和』 中央公論社 2002



���� ����	
�����

菟上遺跡では､ 第二名神自動車道とそれに接続す

る県道部分を併せて36,718㎡という広大な面積の発

掘調査を行った｡ 最後に､ 菟上遺跡の全体的な意義

とそこから提起される学術上の課題などを列挙し､

今後の課題としたい｡

�������������

菟上遺跡で発見された弥生時代中期の集落は､ 棟

持柱式掘立柱建物や床面積130㎡を超える超大型竪

穴住居を含む竪穴住居120基・掘立柱建物33棟を数

える大規模なものであった｡ もちろん､ 調査区外に

は､ さらに当該時期の遺構が広がっていることが予

想され､ これを勘案すると集落規模はさらに大きな

ものになる｡ 菟上遺跡では環濠は存在せず､ 周囲と

は谷をはじめとする地形によって視覚的に区画され

たものであった｡ 従来､ こうした大規模集落は､ 平

野部の環濠集落にこそみられる現象という位置づけ

が一般的であったが､ 菟上遺跡は ｢大集落｣ という

ものの概念についても､ 大型建物・大型住居の存在

とともに再検討を促すものといえよう｡

ところで､ 伊勢湾西岸地域においては､ 津市長遺

跡をはじめ､ 鈴鹿市の高岡丘陵の遺跡群など丘陵部

に占地する中期の遺跡群が従前より知られていた｡

菟上遺跡周辺も､ 墓域である山村遺跡をはじめ､ 丘

陵部に占地する弥生集落は数多く､ すでに宅地化さ

れた丘陵もかつて弥生時代遺物の散布が認められて

いたことの多いことも含めると､ 丘陵いっぱいに弥

生集落が存在していた状況が復元できる｡ このこと

は､ 耕作可能な低地部の狭隘性とも関連するが､ よ

り広くみると､ 低地の集落 (環濠集落を想定するこ

とが多い) と高地性集落という二元論では説明しき

れない事例の顕在化として受け止めることができよ

う｡ 同様の状況は､ 相模を中心とした南関東などで

もみられるが､ 東海地域でもこうした丘陵部の集落

動向を包含し､ その生業も視野に入れて集落動態を

研究することの必要性を提起したものといえよう｡

また､ 菟上遺跡から谷を挟んだ西北側の丘陵から

はかつて扁平紐式銅鐸 (伊坂銅鐸) が出土したとさ

れ､ 近傍の集落の中では最も有力な菟上集落との関

連も想定される｡ 菟上遺跡では県内初となる戈の柄

も出土しており､ 大型建物群の存在とあわせて朝日

丘陵弥生遺跡群における菟上遺跡の祭祀面での役割

も検討していく必要がある｡
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古墳時代末葉にその出現が遡るとみられる大型掘

立柱建物群が確認されたことも､ 特筆すべきことで

ある｡ 朝明郡の郡衙は､ 四日市市教育委員会が調査

した朝明川南岸の久留倍遺跡であることがほぼ確定

しているが､ 菟上遺跡は出現時期が久留倍遺跡より

も遡りそうである｡ 本地域における初期郡衙 (評家)

とされるものの実態はいまだ明らかでないが､ 久留

倍遺跡の出現時期がどこまで遡るのかが朝明郡の官

衙や古代集落を考えるうえでひとつの論点になるの

は間違いない｡ いわゆる郡司層の居宅が何らかの公

的機能を帯びたものとして意識されるのか､ あるい

は ｢郡｣ というものが認識された当初からプリミティ

ブではあっても居宅とは別に公的施設が整備され出

すのか､ まだまだ問題は多い｡

菟上遺跡の大型建物群は､ 棟方向こそ真北は指向

しないが､ 倉庫群も伴って部分的に規則的配置を採

用している｡ 一方で竪穴住居群は､ 基本的には大型

建物群が廃絶した後に出現するようである｡

菟上遺跡の古代建物群の評価は､ 古代東海道の位

置とも関わって､ 朝明郡全体の官衙・集落動向と連

動している｡ 菟上遺跡のみの知見で最終的な評価を

下すことはできず､ まずは久留倍遺跡大型建物群の

出現時期の確定など周辺有力遺跡に関する情報がい

ま少し整理された段階に改めて考えねばならない｡
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ＳＴ802の左岸側を中心に営まれた火葬墓群は､

総数129基にも及ぶ｡ しかも､ その多くは重複する

ことなく､ かなりの計画性をもっていたらしいこと

も窺え､ 本来は何らかの標識を地上に備えていたら

しい｡ 火葬人骨の遺存状況から､ 拾骨が行われたこ

とも提起されており､ 両墓制とも関わる内容を内包

している｡ 火葬墓群としての規模も､ 現状では全国

屈指の規模をもっており､ 今後､ 地域構造全体の中

でさらに評価を定めていく必要がある｡ (穂積)
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掘立柱建物
土坑・井戸・墓
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要

約

弥生時代中期の大集落と古代の大型掘立柱建物群､ 戦国時代の墓地遺跡などを確認｡
弥生時代中期には､ 100㎡を超える大型竪穴住居を含む120基の竪穴住居､ 独立棟持柱式掘立柱建物４棟

を含む掘立柱建物33棟を確認した大規模な集落が営まれる｡ 環濠はないが､ 磨製石斧の最終加工や木器生
産も行われた｡ 付近には扁平鈕付式銅鐸が出土した伊坂遺跡､ 多数の方形集溝墓が確認された山村遺跡が
あり､ これらとの関連が注目される｡
古墳時代末葉には､ 大型の掘立柱建物を中心とする掘立柱建物群が成立する｡ 朝明川南岸には､ 政庁や

正倉の確認により､ 郡衙であることが明らかになった久留倍遺跡があるが､ 菟上遺跡の大型掘立柱建物は
それよりもさらに遡るものであり､ これらは当地域での郡あるいは評の成立に深くかかわっている可能性
が高い｡
中世後期には129基の火葬墓群が営まれる｡ これらは伊坂集落や伊坂城跡､ 伊坂中世墓群と関連するも

ので､ 中世後期における遺跡間の関係､ 集落エリアでのそれぞれの場の属性などを考察する好資料となる｡
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