


１　本書は、三重県伊賀市沖字打越に所在する沖打越１号墳・沖打越中世墓の発掘調査報告書である。
２　この調査は、農免農道（依那古２期地区）整備事業に伴い、平成21年度と平成22年度に実施した。
３　発掘調査および報告書作成は、次の体制で行った。
　調査主体　　三重県教育委員会
　調査担当　　三重県埋蔵文化財センター（調査研究Ⅰ課）
            　平成21年度　主査　伊藤裕偉　　同　　奥田勝久
            　平成22年度　主幹　伊藤裕偉　　技師　髙松雅文
４　調査にかかる諸費用は、三重県農水商工部が全額負担している。
５　発掘調査にあたっては、地元の沖地区・才良地区および伊賀農林商工環境事務所から多大な協力を受けた。
６　本報告の基となる記録類および出土遺物は、三重県埋蔵文化財センターで保管している。
７　発掘調査および報告書作成にあたっては、下記の方々から専門的な助言・指導を得た。
  　一瀬和夫　大江綾子　狭川真一　佐藤亜聖　　（順不同・敬称略）
８　当報告書の作成業務は当センター調査研究Ⅰ課が行った。報告文の作成は伊藤・髙松および谷口文隆が行い、
　目次等に分担を示した。編集は伊藤が行った。

＜地図類＞
１　本書で使用した地図類は、国土地理院発行の1/25,000地形図、三重県共有デジタル地図（平成19年測図）、　
　農免農道（依那古２期地区）事業地平面図である。これらの地図は、全て世界測地系（測地成果2000）に対応
　している。
２　調査区の座標は、測地成果2000に対応した新座標第Ⅵ系で表記している。挿図の方位は全て座標北で示して
　いる。なお、磁針方位は西偏７° 00′（平成10年）である。
＜遺構類＞
３　土層図は、層の区分を実線で、調査区壁面および採録深度に相当する部分を一点鎖線で表現している。また、
　遺構面や層位の大区分となる層については、他の土層線よりも太い線で表現した。
４　土層図の色調と土質は、小山正忠・竹原秀雄編著『新版標準土色帖』（日本色研事業株式会社　1967年初版、
　2003年第23版）を基準に、調査担当者が現地で目視した状況による。
５　当報告書での遺構は、それぞれの遺跡単位で通番としている。
６　遺構等の断面図で、平面図の相当位置に矢印があるものは、立面図となっている。
７　中世墓では、遺構番号の頭には、見た目の性格によって、以下の略記号を付けている。
  ＳＦ････焼土坑　ＳＫ････土坑　ＳＸ････経塚・火葬骨埋納遺構・蔵骨器埋納遺構
８　遺構は、調査時に付加した遺構番号を踏襲している
＜遺物類＞
９　当報告での遺物実測図類は実物の1/2・1/4・1/8などがあり、その都度指示した。
10　遺物の断面図は、土器は白抜きで、鉄製品・石製品は斜線で表現した。
11　当報告書での用語は、「つき」は「坏」、「わん」は「椀」に統一している。
12　遺物観察表は、以下の要領で記載している。
　番号･･････挿図掲載番号である。
　実測番号･･･････実測段階の登録番号である。
　様・質･･････「土師器」「須恵器」といった区分をここに示した。
　器種など･･････遺物の器種を示す。
　グリット･･････調査時に設定したグリット名を記した。
　遺構・層名･･････遺物の出土した遺構や層名を記した。
　法量(㎝)･･････遺物の法量を示す。(口)は口縁部径、(底)は底部径、(体)は体部径を示す。なお、数値はそれ
　ぞれの部位の最大径であり、内法や、実測段階での　「接地点」ではない。
　調整・技法の特徴･･････主な特徴を外面（外；）・内面（内；）で示した。「Ａ→Ｂ」はＡの後にＢが施された
　ことを示す。
　胎土･･････小石等の混和材を除いた素地の緻密さを「密〜粗」で区分した。
　色調･･････その遺物の代表となる色調を記載した。表記は、前掲『新版標準土色帖』に拠る。
　残存度･･････指示部位を12分割した際の残存度を示した。6/12は約半分、12/12は全体が残っていることになる。
　特記事項･･････遺物の特徴となる事項を記した。
＜写真図版＞
13　挿図と写真図版の遺物番号は、遺物実測図の番号と対応している。
14　遺物の写真図版は、特に断らない限り縮尺不同である。
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１　調査の契機と経過

ａ　総説

　ここで報告する沖打越１号墳・沖打越中世墓は、平

成 21・22 年度農免農道事業（依那古２期地区）に伴い、

発掘調査（記録保存）を実施したものである。同事業

にかかる発掘調査は、伊賀市沖地区では山神遺跡（平

成７年度）に続き２地点目である。

ｂ　事前協議の経過

　沖打越１号墳・沖打越中世墓の所在する才良・沖

地区西部丘陵は、昭和 52 年度に刊行された上野市編

『上野市南部都市開発区域埋蔵文化財第一次調査報

告』（1978 年、以下「上野 1978 報告」）で、多数の遺跡・

古墳の存在する地域とされていた。上野 1978 報告は、

平成４年３月に刊行された上野市教育委員会編『三

重県上野市遺跡地図』（1992 年、以下「上野 1992 報

告」）では、一部のみが表記されるに止まり、遺跡番

号も付与されていないが、全体が埋蔵文化財包蔵地

と同等の扱いがなされている。

　当該丘陵部を通過する農免農道に関しては、上記

上野 1978 報告の状況を踏まえつつ、路線内の分布調

査を平成 17 年度に実施した。その結果、上野 1978

報告で認識されていた古墳（横穴式石室墳）などを

改めて確認することとなった。

　三重県埋蔵文化財センター（以下、「当センター」）

と事業部局である県農水商工部農山漁村室と事業実

施機関の伊賀農林商工環境事務所（以下、「伊賀農林」）

は、この成果をもとに協議を重ね、古墳と考えられ

る地点を極力事業地内から除外し、路線変更を重ね

る中で遺跡の現状保存に努めた。しかし、それでも

いくつかの遺跡・古墳については記録保存とせざる

を得ない状況にあった。

ｃ　範囲確認調査と本発掘調査

　上記協議を経て、当センターでは沖打越１号墳・

沖打越中世墓の範囲確認調査を平成 21 年２月 23 日

に行った。実施面積は 12 ㎡であった。この結果、こ

こに火葬骨を埋納した鎌倉時代頃の中世墓が確認さ

れ、事業地内の約 630 ㎡に対して本調査が必要である

と認識するに至った。この結果をもとに、当センター

と伊賀農林等が協議を重ね、平成 21 年度に本調査を

実施することとなった。

２　調査の経過と法的措置

ａ　発掘調査の経過

　沖打越中世墓の本調査は平成 21 年度に実施し、当

該年度内に完了する予定であった。しかし、中世墓

の調査途中で下部に古墳（沖打越１号墳）が確認さ

れたため、引き続き平成 22 年度にも調査を継続する

こととした。なお、平成 21 年度の調査は、同一事業

地内にある才良吉田谷古墳群などと併行して実施し

ている。

平成 21 年度（第１次調査）　平成 21 年度の発掘調査

は、「沖打越中世墓・吉田谷１号墳埋蔵文化財発掘調

査業務」として、発掘調査補助業務の委託を行った。

平成 21 年 10 月 16 日に一般競争入札を実施し、 ㈱島

田組が落札した。契約期間は同年 10 月 19 日から翌

22 年２月 26 日（契約変更により延長後）である。

　当調査にかかる平成 21 年度の経過は以下の通りで

ある。最終調査面積は 556 ㎡である。

　なお、調査区のある丘陵部は保安林指定されてい

る。そのため、平成 21 年 10 月 26 日付けで森林法に

かかる保安林内作業許可申請を事業者である県知事

名で提出し、同年 11 月 11 日付けで許可を得ている。

10月16日　発掘調査委託業務（補助委託）を ㈱島田

組が落札。

10月20日　現地確認（伊賀農林・ ㈱島田組・当セン

ター）。調査地内の伐採や作業工程について協議。

・調査経過（平成 21 〜 22 年）

11 月６日　発掘調査用具の資材搬入。

11月19日　事業地内立木の伐採範囲を明示。

11月20日　立木の伐採を開始（伊賀農林による）。

11月25日　立木の伐採、ほぼ終了。

11月27日　調査基準点の設置。

12 月１日　調査区の設定。

Ⅰ　　調査の契機・経過と行政的諸手続
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第 1図　沖打越地区調査区周辺地形図（1：1000）
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12 月４日　土量管理用測量の実施。

12 月９日　調査前の段階確認実施。

12月14日　調査グリッドの設定。

12月17日　調査区掘削をＡ区から開始。遺構なし。

12月18日　Ｂ・Ｃ区の掘削。陶器片数点のみ。

12月21日　Ｄ区の掘削。遺構・遺物なし。

12月24日　Ｄ区の掘削終了。流路を確認。

１月５日　Ｅ区の掘削開始。頂部にて集石および人骨

埋納土坑確認。埴輪片も出土。

１月６日　Ｅ区の調査続行。人骨埋納土坑５箇所以上

確認。中世墓の下部に古墳の埋葬施設らしき輪郭を

認識（沖打越１号墳）。

１月８日　Ｅ区の北斜面の掘削。遺構・遺物なし。

１月15日　Ｅ区で石塔確認。小礫群あり。焼土坑ＳＦ

15を確認。荼毘跡と考えられる。

１月18日　火葬骨埋納土坑の一部を写真撮影。

１月19日　ＳＦ15から鉄釘出土。体部完形の蔵骨器Ｓ

Ｘ９を確認。中世墓群の実測図を作成。

１月26日　ＳＦ15実測。現地説明会の資料提供（伊賀

市政記者会）。新聞各社、発掘調査現場へ来訪。

１月29日　現地説明会準備。

１月30日　現地説明会を開催。吉田谷古墳群とあわ

せ、157名の参加があった。

２月１日　Ｅ区の立面図作成。ＳＸ５の水輪・地輪に

墨書梵字を確認。

２月５日　平板による等高線測量（〜８日）。

２月10日　Ｅ地区の写真および遺物取り上げ。

２月12日　火葬骨埋納土坑の補足調査。

２月18日　機材の撤収。

２月19日　発掘調査現場の引き渡し（伊賀農林へ）。

３月８日　業務完成検査（㈱島田組、於；三重県埋蔵

文化財センター）

平成22年度（第２次調査）　平成22年度は、前年度に

沖打越１号墳の存在が明らかになったことから、前

年のＥ区を中心とした本調査とともに、改めて事業

地内の範囲確認調査を実施することとした。

　当該年度の発掘調査は、「沖打越中世墓・才良吉田

谷古墳群ほか埋蔵文化財発掘調査業務」として、発

掘調査補助業務の委託を行った。平成22年６月21日

に一般競争入札を実施し、㈱アーキジオが落札した。

契約期間は同年６月22日から同年10月29日（契約変

更による延長後）である。

　当調査にかかる今年度の経過は以下の通りである。

最終調査面積は、本調査部分で538㎡、範囲確認調査

部分で約50㎡の、合計588㎡である。

　なお、前年と同様に、森林法にかかる保安林内作

業許可申請は平成22年６月23日付けで事業者である

県知事名で提出し、同年７月21日付けで許可を得た。

・調査経過（平成22年）

６月21日　発掘調査委託業務（補助委託）を㈱アー

キジオが落札。

７月２日　現地確認（伊賀農林・㈱アーキジオ・当

センター）

７月20日　発掘調査用具の資材搬入。

７月21日　調査前段階確認ののち、作業開始（酷暑

の日）。Ｅ区北東斜面部から古墳時代の土師器高坏出

土。

７月22日　やはり酷暑！１号墳墓壙の検出。Ｆ・Ｇ・

Ｈ区の調査前段階確認と、Ｇ・Ｈ区の掘削開始。

７月23日　酷暑！中世墓ＳＸ19〜24の検出および実

測、火葬骨取り上げなど。

７月26日　１号墳墓壙の輪郭ほぼ確定。丘陵北斜面

東寄りから五輪塔の水輪出土。

７月27日　１号墳墓壙の検出状況写真。Ｇ区掘削終

了。遺構・遺物なし。

７月28日　１号墳東周溝を確認。１号墳墓壙埋土上

にて中世墓ＳＸ25を確認（頭骨のみか）。Ｆ区掘削。

７月30日　１号墳墓壙の南側にもう一つの墓壙を確

認（埋葬施設２）。Ｇ・Ｈ区の掘削後段階確認。

写真 1　酷暑対策（シートの庇）
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８月２日　１号墳墓壙掘削するも埴輪片のみで副葬

なし。東周溝内から埴輪・土器（小形丸底壺）など

まとまって出土。調査区に設置した温度計が37℃を

指す。作業エリアの上にブルーシートで庇を作る（写

真１。９月下旬までこの庇は威力を発揮）。

８月３日　１号墳墓壙から刀子出土するも、他に目

立った遺物なし。調査区の温度計は38℃。

８月４日　１号墳墓壙の上部土層図作成。丘陵北斜

面から弥生末〜古墳初頃の台付甕片出土。Ｉ区の調

査前段階確認。

８月５日　ＳＸ５から墨書の見える礫石経出土。「朝」

「盡」などあり。１号墳墓壙から鉄鎌出土。Ｆ区の掘

削後段階確認。

８月６日　本日も酷暑！１号墳埋葬施設２の棺痕跡

を検出。掘削するも副葬品なし。

８月９日　今日は比較的涼しい（30℃以下か）。埋葬

施設２の棺内に遺物なし。Ｊ・Ｋ区の調査前段階確認。

８月10日　１号墳埋葬施設１、頂部から約１ｍ下げ

るも副葬品なし。

８月11日　１号墳埋葬施設１の墓壙脇にピットを検

出。棺痕跡明瞭に確認。一部掘削するもやはり遺物

なし。

８月12日　酷暑（35℃以上）。１号墳埋葬施設１の掘

削続行するも、やはり遺物なし。

８月18日　酷暑（35℃以上）。１号墳埋葬施設１、や

はり遺物はない。

８月19日　酷暑。１号墳埋葬施設１から、人骨片ら

しきものを確認。遺物はない。

８月20日　Ｉ区掘削開始。１号墳周溝の土層セクショ

ンを取り外す。

８月23日　調査区の温度計は40.5℃。東周溝内から

砥石出土。

８月24日　１号墳埋葬施設１の土層図作成。Ｉ区掘

削終了、Ｊ区開始。

８月25日　東周溝の写真撮影と実測図の作成。

８月27日　丘陵南斜面にて五輪塔の火輪が出土。炭

層もある。Ｋ区掘削開始。

９月１日　丘陵南斜面の掘削。炭層は２基目の荼毘

跡と確認。Ｊ・Ｋ区掘削終了。調査区の温度計36℃。

９月２日　一瀬和夫氏（京都橘大学教授）による調

査指導。

９月３日　焼土坑ＳＦ27写真。調査区の温度計38℃。

９月７日　ＳＦ27ほかの実測。Ｉ・Ｊ・Ｋ区の掘削

後段階確認。

９月10日　１号墳埋葬施設内の土層観察用ベルトの

除去。やはり遺物なし。土壌サンプルなどを採取。

９月13日　ラジコンヘリによる上空からの写真撮影。

その後、全景写真などを撮影する。

９月14日　写真撮影の続き。

９月15日　現地説明会のための資料提供（伊賀市政

記者会）。

９月17日　現地説明会の準備。

９月18日　現地説明会開催。126名の参加があった。

９月21日　周溝内遺物の取り上げ。

９月22日　１号墳ほかの等高線測量。

９月24日　調査区土層図作成。今日は異様に涼しい。

９月27日　１号墳墓壙の棺据形を掘削。遺物ない。

10月５日　Ｅ区の終了後段階確認。

10月６日　朝は寒いぐらいに涼しくなった。現場の

片付け、範囲確認調査区の埋め戻しなど。

10月８日　丘陵北斜面の残存部を重機で掘削。石仏

２体と五輪塔部材（火輪２個）出土。現場撤収。

10月19日　発掘調査現場の引き渡し（伊賀農林へ）。

11月９日　業務完成検査（㈱アーキジオ、於；三重

県埋蔵文化財センター）

ｂ　発掘調査の普及・公開

　当該発掘調査にかかる普及・公開事業として、現

地説明会を開催した。前述のように、平成21・22年

度のそれぞれに実施し、参加者は157名（平成21年度）・

126名（平成22年度）であった。また、調査成果報告

写真 2　現地説明会
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会として平成23年４月16日に開催した「おもろいも

ん出ましたんやわ＠三重2010」にて、調査成果の概

要報告と遺物展示を行った。

　他には、三重県埋蔵文化財センターＨＰで発掘調

査情報を提供した。

ｃ　文化財保護法等にかかる諸通知

　発掘調査にかかる文化財保護法(以下、「法」)の諸

通知は、以下により行われている。

・法に基づく三重県文化財保護条例第48

条第１項(県教育長あて県知事通知)

 平成21年10月９日付、賀農環第734号

・法第99条第１項(県教育長あて三重県

埋蔵文化財センター所長報告)

 平成21年11月２日付、教埋第295号

 平成22年７月14日付、教埋第93号

・遺失物法にかかる文化財の発見・認定

通知(伊賀警察署長あて県教育長通知)

 平成22年３月15日付、教委第12-4428号

 平成23年２月22日付、教委第12-4407号

　

３　発掘調査と記録の方法

ａ　掘削の方法　

　範囲確認調査では、地表下約10㎝前後

で黄灰色土を確認している。発掘調査

ではそれを参考に、全体を人力掘削した。

　当地の地盤は脆弱な砂礫層で、丘陵

頂部では表土直下で確認できた。しか

し、丘陵頂部から遠のくほど厚い堆積

土が見られ、最も深いところでは２ｍ

近いものとなった（第Ⅲ章参照）。

ｂ　地区設定

平成21年度（第１次調査）　事業地内に

は、範囲確認調査を実施した地点（調

査のＥ区）以外に、いくつかの平坦地

が見られた。その箇所が中世墓として

利用されていた可能性も考えられたた

め、それらをもとにＡ〜Ｅの５地区を

設定した（第１・２図）。

平成22年度（第２次調査）　平成22年度

は、前年度に設定したＥ区の調査と、Ｅ

区よりも南部にＦ〜Ｋ区の範囲確認調査区を設けて

実施した。なお、Ｅ区北斜面部は一部前年度のＤ区

にまで及んでいるが、調査の便宜上、Ｅ区に含めた。

グリッドの設定　上記調査区のうち、Ａ〜Ｅ区につ

ては国土座標（第Ⅵ系）の軸線を基準に、全調査区

を通じて行った。調査区内のグリッドは４ｍ四方と

し、西→東方向にアルファベットを、北→南方向に

数字を付与した（第２図）。

第 2図　座標とグリッドの関係
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　なお、Ｆ〜Ｋ地区は範囲確認調査区で、結果的に

遺構・遺物が確認できなかったこともあり、グリッ

ド表記はしていない。

ｃ　遺構番号

　中世墓に関する遺構番号は、平成21・22年度を通

じて連番で付与した（第３表）。沖打越１号墳につい

ては、埋葬施設１・埋葬施設２と周溝のみが相当す

るため、あえて番号を付与しなかった。

ｄ　出土遺物の回収

　出土遺物は、出土年月日と層位・遺構の区別を行い、

小地区単位で取り上げている。それぞれの遺物には

専用のラベルを現地で付与したうえで、洗浄などの

作業を行うため当センターへ搬送した。

ｅ　遺構図面

　遺構検出段階で、1/40の略測図（遺構カード）を

作成している。遺構カードはグリッド単位で作成し、

遺構・出土遺物・埋土の状況等を適宜記録した。

　遺構カードをもとに、調査区全体の遺構配置を見

るための遺構配置図（1/100）を作成した。

　発掘調査終了後に、正確な実測図作成を作成した。

調査区の平面図は、主要遺構部分を1/10で手書き実

測した。調査区の土層図は1/20で作成した。

ｆ　遺構写真

　遺構関連の写真は、調査区全景写真や重要な遺構

については、４×５判および６×７判(ブローニ)撮

影し、調査の進捗状況などを中心とした細かな記録

には35㎜版を撮影した。それぞれのフィルムは、白

黒とスライドを同時に作成している。また、デジタ

ル画像と動画も適宜撮影した。

４　整理作業とその方法　

ａ　遺物類の整理

　発掘調査現地から当センターへ出土遺物を搬送し

た後に、洗浄・注記・接合作業を実施した。

　出土遺物は、発掘調査担当者が報告書掲載用遺物と

未掲載遺物に区分した。報告書掲載遺物については、

実測図を作成した。未掲載遺物は袋詰めにし、整理

箱に収納した後に、専用収蔵庫へと搬入した。報告

書掲載遺物については、それぞれ１枚づつラベルを

付加し、収蔵後の混乱を避けている。

　出土遺物は、整理の結果をもとに、報告書掲載分

および参考資料としての保管分（Ａ遺物）と、報告

書未掲載分（Ｂ遺物）とに区別して保管している。

ｂ　図版作成と遺物写真撮影

　実測図等が完成した遺物類は、報告書作成のため

の観察や図版作成を行った。これらの遺物類は、報

告書掲載順に収蔵し、報告書完成後の利活用に備え

た。また、実測図そのものも、記録保存の一環とし

て保存している。

　報告書用に作成した版下類やトレース図類につい

ては、報告書完成後に廃棄した。

　報告書掲載遺物は、報告書用の写真を６×９判（ブ

ローニー）で撮影した。遺物写真の撮影は、報告書

掲載資料全てではなく、掲載資料のうちの主立った

ものとした。

ｃ　記録類　

　発掘調査にかかる記録類には、調査関連図面（平面

図・土層断面図など）、遺構カード（1/40縮尺）、調

査日誌、写真類がある。これらは、所定の番号を与え、

当センター専用収蔵スペースで保管している。

５　出土遺物の分析と保存処理

ａ　出土資料の科学分析

　今回の発掘調査では、出土人骨・土壌・木炭の分

析を実施した。分析は平成22年度の委託業務として

実施し、㈱パリノ・サーヴェイ株式会社が受託した。

その報告は第Ⅷ章に掲載した。

ｂ　保存処理

　出土した鉄製品類に関しては、常態での保存が困

難なため、保存処理を実施した。内訳は、沖打越１

号墳出土鉄製品４点、沖打越中世墓出土鉄製品８点

である。

　保存処理の方法は、Ｘ線撮影やクリーニングなど

の基礎作業の後、アクリル樹脂20％ナフサ溶液を含

浸させる方法とした。

　保存処理は平成23年度の委託業務として実施し、株

式会社吉田生物研究所が受託した。　　　　　（伊藤）
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１　位置と地形

ａ　地形的環境

　沖打越１号墳・沖打越中世墓は、三重県伊賀市沖

字打越に所在する。三重県のなかでも旧伊賀国に相

当する「伊賀地域」には、平成の大合併によって成

立した伊賀市（上野市・伊賀町・阿山町・青山町・

島ヶ原村が合併）と名張市があり、現在ではその大

部分を伊賀市が占めている。伊賀地域は「伊賀盆地」

と通称される盆地地形で、四方を山地に囲まれてい

る。盆地特有の条件により、夏は暑く冬は底冷えの

する気候である。

　伊賀地域を流れる河川は木津川が中心である。木

津川は伊賀地域南部を水源に、京都府を経て淀川へ

と合流する。淀川は大阪湾へと注ぐ。三重県のなか

でも、大阪湾に至る水系はこの旧伊賀国域のみであ

る。伊賀地域と関西（近畿）地方との強いつながりは、

この地形的特徴からも窺われる。

　沖打越１号墳・沖打越中世墓の所在する沖地区は、

木津川本流域（伊賀では長田川とも呼称）沿いであ

る。沖地区は、当地で最も広い平野部を形成する伊

賀盆地のうち、その中南部にあたる。当遺跡は、木

津川東岸の標高約 200 ｍの丘陵地にある。遺跡から

は、この盆地を広く俯瞰することができる。ちなみに、

当遺跡から木津川をさかのぼると、阿保、比土・古郡、

上神戸、比自岐といった小盆地が連なっている。

２　歴史的環境

　三重県北西部に位置する伊賀地域は、先述のよう

に総じて近畿地方の影響が強い。この傾向は、歴史

的に見ても同様で、とくに弥生時代以降の状況に顕

著に窺える。時代を追って概観しよう (1)。

ａ　弥生時代以前

　木津川上流部の比土遺跡（比土）では、約 25,000

年前の九州姶良火山灰層上面からサヌカイト製の翼

状剥片が出土している。他には、田中遺跡（猪田）

からチャート製のナイフ形石器が出土している。

　縄文時代では、とくに後期に相当する時期の遺跡

が目立つ。田中遺跡・才良遺跡（才良）・森脇遺跡（市

部）などがあり、森脇遺跡からは河川沿いの貯蔵穴

群が検出されている。中谷遺跡（比土）からは石器

とともに晩期の突帯文土器が出土している。

　弥生時代では、澤田遺跡 (市部）・山神遺跡（沖）・

森脇遺跡などがある。これらの遺跡は、盆地縁辺部

に点在する傾向が窺われ、やや高所を指向する当時

の住環境が想定できる。弥生時代前期に相当する遺

跡は知られていないが、ほぼ同様な立地と想定され

る。沖地区よりも上流部にあたる阿保盆地と比土・

古郡盆地からは突線鈕付式銅鐸が出土しており、銅

鐸を象徴に小盆地を単位とした集団の結合があった

と考えられる。伊賀の弥生土器は概して大和・近江

地域との共通性が高いが、少量ながら伊勢湾沿岸部

からの搬入品と考えられるものもある。

ｂ　古墳時代

　この時期を代表するのが、比自岐盆地に造成された

石山古墳（前方後円墳、全長約 120 ｍ）である。４世

紀後葉頃と考えられるこの古墳は、石製腕飾類や鉄

製武器を中心とした多量の副葬品で知られ、当時の

伊賀盆地南部における王墓と考えられる。また、同

じ盆地の低地部には６世紀前半の前方後円墳である

王塚古墳（全長約 48 ｍ）があり、石山古墳と系列を

同じくする人物が被葬者と見られる。

　比土・古郡盆地の東部には、５基の前方後円墳を含

む美旗古墳群が形成されている。この地域では、美旗

古墳群に代表される首長墳の形成が続く。比土・古

郡小盆地の東側丘陵麓には、首長居館と水源地祭祀

施設を融合した遺跡として著名な城之越遺跡（比土）

がある。４世紀後葉から５世紀前半を中心とした城

之越遺跡は、これら複数の小盆地に関与した首長の

存在が想定される。

　さて、比自岐盆地を含めた伊賀盆地南部では、才良

古墳群や片岨古墳群などが知られていたが、時期的に

石山古墳と王塚古墳との間を埋める古墳は、これま

で今ひとつ不明確だった。しかし、今回調査した沖

Ⅱ　　遺跡と周辺の諸環境
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第 3図　調査地の位置と周辺遺跡（国土地理院 1/50,000「上野」｢名張」より）
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打越１号墳をはじめ、近隣再分布調査の結果、才良

東部の丘陵中に４世紀から７世紀に及ぶ大規模な古

墳群の存在が確認された。古くから知られている山

梔玉を出土した枅川山神社古墳 (2) 以外にも、才良吉

田谷１号墳からは金銅装馬具や金環が発掘調査で出

土している (3)。このように、６世紀後葉から７世紀

前葉にかけての優秀な副葬品を伴う古墳が才良東部

丘陵中で確認されたことから、石山古墳・王塚古墳と、

財良寺跡（才良廃寺）との間をつなぐ集団の存在が

浮かび上がりつつある。

ｃ　古代（奈良・平安時代）

　古代律令期の沖地区は、『倭名類聚抄』(4) 記載郷に

当てはめれば、伊賀国伊賀郡神戸郷に属すると考えら

れる。この時期を代表するのは、南隣の才良地区にあ

る財良寺跡（才良廃寺）と、北隣の市部地区にある

森脇遺跡である。財良寺跡では７世紀後葉から中世

に至る瓦類が出土しており、比較的長く継続した寺

と見られる。また、鎌倉時代の沖・才良地区付近に

は「吉田寺」のあったことが知られる (5)。才良地区

の南部、才良吉田谷古墳群の存在する場所は小字「吉

田谷」で、南隣の枅川地区にも「吉田」と呼ばれる

集落があるため、「吉田寺」はこのあたりのどこかと

考えられるが、未だ特定には至っていない。森脇遺

跡は７世紀から 10 世紀に及ぶ大規模集落で、規格的

な建物配置から、郡衙規模の官衙か、あるいは有力

豪族の屋敷地と見られている。当地が「市部」とい

う地名であることや、平安期の和歌にも詠まれた「あ

はれその森」の比定地とも重なることから、単なる

在地施設ではないであろう。

　なお、比土・古郡盆地にあたる「古郡」は、古代の

郡制における郡家（郡衙）との関連も考えられてい

るが、それに該当する遺跡は今のところ見られない。

ただ、当地の東端にあたる城之越遺跡からは、「庭」

の墨書がある奈良時代の須恵器が出土している。古墳

時代に起源を持つ遺跡であるが、奈良時代にまで何

らかの機能や意識が継続していたことも考えられる。

ｄ　中世（鎌倉・室町・戦国時代）

　中世の伊賀は、荘園社会から台頭してきた「悪党」

と呼ばれる在地勢力（鎌倉南北朝期が中心）と、「惣

国」（戦国末期）に代表される。また、半町規模の小

規模方形城館が多数密集する景観は、室町期以降に

次第に醸成された、伊賀の中世を代表する景観となっ

ている。さらに、仏教を中心とした宗教が在地に深

く根ざすのが鎌倉時代以降の特徴である。

　伊賀では南都律宗系の寺院が複数存在している。南

北朝末期に成立した『西大寺諸国末寺帳』(6) に記載

される不動寺は沖地区にあり、近隣の無量寿福寺も

同史料にその名がある。これら律宗系寺院の地方へ

の浸透と呼応するかのように、13 世紀後葉頃から火

葬墓が急増する。今回報告する沖打越中世墓も、こ

の影響を受けて成立したと考えられる。

　鎌倉時代後期から南北朝時代頃の動向は、遺跡と

してはよく分からないことが多いが、今に残る石造

物には良好なものが数多く見られる。前出の不動寺

や無量寿福寺には、大型の五輪塔や層塔などがある。

他にも、長隆寺（森寺）の建長４（1252）年銘層塔残欠、

清岸寺（摺見）の阿弥陀三尊石龕佛（鎌倉時代後期）

など、見るべきものが多い。

　室町時代の後半から戦国期に至る時期には、数多

くの石造物が造られる。南北朝時代頃までの石塔類

の多くが供養塔であったのに対し、15 世紀代以降は

火葬墓とも連動しつつ、五輪塔と小形石仏を中心に、

少量の宝篋印塔などが墓標として用いられるように

なったと見られる (7)。これらは、当初は地域の有力

者を中心とした墳墓であったものが、次第に村や集

落毎の惣墓へと移行する中で増加したと考えられる。

沖地区とその近隣でも、寺院墓地を中心に多数の石

造物を見ることができ、中世の面影を知る重要な資

料となっている。

　沖地区付近の集落遺跡としては、南部の才良遺跡や

木津川を挟んで西方の澤田遺跡などが知られる。これ

らの遺跡からは、掘立柱建物を中心とした建物群や

井戸・区画溝などの付帯施設が確認されている。沖

地区北方にある小泉氏館跡（依那具）では、鎌倉時

代の集落跡から室町戦国期に方形城館へと移行した

状況が確認されている (8)。なお伊賀では、鎌倉期を

中心とした大規模な屋敷は今のところ確認されてい

ない。

ｅ　近世 (織豊期・江戸時代 )

　織豊期の伊賀は、織田信長軍団による伊賀惣国一

揆の壊滅（天正伊賀の乱）と、その後に入部した織

田信雄の支配、さらには豊臣政権下で入部した筒井
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定次の支配に代表される。比自岐川が木津川と合流

する地点に所在する丸山城跡は織田信雄による築城

されたものである。天守台と枡形虎口を伴うこの城

跡は、石垣こそ今は確認できないものの、織豊系城

郭の特徴を有している。

　織田信雄の後に伊賀に入部した筒井定次は伊賀上

野城を拠点として伊賀北部支配を進める。江戸時代

には藤堂高虎が入部し、津・上野城下町を整備して

藩領の機能を整えている。筒井氏・藤堂氏段階に相

当する沖地区周辺の遺跡については今のところよく

分かっていないが、先述の中世石塔群から継続する

石造物（板碑形墓標や小形石仏）が各地の寺院や現

行墓地などに数多く見られる。

　なお、室町戦国期に起源を持つ方形城館も、現在

までその遺構を残すものが多い。方形城館の軍事性

は近世段階で失われるのであろうが、その屋敷機能

は近世以降も継続していると考えられる。

３　近隣の発掘調査

　沖打越１号墳・沖打越中世墓の近隣では、これまで

に２箇所の発掘調査が実施されている（第４図）。そ

の概要を見ておく。

馬場遺跡　平成３年度県営圃場整備事業に伴って実

施された (9)。少量だが６世紀前半代を中心とした遺

物があり、竪穴住居と見られる遺構もある。

山神遺跡　平成７年度農免農道整備事業にともなっ

て実施された (10)。弥生時代後期前半を中心とした良

好な土器類のほか、古墳時代前期末から中期初頭と

考えられる竪穴住居が確認されている。

近隣既調査区との関係　近隣既調査区のなかでとく

に注目なのが山神遺跡である。山神遺跡では、沖打

越１号墳の時期とほぼ重なる時期の遺構・遺物が確

認されている。沖打越１号墳の造営に、山神遺跡を

形成した人々が何らかの関与をしていた可能性は高

いであろう。                      （伊藤・谷口）

＜註＞

(1) 以下、遺跡を中心とした記述に関しては、伊賀市編『上

野市史』考古編（2005 年）を参照した。

(2) 小林行雄編『世界考古学大系３日本Ⅲ古墳時代』（平凡社、

1959 年）

(3) 平成 21 年度三重県埋蔵文化財センター調査。現在の資

料としては、『吉田谷１号墳発掘調査現地説明会資料』（三

重県埋蔵文化財センター、2008 年１月）がある。

(4) 京都大学文学部国語学国文学研究室編『諸本集成倭名類

聚抄』（1968 年、臨川書店）

(5) 大田壮一郎「中世仏教の展開」（『伊賀市史』第１巻通史

編古代中世、伊賀市、2011 年）

(6) 松尾剛次「西大寺末寺帳考」（同氏著『勧進と破戒の中世』

吉川弘文館、1995 年）

(7) 狭川真一「伊賀の石造文化」（前掲『伊賀市史』第１巻

通史編古代中世）

(8) 三重県埋蔵文化財センター「小泉氏館跡」（『荒木・西明

寺地内遺跡群発掘調査報告』2007 年）

(9) 三重県埋蔵文化財センター『平成３年度農業基盤整備事

業地域埋蔵文化財発掘調査報告第１分冊』（1992 年）

(10) 三重県埋蔵文化財センター『火山遺跡・山神遺跡・良

福寺跡・高寺南遺跡』（1996 年）

第 4図　沖地区周辺の発掘調査地点
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するので、ここではそれ以外の調査区を概略的に見

ておく。

ｂ　各調査区の概要

Ａ区　今回の発掘調査区のなかで、最も北に位置す

る。馬場池の南西脇に、半島状に突き出た丘陵尾根

の先端にあたる。

　不動寺を北に臨む良好な地形であり、中世墓に関

する遺構・遺物の存在が想定された。しかし、表土

直下に軟質の泥岩層（地山）が確認され、遺構は確

認できなかった。

　出土遺物は微量で、古墳時代頃かと思われる土師

器片が出土したのみである。

Ｂ〜Ｄ区　この３地区は、Ｅ区（沖打越中世墓の本

体）北側にあたる。調査前にはそれぞれの調査区が

平場（テラス）にあたる雛段状の地形であったため、

中世墓の造作による地形と想定して調査を行った。

　調査の結果、テラスは自然の土砂崩落によって形成

されたものと判明した。遺構は確認されなかったが、

Ｂ・Ｃ区からはＥ区の中世墓から流出（ないしは投

棄）したと考えられる中世土器片が数点出土している。

Ｆ〜Ｋ区　この６地区は、Ｅ区の南側にあたる。小

規模な尾根稜線上を中心に設定した範囲確認調査区

である。

　Ｊ区では、地表下約 20 ㎝ほどで地山（花崗岩）に

達した。これ以外の調査区では、Ｉ区で地表下約 60㎝、

Ｆ・Ｇ区で地表下約 100 ㎝、Ｈ区で地表下約 180 ㎝

まで、それぞれ流出土を確認した。いずれの調査区

写真 4　南方上空から沖地区方面を望む

１　調査区の概要

ａ　調査区の設定

　沖打越１号墳・沖打越中世墓の発掘調査は、平成

20 年度に実施した範囲確認調査の結果を受け、次の

ような区分をした。

　まず、事業地内に遺構・遺物の存在が考えられる地

点をＡ区からＥ区の５地区に区分した。そして、新

たに範囲確認調査が必要と考えられる地点をＦ区か

らＫ区の６地区とした（第１図）。Ａ〜Ｅ区の調査は

平成 21 年度に、平成 22 年度はＥ区の継続調査とＦ

〜Ｋ区の調査を実施している。

　Ａ〜Ｄ地区は、平成 20 年度の範囲確認調査で中世

墓が確認されたＥ地区の北側にあたる部分である。こ

の地区は、Ｅ地区を最高所として数段の平坦地となっ

ていた箇所にあたる。北側に不動寺を臨む位置でも

あることから、Ｅ地区から雛壇状に中世墓が展開し

ている可能性を考えての調査区設定である。

　結果的に、明確な遺構・遺物が確認されたのはＥ

区のみで、Ａ〜Ｄ地区に見られた平坦地は、中世墓

に伴うものではないことが判明した。この平坦地は、

後述する中世頃の洪水によって形成されたと考えら

れる。

　Ｅ区の遺構・遺物に関しては後述（第Ⅳ〜Ⅷ章）

Ⅲ　　調査区の概要と層位的特徴

写真 3　調査の状況（Ｄ区）
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も標高の低い側を中心に厚い堆積が確認できる。こ

の流出土は、第８図でいう第２〜４層に相当するも

のである。

　なお、いずれの調査区からも遺構・遺物は確認で

きなかったため、面的な発掘調査は実施しなかった。

２　調査地の地形と基本層位

ａ　調査区周辺の地形と地質

　つぎに、Ａ〜Ｋ区を通じた地形的・層位的特徴に

ついて見ておく。第Ⅱ章で見たように、沖打越１号

墳・沖打越中世墓は沖地区集落を臨む尾根頂部を中

心に形成されている。ここからは木津川沿いに広が

る伊賀南部の盆地への眺望がすごぶる良い。Ｅ区（丘

陵頂部）の標高は約 182 ｍである。

　調査地の表層地質は、大部分が泥岩・砂岩・礫岩

を中心とした堆積岩およびその媒乱土で構成されて

いる。また、南部に設定した調査区の一部では花崗

岩媒乱層が見られた。

　古墳と中世墓のあるＥ区周辺は堆積岩層が見られ

る。いわゆる「古琵琶湖層」である。この堆積岩層

は極めて脆弱で、岩質が固まらないうちに隆起した

ことを示している。

　花崗岩媒乱層は、調査地南端にあたるＪ・Ｋ区で

見られた。同様な岩盤は、一連の調査として実施し

ている才良吉田谷古墳群・才良山ノ谷古墳群でも確

認できる。

ｂ　調査区の基本層位

　当地の表層層位は、Ｅ区の頂部、すなわち丘陵頂

部とそれ以外とで大きく分かれる。

　丘陵頂部では、堆積土としては表土層程度であり、

表土直下が地山となる。

　この一方、丘陵斜面ではかなり厚い堆積土が確認

できる。堆積土は、Ｅ区北端部で現表土から２ｍ近

くなる。堆積土の最下層付近からも埴輪の出土が確

認された。つまり、古墳が築かれた５世紀初頭から

約 1,600 年の間に、丘陵上部から大量の土砂が流出

したことになる。このことは、古墳が築かれた時期

の地形環境と現在とでは大きく異なっていることを

示している。丘陵の上部は概ね現状よりも高く、そ

の幅も今より広かったと考えてよいだろう。

　丘陵裾部の堆積土は、最下層部分に灰褐色・黒褐

色土層が堆積している。これらには埴輪片が含まれ

ており、古墳築造以後の堆積土であるといえる。

　その上部には、黄色褐色土の堆積が見られる。こ

の層は、古墳周溝の埋土にも同質のものがある。上

層部には中世土器片を含むため、中世前期以降に丘

陵の上部から崩落した土砂であると考えられる。

　その上には、黄灰色系のシルトと砂の互層が見ら

れる。この層は、部分的に１ｍ以上の堆積を見せる。

この層をよく見ると、水平に堆積を見せる部分がい

くつかあり、それが３〜４層重なっているところも

ある（写真５）。このような層は、Ｅ地区南部やＨ地

区などでも見られる。層の状況から見て、この互層

は洪水層ともいえる土層であろう。おそらく、Ｂ〜

Ｄ区の連続するテラス状地形も、この洪水層を基礎

としていると考えられる。

　Ｉ〜Ｋ地区を中心とする南部調査地は、先述のよ

うに花崗岩の媒乱層が見られる。この部分も層位的

には水平堆積のある互層が見られる点では、他の調

査区と同様である。　　　　　　　　　　（伊藤）

写真 5　表土下の水平堆積層（Ｅ区東壁北部）
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１　概要

　沖打越１号墳は墳丘長 24 ｍ、円丘部長 19 ｍ、突

出部長５ｍの不定形な造出し付円墳の可能性が考え

られる（第５〜７図）。墳丘では自然流出が激しいこ

ともあり、明確な盛土を確認することができなかっ

た。外表施設として、古墳の東側に周溝が巡り、墳頂

に埴輪が並んでいたと考えられる。さらに墳頂では、

墓壙を設けて木棺を直葬する埋葬施設を２基検出し

た。遺物は、周溝・埋葬施設を中心に埴輪・土師器・

鉄器等が出土した。

２　調査区の層位

　沖打越１号墳のあるＥ区では、調査区東壁・南壁

によって土層堆積状況の全体的な把握を行った（Ａ

〜Ｆ間）。さらに、古墳の南北横断図・東周溝の東西

横断図によって個別の堆積状況を図示している。

ａ　北側斜面

　沖打越１号墳の北側斜面にあたる（第８図Ａ−Ｂ

間）。この北側斜面において基本層序をとらえておく。

まず、表土下には橙色で粒度の粗い第２層がみられ

た。シルトが混じるものの、主体は中粒砂から粗粒

砂でしまりの弱い層である。第２層では水平を基本

とする堆積層が幾重にも積み重なっていることが観

察できた。これは地山がきわめて脆い堆積層で構成

されているために、大雨の度に崩落を繰り返した結

果と考えられる。第２層については細分の意義を見

出せなかったので、一括りで認識した。

　第２層の下には第３・４層の堆積が確認できる。第

４層にも第２層と同様の堆積状況が観察できる。し

たがって第４層も第２層と同様の理由で、一括りで

認識した。第４層の下には第５・６層、丘陵頂部付

近では第７〜９層がみられる。いすれも比較的粒度

の粗い堆積層である。第９層の下には第 10 層が確認

でき、他より粒度の細かいことが特徴といえる。第

１〜 10 層からは中世の遺物が確認された。

　さらに盆地側では第 11 〜 13 層が確認された。こ

のうち第 11 層は暗褐色の堆積土で他と異なる色調を

呈する。これに類似する層として第 13 層があげられ

るが後者は黄褐色系の色調が強い。第 11 〜 13 層の

出土品は古墳時代の遺物に限られる。従って、出土

品から第２〜 10 層と第 11 〜 13 層に大別できる。

　第 11 〜 13 層の下では橙色系の色調で細粒砂から

中粒砂を主体とする第 14 層が確認された。なお、第

14 層からの出土品は確認されなかった。

　これらの下層において地山の第 15 〜 17 層が確認

された。地山は褐色系の細粒砂から粗粒砂を主体と

するもので、一部にシルトを含む。地山は古琵琶湖

層群上野累層市部部層と呼ばれる堆積層と考えられ、

比較的粒度の粗い砂質の部分が沖打越１号墳の立地

する丘陵を形成している。

　北側斜面では、堆積が２ｍにも及ぶ箇所がある。地

山が脆いこともあり、丘陵の崩落とそれによる堆積

が顕著だったことが分かる。出土品は第１〜 10 層に

中世の遺物が含まれるものの、第 11 〜 13 層では古

墳時代の遺物に限られた。なお、これらの層のうち

古墳の盛土と判断できる層は確認できなかった。

ｂ　南側斜面

　南側斜面は、沖打越１号墳の立地する丘陵の南斜

面をさす（第８図Ｃ〜Ｆ間）。基本層序は北側斜面と

類似するが、緩斜面のために中世墓関連の遺構がい

くつか形成されている。したがって、北側斜面と異

なる特徴を中心に南側斜面の土層を見ておく。

　表土下では凹地に堆積した状況を示す第 18・19 層、

これらの下では第 20 〜 23 層が確認された。これら

の層は北側斜面で確認された第２層に類似する第 26

層よりも上層である。この点から比較的新しい時期

に堆積したと想定される。

　南側斜面では東周溝に接して土坑が検出されてお

り、その堆積層が第 24・25 層である。土坑からの出

土品が確認されなかったため、時期は不明である。第

26 層より下の堆積状況は南壁での観察が中心となる。

第 27〜29 層は大雨の度に崩落を繰り返した堆積土で、

このうち第 29 層は幾つもの水平堆積が観察され、第

Ⅳ　　沖打越１号墳の遺構
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第 5図　調査区周辺地形測量図（1：300）

B 区

C 区

E 区

D 区
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第 6図　沖打越 1号墳調査後墳丘測量図（1：200）
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２層と類似する。この第29層の下端が中世の遺構面

に相当する。

　第 29 層の下には第 30・31 層が確認された。このう

ち第 31 層からは古墳時代前期の高坏（第 18 図 41）

が１点出土した。流れ込みと考えられるが、坏部の

大半が残存していることから、近隣の高所に当該期

の墳丘墓・集落などの存在が推測できる。第 30・31

層には中世の遺物が含まれないことから、中世より

前代、古墳時代に堆積した可能性が考えられる。

　さらに下層には赤褐色系の色調を呈する第 32・33

層が確認され、これらの堆積土の下で地山の第 34 層

が確認された。第 32・33 層において明確な遺物は認

められなかった。

177ｍ
178ｍ

180ｍ

182ｍ

179ｍ

181ｍ

183ｍ

177ｍ
178ｍ

180ｍ

182ｍ

179ｍ

181ｍ

183ｍ
184ｍ

X=-142,820

Y=
15,
000

0 10m

第 7図　沖打越 1号墳墳丘復元図（1：300）
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第 8図　調査区土層図⑴（1：100）
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ｃ　墳丘南北断面

　墳丘の南北断面を図化した土層である（第９図Ｇ〜

Ｊ間）。東壁・南壁土層と同様の基本層序であるため、

異なる点のみ報告しておく。第 35・36 層は明黄褐色

からにぶい黄橙色の色調を呈する粒度の粗い砂質土

である。中世墓の造成に伴う堆積層ととらえておく。

　北側斜面では、墳丘付近において表土を除去する

と直ちに地山が検出された。標高 179 ｍ付近におい

て傾斜が緩くなり、それより低い部分において堆積

土が確認できた。したがって、墳丘付近は堆積土の

流出が激しいことがうかがえる。

　第 37 〜 39 層は、明黄褐から浅黄橙の色調を呈し、

中粒砂から粗粒砂で構成される粒度の粗い堆積層で

ある。東壁の第２層におおよそ相当する。第 39 層の

下には第 11 層、さらに第 40 層が確認できた。この

第 40層は東壁の第 12層に相当する。出土遺物として、

第 39 層までに中世の遺物が含まれる。

ｄ　東周溝の東西土層

　東周溝は大量の土砂によって埋没していたために

調査前の平面図では認識できなかった遺構である。東

周溝では表土を除去すると、砂質の強い明黄褐色土

で構成される第 43 層が検出された（第 10 図Ｋ−Ｌ間）。

この層では幾つもの水平堆積が観察できる。北側斜

面の第２層と類似した堆積状況といえる。第 44 〜 47

層は黄色を基調とする砂質土である。このうち第 44

層は、第 20 層に対応する。第 43 〜 47 層において中

世の遺物が観察できる。

　第 47 層の下層では第 48 〜 51 層が確認された。黄

褐色系砂質土を基本とするが、下層に向かうにつれて

灰色の色調が強くなり、粒度も粗くなる傾向にある。

このうち第 48・49 層は、レンズ状の堆積状況を示し

ており、周溝全体を覆うように堆積する。第 50 層は

丘陵側からの堆積が顕著で、東周溝上端を埋没させ

ている。第 51 層は地山の崩落土と考えられる。これ

らの層から古墳の築造後、短期間のうちに周溝の埋

没が始まったことがうかがえる。

　第 51 層の下には、ごく薄い第 52 層が墳丘側のみ

で確認された。この第 52 層の上面において墳丘から

流れ込むように埴輪・土師器などが多数出土した。

　これらの堆積状況から、古墳築造後、墳丘側から

第 9図　調査区土層図⑵（1：100）

Ｇ－Ｈ間・Ｉ－Ｊ間
［中世の遺物を含む層］

35．10YR6/6 明黄褐　粗砂質土

36．10YR6/4 にぶい黄橙　粗砂質土

37．10YR6/6 明黄褐　中粒砂～粗砂

　　シルト混じる（洪水砂）

38．10YR7/6 明黄褐　中粒砂～粗砂

　　シルトやや混じる

39．10YR8/4 浅黄橙　中粒砂～粗砂

　　礫含む（洪水層、中世遺物含む）

［中世の遺物を含まない層］

40．10YR6/8 明黄褐　中粒砂　シルト含む

［地山］

41．7.5YR6/8 ～ 6/4 橙　砂岩層

42．10YR7/4 にぶい黄橙　粗砂

　　シルトやや混じる　
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第 10 図　沖打越 1号墳東周溝周辺 平面・土層断面図（1：100）

Ｋ－Ｌ間

Ｍ－Ｎ間
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埋土がまず流入したといえる。その後、第 50・51 層

にみられるように丘陵側から堆積した。相対的に丘

陵側からの供給が多かったことが分かる。出土遺物

については、第 47 層より上層で中世の遺物が確認さ

れ、下層は古墳時代の遺物に限定された。

ｅ　東周溝南側の東西土層

　東周溝内の堆積状況と比較するために、溝の南側

において東西方向の土層を記録した（第 10 図Ｍ−Ｎ

間）。第 54・55 層は砂質土で第 29 層に対応する。第

56 層は調査区東端で検出した土坑の埋土の一部をな

す。第 57 層は明黄褐色系の色調を呈し、この層の堆

積後に土坑が形成されたことが分かる。出土遺物は、

第 53 〜 55 層において中世の遺物が確認された。

ｆ　小結

　以上をまとめると、表土の下には、中世の遺物を含

む第２〜 10・18 〜 29・35 〜 39・43 〜 47・53 〜 55 層、

古墳時代の遺物を含む第 11 〜 13・48 〜 52 層、遺

物を含まない第 14・32・33 層、地山の第 15 〜 17・

34・41・42 層等にまとめることができる。中世の遺

構面は第 29 層下端、古墳時代の遺構面は、ほぼ地山

直上ということができる。なお古墳の盛土とみられ

る土層は確認されなかった。

３　墳丘

　沖打越１号墳では調査の結果、丘陵と古墳を画す

る周溝、２つの竪穴系の埋葬施設を検出した。しかし、

古墳に伴う盛土は残存しないことが判明した。この

点をふまえて、平面測量図をもとに等高線の傾斜変

化をとらえるとともに、検出した周溝から墳形・規

模を復元したい。

ａ　基底ラインの推定

　墳丘の盛土は既に流出していたため、等高線の変

化から墳裾を求めてみよう（第６図）。まず北側斜面

では標高 175.8 〜 178.6 ｍにおいて急傾斜が認めら

れるのに対して、標高 178.6 〜 179.4 ｍ付近では傾

斜が緩やかになる。さらに標高 179.4 〜 181 ｍにお

いて再び急傾斜となり、墳頂の平坦面に至る。南側

斜面では、標高 179 ｍ付近でわずかに傾斜が緩やか

になる。

　調査区外では、北西の 178 〜 179.25 ｍにおいて緩

傾斜が観察できる。調査区の西では墳頂に向かう小

さな谷状地形が認められる。これは小規模な地滑り

等による自然崩落・流出で生じた地形と推測される。

この点から、谷状地形より南の標高 178.0 〜 178.75

ｍで観察できる張出し状の地形は、自然崩落・流出

以前の地形といえる。標高 178.75 ｍより高い部分で

は等高線が北北西に伸びていることから、上部と下

部で反映している地形が大きく異なっている。した

がって、標高 179 ｍ付近から上部を墳丘と想定できる。

以上の諸点から、沖打越１号墳は標高 179 ｍ付近を

基底としていたと判断したい。

ｂ　東周溝

　平成 22 年度の調査で新たに検出した遺構で、調査

前は大量の土砂によって埋没しており、古墳と丘陵

を結ぶ尾根状を呈していた。東周溝は丘陵先端を利

用して古墳を築造した際に掘削されたと考えられる。

周溝の範囲は、墳丘の自然崩落・流出が著しいために、

明確にとらえることができなかった。ただし、現地形

から判断すれば、周溝が全周する可能性は低く、盆

地に面した部分は地山削り出しによって墳裾を整形

していたと推察しておく。

　東周溝は上端幅約 4.5 ｍ、下端幅 1.5 〜２ｍ程度、

深さ 80cm である。墳丘側の傾斜はなだらかで、斜面

上端は直線状を呈し、下端は円弧を描くようにめぐ

る。丘陵側は角度 60 度以上の急傾斜で、上端・下端

ともに両端が墳丘側に向かう「コ」の字状を呈する。

埋没過程の検討から、「コ」の字状の地形は周溝掘削

時を反映していると考えられる。東周溝の特徴から

墳丘側の下端を墳裾とすることが許されよう。

ｃ　墳丘規模

　以上の点から、沖打越１号墳の基底は標高 179 ｍ付

近に求めることができ、東周溝では墳丘側斜面の下

端を墳裾としていたと考えられる。この場合、墳丘

規模は南東−北西方向の長軸で約 24 ｍ、南西−北東方

向の短軸で約 17 ｍの規模を有する。古墳の基底は東

西において高低差が生じるが、これは丘尾切断によっ

て古墳を築造したためと判断される。

　こうした評価と盛土が確認できなかった点を考慮

すれば、沖打越１号墳の墳裾は地山の削り出しによっ

て形成されたと推察される。
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ｄ　墳形

　上記において墳丘規模が確定したので、次に墳形

の手がかりを示しておく。調査後の平面図を一見す

ると楕円形墳ともとらえうる。楕円形墳は古墳時代

前期から中期前半の丹後・丹波地域で確認されてい

る (1) が、地域が限定される。そこで平面図をさらに

検討するとともに、東周溝における埴輪等の出土状

況も加味しながら墳形をとらえてみよう。

　まず南側斜面では、埋葬施設南側の標高 180.2 〜

181 ｍにおいて等高線がくびれ状にめぐる。ただし、

中世墓関連の造成に伴って、古墳時代の旧状が改変

されている可能性は考慮しておく必要がある。

　一方、埋葬施設１の北東と東周溝の北西において

谷状地形がみられる。前者は標高 179.6 〜 180.2 ｍ、

後者は標高 180.4 〜 180.8 ｍの等高線に反映してい

る。両者はともに自然崩落・流出によって生じた地

形と考えられる。したがって、北側斜面では墳形を

確定する上での手がかりが既に失われていると考え

ておく。

　次に、東周溝における埴輪・土師器等の出土状況

について検討してみよう。東周溝の埴輪・土師器・

鉄器・砥石は、墳丘側から流れ込むような出土状況

を示す。この点から沖打越１号墳には埴輪を並べて

いたと考えられる。さらに土師器・鉄器・砥石の出

土から、東周溝の古墳側には祭壇のような空間が設

けられていたと推察できる。東周溝の丘陵側斜面が

直線状である点も考慮すれば、沖打越１号墳は円丘

部に突出部を設けた造出し付円墳に復元できる。こ

の場合、円丘部は直径 19 ｍ、造出し部は５× 10 ｍ

となろう。ただし、造出し部を丘陵側に設けたこと

になり、やや不自然な印象を受けることが当復元案

の難点といえる。

ｅ　小結

　上記の評価が許されるならば、沖打越１号墳の墳

形・規模は、きわめて不定形ながらも墳丘長 24 ｍ、

円丘部長 19 ｍ、造出し部長５ｍといえる。古墳の成

形は、基底部を中心とした地山削出しを基本として

いたと考えられる。規模が異なるものの、兵庫県茶

すり山古墳のような事例 (2) が思い描かれるが、地山

の軟弱さもあって、成形の痕跡が不明瞭である。

　なお、沖打越１号墳において盛土は確認できなかっ

た。古墳時代中期以降は、粒度の異なる盛土を互層

にすることで摩擦係数を高めたり、高さ１ｍほどの

小丘を多数築いてその間を埋める工法の採用などに

よって、強固な盛土を築くようになる (3)。本墳で盛

土が確認されなかったことを勘案すれば、仮に盛土

が行われていた場合も、簡便な工法で行われていた

ことだろう。

４　東周溝の遺物出土状況

　沖打越１号墳では、東周溝において多数の出土品が

確認された（第 11 図）。これらは、周溝底のなかで

も墳丘側に偏っており、古墳築造後にわずかに形成

された堆積層（第 10 図第 52 層）で確認された。出

土位置・層位的関係から、古墳築造当初からこの地

点に据え置かれたものではなく、墳丘方向からの流

れ込みの結果と判断される。底部と考えられる円筒

埴輪片の出土が限られていることも、この判断を支

持する証左であろう。

　東周溝の出土品として円筒埴輪・土師器・鉄製品・

砥石などがある。図化した資料は土師器甕２点、小

型丸底壺３点、高坏１点、円筒埴輪 10 点、不明形象

埴輪１点、鉄鏃１点、小刀あるいは刀子の破片１点、

砥石１点である。型式学的な検討から時期が判別で

きる資料は、いずれも古墳時代前期後半から中期前

半に絞れる。東周溝の出土品は同時期性の強い資料

といえる。

　次に東周溝の出土状況について詳しく検討してみ

たい。元位置を保っていないため、墳丘上での配列

などを読み取ることは難しいが、溝中央付近に円筒

埴輪がみられ、北側で土師器がまとまる傾向にある。

円筒埴輪が密接して並べられて、その内外に土師器

などが配置されていた場合、東周溝の土師器と折り

重なるような出土状況を示すだろう。しかしそのよ

うな出土状況は確認されなかった。したがって、沖

打越１号墳での円筒埴輪の配置点数は非常に限られ

ていたと推測できる。なお、東周溝以外でも円筒埴

輪が出土していることから、沖打越１号墳では墳頂

に円筒埴輪がめぐらされていたが、その間隔は広かっ

たと想定しておく。

　この他、東周溝と埋葬施設１墓壙内再掘削埋土（第
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第 11 図　沖打越 1号墳東周溝出土状況図（1：40）
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12 図第 15 〜 20 層）の埴輪を比較すると、後者にお

いて赤色顔料が残り、摩滅も少ないという特徴が得

られた。この点から、東周溝の出土品において摩滅

が進行するよりも前に、埋葬施設１の再掘削が行わ

れたと推察される。よって、埋葬施設１では初葬と

近い時期に再掘削が行われたと考えておきたい。

５　埋葬施設

ａ　基本層序と埋葬施設の先後関係

　沖打越１号墳では、２つの埋葬施設が確認された

（第 12・13 図）。いずれも墓壙を設けて木棺を直葬

する埋葬施設で、東西方向に主軸をとる。埋葬施設１・

２は、墓壙が一部重複していたために先後関係を把

握できた。土層断面の詳細な観察もふまえると、埋

葬施設１の形成→埋葬施設２の形成→埋葬施設１の

再掘削という関係をとらえることができた。

ｂ　土層断面

　土層断面は、埋葬施設の長軸とそれに直交する方向

で作成した。土層は大きく分けて、中世墓に関連す

る第４〜８層、埋葬施設１の再掘削後に堆積した第

15 〜 20 層、埋葬施設１の木棺に関連する第 21 〜 27

層、埋葬施設２の木棺に関連する第 29 〜 32 層、埋

葬施設１の最初の埋土に相当する第 33 〜 37 層にま

とめることができる。

　なお、土層断面図は平成 20 年度試掘による図面を

活用して、第１・２層を合成したために、一部整合

を欠く。ただし、第２層は中世墓やそれに関連する

土層と考えられるため、大勢を把握する上で大きな

問題はなかろう。以下では、土層のまとまりごとに

その特徴を示しておく。

　第１・２層の下層では第４〜８層が確認された。褐

色系の色調で細粒砂から中粒砂を主体とする。これ

らの層は中世墓とそれに関連する土層である。

　中世墓に伴う土層の下には黒褐色粗粒砂の第９層

が確認された。第９層は埋葬施設１主軸に沿うように

確認された細長い凹地への堆積層である。この第９

層からは標高 181.6 ｍにおいて古墳時代の刀子が出

土した。この刀子は切先を西、背を南に向けて、ほ

ぼ水平の状態で出土した。

　第９層の下には、黄褐色の粗粒砂で構成される第

15 層が広い範囲で確認された。この層は細分が可能

だったが、細分に意義を見出せなかったため、ひとつ

のまとまりとして扱った。第 15 層からは埴輪の細片

と鉄鎌１点が検出された。このうち鉄鎌は古墳時代

の直刃鎌であり、標高 181.7 ｍ付近において出土した。

先述の第９層の刀子とともに、木棺の主軸に沿うよ

うにして同程度の高さで検出された。第９・15 層は

色調が異なるものの、刀子・直刃鎌の出土状況から、

再掘削後の埋め戻しに際して何らかの祭祀が執り行

われた可能性が考えられる。

　この下層にある第 16 〜 20 層も第 15 層も同じ性格

の堆積層である。特に第 18 層は色調・粒度において

第 15 層に類似している。第 15 〜 18 層に関しては埴

輪片が含まれていることから、埋葬施設１の再掘削

および再度の埋め戻しは古墳がいったん完成した後

に行われたと考えられる。

　埋葬施設１の木棺に関連する土層として第 21 〜 27

層があげられる。このうち第 21 層はごく一部でとら

えたに過ぎないが第 22・23 層の流出土あるいは木棺

を被覆していた可能性が考えられる。第 22・23 層は

埋葬施設１の西半部で認められた厚さ 10cm ほどの土

層であり、他と異なってしまりを有していた。この

点から両層の上面は作業面として機能していた可能

性を想定できる。第 24 層は埋葬施設１の木棺内埋土、

第 25・26 層は木棺裏込土、第 27 層は木棺を据える

際に安定化を図った棺底の置き土と考えられる。

　埋葬施設１の木棺南側では第 28 層を埋土とする南

側土坑が検出された。この土坑は第 22 層の下で検出

されたことから、埋葬施設１の再掘削の初期段階か、

埋葬施設１の最初の掘削に伴う遺構といえる。

　埋葬施設２に関しては、第 20 層下において木棺に

関わる第 29 〜 32 層が確認された。第 29 層は木棺内

埋土、第 30・31 層は木棺の裏込めに相当し、第 32 層

は棺底の置き土にあたる。なお、第 20 層は埋葬施設

２付近のみ色調がやや異なった。この部分は埋葬施

設２の埋土として分離できる可能性があったが、明

確な分層が困難であったため、一括りとした。

　埋葬施設２の形成よりも先行する土層として、埋

葬施設１の第 33 〜 37 層が確認された。これらの層

は埋葬施設１の最初の掘削・埋土に伴うもので、い

ずれも灰黄褐色の粗粒砂を主体としており、埴輪片
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第 12 図　沖打越 1号墳埋葬施設 1 平面・土層断面図（1：60）



− 25−

第 13 図　沖打越 1号墳埋葬施設 2 平面・土層断面図（1：40）
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は含まない。第 33 〜 37 層は地山の第 38 層に似てい

ることから、墓壙を掘削した際に生じた土をそのあま

ま埋土に利用したと考えられる。

　以上の土層が確認されたが、全体的な特徴として

粒度が粗いこと、しまりがほとんど認められないこ

と、構成物・粒度・色調が地山に類似していること

があげられる。したがって、埋土は墓壙掘削で生じ

た土を利用していたと考えられる。さらに埋葬施設

２の形成や埋葬施設１の再掘削において、埴輪を含

む表土などの土と混ぜ合わされた結果、黄褐色系の

色調を帯びたと推測される。出土遺物は第１〜７層

において中世の遺物、第１〜 18 層において古墳時代

の鉄製品や埴輪片が確認された。

ｃ　埋葬施設１

　埋葬施設１は竪穴の墓壙をもち、木棺を直葬する埋

葬施設である（第 12 図）。埋葬施設１は２度掘削され

ている。最初の掘削に伴う墓壙は上端の長軸 8.17 ｍ、

短軸 3.15 ｍ、下端の長軸 7.64 ｍ、短軸 2.02 ｍ、深

さ 1.02 ｍの規模を誇り、断面は逆台形を呈する。主

軸は座標北に対して 53 度西に傾く。土層断面の検討

から、墓壙は検出した最も高い部分か、それよりわ

ずかに高い位置から掘り込まれたと推測される。再

掘削に伴う墓壙は、ほぼ同じ規模だが上端短軸 2.54

ｍ、下端短軸 1.72 ｍであり、短軸においてやや縮小

する。検出された木棺がどちらの墓壙に帰属するの

かは後述するとして、ひとまず、以下に木棺の特徴

をまとめておく。

　墓壙底の中央には、木棺を安置するために長さ 7.6

ｍ、最大幅 81cm、断面半円形の掘り込みが設けられ

ている。この掘り込みに長さ 6.5 ｍの木棺が据えら

れたが、西側に偏っているため、東端から約１ｍに

残余のスペースが生じている。

　棺床をなした掘り込みは東西において形態が異な

る。東端は同じ幅を保ちながら墓壙東壁に突き当た

り収束する。一方で、西端では長軸に直交する方向

に両端が 15cm 突出しており、さらに 10cm ほど深く

掘り込まれている。これは木棺の長側板を小口板で

挟み込む形態であったためと推測される。

　木棺は掘り込みの断面形から割竹形木棺と考えら

れる。木棺は長さ 6.5 ｍ、東端の幅 66cm、西端の幅

52cm の規模を有する。西小口では、長側板をはさむ

ようにして小口板が据えられている。東小口では小

口板の設置方法について手がかりが得られなかった

が、長側板が小口板を挟み込んでいた可能性を想定

すべきかもしれない。なお、木棺設置の際には、棺

底に安定化を図るための置き土、両小口に裏込土が

施されていた。

　この木棺内では、副葬品・赤色顔料は検出されな

かった。なお、墓壙東端から西へ 3.2 ｍ付近におい

て人骨が検出されており、遺骸は棺の東寄りに安置

された可能性がある。棺を据えた際の掘込みは、東

側において標高 180.76 ｍ、西側において 180.68 ｍ

であり、東側の方が８cm 高い。棺の幅も東側の方が

14cm 広いことを勘案すれば、東頭位の可能性が高い。

ただし、後述の南棺では西頭位と推測されることか

ら、両者について整合性が必要となろう。

　この他、埋葬施設１の墓壙内における遺構として南

側土坑が検出された。この遺構は、東西方向に主軸

をもつ長さ 1.96 ｍ、幅約 30cm、深さ最大 21cm の細

長い土坑である。この土坑からの出土物は確認され

なかった。この土坑は埋葬施設１の最初の掘削に伴

うのか、再掘削に伴うのかが明瞭ではないため、そ

の性格・評価は不明とせざるを得ない。

ｄ　ピット

　埋葬施設１の墓壙の北東隅に１ヶ所、北壁面に２ヶ

所、埋葬施設２との間に１ヶ所の４ヶ所でピットを

検出した（Pit Ａ〜Ｄ）。Ａは直径 24cm、垂直かやや

北東に傾く。Ｂは長径 35cm、垂直かやや南側に傾き、

Ｃは長径 27cm で南傾する。Ｄは直径 13cm と小さく、

北傾する。埋土はＡ・Ｄはにぶい黄橙系色の細粒砂

から粗粒砂、Ｂ・Ｃが灰黄褐色の細粒砂から中粒砂・

粗粒砂で構成されている。後者の方が灰色の色調を

強く帯びており、両者は埋葬施設１墓壙の最初の埋

土にあたる第 33 〜 37 層や地山の第 38 層に類似して

いる。

　検出したピットの位置関係と傾きから、掘立柱建

物などを想定することは困難であろう。埋土の特徴

を考慮すれば、埋葬施設１の最初の掘削・埋葬と近

い時期にピットが設けられたととらえておきたい。

　このピットの性格については、立柱を伴う葬送儀

礼などの可能性が考えられる。木柱事例とその性格・

研究史については岡林孝作氏が的確にまとめている⑷。
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このなかで岡林氏は、棺の周囲を取り囲むように並ぶ

柱・杭について、埋葬とそれにかかわる儀礼の場に

仮設の遮蔽物を設けて区域標示する場合があること

を指摘している。沖打越１号墳の事例がこれに該当

する可能性もある。いずれにしても沖打越１号墳に

おける立柱の評価は、今後の研究に託されよう。なお、

埋葬施設１の再掘削が最初の墓壙よりわずかに狭い

範囲を見事に掘削しており、何らかの目印があった

ことが推察される。立柱はこの目印として設置され

た可能性も考慮すべきといえる。

ｅ　埋葬施設２

　埋葬施設１の形成後に埋葬施設２は造営された。そ

の後、埋葬施設１が再掘削されるに及んで、埋葬施

設２の墓壙が一部遺失している。墓壙は検出した面

において長さ 3.64 ｍ、幅 1.51 ｍ、深さ 64cm であり、

墓壙底面では長さ 3.5 ｍ、幅 1.3 ｍの規模を有し、断

面は逆台形を呈する。主軸は座標北に対して 60 度西、

埋葬施設１主軸に対して７度南にとる。

　墓壙底には、長軸に沿って断面半円形の掘り込み

が確認できた。この掘り込みは木棺を安置するため

の凹みで、第 32 層は棺底を安定させるための置き土、

第 30・31 層は木棺裏込土と考えられる。

　木棺は断面形から割竹形木棺と考えられ、長さ

3.37cm、西側の幅 51cm、東側の幅 41cm の規模を有する。

木棺の両端には、溝状の掘り込みが設けられているこ

とから、長側板を挟むようにして小口板が据えられ

ていたと考えられる。西小口では長側板と小口板が

ほぼ同じ高さか、わずかに小口板が浅い位置に据え

られている。東小口では、溝状掘り込みが段を有し

ていることから、小口板が凸字状を呈していた可能

性がある。ただし段は南側でのみ確認されているに

とどまるため、不定形な小口板の形状にあわせて掘

り込みが行われたのみかもしれない。木棺内におい

て、副葬品ならびに赤色顔料の塗布などは認められな

かった。棺幅から推測すると被葬者の頭位は西頭位

となる。しかし、棺底は東小口のほうが４cm 高いこ

とが難点といえる。埋葬施設２は盗掘されていなかっ

たが、人骨・副葬品・赤色顔料などは確認されなかった。

ｆ　円筒埴輪の配列

　沖打越１号墳では円筒埴輪・形象埴輪が出土した。

いずれも原位置を保っていないこと、埴輪を据える

際の掘り形が検出されなかったことから、配列等に

関する手がかりは得られなかった。埴輪の多くは東

周溝で出土したが、墳丘西側においても少量ながら

確認できた。自然崩落・流出によって墳丘の多くの

部分が遺失しているものの、墳頂には円筒埴輪が巡っ

ていたと想定できるだろう。ただし、東周溝におけ

る出土状況から埴輪を密接して並べていたとは考え

にくく、芯々間距離を広くとった配置がなされてい

たと考えられる。

ｇ　埋葬施設・堆積層の形成過程

　以上から、次のような埋葬施設の形成順序が復元

できる（第 14 図）。

埋葬施設１の形成　埋葬施設１の墓壙が掘削され、最

初の埋葬が行われる。埋め戻しの際には、木柱が数本

立てられたと推察される。埋土は、地山由来の灰黄

褐色粗粒砂で、しまりはほとんど認められなかった。

細かな土層単位も認められなかったことから、墓壙の

埋め戻しはそれほど丁寧ではなかったと推測される。

埴輪の配置　墳頂には円筒埴輪が配列される。この

埴輪は埋葬施設１の再掘削において一部損壊したよ

うで、埋土に混じっていた。なお、埋土に形象埴輪

片が含まれていることから、家形埴輪等の配置も考

慮する必要がある。

埋葬施設２の形成　次に埋葬施設２が形成される。な

お、埋葬施設２墓壙の掘削に際してピットＤの木柱

は抜き取られた可能性がある。この段階までに木柱

がすべて抜き取られたと想定すれば、木柱は葬送儀

礼に伴うものと評価されよう。

埋葬施設１の再掘削　埋葬施設１が再度掘り返され

る。木柱がこの段階で抜き取られたと想定するなら、

再掘削のための目印として据えられていたと評価で

きる。埋め戻しに用いられた黄褐色系の粗粒砂は、

地山由来の灰黄褐色粗粒砂に表土などの堆積土が混

じったものと推測される。２度目の埋め戻しにおい

ても、しまりを有する土層や細かな単位を示す堆積

状況は確認できなかった。

　なお、この埋め戻しに伴う土層には、古墳時代の

鉄器と埴輪片が混じるものの、他の時代の遺物は含

まれなかった。埴輪片には、細かなハケメが観察で

きるものや赤色顔料が残るものが多いことから、風

雨にさらされた期間は短いと考えられる。したがっ
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て、埋葬施設１の最初の形成から時間を隔てること

なく埋葬施設１の再掘削が行われたと考えられる。

　次に、埋葬施設１の木棺の帰属時期について考え

ておきたい。埋葬施設１では、木棺設置のための掘

り込みに対して木棺が１ｍほど短いことから、再掘

削に際して新たな木棺が据えられた可能性が考えら

れる。掘り込みの東端が浅いことを積極的に評価す

れば、最初の掘削に伴う木棺は、現状でとらえた木

棺よりもわずかに高い位置に設置されていたが、埋

葬施設１再掘削・木棺再設置によってすべて失われ

たと推測できる。検出した木棺の帰属時期を示す手

がかりは非常に限られているが、ひとまず再掘削に

伴うものと考えておきたい。なお、検出した木棺が

最初の掘削に伴うものであったとしても、再掘削に

おいて木棺が乱されていない点を高く評価しておき

たい。

　最後に再掘削を行った理由について考えてみたい。

再掘削の理由として、まず古墳時代の盗掘があげら

れる。しかし、墓壙底面や木棺が荒らされていない

ため、その可能性は低いといえる。次に改葬などの

葬制に伴う行為が想定できるが、人骨の出土をどの

ように評価するのかが課題として残る。いずれにし

ても、類例を集成し、その評価を今後試みたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（髙松）
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①  埋葬施設１の形成

②  埋葬施設２の形成 ④  ２度目の埋め戻し

③  埋葬施設１の再掘削

※平面図は矢印の高さから見た状況を示す

木柱

・PitＤの木柱は、この段階で
  抜き取られた可能性がある。

・墓壙を灰黄褐色系土で埋める。
・墳頂に埴輪を並べる。

・すべての木柱が抜き取られる。
   最初の埋土が一部に残る

・埴輪片を含む黄褐色系土で
   ２度目の埋め戻しを行う。

灰黄褐色系土

PitD の
木柱

黄褐色系土（埴輪片を含む）埋葬施設２の埋土

第 14 図　沖打越 1号墳埋葬施設形成過程
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１　概要

　沖打越１号墳に伴う出土遺物として、埴輪（円筒

埴輪・形象埴輪）、鉄製品（鏃・刀子・直刃鎌）、砥石、

土師器（小型丸底壺・高坏・甕）などがある。これらは、

いずれも古墳時代中期初頭（４世紀末頃）におさまる

同時期性の強い一群である。これらは種類別に特徴

をまとめ、各資料の出土位置は第１・２表に委ねたい。

　その他、沖打越１号墳には伴わない縄文土器や土

師器なども出土しており、あわせて報告する。

２　沖打越１号墳の遺物

ａ　円筒埴輪

　沖打越１号墳の円筒埴輪は出土量が限られており、

図化は細片を含めて 21 点にとどまる（第 16・17 図）。

資料的な制約をふまえつつ、形態・器面調整などの

要素ごとにまとめておく。なお、個別の特徴につい

ては第１表を参照されたい。

形態　円筒埴輪のうち最も遺存の良い１・３から、３

条４段構成だったと推測される。全体の形状は寸胴

で、口縁部は外反か直立、底部は直立かやや外方に

傾く。透かし孔は円形が確認されており、突帯は台

形を呈する。成形に関しては内傾接合が観察された。

法量　口縁部径は１・13 〜 15 が 35 〜 36cm 程度、口

縁部高は１・15 において 12cm 程度の値を示す。胴部

径は１において 28 〜 30cm で、１段につき１cm ずつ

拡大している。２では胴部径 30 〜 33cm で３cm の拡

大がみられ、３では胴部径 30 〜 34cm で２cm ずつ径

が増す。突帯間隔については１〜３において 13cm の

値を示す。

　これらの値をもとにすれば、口径 35 〜 36cm、器高

48cm 以上、口縁部高 12cm、突帯間隔 13cm、底径 29cm

の円筒埴輪が復元できる。底部高が突帯間隔と同程

度かやや広いことを考慮すれば、本来の器高は 54cm

程度だったと推定される。

口縁部　口縁部は緩やかに外反する１・15 と、まっ

すぐ立ち上がる 13・14 が認められたが、外方へ屈曲

する個体は認められなかった。端面は明瞭なものと

不明瞭なものが認められる。なお、12 は外反が著し

く口径も大きいことから、朝顔形円筒埴輪の可能性

を考慮すべきかもしれない。

突帯　突帯は断面台形状のものが多く、１・２・３・

９がこれに該当する。石山古墳でみられる断面方形

で突出度が高い突帯は認められず、８のような突出

度のやや高い台形を呈するものが１点、１のような

緩やかな台形を呈するものが 19 点、10 のようなナデ

によって各辺がくぼみＭ字形に近い台形を呈するも

のが３点という破片での比率を示す。なお、11 は形

象埴輪に伴う小突帯の可能性もあろう。

突帯間隔設定技法　突帯間隔設定技法とは、突帯を一

定の間隔をもって水平に貼り付けるために何らかの

規格工具を用いて器面に目印をつける技法をさす (1)。

方形刺突技法 (2)、凹線技法 (3) 等に大別される。沖打

越１号墳では１〜３・５・６の突帯が剥離した部分

で凹線技法が観察できた。この技法は第 15 図の復元

案にあるような工具を用いて器面にヨコ方向の凹線

をめぐらすもので、この凹線を目印に突帯を貼り付

ける。なお凹線を施した際に、突帯上辺に工具下端

が接して圧痕が残る。１・２にはこの圧痕ととらえ

うる小さな段が観察できる。このような技法で設定

された突帯間隔は、口縁部で約 12cm、段間で約 13cm

である。

透かし孔　透かし孔を確認できた資料は１・２にと

どまり、いずれも円形を呈する。残存部分をもとに

すれば、各段２孔を施し、段の上下で 90 度方向を違

えて穿つ配置と推測される。

外面調整　外面調整としてナデ・タテハケ・ヨコハ

ケが認められる。突帯の剥離部分にタテハケが観察

できることから、１次調整にタテハケが行われたと

考えられる。突帯貼付け後の２次調整として５〜７

においてヨコハケが観察できる。このうち５は静止

痕が確認できることからＢ種ヨコハケといえる⑷。６

についてはＡ種ヨコハケとみなしておく。ハケメの

条線密度は 10 本 /cm 程度の１・２・15・19、11 〜

Ⅴ　　沖打越１号墳の出土遺物
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12 本 /cm の４・５、13 本 /cm 程度の３・６・７・12

であり、比較的細かい。

　ナデに関してはユビナデのほか、板状の工具によ

るナデの可能性を持つ調整が 18 において観察できた。

このほか３には器面がはじけ飛んだような剥離部分

が認められ、焼成時の破裂痕の可能性がある。破裂

の程度にもよるが、沖打越１号墳ではこうした個体

も製品として並べていたと考えられる。

内面調整　内面調整にはナデ・板ナデ・オサエが観

察できる。成形においてヨコ方向あるいはナナメ方

向のナデが施されたのち、突帯の貼り付けに対応す

るヨコナデ、ユビオサエが施されたことが観察できる。

赤色顔料　外面に赤色顔料が残る個体がある。器壁

の状態に影響されるため、すべての個体に塗布され

ていたのかは明らかではない。なお、赤色顔料は埋

葬施設１からの出土品に限られる傾向にある。この

点は、長年の風雨にさらされる前に埋葬施設１の再

掘削・埋め戻しが行われた可能性を示唆する。埋葬

施設の形成順序を考える上での手がかりとなる傾向

である。

焼成　焼成はいずれも土師質の仕上がりで、黒斑を

有する個体が認められた。焼成が良好で堅緻な個体

は認められなかったことから、いわゆる野焼きによっ

て焼成されたと考えられる。

埴輪の配列　原位置を保った円筒埴輪は検出されな

かった。このため埴輪の配置・樹立間隔・樹立方法は

不明である。出土量や検出地点から判断すれば、古墳

をめぐるように配列されたが、個体間の距離は広かっ

たと想定できる。

分類　外面調整からみた場合、タテハケのみの１〜

４、２次調整としてヨコハケが認められる６、Ｂ種

ヨコハケをもつ５の３つに分けることができる。口

縁部については外反・直立と端面の有無の組み合わ

せによって分類を試みることも一案であろう。ただ

外面 内面

底部

突帯

透かし孔

口縁部

堅魚木

裾廻り突帯

側廻り

屋根部

開口部

凹線

胴部

Ｌ字形工具痕跡

ｂ．家形埴輪の部分名称ａ．円筒埴輪の部分名称

ｃ．突帯間隔設定技法
　　（凹線技法）

第 15 図　埴輪模式図
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第 16 図　沖打越 1号墳出土遺物実測図⑴ 埴輪⑴（1：4）



− 32−

第 17 図　沖打越 1号墳出土遺物実測図⑵ 埴輪⑵（1：4）
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し、沖打越１号墳の円筒埴輪は突帯間隔が揃い、そ

の設定技法も共通していることから、個体差の少な

い資料といえる。外面調整を中心とした分類は、こ

の点をふまえた評価が求められよう。

時期　円筒埴輪は３条４段構成をとり、円形の透か

し孔を各段２ヶ所、段の上下で 90 度方向を違えて穿

つ配置と考えられる。器面調整にＢ種ヨコハケが認

められること、黒斑の付着から野焼きによる焼成と

考えられることから、沖打越１号墳の埴輪は川西宏

幸氏のⅢ期に相当する。特に５はＢｂ種ヨコハケの

可能性が高い (5)。

　また、突帯間隔は古墳時代中期を通して狭くなる

傾向にあり、Ｂｃ種ヨコハケ出現以降、特に顕著と

なる (6)。これは突帯間を一周のヨコハケで整えるこ

とを目指したことに起因するのだろう。沖打越１号

墳の埴輪における突帯間隔は約 13cm である。近隣の

石山古墳では約 14cm、殿塚古墳の陪冢にあたるわき

塚１号墳では約 12cm の値を示すことから、石山古墳

→沖打越１号墳→わき塚１号墳の順となろう。さら

に石山古墳ではＢ種ヨコハケが確認されていないこ

と、逆三角形・四角・円形の透かし孔が認められること(7)、

殿塚古墳において円形の透かし孔、口縁部が屈曲す

る口縁部が確認されている。わき塚１号墳ではＢｂ

種ヨコハケ、女良塚古墳では黒斑を有するものの堅

緻な焼成の円筒埴輪が知られている (8)。したがって

石山古墳→殿塚古墳→沖打越１号墳→わき塚１号墳

→女良塚古墳という新古をとらえておきたい。

　以上の検討から、沖打越１号墳の埴輪は川西宏幸

氏によるⅢ期、埴輪検討会のⅢ期２段階 (9) に相当し、

『前方後円墳集成』（以下、「集成」）の５期 (10) とと

らえることができるだろう。

ｂ　形象埴輪

　形象埴輪として家形埴輪が出土している。このほ

か、いずれの種類とも判別できなかった破片も出土

しており、あわせて報告しておく（第 17 図）。

　22は埋葬施設１の第15層から出土した。ナデによっ

て調整が施されており、表面にはベンガラと思われ

る赤色顔料の塗布が確認できる。家形埴輪の裾廻り

突帯と考えられ、外側に水平に伸びて終わる直線的

なつくりといえる。

　24 は家形埴輪の壁にあたる破片である。Ｅ区 c18

グリッドの表土から出土しており、墳頂からの転落と

考えられる。図化した外面の左側は開口部にあたる。

外面の左端には縦方向の沈線を２条施した後、その

上から竹管を押し付けることで円形文を２ヶ所施し

ている。右端は破断しているものの、縦方向の沈線

が１条確認できる。これらの沈線に挟まれた部分は

剥離によって黒色を呈している。この部分には幅７

cm の柱を粘土貼付けによって表現していたと推測さ

れる。内面にはナデによる調整が観察できる。24 の

類例として、石山古墳の平地式切妻造りの家形埴輪

があげられる (11)。

　23 は東周溝第 52 層から出土した断面円形の棒状製

品である。ナデ・オサエによる調整が施されており、

この調整による不明瞭な面が観察できる。23 は家形

埴輪の堅魚木や水鳥形埴輪の脚などの可能性が考え

られる。沖打越１号墳の確実な形象埴輪が家形埴輪

に限られていることから、前者の可能性を考えてお

きたい。なお、堅魚木の初出として石山古墳が知ら

れており (12)、23 が堅魚木とすれば、早い時期の採用

例として評価できよう。

　25 は埋葬施設１の第 15 層から出土した破片である。

図示した上面には条線密度 12 本 /cm のハケによる調

整と赤色顔料の塗布が確認できる。斜面部分は接合

していた面で剥離しており、ハケによって一旦調整

されたことが観察できる。下面には、接合痕とオサ

エ・ナデによる調整がみられる。25 は家形埴輪にお

ける屋根と側廻りの接合部あるいは側廻りと裾廻り

突帯の接合部、蓋形埴輪の笠部と台部の接合部など

の可能性が考えられる。直線的な形状を示すことか

ら、家形埴輪の可能性を考えておきたい。

ｃ　鉄製品・砥石

　沖打越１号墳では鉄製品が４点、砥石１点が出土

した。出土層位および型式学的な検討から、いずれ

も沖打越１号墳に伴うと考えられる（第 18 図）。

　27 は東周溝第 52 層より出土した。残存長 5.2cm、

鏃身幅 2.1cm、鏃身厚 0.3cm、頸部幅 0.7cm、頸部厚

0.4cm である。鏃身の平面形はややふくらを有した柳

葉形を呈し、腸抉をもつ。鏃身の断面はレンズ状を

呈する。腸抉は 1.8cm 以上と比較的深く、やや外側

に広がる形状である。腸抉は鏨状工具により頸部か

ら切り離すことで作り出されたと考えられる。頸部
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は軸状をなし、断面は長方形を呈する。頸部の残存

に恵まれないが、頸部は直線状をなし、関部を有し

て茎部に至ると考えられる。なお、腸抉切り離しの

形状をそのまま残すことで頸部に山形突起が形作ら

れる型式も知られているが、本例はこれには該当し

ないと考えておく。本例の類例として、兵庫県茶す

り山古墳 (13)、大阪府盾塚古墳 (14)、東京都野毛大塚古

墳 (15) などがあげられよう。

　28 は小刀あるいは刀子と考えられる。東周溝第 52

層より出土した。残存長 5.3cm、刃部幅 1.6cm、厚さ

0.3cm である。断面は楔形だが、背側の稜が不鮮明で

やや隅丸の形状を呈する。

　29 は刀子である。埋葬施設１の第９層より出土し

た。切先をわずかに欠損しているが、ほぼ完形をとど

める。長さ 6.5cm、刃部幅 1.1cm、厚さ 0.3cm、茎部

幅 0.8cm、厚さ 0.3 〜 0.4cm である。刃部のうち、切

先からゆるやかに弧を描き、関部付近ではやや内湾

する。関部は斜関で、茎部には茎部孔や木質は確認

できなかった。刀部の断面は楔形で、茎部は長方形

を呈する。29 は刀子のなかでも小型の部類に属する。

類例として大阪府豊中大塚古墳 (16)、大阪府交野東車

塚古墳 (17)、岐阜県昼飯大塚古墳 (18) などがあげられ、

古墳時代中期初頭に多い事例といえる。

　30 の直刃鎌は埋葬施設１の第 15 層より出土した。

大きさは長さ 9.4cm、刃部幅 2.6cm、厚さ 0.3cm で、背・

刃ともに直線的で短冊状の全形を呈する。基部につ

いては、一辺を全体に折り返すことで柄への装着が

なされたと考えられる。なお、基部には明瞭な木質

は認められなかった。魚津知克氏による分類に従え

ば直刃鎌Ａ１類に相当する (19)。

　26 の砥石は東周溝第 52 層より出土した。大きさは

長さ 14.2cm、幅 4.3cm、厚さ 1.4cm で、灰色を呈する。

原材は、ごく弱い熱変成を受けて片岩化した泥質砂

岩である。現状で、たいへん脆くなっている。砥石

としての使用面は一面で、中央付近が緩やかにくぼ

んでいる。長軸に沿って使用したと考えられるが、岩

質が脆いために表面の風化が著しく、明瞭な擦痕を

図化できなかった。

鉄製品の時期　以上の鉄器について型式学的な検討

からその時期についてふれておく。まず、鉄鏃は腸

抉を有する柳葉形だが、長身化が進みつつあること、

腸抉が深くなりつつあること、頸部が扁平な長方形

であることが特徴といえる。杉山秀宏氏による編年(20)

と照らし合わせると、Ⅳ〜Ⅴ期すなわち中期初頭か

ら前葉と考えられる。

　小型の刀子は出土時期が比較的限られており、中

期初頭から中期前葉にみられる。直刃鎌については

古墳時代の当初からみられるものの、中期前葉を下

限として急速に姿を消す型式である。

　上記の諸点から鉄器から見た沖打越１号墳は「集

成」の４期 (21)、和田晴吾氏による編年の５期 (22) を

上限とし、「集成」の６期すなわちＴＫ 73 型式期 (23)

を下限とすることができる。

ｄ　土師器

　沖打越１号墳では東周溝を中心に土師器が出土し

た。その器種と点数は小型丸底壺３点を含む壺類４

点、高坏３点、甕２点である（第 18 図・第２表）。

小型丸底壺　31 〜 33 は東周溝第 52 層より出土した。

31 は口径 7.0cm、体部径 9.5cm、口縁部高 2.0cm、器

高 8.8cm の大きさである。口縁部は直線的に外方へ立

ち上がり、体部は球形を呈する。体部径は口径を上

回り、体部の中位よりやや上で最大径に至る。口縁

部は短く、器高に対して１：4.4 の比率を示す。体部

外面の下半は右上がりのナデ、上半に横方向主体の

ナデが観察される。内面にはナデ・オサエが見られる。

口縁部には内・外面ともに横方向のナデが施される。

　32 は口径 7.8cm、体部径 10cm、口縁部高 1.5cm、器

高 8.7cm である。口縁部は短く外方にのび、体部は

球形を呈する。体部径は口径を上回り、体部の中位

で最大径に至るが、なだらかな肩の形状によってや

や下ぶくれ気味の印象を受ける。口縁部高と器高の

比率は１：5.8 の値を示す。体部径は口径を凌ぐ。体

部外面はナデ・オサエ、内面はナデによる調整が観

察できる。頸部付近はナデが施されており、明瞭な

稜線をもたない。口縁部には横方向のナデがみられる。

　33 は口径 9.6cm、体部径 11.4cm、口縁部高 2.5cm、

器高 12.8cm である。口縁部は外上方に立ち上がり、

体部は縦長の球形をなす。体部径は口径を凌駕する。

口縁部高と器高は１：5.12 の比率である。肩はなだ

らかで、体部中位において最大径へと至る。体部外

面にはケズリ、内面にはケズリ・ナデが施されている。

頸部外面にはナデによる調整がなされており、明瞭
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な稜線をもたない。内面には口縁部の下端が露出し

ており、接合の状態を明瞭に観察できる。口縁部は内・

外面ともに横方向のナデで仕上げる。

壺　34 は北側斜面から出土した。頸部径は 12.8cm で

ある。外面にはナデ、内面にはナデ・オサエによる

調整が観察された。細片のため器形の絞り込みは難

しいものの、二重口縁壺の可能性をあげておきたい。

高坏　35 〜 37 のうち、35・36 は東周溝第 52 層、37

は北側斜面から出土した。35 は脚柱上端で径３cm で

ある。脚柱部は直線状かわずかに内湾気味に広がる。

摩滅が激しいものの、外面にナデ、内面にオサエと

シボリ痕が観察できる。

　36 は脚柱上端付近で径 4.6cm である。内面の観察

から、脚部から杯部にかけて継続的に成形し、坏底

は粘土円板の充填によって形成したと推測される。

　37 は脚裾部径 12cm、接合部径 3.2cm、脚部高 7.2cm

第 18 図　沖打越 1号墳出土遺物実測図⑶ 鉄製品・土器他（鉄製品 1：2、縄文土器 1：2、他 1：4）
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である。37 は有段高坏と呼ばれるもので、平坦な坏

底から段を経て、口縁部に至ると思われる。脚部は

裾部に向かってなだらかに広がっており、脚柱と裾

部の間には明瞭な屈曲は認められない。脚部外面は

ヨコナデの後、接合部に縦方向のナデを施したこと

が観察できる。内面には横方向のナデとシボリ痕が

確認できる。坏部は摩滅が著しく調整は不明である。

坏部と脚部の接合は、完成した坏部を脚部上に載せ

るように接合する手法がとられたと考えられる。な

お、脚部の内面頂部には、中央に軸芯痕と考えられ

るくぼみが認められた。

甕　38・39 は東周溝第 52 層から出土した。38 はいわ

ゆる布留形甕で、口径 13.8cm、頸部径 11cm、口縁部

高 2.8cm である。口縁部はわずかに内湾しながら外

方に伸びる。端部は内面に強く内傾、肥厚させており、

外面はシャープにおさめる。頸部は強いナデが施さ

れている。内・外面ともに摩滅が著しいため、調整

はナデのみ確認できた。

　39 は口径 14cm、頸部径 12cm、体部径 22cm、口縁

部高 2.2cm の大きさである。口縁部は「く」の字形で、

直線的かやや外反気味に開く。端部を上方につまみ上

げようとしたためか、先端付近はやや薄くなってい

る。体部は球形を呈する。体部外面の下半には板ナ

デ、上半にはナデが観察できる。内面の下半はケズリ、

上半はナデ・オサエによって仕上げる。口縁部は、内・

外面ともに横方向のナデが確認できる。なお、体部

には幅２〜３cm の粘土紐を右上がりで巻き上げた痕

跡が観察できる。

土師器の時期　沖打越１号墳に伴う土師器について

時期的な位置づけを試みておく。31 〜 33 は寺沢薫氏

のいう小型丸底壺Ｅ・Ｆに相当し、布留３〜４式に

見られる (24)。38 は布留形甕で口縁部はｇ４にあたり、

布留２〜４（古）式に多く見られる。これらの点か

ら沖打越１号墳の土師器は布留３〜４（古）式と評

価できる。これは、城之越遺跡のⅣ− a 層やⅢ層にお

いて 31 〜 33 の類品が出土し、Ⅳ−ａ層を布留２期併

行期、Ⅲ層を布留３〜４期併行期とされていること (25)

ともおおむね対応する。

　なお、「集成」２期後半から３期に位置づけできる

京都府平尾城山古墳では布留２式、「集成」３期の奈

良県行燈山古墳では布留２式、「集成」３期後半〜４

期前半の東大寺山古墳では布留２式、「集成」４期後

半の津堂城山古墳では布留３式の土師器が出土して

いる (26)。後述するように、沖打越１号墳は「集成」

５期と評価できることから、「集成」５期と布留３〜

４（古）式の対応関係を示すことになろう。

３　古墳築造以前の遺物

　その他、古墳に伴うものではないが縄文土器１点、

高坏１点、甕２点が出土した（第 18 図）。

縄文土器　40 はＥ区 e21 グリッドから出土した。外

面には大きな楕円文を押型によって施し、内面に斜

方向の条線を施す。条線の間隔は比較的密といえる。

40 は縄文時代早期にみられる高山寺式土器 (27) と考

えられる。高山寺式土器は胴部が張らない円錐形で、

外面の楕円文が小さく、内面の条線が密なものが古

段階とされる。一方新段階は胴部がふくらみをもち、

楕円文が大きく、条線の間隔が広いか条線のないも

のとされる。40 には楕円文が大きいことから新しい

要素がうかがえるといえる。

土師器高坏　41 は南側斜面第 31 層から出土した。口

径 17.6cm、脚柱上端径３cm、坏部高 7.5cm である。

坏部は段を有するもので、平らな坏底から緩やかに

内湾しながら外上方に開く。坏部は深いため、口径

と杯底の径の差は大きい。口縁部の立ち上がり角度

は急である。端部は不明瞭ながら面を持ち、外面は

わずかに外反する。外面には縦方向のミガキが施さ

れ、脚部に及ぶ。内面は摩滅が激しいものの、同様

のミガキがわずかに確認できる。坏部と脚部の接合

部は、脚部成形ののち坏部を巻き上げて成形したと

考えられる。

　41 は伊勢湾沿岸地域でみられる高坏であるが、伊

賀地域において在地化しているという (28)。この指摘

をふまえると、41 は石井智大氏による編年の様相Ⅲ

に相当し、布留０式に併行する時期と考えられる。

甕　42 は北側斜面より出土した。口径 16.6cm、頸部

径 12.4cm、頸部高 2.0cm である。口縁部は外上方に

直線的に立ち上がり、端部には端面が認められる。外

面・内面ともに横方向のナデによって調整がなされ

ている。42 は弥生時代後期の甕と考えられる。

　43 は北側斜面から出土した。台付甕の脚台で、脚
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台は直線状に広がり、端部はまるくおさめる。脚端

径 7.6cm、脚部高 3.3cm の大きさである。外面に縦方

向のハケと板オサエ、内面にナデによる調整が観察

できる。43 は、体部底・脚台・脚端の形状から庄内

式期かやや下って布留式前半期と考えられる。41 〜

43 は沖打越１号墳よりも高所に先行する集落・墳墓

の存在を示す資料といえる。　　　　　　　（髙松）
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代前期の土器編年」（『研究紀要』第 19 − 1 号、三重県埋蔵

文化財センター、2010 年）
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第 1表　沖打越 1号墳出土遺物観察表⑴
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第 2表　沖打越 1号墳出土遺物観察表⑵
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１　概要

　沖打越中世墓は、沖打越１号墳の墳丘上を中心に

形成されたものである。遺跡の範囲は、Ｅ地区とし

た調査区にほぼ限定される。

　確認された遺構は、丘陵頂部（１号墳の埋葬施設

上）と丘陵の南斜面部に見られる（第 20 図）。丘陵

頂部では、経塚１基を中心に、人骨を埋納した土坑

を 21 基、無遺物の土坑 12 基を確認した。人骨埋納

遺構には、蔵骨器を納めたものと人骨をそのまま納

めたものの２種類がある。

　丘陵南斜面では、荼毘跡と考えられる焼土坑２基、

焼石を含む遺構１基があった。これが今回の沖打越

中世墓の発掘調査で確認された遺構の全てである。

　遺構以外のことでは、丘陵の斜面部で関連遺物の

散布が見られた。北側斜面では、五輪塔の部材（火

輪）２個体、小型石仏２個体のほか、蔵骨器等の土

器片が見られた。東斜面の１号墳周溝埋土上層部で

は五輪塔の部材（空風輪２個体、水輪２個体）と蔵

骨器等の土器片、南斜面では五輪塔部

材（火輪１個体）と小型石仏が見られ

た（第 20 図）。丘陵斜面部の出土石塔

類は、丘陵頂部からの転落と考えられ

る。蔵骨器等の破片も、盗掘や崩落に

伴って周辺に散乱したと考えられる。

２　丘陵頂部の遺構

　丘陵頂部の遺構は、沖打越１号墳の

埋葬施設上を中心に形成されている

（第 20・21 図）。遺構は、最高所付近

に経塚（ＳＸ５）を、その周囲に火葬

墓が配されている。

　遺構の規模やおおよその性格は一覧

表 (第３表 )に示したので、ここでは

とくにふれる必要があると考えられる

遺構とその状況に限定しておく。

ａ　経塚

ＳＸ５（第 22 図）　丘陵頂部の中心に造成された遺構

である。表土直下から幅５㎝前後の小礫が出土しは

じめ、10 ㎝ほど掘り下げた段階で水輪・地輪と大小

様々な礫が散乱している状況が現れた。これらの石

塔や礫に混じって、口縁部径約 37 ㎝の常滑産中形甕

の破片が数点混じっていた。これらの礫・石塔を取

り除くと、直径 1.2 ｍ程度の断面擂鉢形の土坑が確

認された。この土坑内からも、数点の小礫が出土した。

　小礫は、土坑内から出土したもののうちの 17 点ほ

どに墨書が確認され、状況から見て一字一石経と考

えられる。このことから、当遺構は礫石経を埋納し

た経塚であると判断した。

　経塚ＳＸ５の周囲で確認された状況から、この経塚

は常滑産中形甕を容器として用いたもので、盗掘な

どによって甕の破片は周辺に散乱したものと考えら

れる。甕の散布は第19図のような状況であった。また、

遺構上部で確認された大形の礫は、経石を納めた陶

器甕の上部を整えるために用いられたと考えられる。

さらにその上に石塔（五輪塔）を据え、経塚の標識

Ⅵ　　沖打越中世墓の遺構

第 19 図　経塚ＳＸ 5甕の破片散布状況
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第 20 図　沖打越中世墓遺構配置図（1：200）
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第 21 図　沖打越中世墓丘陵頂部平面、断面図（1：40）
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第 22 図　経塚ＳＸ５・火葬墓個別実測図（1：20）　高さは全て 182.0m
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になっていたと考えられる（第 34 図）。

　経塚ＳＸ５の時期は、伴出する陶器

甕の型式から、13 世紀後葉頃の遺構と

考えられる。

ｂ　火葬墓

　火葬墓には、蔵骨器を伴うものと、人

骨をそのまま埋納したものとがある。前

者を「蔵骨器埋納土坑」、後者を「人骨

埋納土坑」とする。

蔵骨器埋納土坑（第 22 図）

　蔵骨器埋納土坑は３基確認されたが、

原位置を留めない蔵骨器が９個体以上

あるので、元々は 12 基以上はあったと

考えられる。３基の遺構は、丘陵頂部

の最高所から東側へやや下がった位置

にまとまって確認された。

ＳＸ３　「不識壺」と呼ばれる常滑産陶

器壺を蔵骨器とする遺構である。陶器壺

は破砕された状態で出土しており、撹

乱ないしは盗掘に遭ったと考えられる。範囲確認調

査坑の中にあり、遺構の形状は明確ではないが、直

径約 30 ㎝程度の小ピット状と考えられる。遺構底面

には、埋納された蔵骨器を安定させるために置かれ

たと思われる幅 10 ㎝弱の川原石があった。蔵骨器は、

13 世紀後葉から 14 世紀初頭頃のものと考えられる。

ＳＸ４　常滑産陶器壺を蔵骨器とする遺構である。

盗掘に遭ったようで、体部下半は無くなっているが、

上半部はそのまま残されたようである。この遺構に

も、底に幅 10㎝程度の川原石が確認された。蔵骨器は、

13 世紀後半頃のものと考えられる。

　なお、ＳＸ４に納められていた陶器壺の破片は、丘

陵北側斜面に散乱していた。最も遠いものは遺構か

ら 30 ｍほど離れて出土した（第 23 図）。

ＳＸ９　常滑産陶器壺を蔵骨器とする遺構である。口

縁部は欠損しているが体部は完存しており、内部の

人骨もほぼ埋納当時の状況が保たれていると考えら

れる。土器の肩部に幅 10 ㎝程度の川原石が据えられ

ていた。蔵骨器の形態はＳＸ４と同様で、13 世紀後

半頃のものと考えられる。

人骨埋納土坑（第 22・24 図）

　人骨埋納土坑は18基確認され、全て火葬人骨であっ

た。これらは、いずれも直径 30 〜 40 ㎝程度の小ピッ

ト状の形態を呈し、深さは 20 〜 30 ㎝程度のものであ

る。なかには、20 ㎝内外の川原石を伴うものも見ら

れる。基本的な情報は第３表に示しているので、こ

こでは特徴的な遺構についてのみ触れる。

蓋石を伴う土坑　火葬骨を埋納後、石を用いて蓋を

したと考えられるのがＳＸ 16・18・21・23・25 である。

用いられている石は、いずれも川原石である。この

うち、埋納骨を封鎖するような状態で石を配置して

いるのがＳＸ 23・25 で、ＳＸ 18 もこれに類した状

態と見られる。土坑上部に石を置いたように見える

ＳＸ 16 も、遺構の遺存状態が悪いためにそう見える

だけで、本来はＳＸ 23 のような状態であった可能性

も考えておくべきである。

　ＳＸ 25 は大きな平石を用いて蓋としており、複数

の小石を敷き詰めたものとは一線を画する施設とい

える。

頭骨のみを埋納した土坑　一枚石の蓋を伴うＳＸ 25

からは、頭骨のみの埋納が確認された。調査時点では、

歯牙の遺存も良好であったことから、頭部のみを土

葬したものかと考えたが、分析の結果、火葬された

頭骨であることが判明した（第Ⅷ章参照）。いずれに

第 23 図　中世墓ＳＸ 4蔵骨器の破片散布状況
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第 24 図　火葬墓個別実例図（1：20）　※表示した高さ以外は全て 182.0m

蓋石除去後
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しても、頭骨のみがその形態を保ったままで埋納さ

れていることは確かで、異様な埋納方法であること

に違いない。

　調査時点では、当該遺構の状況を正確に把握せず

調査を行ってしまったが、下顎骨にあたる部位は見

られなかった。頭骨は、北向き横位に置かれていた。

炭化材を伴う土坑　ＳＸ 10 とＳＸ 17 には、火葬骨と

ともに炭化材が入っていた。とくにＳＸ 10 は、火葬

骨と炭化材が相半ばする状態であった。ＳＸ 10 の炭

化材を分析した結果、焼土坑ＳＦ 17 から出土した炭

化材の組成に極めて類似していることが判明した（第

Ⅷ章）。ＳＸ 10 からは鉄釘も１本出土している。こ

れらの状況から、ＳＸ 10 に埋納された火葬骨および

炭化材は、焼土坑ＳＦ 17 から持ち込まれた可能性が

高いと考えられる。

ｃ　遺物等の見られない遺構

　これら以外に、遺物（蔵骨器）や火葬骨などが全

く見られない遺構がいくつかある。これらには、明

確なピット状を呈するものも含まれている。

　この遺構は、後述する第４項ｂの状況を踏まえれ

ば、元々は蔵骨器が納められていた土坑ではないか

と考えられる。

　これ以外では、ＳＫ 29 が注目される。ＳＫ 29 は

経塚ＳＸ５と規模が類似するため、ＳＸ５と同様の

礫石経埋納土坑であった可能性があるが、内部から

は土器片・火葬骨などは何も出土しなかった。

３　丘陵南斜面の遺構

　丘陵南斜面では、焼土坑２基と焼石を含む落ち込

み状遺構が１基見られた。これらは火葬に伴う荼毘

の跡と考えられる。

ａ　荼毘跡と考えられる遺構

焼土坑ＳＦ 15（第 25 図）　丘陵尾根線に近い位置に

ある。火葬に伴う荼毘跡と考えられる。東西約1.15ｍ、

南北約 1.0 ｍの不正方形で、斜面下方にあたる南部

の壁面は流失していると考えられる。最もよく残っ

ている遺構北壁付近で、遺構の深さは約 15 ㎝である。

遺構底面および北壁側がよく焼けており、とくに底

面の一部は黒〜青黒色を呈し、よく焼け締まっていた。

　遺構埋土下層からは多量の炭化材とともに、鉄釘

が７本出土した。炭化材は、クリ・タケ・キハダ・

カキなどがある（第Ⅷ章参照）。

焼土坑ＳＦ 27（第 25 図）　南斜面の裾部にある。火

葬に伴う荼毘跡と考えられる。東西1.2ｍ、南北0.95ｍ

の隅丸長方形で、遺構面からの深さは約 0.3 ｍである。

埋土下層（第３層）には炭化材を含むが、それほど

多くはない。また、遺構の壁面もそれほど焼けては

いない。炭化材を分析した結果、ＳＦ 17 とは異なり、

マツを中心としていることが確認された（第Ⅷ章参

照）。埋土第２層は遺構底面を掘り抜いているが、こ

れは集骨の際の掘り込みに伴うものと考えられる。

　遺構の時期を示す遺物は無いが、遺構の南外側か

らは室町期と考えられる五輪塔の火輪が出土してい

る。また、遺構埋土中に見られた木炭はマツを中心と

しているもので、先述のＳＦ 15 とは様相が異なって

いる（第Ⅷ章参照）。おそらく、ＳＦ 15 よりも新しい、

15 世紀を中心とした時期の遺構ではないかと考えら

れる。

ｂ　荼毘跡に関連した遺構

落ち込みＳＺ 28（第 25 図）　南斜面の裾部からやや

上がった位置にある。ＳＦ 27 に隣接する。荼毘跡に

関係した施設と考えられる。

　長軸約３ｍ、幅約 1.5 ｍで、全体として中央が落

ち込む溝状を呈する。遺構の深さは 20 ㎝程度である。

遺構上部を中心に被熱痕のある川原石が見られ、その

下部には不定形なピット状の遺構があり、炭化材が

見られた。遺構そのものに被熱は見られないが、被

熱痕のある複数の川原石の存在から、一種の荼毘跡

である可能性も考えられる。

　なお、ＳＺ 28 から出土した炭化材を分析したとこ

ろ、ＳＦ 27 の炭化材と同様な組成であった（第Ⅷ章

参照）。遺構の位置関係と炭化材の組成の双方から、

ＳＦ 27 とＳＺ 28 とは関連する遺構と見なすことが

できる。

４　その他（石造物等の出土状況）

　遺構とは直接関係ないが、石塔類と土器類の出土

状況からも遺跡の状況を見ておく。

ａ　石造物の出土地点

　沖打越中世墓に伴うと考えられる石造物には、五
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第 25 図　焼土坑ＳＦ 15・27　平面・土層断面図（1：20）
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輪塔と小型石仏がある。これらは、経塚ＳＸ５に伴

うと考えられる五輪塔（水輪・地輪各１部材）以外は、

丘陵斜面部から出土している（第 20 図）。

丘陵北斜面西部　丘陵頂部に近い北斜面西部からは、

石仏２体、火輪２部材が出土した（第 20 図参照）。こ

のうち、火輪１部材は経塚ＳＸ５に伴うものと考え

られる

　これらの石造物は、元々は丘陵頂部の経塚ＳＸ５

とその周辺に立てられており、それらが転落したも

のと考えられる。

丘陵北斜面東部　丘陵頂部からやや離れた位置にあ

たる北斜面東部からは、五輪塔の空風輪２部材、水輪

２部材がそれぞれ出土した（第 20 図参照）。このうち、

空風輪２部材は尾根稜線上に近い位置から、経塚Ｓ

Ｘ５に伴う陶器甕（第 28 図 67）の破片とともに出土

している。したがって、これらの石造物も元々は丘

陵頂部に立てられていた可能性が高い。

丘陵南斜面　ＳＦ 27 の付近から、五輪塔の火輪１部

材と石仏１体が出土した（第 20 図参照）。これらも

元々は丘陵頂部に置かれていた可能性が考えられる

が、調査区外東部の丘陵部にある沖打越南中世墓方

向からの転落である可能性もある。

ｂ　土器類の出土地点

蔵骨器類　蔵骨器および蔵骨器と考えられる土器類

は、同一個体と考えられる破片が調査

区内に広く散らばっている状況が確認

された。

　ＳＸ４やＳＸ５の陶器壺・甕類の散布

状況は、先に見た通りである（第 19・

23 図）。他には、遺構に伴わない陶器壺

も、広く散布している状況が確認でき

る。丘陵頂部の南北斜面に散在してい

た信楽産陶器壺（第 27 図 63）は、出土

地点がかなり離れていても接合した（第

26 図）。位置的に見て、丘陵頂部から四

方にばらまかれたものと考えられる。

　これらの状況から、沖打越中世墓はあ

る時期に盗掘に遭い、破損した土器類

が周辺に投棄されたと想定できる。調

査は、この状態を確認したということ

になる。これを踏まえると、第２項ｃ

で述べた蔵骨器や火葬骨などの遺物が見られない土

坑は、盗掘の際に蔵骨器が引き抜かれた跡である可

能性が高いものと考えられる。

土師器類　土師器皿類は、完全な形のものは無いが、

丘陵頂部から集中して出土した。前述の蔵骨器類の

破片の出土状況と明確な違いがある。いくつかのも

のには灯明皿に用いたと考えられる痕跡があり、人

骨埋納遺構の造成や、その後の墓参などに伴う遺物

と考えられる。なお、後述のように、土師器皿類は

蔵骨器の示す時期よりも新しいものが複数あり、火

葬骨埋納土坑に伴うものも含まれると考えられる。

                                    　　（伊藤）

第 26 図　蔵骨器（63）の破片散布状況
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１　概要

　沖打越中世墓から出土した遺物には、土器類（土師

器・瓦器・瓦質土器・陶器）、金属製品類（釘）、石製

品類（石塔・石仏・礫石経）などがある。土器類には、

蔵骨器として用いられたものと、供献・祭祀に伴う

と考えられるものとがある。

　出土遺物の時期は 13 世紀後葉から 14 世紀初頭頃

を中心としているが、石仏と一部の土師器には 15 世

紀後半以降のものもある。

　以下、個々の遺物を見ていく。出土地点や属性の

詳細は、後掲の出土遺物観察表（第４〜８表）を参

照されたい。また所属時期については、章末の文献

を参照した。

２　中世墓群上面で用いられた遺物

土師器　44 〜 49 は土師器の皿類。44・45 は小皿、46

〜 49 は皿に相当する。44・49 の口縁部には油煙痕が

見られ、灯明皿として用いられたと考えられる。形

態から見て、44 〜 47 は 13 世紀後半から 14 世紀初頭

頃のもの、48・49 は 15 世紀後半代のものと考えられ

る。49 は経塚ＳＸ５の埋土中から出ているが、経塚

を破壊（盗掘）した際に混入したものと考えられる。

瓦器　50 〜 53 は瓦器椀。50 〜 52 は浅い皿状を呈し

ているが、椀の形態変化によるものと考えられる。53

は福田典明氏による８期、50 〜 52 は９期に相当する。

53 は 13 世紀後葉、50 〜 52 は 13 世紀末から 14 世紀

初頭のものである。

３　蔵骨器として用いられた遺物

　蔵骨器として用いられた土器には、陶器・土師器・

瓦質土器がある。原位置を概ね保っていたのはＳＸ

３(54)、ＳＸ９(56)、ＳＸ４(57)、ＳＸ 13(64) のみ

である。これ以外にも、本来は蔵骨器として用いら

れていたと考えられるものが調査区周辺部から散乱

した状態で出土している。ここでは、これらも含め

て記述する。

陶器類　54 〜 63 は陶器類。63 は信楽・伊賀産、他

は知多（常滑）産である。

　54 は不識壺と呼ばれる短頸の壺。口縁部はＮ字状

を呈する。頸部には焼成前に穿たれた円孔が２ヶ所

ある。また、円孔とほぼ同じ箇所に、格子状枠内に

「×」をあしらったスタンプ文を２箇所並べて押し

ている。体部下半は縦方向の板ナデが見られる。類

似する資料は、加世端１号窯跡・亀塚地５号窯跡（以

上、いずれも愛知県常滑市）出土品に見られる。赤

羽一郎・中野晴久氏による編年 (以下、「常滑編年」)

の６ａ型式ないしは６ｂ型式に相当する。

　55 〜 57 は玉縁口縁壺。55 は弱い回転ナデにより、

断面三角形状を呈する口縁部を形成するもの。肩部に

はヘラ状工具による沈線が１条めぐっている。中田

池Ａ２号窯跡（愛知県武豊町）出土品に類似するため、

常滑編年の６ａ型式に相当すると考えられる。

　56 は外反する口縁部に弱い折り返しで玉縁を形成

する。肩部にはヘラ状工具による沈線が２条廻るが、

それぞれは個々に描かれている。小森Ｂ−１号窯跡（常

滑市）出土品に類似し、常滑編年の６ａ型式ないし

は６ｂ型式と考えられる。57 も 56 と同様な形態だが、

玉縁状口縁は 57 よりも丸い。上芳池３号窯跡・槍場

御林Ａ１〜５号窯跡の出土品に類似しており、常滑

編年の６ａ型式に相当すると考えられる。

　58 は壺の肩部。２条の沈線は、回転ナデを施す前

に入れられている。やや異質な印象を持つため、知

多（常滑）産ではないかも知れない。

　59 〜 62 は体部片。59 は壺の肩部から体下半部に

かけての破片、60 と 61 は体部下半の破片である。59

と 60 は、54 と同様なＮ字状口縁を呈すると考えられ

る。61・62 は玉縁状口縁になるものと考えられる。

　63 は信楽・伊賀産と考えられる壺の体部片。内外

面ともに、横方向のナデを基調とした調整が見られ

る。素地は、知多（常滑）製品と異なり、白灰色系

で緻密である。14 世紀代のものか。

土師器　64 は土師器鍋の底部。人骨埋納土坑である

Ⅶ　　沖打越中世墓の出土遺物
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第 27 図　沖打越中世墓出土遺物実測図⑴ 土器類⑴（1：4）

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54

5556 57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

土器類（44 ～ 67）



− 52−

第 28 図　沖打越中世墓出土遺物実測図⑵ 土器類⑵（1：4）
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ＳＸ 13 の蓋のような状態で出土したが、本来は蔵骨

器であった可能性もある。底部下半の内外面に横方向

の帯状ヘラケズリが見られ、全体に器壁も薄い。こ

れらの特徴から、南伊勢系鍋と見られる。南伊勢系

鍋の第１段階ｂないしは第２段階に相当し、13 世紀

後半から 14 世紀前半頃のものと考えられる。

瓦質土器　65・66 は瓦質土器の鍋。65 は口縁部の小

片だが、復元したような内湾形を呈すると考えられ

る。66 は体部片で、底部は丸底で体部が直線的にな

る形態のものと考えられる。13 世紀後半から 14 世紀

前半にかけてのものと考えられる。

４　経塚容器として用いられた土器

陶器甕　67 は知多（常滑）産の甕。経塚ＳＸ５を中

心に、各所に破片が散乱していた（第 19 図参照）が、

同一個体になると考えてここにまとめた。

　破片ばかりの出土ではあるが、口縁部から底部にか

けてａ〜ｅの部位が確認できる。各部位から 67 の甕

を復元すると、口縁部径 37.4 ㎝、器高約 62 ㎝、体

部最大径約 56.0 ㎝のものとなる。ａは口縁部で、Ｎ

字状を呈する。ｂ・ｃは頸部から体部上半にかけて

の部位。肩部には、菊花状のスタンプ文が押印され

ている。同一部位のスタンプ文が３箇所以上確認で

きるため、肩部にはまばらに複数箇所このスタンプ

が押されていたと考えられる。

　この土器は、福住３・21・22 号窯跡（常滑市）出

土品に類似するため、常滑編年６ａ型式に相当し、13

世紀後葉頃のものと考えられる。

５　金属製品類

　金属製品では、棺に伴うと考えられる釘がある。棺

は火葬されたと見なされるため、これらの出土状況

から棺の構成は想定できない。

釘　68 〜 75 は鉄釘。68 〜 74 の７本は焼土坑ＳＦ 17

から、75 はＳＸ 10 から出土した。いずれも断面長方

形で、頂部は敲打によって変形している。また、先

端部が不自然に曲がっているのは、棺に釘を打ち付

けた後に飛び出した先端を折り曲げたためかと考え

られる。

　いずれも被熱しているはずだが、その痕跡はあま

り明確ではなかった。

６　石塔・石仏類

　石塔では五輪塔が、石仏では地蔵菩薩立像がある。

五輪塔はいずれも組合せ式のもので、結合部にホゾ

とホゾ孔を伴うものである。

経塚に伴う五輪塔　76（火輪）はＥ区北斜面から、77

（水輪）・78（地輪）は経塚ＳＸ５の上部から出土し

たものである。76 の出土地点は異なるが、形態と用

材の類似から、この３点で同一の五輪塔を構成する

と考えられる。いずれも花崗岩である。

　76 は頂部を欠損するが、全高 14.4 ㎝、幅 22.5 ㎝

の火輪。空風輪と組み合う上端には直径 5.0 ㎝・深

さ約 2.7 ㎝の孔が、水輪と組み合う下端には直径 7.0

㎝・深さ0.8㎝の孔がある。軒幅は約5.2㎝、軒高は7.0 

㎝である。

　77 は直径 22.2 ㎝、高さ 15.8 ㎝（ホゾを除く）の水輪。

最大径部は、中心からやや上方にある。上下の火輪・

地輪と組み合う部分は、全体をやや彫り窪めてホゾ

を作り出している。ホゾは、その周囲を鏨で彫り窪

めて成形している。

　側面の４方向には墨書で梵字が書かれ、「バ」（東

方）、「バク」（北方）、「バン」（西方）は読み取れるが、

「バー」（南方）は滅失している。

　78 は最大幅 22.1 ㎝、辺高約 12.4 ㎝、最大高 13.2 

㎝の地輪。中心から周囲に向かって水落し状に下がっ

ている。上面と４側面は丁寧に調整されているが、下

面の調整は粗い。ただ、上下面の調整は、いずれも

外側から中心に向かって鏨調整している点では共通

する。上面中央の水輪と組み合う部分には、直径 5.1 

㎝・深さ 1.2 ㎝の孔がある。

　側面には墨書の梵字があり、「アク」（北方）のみ

確認できる。他面にも梵字らしき墨痕があるが解読

は不可能であった。年号等の銘は無いようである。

　経塚に伴う五輪塔は、地輪の高さが低く、水落しを

伴うという特徴がある。経塚の容器（陶器甕、67）

に伴い、13 世紀後葉頃のものと考えられる。

その他の五輪塔　丘陵の北斜面・南斜面からは、経塚

に伴う五輪塔以外の五輪塔部材が出土している。い
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第 29 図　沖打越中世墓出土遺物実測図⑶ 鉄製品・石塔類（1：2、1：8）
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85
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石仏（85 ～ 87）

第 30 図　沖打越中世墓出土遺物実測図⑷ 石仏（1：8）



− 56−

第 31 図　沖打越中世墓出土遺物実測図⑸ 礫石経
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第 32 図　不動寺周辺出土遺物実測図　瓦類

瓦類（105 ～ 112）
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ずれも組み合うものは無い。

　79・80 は空風輪で、いずれも花崗岩で、自然面は

見られず、全て調整面である。79 は空輪部分が丸く、

風輪の側面も丸みを帯びているため、14 世紀代のも

のかと考えられる。80 は空輪の側面が一部直線的に

なっており、ずんぐりした形であるため、15 世紀代

以降のものと考えられる。

　81・82 は火輪。81 は凝灰岩質安山岩（いわゆる大

洞石）製。底面には右回りに細かな鏨痕跡が見られる。

82 は花崗岩製。角の取れた川原石が原材で、底面の

一部に自然面が残っている。

　83・84 は水輪で、いずれも花崗岩製。最大径部は、

83 はほぼ中央に、84 はやや上方に見られる。上下面

ともにホゾを伴う。84 の上面には一部自然面がある。

84 を上面から見るとやや方形を呈しているので、原

材は方形の川原石を用いていると考えられる。

石仏　85 は方形の枠内に地蔵菩薩立像を半肉彫りす

るもので、花崗岩製。上端部にはホゾがあり、本来

は笠を伴うことがわかる。地蔵菩薩は正面で合掌す

る形態で、衣の裾は足横を完全に覆っている。正面

と上面は丁寧な研磨がなされているものの、側面・

裏面・底面の調整は粗い。原材は川原石で、裏面に

一部自然面が残る。裏面では、鏨により中央および

外側辺部から削り込んで調整している状況がよく観

察できる。地蔵菩薩の形態から、古く見ても 15 世紀

末頃、おそらくは 16 世紀代のものと考えられる。

　86 は略方形の形態で、その中央に２体の地蔵菩薩

立像を並べるもの。花崗岩製。上端部にホゾがある

ため、85 と同様、本来は笠を伴っていると考えられる。

２体の地蔵菩薩はいずれも正面で合掌する形態。衣

の裾は長いが、正面で両脚は見えている。足下には

沈線状の削り込みを施すが、その下に蓮華座は描か

れていない。85 と同様、丁寧な研磨がなされている

のは正面と上面のみである。原材は川原石で、正面

の上下端や裏面に一部自然面が残る。裏面には鏨痕

が残る。地蔵菩薩の形態から、16 世紀初頭以降、17

世紀前半以前のものと考えられる。

　87 は上部を欠損するが、やはり地蔵菩薩立像と考

えられる。花崗岩製。像の部分が前に突出した形であ

り、おそらく舟形光背を伴うものと考えられる。像

様は、正面で合掌をする形か、あるいは宝珠を掲げ

る形かと考えられる。衣の裾は短く、脚部は全体が

出ている。足下に蓮華座の表現は無い。調整は、正

面のみが丁寧に研磨され、他の面は荒削りのままで

ある。裏面には鏨の痕跡が残っているが、あまり鮮

明ではない。これらの特徴から、15 世紀後半から 16

世紀代にかけてのものと考えられる。

　

７　礫石経

全体数　礫石経と考えられる小円礫は、散乱した状態

で調査区内各所から出土した。その合計は、全部で

345 点である。しかし、墨痕が確認できたのは図示し

た 17 点のみで、いずれも経塚ＳＸ５の土坑内からの

出土であった。また、出土量が実際に埋納された全

てとは考えられず、本来はもっと多くの礫石経があっ

たものと考えられる。

確認された墨書　文字を確認した礫石経は、１石に

１文字のみを記したもののほか、１石に２文字のも

の、１石の表裏に文字を記載したものなどがある。ま

た、筆跡を見ると、88・90 は比較的類似するものの、

93・102 などはそれとは明らかに異なっている。この

ように筆跡に関しては２種類以上あるため、複数名

の識字層が関与していると考えられる。

８　その他

　沖打越中世墓の北方にある不動寺の、事業地に隣

接する地点で採集した瓦類である。いずれも室町時

代（15 世紀代）以前と考えられるものである

　105 〜 110 は丸瓦。61は凹面にひっかけがあるもの。

109 と 110 の凹面にはコビキＡ痕が明瞭に残る。

　111 は平瓦。軒先側の端部には板目状圧痕が見られ

る。112 は軒平瓦で、波濤状の文様が一部観察できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤）
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１　分析の目的と結果の認識

分析の目的　沖打越 1 号墳・沖打越中世墓の発掘調

査に関し、つぎの分析を実施した。

【沖打越１号墳】

①埋葬施設 1南部の有機質（骨状物質）の同定

②東周溝内埋土の花粉分析

　①は、棺内に見られた有機質が、骨（人骨）に相

当するのかどうかを確認するためである。②は、沖

打越１号墳が築造された時期の自然環境を把握する

ためのものである。

【沖打越中世墓】

③火葬人骨の分析

④火葬施設 (荼毘跡 )内に残された炭の分析

　③は、各遺構に埋納された火葬骨の分析により、性

別・年齢のほか、可能であれば血縁関係も追求でき

ればと考えた（これは結果的に無理であった）。④は、

火葬に際しての用材に何らかの特徴があるのか、あ

るいは、中世墓形成時期の自然環境に関する資料が

得られることを目的とした。

分析結果の認識　科学分析の結果は、当初の予想以

上の成果が挙がった部分がある一方、予想に反して

あまり判然としなかったことも多かった。

　①は、当初の予想通り、有機物質が人骨であるこ

とが判明した。これにより、棺痕跡の東側に寄って

埋葬遺体のあることがわかった。棺内の利用方法を

探る上で重要な成果である。

　②では、当地の土質が砂礫層を基本としていたた

め、あまり良好な情報を引き出し得なかった。しかし、

④との比較により、当地の時代毎の違いは見出すこ

とができる。

　③では、人骨であることが分かっても、その性別

や年齢などは予想以上によく分からなかった。火葬

された人骨の限界なのかも知れない。しかし発掘調

査資料を提示する側としては、なぜ分からなかった

のかという情報も大切なので、今後分析委託機関と

も議論を重ねたい。

　④では、２基確認された火葬施設の差が顕れた。時

期によって用材の種類が異なることは、当地の植生

の変化を示すものとして興味深い。

課題　科学分析の結果は、当然のことながら委託者

の期待どおりのものになるとは限らない。予想に反

して重要な成果が得られることもあれば、その逆も

あり得る。今回の分析についても、この両方の側面

があったといえる。

　今後の課題として、なぜ結果が出なかったのかの情

報を共有することが必要であることが判明した。こ

の共有により、より一層意義のある分析を実施する

ことにつながるであろう。　　　　　　　　（伊藤）

２　科学分析報告

　本報告では、４世紀末（沖打越１号墳）及び 13 世

紀末頃の古植生に関する情報を得ることを目的とし

て花粉分析を、古墳および 13 世紀末の火葬骨の詳細、

古植生、火葬灰の痕跡等に関する情報を得ること目

的として、灰像分析、炭化材同定、土壌理化学分析、

骨同定を実施する。

ａ　１号墳および中世墓出土人骨の鑑定

　調査区で検出された火葬埋納土坑、蔵骨器などか

ら多数の人骨が出土している。ここでは、これら人

骨の特徴について観察記載を行い、遺構内での個体

数、推定性別、推定死亡年齢に関する情報を得る。

　火葬人骨の場合、土葬人骨に比較して一般的に保存

状態が良いが、被熱による消失・変形・収縮などが

生じている。楢崎（2007）によると、被火葬者の場合、

個体数把握において有効な側頭骨や歯が破損してい

る場合が多く、上下顎骨、上腕骨、大腿骨、頸骨、膝

蓋骨が個体数把握で有意な部位となるとされる。性別

については、土葬人骨の場合、寛骨・頭蓋骨・四肢骨・

歯や、様々な部位の測定値により推定される。しかし、

火葬人骨ではこれらの部位が細片化あるいは収縮し

ている場合が多く、性別推定に有意な部位は頭蓋骨

片・下顎骨骨頭・上腕骨骨頭・大腿骨骨頭等に限ら

れてくる。これらも収骨により検出されない場合が

Ⅷ　　古墳と中世墓の自然科学分析
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多く、被火葬者の性別はどうしても不明となる場合

が多いとされる。死亡年齢の推定は、土葬人骨の場合、

未成年であれば歯の萌出状態、成人では頭蓋骨縫合

の癒合度・歯の咬耗度・寛骨の恥骨結合部の変化か

ら推定されるが、火葬人骨では、歯のエナメル質が

破損しており、他の部位も破損していることが多く、

詳細な年齢を推定することが難しいとされる。この

ように火葬人骨の場合、土葬人骨と異なる観察が必

要となり、今回の調査でもそのような観点から観察

を行った。

(1) 人骨資料

　対象人骨試料は、蔵骨器 SX3・SX9・SZ1 上・SX4、

人骨埋納土坑 SX26、火葬骨埋納土坑 SX6 〜 8・SX10・

SX11 北・SX12 北・SX13・SX14・SX16 〜 21・SX23 〜

25 から出土したもの ( 試料 1 〜 11,13 〜 23)、5 世紀

後半の1号墳埋葬施設１の墓壙(棺内)から出土骨（試

料 28）である。このうち、火葬骨埋納土坑 SX7 は北

側と南側、火葬骨埋納土坑 SX23 が E 区 d17 と E 区

d23 に位置別に取り上げが行われている。また、蔵骨

器 SX9 内の人骨は、器埋土の上部（①）・中下部（②）・

最下部の 3層準に区分して取り上げを行った。

　以上、分析対象とする人骨試料の合計は、23 遺構

28試料であり、詳細は結果と併せて第９〜14表に示す。

(2)　方法

　出土骨に付着した砂分や泥分を乾いた筆・竹串・ブ

ラシで静かに除去する。一部の試料については、一

般工作用接着剤を用いて接合する。自然乾燥後、試

料を肉眼およびルーペで観察し、その形態的特徴か

ら、種類および部位の特定を行う。なお、年齢に関し

ては、胎児が出生前、乳児が 0 〜１歳未満、幼児が 1

〜 5 歳程度、小児が 6 〜 15 歳程度、成人が 16 歳程

度以上、成年が 16〜 20 歳程度、壮年が 20〜 39 歳程度、

熟年が 40 〜 59 歳程度、老年が 60 歳以上を示す。

(3)　結果

　同定結果を第９〜 14 表に示す。出土骨の状態から、

全て火葬人骨と判断される。馬場ほか (1986) による

と、人骨を焼いた際、600℃以下ではほとんど変化が

なく、800℃付近では灰白色になり、収縮・硬化が見

られ、歯のエナメル質が崩壊し歯冠が失われる等、最

も激しく変化するとされる。これに基づくと、今回出

土した人骨は、いずれも 800℃以上で火葬され、収骨

された人骨と判断される。また、楢崎（2007）によると、

通常の遺体をそのまま火葬にした骨は横に曲がった

亀裂が生じる、縦に不規則な亀裂が生じる、歪みや

捻れが生じるが、再葬墓のように白骨化したものを

火葬にした場合、ひび割れが生じるが歪みや捻れは

生じないとされる。今回の出土骨の多くは破片となっ

ているが、保存状態の良い骨をみると、歪みや捻れ

ているものが認められる。このことから、今回調査

を行った火葬人骨は全て通常の遺体をそのまま火葬

にしたと推定される。

＜蔵骨器ＳＸ３；試料 1＞

　頭頂骨、側頭骨、後頭骨、下顎骨、下顎大臼歯、歯牙、

胸椎、椎骨、肩甲骨 ?、上腕骨、右尺骨、橈骨 / 尺骨、

左手根骨 (舟状骨 )、大腿骨、脛骨 ?、足根骨 (舟状骨 )

などが確認される。本人骨は、左右頭頂骨がみられ、

矢状縫合の内側が閉じており、外側が閉じかけてい

ることから、熟年後半以降と推定される。性別は不

明である。

＜蔵骨器 (破砕 )ＳＸ４；試料 2＞

　大臼歯、歯牙、頭蓋骨、頚椎、胸椎、椎骨、肋骨、

鎖骨、大腿骨などが確認される。重複する部位が存在

しないことから 1 個体と推定される。本人骨は、頭

蓋骨の縫合で内側が閉じ、外側が開いている状態か

ら、熟年程度と推定される。性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑ＳＸ６；試料 3＞

　四肢骨、肋骨 /四肢骨などが確認される程度である。

数量的にも少ない。重複する部位が存在しないことか

ら 1個体と推定される。年齢、性別ともに不明である。

＜火葬骨埋納土坑ＳＸ７；試料 4＞

　前頭骨、左側頭骨、後頭骨、下顎骨、頭蓋骨、第 1

頚椎 ?、頸椎、椎骨、肋骨、鎖骨 ?、右尺骨、橈骨 /尺骨、

左第 4中手骨、大腿骨、距骨、中手骨 /中足骨、中節

骨などが確認される。重複する部位が存在しないこ

とから 1 個体と推定される。本人骨は、右尺骨が頑

丈であることから男性の可能性がある。また、左第 1

大臼歯と右第 2 大臼歯部において歯槽が吸収してい

ることから生前から歯牙が脱落していたとみられる。

＜火葬骨埋納土坑ＳＸ８；試料 5＞

　下顎骨、頭蓋骨、四肢骨などが確認される。数量

的にも少ない。年齢、性別ともに不明である。重複

する部位が存在しないことから 1個体と推定される。
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＜蔵骨器ＳＸ９；試料 6＞

　前頭骨、左頭頂骨、左右側頭骨、左右頬骨、左右

上顎骨、下顎骨、歯牙、頭蓋骨、左肩甲骨、右鎖骨、

第 1 頚椎、第 2 頚椎、腰椎 / 仙骨、椎骨、肋骨、大

腿骨、右膝蓋骨、中足骨、中節骨などが確認される。

重複する部位が存在しないことから 1 個体と推定さ

れる。上顎骨は左右ともに中切歯〜犬歯部は開放し

ている。本人骨は、左頭頂骨をみると、内側が閉じ

ており、外側が開いていることから、熟年程度と推

定される。性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX10；試料 7＞

　腰椎、椎骨、橈骨 /尺骨、大腿骨などが確認される。

重複する部位が存在しないことから 1 個体と推定さ

れる。腰椎において加齢に伴うとみられる骨増殖が

認められることから老齢に達していた可能性がある。

性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX11 北；試料 8＞

　側頭骨、歯牙、頭蓋骨、椎骨、上腕骨、四肢骨な

どが確認される。重複する部位が存在しないことか

ら 1 個体と推定される。頭蓋骨において内側が閉じ

ており、外側が開いていることから、熟年程度と考

えられる。性別不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX12 北；試料 9＞

　肋骨などが確認される。数量的に少ない。重複する

部位が存在しないことから 1個体と推定される。年齢、

性別ともに不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX13；試料 10 ＞

　左側頭骨、頭蓋骨、肋骨、第 1 肋骨 ?、橈骨 / 尺骨、

中手骨 / 中足骨、大腿骨、中足骨 ?、四肢骨などが確

認される。重複する部位が存在しないことから 1 個

体と推定される。頭蓋骨縫合で内側が閉じている状

態が確認されることから、熟年以降とみられる。性

別不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX14；試料 11 ＞

　左下顎骨、四肢骨などが確認される。数量的にも

少ない。重複する部位が存在しないことから 1 個体

と推定される。年齢、性別ともに不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX16；試料 13 ＞

　前頭骨、左側頭骨、右頬骨、左右上顎骨、下顎骨、

頭蓋骨、左肩甲骨、第 2 頚椎 ?、椎骨、肋骨、大腿

骨、基節 / 中節骨などが確認される。重複する部位

が存在しないことから 1個体と推定される。本人骨は、

頭蓋縫合において内側閉じており、外側が閉じてな

いことから、熟年程度と推定される。性別は、眉上

隆起および乳様突起が発達しないことから女性と判

断される。

＜火葬骨埋納土坑 SX17；試料 14 ＞

　四肢骨などが確認される。数量的にも少ない。重

複する部位が存在しないことから 1 個体と推定され

る。年齢、性別ともに不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX18；試料 15 ＞

　右側頭骨、下顎骨、頭蓋骨、第 1 頚椎、胸椎、椎

骨、肋骨、仙骨 ?、右肩甲骨、左上腕骨、左尺骨、寛骨、

大腿骨、膝蓋骨 ?、脛骨、足根骨 (左距骨 )、足根骨 (舟

状骨 ?)、第 1 中足骨、中足骨、趾骨 ( 基節骨 ) など

が確認される。重複する部位が存在しないことから 1

個体と推定される。下顎骨右側は、遠心側の歯槽が

吸収する。椎体に加齢に伴う骨増植が認められるこ

とから、老齢に達していた可能性がある。性別は不

明である。

＜蔵骨器 (散乱 )SZ1 上；試料 16 ＞

　肋骨、大腿骨、腓骨 ?、四肢骨などが確認される。

数量的にも少ない。重複する部位が存在しないことか

ら 1個体と推定される。年齢、性別ともに不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX19；試料 17 ＞

　頭頂骨、左右側頭骨、下顎骨、頭蓋骨、頚椎、胸椎、

腰椎、椎骨、肋骨、左鎖骨、右肩甲骨、上腕骨、手根

骨 ( 左大菱形骨、右舟状骨、豆状骨 )、左右寛骨、大

腿骨などが確認される。重複する部位が存在しない

ことから 1 個体と推定される。本人骨は、冠状縫合

の内側が閉じておらず、また上腕骨近位端が未化骨

で外れていることから、小児後半〜成年程度の可能

性がある。性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX20；試料 18 ＞

　頭蓋骨、第 1 頚椎、第 2 頚椎、肋骨、上腕骨、寛

骨 ?、大腿骨 ?、足根骨 (舟状骨 )、足根骨 ?、趾骨 (第

1 基節骨 ) などが確認される。重複する部位が存在し

ないことから 1個体と推定される。上腕骨近位端が未

化骨で外れた骨端であり、四肢骨にも未化骨端部が

みられ、さらに趾骨 ( 第 1 基節骨 ) の近位端部が未

化骨で外れている。諏訪 (1967) によると、指骨近位

端の化骨化する時期は、男性で 16 〜 17 歳程度、女
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性で 13 年 6ヶ月〜 14 歳程度とされている。これより、

本人骨は、16 〜 17 歳以下と判断され、小児程度と推

定される。性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX21；試料 19 ＞

　前頭骨 ?、左右頭頂骨、左右側頭骨、後頭骨、右頬骨、

左右上顎骨、下顎骨、上顎大臼歯、下顎大臼歯、歯牙、

頭蓋骨、第 1頚椎、第 2頚椎、頚椎、胸椎、椎骨、仙骨、

尾骨、肋骨、左右肩甲骨、左上腕骨、左橈骨、左尺骨、

橈骨 /尺骨、左寛骨、大腿骨、脛骨 ?、腓骨、足根骨 (距

骨 )、趾骨 ( 基節骨 ) などが確認される。重複する部

位が存在しないことから 1個体と推定される。本人骨

は、矢状縫合の外側が一部閉じていることから、熟

年後半以降と推定される。性別は、右側頭骨の乳様

突起が発達することから男性と判断される。

＜火葬骨埋納土坑 SX23；試料 20 ＞

　頭頂骨、右側頭骨、後頭骨、頬骨、上顎骨、下顎骨、

左下顎第 1 小臼歯、左下顎第 1 大臼歯、下顎大臼歯、

歯牙、頭蓋骨、第 2頚椎、肋骨、上腕骨、橈骨 /尺骨、

第 1 中足骨、中手骨 / 中足骨、基節骨、中節骨、末

節骨などが確認される。重複する部位が存在しない

ことから 1 個体と推定される。本人骨は、頭頂骨に

みられる縫合において内側が閉じており、外側が閉

じてないことから熟年程度と推定される。性別は不

明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX24；試料 21 ＞

　歯牙、頭蓋骨、第 2頚椎、椎骨、肋骨、上腕骨、左

膝蓋骨、脛骨、指趾骨などが確認される。重複する部

位が存在しないことから 1 個体と推定される。頭蓋

骨は骨厚が薄く、縫合の内側も閉じていない。また

上腕骨近位骨端、脛骨近位端など未化骨であり、し

かも指趾骨の近位端が未化骨で外れている。これよ

り、本人骨は、16 〜 17 歳以下と判断され、小児程度

と推定される。性別は不明である。

＜火葬骨埋納土坑 SX25；試料 22 ＞

　右頭頂骨、右側頭骨、左上顎犬歯、左上顎第 1大臼歯、

右上顎第 1 小臼歯、右上顎第 1 大臼歯、右上顎第 2

大臼歯、頭蓋骨などが確認される。四肢骨などはみ

られない。重複する部位が存在しないことから 1 個

体と推定される。永久歯が萌出していることから成

人に達していたとみられる。性別は不明である。

＜人骨埋納土坑 SX26；試料 23 ＞

　後頭骨、側頭〜後頭骨、右頬骨、左上顎大臼歯、下

顎骨、下顎大臼歯、歯牙、頭蓋骨、頚椎、胸椎、腰椎、

椎骨、肋骨、右鎖骨、右肩甲骨、上腕骨、橈骨 /尺骨、

寛骨、大腿骨、四肢骨などが確認される。重複する

部位が存在しないことから 1 個体と推定される。大

きさからみて成人に達していたと考えられるが、詳

細不明である。また性別も不明である。

＜墓壙 (棺内 )1 号墳埋葬施設１；試料 28 ＞

　頭蓋骨 ? などが確認される。数量的にも少ない。1

個体と推定される。年齢、性別ともに不明である。

(4)　考察

　今回調査した 13 世紀末頃の出土人骨の遺構別・部

位別数量一覧を第 16 表に示す。各遺構から出土した

部位をみると、重複した部位が存在しないことから、

いずれも個体数は１個体と判断される。また、骨は

被熱を受けており、歪みや捻れが生じているものも

認められることから、白骨化させたものを火葬にし

たのではなく、死体をそのまま火葬にしたと推定さ

れる。出土部位をみると、頭蓋の蝶形骨・篩骨・鼻骨・

口蓋骨・涙骨・下鼻甲介・鋤骨・舌骨は全く確認され

ておらず、体幹の尾骨・胸骨、上肢の手根骨・中手骨・

指骨、下肢の寛骨・膝蓋骨・腓骨・中足骨・趾骨など

は少ないことがうかがえる。これらの部位は、微小

な骨、あるいは骨の緻密質が薄く壊れやすい部位な

どであり、火葬時に消失している可能性がある。また、

骨の緻密質が厚い四肢骨も長さを保つものが少ない

ことから、火葬時の被熱により、骨自体が収縮・硬化・

変形し、ひび割れることで骨自体が脆くなり、火葬時・

収骨時・埋没後の経年変化の過程で破片になった可

能性がある。

　このように各遺構から出土した人骨は、保存され

やすい部位が主体をなしており、偏った組成になっ

ている可能性がある。しかしながら、火葬骨埋納

土 坑 の SX3・SX4・SX7・SX16・SX11・SX13・SX16・

SX18・SX19・SX20・SX21・SX23・SX24・SX26、 蔵 骨

器の SX5・SX9 では、量や産出部位の多少の違いはあ

るものの、頭蓋、体幹、上肢、下肢の各部位の骨が

確認されており、出土部位が全身に及んでいる傾向

がうかがえる。これに対して火葬骨埋納土坑の SX6・

SX8・SX10・SX12・SX14・SX17・SX25、蔵骨器の SZ1

では限られた部位、あるいは出土骨自体が少ない。特
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に SX25 は頭蓋に限って出土している。このような各

遺構における出土部位の違いは、後世の撹乱の影響

を受けていないとすれば、収骨時の状況を反映して

いると考えられる。すなわち、出土部位が全身に及

ぶ遺構は、それ以外のものに比較して、丁寧に集め

て収骨していることになる。ただし、出土部位が全

身に及ぶものでも、出土量に違いがあり。これらも

収骨による影響の可能性もある。また、上記したよ

うに埋没後の経年変化の過程の影響も関連している

可能性があり、この点については、遺構充填堆積物

の堆積構造などを踏まえた、人骨のタフォノミー評

価が今後必要である。

　また、火葬骨埋納土坑のうち、SX7・SX23 は平面的

に数カ所から骨が取り上げられているが、量の多少が

あるものの、取り上げ箇所の違いで出土部位に大き

な偏りは認められない。また、SX9 の蔵骨器内の骨も

上部・中下部・最下部層準で骨の部位に大きな違い

が認められない。これらのことは、一括して集めら

れて収骨されていることを示している可能性がある。

出土人骨の年齢を推定する部位としては、歯牙の萌

出状況、骨の成長程度、頭蓋縫合の癒合状況、寛骨

の耳状面と恥骨結合部の形状などで推定する。今回

の場合、火葬骨のため、歯牙の放出状況、寛骨から

年齢を推定することが困難なものが多く、主に骨の

成長程度と頭蓋縫合の癒合状況から年齢を推定した。

推定される年齢構成をみると、23 体の内、小児程度

が 2体、小児後半〜成年程度が 1体、成人が 2体、熟

年程度が 5体、熟年後半以降が 2体、熟年以降が 1体、

老齢の可能性がある個体 2 体、不明が 8 体であった。

熟年以降が 10 体と半数近くを占めている。高齢者が

多いのは当然であるが、小児程度もみとめられ、体

力的に劣る若齢者と高齢者が埋葬されている。

　性別推定は、先述したように土葬人骨の場合は頭

蓋・寛骨・骨格筋付着部の発達程度・骨の大きさな

どから推定するが、火葬骨の場合、頭蓋骨片・下顎

骨骨頭・上腕骨骨頭・大腿骨骨頭等に有効部位が限

られてくる。今回の火葬骨は、性別推定に有効な部

位が破損しているものが多く、性別を特定できる個

体が少なかった。そのため、性別が推定できた個体は、

火葬骨埋納遺構 SX7・SX16・SX21 の 3 体であり、残

り 20 体については残念ながら性別を推定することが

できなかった。性別が推定された SX7 の個体は右尺

骨の頑丈さから男性の可能性、SX16 の個体は眉上隆

起および乳様突起があまり発達しないことから女性、

SX21 は右側頭骨乳様突起が発達することから男性と

判断される。

ｂ　中世墓関連燃料材の樹種について

　今回の調査区では、火葬骨埋納土坑ＳＸ１、焼土

坑（荼毘跡）ＳＦ 15・27、落ち込みＳＺ 28 などから

炭化材が出土している。これら炭化材は火葬時の燃

料材として利用されたものので、樹種同定を行うこ

とで、火葬時の木材利用に関する情報を得る。

(1)　試料

　試料は、火葬骨埋納土坑 SX01 の炭化材 ( 試料 7)、

焼土坑 SF15 の炭化材 ( 試料 12)、焼土坑 SF27 の炭

化材 ( 試料 24)、落ち込み SZ28 の炭化材 ( 試料 25)

から出土した炭化材である。このうち、試料 12 には、

炭サンプル、北面、南面、西の 4 試料がある。いず

れも多数の破片があり、試料 7 からは 5 点、試料 12

の炭サンプルから 9点、北面から 5点、南面から 5点、

西から 3点、試料 24 からは 8点、試料 25 からは 3点の、

計 38 点を選択し樹種同定を行う。各試料の詳細は結

果と併せて表に示す。

(2)　方法

　炭化材試料を自然乾燥させた後、木口 ( 横断面 )・

柾目 ( 放射断面 )・板目 ( 接線断面 ) の 3 断面の割断

面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を

用いて木材組織の種類や配列を観察し、その特徴を

現生標本および独立行政法人森林総合研究所の日本

産木材識別データベースと比較して種類を同定する。

　なお、木材組織の名称や特徴は、島地・伊東 (1982)、

Wheeler 他 (1998)、Richter 他 (2006) を参考にする。

また、日本産木材の組織配列は、林 (1991) や伊東

(1995,1996,1997,1998,1999) を参考にする。

(3)　結果

　結果を第17表に示す。炭化材は、針葉樹1分類群(マ

ツ属複維管束亜属 )、広葉樹 4 分類群 ( クリ、キハダ、

シャシャンボ、カキノキ属 )とマダケ属、イネ科タケ

亜科に同定された。各分類群の解剖学的特徴等を記す。

・マツ属複維管束亜属 (Pinus subgen. Diploxylon)　マツ

科

　軸方向組織は仮道管と垂直樹脂道で構成される。仮
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道管の早材部から晩材部への移行は急〜やや緩やか

で、晩材部の幅は広い。垂直樹脂道は晩材部に認め

られる。放射組織は、仮道管、柔細胞、水平樹脂道、

エピセリウム細胞で構成される。分野壁孔は窓状と

なる。放射仮道管内壁には鋸歯状の突起が認められ

る。放射組織は単列、1-15 細胞高。

・クリ (Castanea crenata Sieb. et Zucc.) ブナ科クリ属

　環孔材で、孔圏部は 3-4 列、孔圏外で急激に管径

を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。道

管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射

組織は同性、単列、1-15 細胞高。

・キハダ (Phellodendron amurense Ruprecht) ミカン科

キハダ属

　環孔材で、孔圏部は 3-5 列、孔圏外でやや急激に管

径を減じたのち塊状に複合して接線・斜方向に紋様状

に配列し、年輪界に向かって径を漸減させる。道管

は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁

にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1-5

細胞幅、1-40 細胞高。

・シャシャンボ (Vaccinium bracteatum Thunb.) ツツジ

科スノキ属

　散孔材で、道管はほぼ単独で年輪界に均一に散在

し、道管の分布密度は高い。道管は単穿孔および階段

穿孔を有し、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射

組織は異性、単列で 8細胞高前後のものと 5-7 細胞幅、

30-60 細胞高のものがある。

・カキノキ属 (Diospyros)　カキノキ科

　散孔材で、管壁は厚く、横断面では楕円形、単独

または 2-4 個が時に年輪界をはさんで複合する。道

管は単穿孔を有し、壁孔は対列状に配列する。放射

組織は異性、1-3 細胞幅、10-20 細胞高で階層状に配

列する。

・イネ科タケ亜科 (Gramineae subfam. Bambusoideae)

　原生木部の小径の道管の左右に 1 対の大型の道管

があり、その外側に師部細胞がある。これらを厚壁

の繊維細胞 ( 維管束鞘 ) が囲んで維管束を形成する

が、繊維細胞は放射方向に広く、接線方向に狭いため、

全体として放射方向に長い菱形となる。維管束は柔

組織中に散在し、不斉中心柱をなす。

　いわゆるタケ・ササ類である。組織構造から種類

を細分することは困難であるが、SF15 北面の試料は、

外観や節の形状から、稈鞘が伸長と共に節から脱落

するタケ類であり、節が二重になる特徴からマダケ

属に同定される。

(4)　考察

　荼毘跡と考えられる焼土坑 SF15 と SF27 の出土炭化

材の形状や樹種構成は、遺構間で異なっていた。焼

土坑 SF15 の炭化材は、直径 5 ㎜の丸木状の炭化材も

1 点認められるが、ほとんどが破片からなる。樹種構

成は、クリ、カキノキ属、キハダ、マダケ属を含むタ

ケ亜科と複数の種類からなる。一方、SF27 の炭化材は、

破片と共に直径 2 ㎝と直径 6 ㎜の芯持丸木状を呈す
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るもの認められ、全てマツ属複維管束亜属に同定さ

れた。芯持丸木の大きさから枝材などが利用されて

いることがうかがえる。各遺構の炭化材は、いずれ

も火葬時の燃料材として利用されたものと推定され

ることから、焼土坑 SF15 と SF27 では、木材利用状

況が異なっていたことがうかがえる。

　一方、火葬骨埋納土坑である SX10 から出土した炭

化材は、いずれも破片からなるが、キハダとカキノ

キ属が認められる。火葬骨埋納時に取り込まれた炭

化材の可能性があり、そうだとすると、上記の荼毘

跡である焼土坑 SF15 の組成と類似しているといえる。

落ち込み SZ28 の炭化材は、直径 6 ㎜の丸木状や破片

で構成される。丸木状の炭化材は複維管束亜属、破

片は複維管束亜属とシャシャンボであった。シャシャ

ンボは暖温帯常緑広葉樹林の構成種であり、周囲の

山地に生育していた可能性がある。

　なお、同定された樹種の生態性・材質などみると、

クリは二次林や山林に普通に見られる他、栽培され

ることもある落葉高木で、木材は重硬で強度が高い

材質を有する。カキノキ属には、落葉性のリュウキュ

ウマメガキや常緑性のトキワガキが自生する他、渡

来した栽培種である落葉性のカキノキやマメガキが

含まれる。これらの樹種の木材は重硬で強度が高い

材質を有する。キハダは、河畔林等を構成する落葉

高木で、木材は軽軟な部類に入る。マツ属複維管束

亜属は二次林構成種として人里周辺に普通に見られ

る樹木である。木材は軽軟であるが、保存性と強度

は高い材質を有する。なお、木材の発熱量は、ほぼ

木材の元素組成によって決まり、一般に針葉樹が広

葉樹より、また樹皮が材部よりやや高いとされる (筒

本 ,1982)。一方、経験的には、比重が軽い ( 密度が

低い ) 木材の方が、比重が重い ( 密度が高い ) 木材

より着火しやすい。出土樹種の気乾比重は、マツ属

複維管束亜属のアカマツが 0.42-0.62、カキノキ属

が 0.59-0.84、クリが 0.44-078、キハダが 0.38-0.57、

マダケ属マダケが 0.56-0.90 である。

　中世の火葬に伴う燃料材については、三重県内で

は報告例が知られていないが、長谷町遺跡において

古代の火葬に伴う燃料材の可能性がある炭化材の樹

種同定が実施されている。その結果をみると、アカ

ガシ亜属、スダジイ、シャシャンボ、イヌガヤが確

認されている。

　他府県では、群馬県で多くの火葬墓でクリを主体と

した結果が見られ、他にタケ、ウツギ、ケヤキ、エノキ、

カキノキが確認されている ( 楢崎 ,2007)。静岡県磐

田市の一の谷中世墳墓群では、ヒノキ、マツ属複維管

束亜属、アカガシ亜属、シイノキ属、コナラ亜属、クリ、

ケヤキなど針葉樹・常緑広葉樹・落葉広葉樹の利用

が確認されている（松谷 ,1993）。このように火葬に

利用されている木材は、地域によって違いが認めら

れるが、今回の結果も含め、いずれも遺跡周辺で入

手しやすい木材が利用されている傾向がうかがえる。

ただし、カキノキ属材の火葬利用について、楢崎

(2007) は、カキノキの小枝を火葬の薪に使うため、

普段はカキノキの小枝を燃やすのを嫌った」とする民

俗事例（須藤 ,1988）を紹介し、樹木の忌避について

指摘している。火葬墓におけるカキノキ属の出土例

に着目すると、横森赤台 ( 東下 ) 遺跡 ( 山梨県旧高

根町 ) の中世の火葬墓・火葬跡からの出土例や、田

間東道北遺跡 ( 栃木県小山市 ) の室町時代とされる

火葬墓などでも認確認されている (パリノ・サーヴェ

イ株式会社 ,1994; 植田 ,2000)。中世のカキノキ属の

出土時例をみると、今回の結果も含め、多くが火葬

墓に集中しており、カキノキ属の木材利用を考える

上で興味深い結果となっている。

ｃ　火葬墓周辺で確認された灰状堆積物の分析

　中世墓周辺では、人体火葬灰の可能性がある灰層状

の堆積物が確認されている。ここでは、この灰層状

堆積物が火葬灰に由来するか否かの可能性を検証す

ることを目的として、灰像分析・リン・カルシウム

分析を実施する。灰像分析では、イネ科植物などの

燃焼灰に特徴的に観察される珪化組織片などの有無

について確認する。また、リン・カルシウム・腐食

含量分析では、灰層状堆積物と焼土坑（荼毘跡）、火

葬骨埋納遺構埋土、蔵骨器堆積物などにおける、人

骨の主成分をなすリン・カルシウム含量を調査する。

これらの結果を複合的に捉えることで、灰層状堆積

物の由来について検討する。

(1)　試料

　堆積物試料は、E 区 C17 地点の中世墓周辺の灰層状

堆積物 (試料 26)、蔵骨器 SX09 最下部堆積物 (試料 6)、

火葬骨埋納土坑 SX10( 試料 7) および火葬骨埋納土坑
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SX13( 試料 10) の骨包含土壌、焼土坑 SF15( 試料 12)

の下層下サンプル ( 灰 ) の計 5 点である。灰像分析

は灰層状堆積物 ( 試料 26)、リン・カルシウム分析は

全試料について実施する。

　なお、SX09 最下部堆積物には多量の骨片が、SX10

および SX13 骨包含土壌には微細骨片および炭化材が

混じる。灰状物質が検出された SF15 下層下サンプル

( 灰 ) は、肉眼では炭化材および焼土 ( 礫 ) は認めら

れるが明瞭な灰状物質は確認できない。一方、E 区

C17 地点灰層状堆積物も肉眼観察では粗大有機物およ

び微細白色粒が多量に混じるが、灰状物質は確認さ

れなかった。

(2)　分析方法

【灰像分析】

　灰状堆積物試料では、上記したようにイネ科植物の

可能性がある灰は明瞭に認められないことから、以

下の方法で珪化組織片の濃集と抽出を試みる。

　湿重５ｇ前後の試料について過酸化水素水・塩酸処

理、沈定法、重液分離法 (ポリタングステン酸ナトリ

ウム，比重 2.5) の順に物理・化学処理を行い、植物

珪酸体を分離・濃集する。検鏡しやすい濃度に希釈し、

カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、プリュ

ウラックスで封入してプレパラートを作製する。

　400 倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出

現するイネ科葉部 ( 葉身と葉鞘 ) の葉部短細胞に由

来した植物珪酸体 ( 以下、短細胞珪酸体と呼ぶ ) お

よび葉身機動細胞に由来した植物珪酸体 ( 以下、機

動細胞珪酸体と呼ぶ )、およびこれらを含む珪化組織

片を近藤 (2010) の分類を参考に同定し、計数する。

結果は、検出された分類群の一覧表で示す。

【リン・カルシウム分析・腐食含量分析】

　リン酸含量は硝酸・過塩素酸分解−バナドモリブデ

ン酸比色法、カルシウム含量は硝酸・過塩素酸分解−

原子吸光法、腐植含量はチューリン法 ( 土壌標準分

析・測定法委員会 ,1986) でそれぞれ行う。以下に各

項目の操作工程を示す。

　分析試料の調製は、試料を風乾後、土塊を軽く崩し

て 2mm の篩でふるい分けをする。この篩通過試料を風

乾細土試料とし、分析に供する。また、風乾細土試

料の一部を乳鉢で粉砕し、0.5mm 篩を全通させ、粉砕

土試料を作成する。風乾細土試料については、105℃

で 4時間乾燥し、分析試料水分を求める。

　リン酸、カルシウム含量は、粉砕土試料 1.00 ｇ

をケルダール分解フラスコに秤量し、はじめに硝酸

(HNO3) 約 5ml を加えて加熱分解する。放冷後、過塩

素酸 (HCIO4) 約 10ml を加えて再び加熱分解を行う。

分解終了後、水で 100ml に定容してろ過する。ろ液

の一定量を試験管に採取し、リン酸発色液を加えて

分光光度計によりリン酸 (P2O5) 濃度を測定する。別

にろ液の一定量を試験管に採取し、干渉抑制剤を加

えた後に原子吸光光度計によりカルシウム (CaO) 濃

度を測定する。これら測定値と加熱減量法で求めた

水分量から乾土あたりのリン酸含量 (P2O5mg/g) とカ

ルシウム含量 (CaOmg/g) を求める。

　腐植含量は、粉砕土試料 0.100 〜 0.500g を 100ml

三角フラスコに正確に秤りとり、0.4N クロム酸・硫

酸混液 10ml を正確に加え、約 200℃の砂浴上で正確

に 5 分間煮沸する。冷却後、0.2% フェニルアントラ

ニル酸液を指示薬に0.2Ｎ硫酸第一鉄アンモニウム液

で滴定する。滴定値および加熱減量法で求めた水分

量から乾土あたりの有機炭素量 (Org-C 乾土 %) を求

める。これに 1.724 を乗じて腐植含量 (%) を算出する。

(3)　分析結果

【灰像分析】

　結果を第 18 表に示す。E 区 C17 丘陵頂部中世墓周

辺の灰層状堆積物 ( 試料 26) からは、珪化組織片が

全く検出されなかった。単体の植物珪酸体がわずか

に認められ、それらは栽培植物のイネ属の葉部に形

成される短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体であった。

【リン・カルシウム分析】

　分析結果を第 19 表に示す。多量の骨片が認められ
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た蔵骨器 SX09 ( 試料 6) ではリン酸 129.42P2O5mg/g、

カルシウム185.17CaOmg/gと、高い濃度で検出され、

微細骨片が混じる火葬骨埋納土坑の SX10( 試料 7) に

もリン酸 21.45P2O5mg/g、カルシウム20.61P2O5mg/g、さ

らに火葬骨埋納土坑 SX13( 試料 10) にもリン酸

12.30P2O5mg/g、カルシウム 14.62CaOmg/g と、リ

ン酸とカルシウムが高い濃度で含まれる。

　一方、灰状物質が検出された遺構では、荼毘跡で

ある焼土坑 SF15( 試料 12) でリン酸 0.11P2O5mg/g、

カルシウム 0.06CaOmg/g、丘陵頂部の灰層状堆

積物 ( 試料 26) でリン酸 0.37P2O5mg/g、カルシウム

0.41CaOmg/g であり、リン酸、カルシウムとも極め

て少ない。

(4)　考察

　灰層状堆積物（試料 26）からは、珪化組織片が検

出されなかったことから、イネ科植物の灰が混入し

ている可能性は低いと判断される。ただし、栽培植

物のイネ属がわずかに認められており、中世墓周辺

にイネ属の葉部が持ち込まれていたことが考えられ

る。イネ属の植物体は古くから燃料材のひとつとし

て利用される場合が多く、ここでも何らかの目的で

イネ属の葉部が利用されていた可能性もある。次に

リン酸・カルシウムの含量から検討する。

　リン酸は特に骨に多量に含まれ、土壌中では比較

的拡散・移動しにくいため、その局所的な濃集状況

から遺体、骨が埋葬されたことを判断する方法とし

て有効な手法とされている。なお、土壌中に普通に

含まれるリン酸量、いわゆる天然賦存量については、

いくつかの報告事例があるが (Bowen,1983;Bolt･Brug

genwert,1980; 川崎ほか ,1991; 天野ほか ,1991)、こ

れらの事例から推定される天然賦存量の上限は約

3.0P2O5mg/g 程度である。また、人為的な影響 ( 化

学肥料の施用など ) を受けた黒ボク土の既耕地では

5.5P2O5mg/g( 川崎ほか ,1991) という報告例があり、

当社におけるこれまでの分析調査事例では骨片など

の痕跡が認められる土壌では 6.0P2O5mg/g を越える場

合が多い。一方、カルシウムもリン酸とともに骨の

主成分であるため、その濃集状況が遺体埋葬の指標

となりうるが、カルシウムの天然賦存量は普通 1 〜

50CaOmg/g( 藤貫 ,1979) と言われ、含量幅がリン酸

よりも大きい。そのため絶対量による評価は難しい

が、骨片が残存するような状況においてはリン酸に

追従した含量の変化が見られるため、遺体痕跡を検

証する上での補助となる。

　今回の中世墓周辺の灰層状堆積物では、リン酸

0.37P2O5mg/g、カルシウム 0.41CaOmg/g と、リン

酸、カルシウムとも極めて少ない。また、比較試料

とした焼土坑（荼毘跡）SF15 でもリン酸 0.11P2O5mg/g、

カルシウム 0.06CaOmg/g、を示した。両者を比較

すると、灰層状堆積物ではリン酸とカルシウムが僅

かに多いものの、腐植含量にして 8.41% にあたる粗

大有機物によるところが大きく、骨粉によるもので

はない可能性もある。また、焼土坑以外の比較試料

では、多量の骨が収骨されていた蔵骨器 SX09 でリン

酸 129.42P2O5mg/g、カルシウム 185.17CaOmg/g と天

然賦存量を遙かに上回る量のリン酸とカルシウムが

検出された。微細骨片が混じる火葬骨埋納土坑 SX10

でもリン酸 21.45P2O5mg/g、カルシウム20.61CaOmg/g、

SX13 でもリン酸 12.30P2O5mg/g、カルシウム

14.62CaOmg/g と、リン酸とカルシウムが高い濃度で



− 78−

含まれていた。これら骨片や骨粉が含まれている試料

ではリン酸・カルシウムの値が高くなる。なお、蔵

骨器 SX09 と比較して火葬骨埋納土坑 SX10・SX13 では、

検出されたリン酸に対するカルシウムの比率が低い

傾向がある。リン酸が土壌に固定されて移動しにくい

成分であるのに対し、カルシウムが比較的拡散しや

すい成分であることを踏まえれば、開放系の火葬骨

埋納土坑では骨片や骨粉の溶解が進行し、カルシウ

ムの流亡が顕著であることを示唆すると同時に、堆

積物中固定されやすいリン酸も流亡していることが

示唆される。

　灰層状堆積物ではリン酸、カルシウム含量が極め

て低値であり、天然賦存量を超える値ではないため、

骨粉などの遺体成分が含まれる状況を指摘するには

至らない。ただし、灰層状堆積物が遺構周辺の表土

をなす堆積物であり、遺構内よりもさらにリン酸な

どの成分が流亡しやすい状況に置かれていたことが

想定される。そのため、リン酸など成分含量のみか

ら灰層状堆積物が火葬灰に由来しないと否定するも

のでもない。今回の灰層状堆積物試料は不撹乱試料

でなかったため、実施できなかったが、不撹乱柱状

試料として採取し堆積物微細形態学的調査を行うこ

とで、人為的営力による堆積物の形成過程や灰の挟

在などに関する検討が可能と思われる。なお、今回

のリン酸・カルシウム分析結果は、他の遺跡で確認

される遺体埋葬の可能性を検討する際に標準的な資

料にもなりえる。

ｄ　古墳時代・中世の古植生

　古墳時代４世紀末および火葬墓が形成された 13

世紀頃の周辺植生に関する情報を得ることを目的

として、花粉分析を実施する。

(1)　試料

　花粉分析に用いる試料は、E 区 1 号墳の古墳の

ベース堆積物であるサンプル A,B、同じく E区 1号

墳の中世の遺構検出面を覆う堆積物であるサンプ

ル C,D、及び 13 世紀末の可能性がある焼土坑 SF27

より採取された砂 (試料 24) の、計 5点である。

(2)　分析方法

　試料約 10g について、水酸化カリウムによる泥

化、篩別、重液 ( 臭化亜鉛，比重 2.3) による有機

物の分離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、ア

セトリシス ( 無水酢酸 9：濃硫酸 1 の混合液 ) 処理に

よる植物遺体中のセルロースの分解を行い、物理・

化学的処理を施して花粉を濃集する。残渣をグリセ

リンで封入してプレパラートを作成し、400 倍の光学

顕微鏡下でプレパラート全面を走査し、出現する全

ての種類について同定・計数する。同定は、当社保

有の現生標本や島倉 (1972)、中村 (1980) 等を参考に

する。

結果は同定・計数結果の一覧表として表示する。表

中で複数の種類をハイフォンで結んだものは、種類

間の区別が困難なものを示す。

(3)　結果

　結果を第 20 表に示す。E 区 1 号墳のサンプル D 以

外の試料からは、花粉化石が全く検出されず、わずか

にサンプル B,C からシダ類胞子が確認されるのみで

ある。サンプル D においても検出される花粉化石数

は少なく、定量分析を行うだけの個体数は得られな

かった。木本花粉ではモミ属、ツガ属、クマシデ属−

アサダ属、ツツジ属が、草本花粉ではイネ科が、1 〜

2 個体検出された程度である。検出される花粉化石の

保存状態は悪く、そのほとんどが、花粉外膜が壊れ

ている状態で産出していた。

　なお、焼土坑 SF27( 試料 24) は、分析残渣中に、分

野壁孔などの木材組織を有する微細炭化植物片が多

量に含まれていた。

(4)　考察

　今回の分析の結果、花粉化石はほとんど検出され

ず、古植生推定のための定量解析を行うことができ
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なかった。一般的に花粉やシダ類胞子の堆積した場

所が、常に酸化状態にあるような場合、花粉は酸化

や土壌微生物によって分解・消失するとされている

( 中村 ,1967; 徳永・山内 ,1971; 三宅・中越 ,1998 な

ど )。古墳時代のベース堆積物とされる E 区 1 号墳の

サンプル A,B、中世の遺構検出面を覆う堆積物である

サンプル C、焼土坑 SF27 からは、花粉化石が 1 個体

も検出されなかったため、分解消失したのか、もとも

と堆積物中に取り込まれにくかったのかは不明であ

る。同じく中世の遺構検出面を覆う堆積物であるサ

ンプル Dから検出された花粉化石は、保存状態が悪く、

花粉外膜が破損・溶解していることから、わずかに

取り込まれた花粉・シダ類胞子も、その後の経年変

化により分解・消失したと考えられる。

　なお、検出された種類から、少なくとも中世頃の

遺跡周辺に、モミ属、ツガ属、クマシデ属−アサダ属、

ツツジ属等の木本類、イネ科等の草本類の生育が窺

える。

            　　　　（パリノ・サーヴェイ株式会社）

            　　　　（分析者；斉藤崇人・金井慎二）
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１　沖打越１号墳

ａ　墳形・規模

　沖打越１号墳は不定形ながら造出し付円墳の可能

性が高く、墳丘長 24 ｍ、円丘部長 19 ｍ、突出部長

５ｍの規模を有する。円丘部はやや楕円形を呈する

が、墳丘の自然崩落・流出が著しいため、本来、円

丘部が正円を描いていたのかどうかは不明である。

　古墳の成形は地山削出しを基本としていたと推察

されるが、墳丘の自然崩落・流出により成形の痕跡

はきわめて不明瞭であった。また、明確に盛土と判

断できる土層は確認されなかった。したがって仮に

盛土が行われていたとしても簡便な工法だったと推

測される。

　古墳の外表施設として、段築・葺石は認められな

かったが、墳頂に円筒埴輪が巡らされていたと考え

られる。埴輪の出土量は限られていることから、芯々

間距離は広くとられ、まばらに配置されていたと推

測できる。

ｂ　埋葬施設

埋葬施設１　埋葬施設１は２度掘削されており、最初

の掘削による墓壙は長さ8.17ｍ、幅3.15ｍ、深さ1.02

ｍの規模を誇り、断面は逆台形を呈する。再掘削に

伴う墓壙はほぼ同じ規模だが、幅がやや縮小して 2.54

ｍの大きさであった。

　墓壙底には木棺安置のために、長さ 7.6 ｍ、最大幅

81cm、断面半円形の掘り込みが設けられていた。この

掘り込みには長さ 6.5 ｍ、東端幅 66cm、西端幅 52cm

の割竹形木棺が西側に偏って据えられた。木棺西小

口には長側板を挟むように小口板が設置されていた。

東小口では小口板の手がかりを得られなかったが、長

側板が小口板を挟み込んでいた可能性も想定できる。

　埋葬施設１では再掘削後の埋土から埴輪片・直刃

鎌・刀子が出土した。墓壙底・木棺内において副葬

品・赤色顔料は確認されなかったが、木棺の東寄り

で人骨がわずかに検出された。棺底は東側が８cm

高く、棺幅も東側の方が 14cm 広いことを勘案すれ

ば、東頭位の可能性が考えられる。

埋葬施設２　埋葬施設２は埋葬施設１の形成後に造

営された。墓壙は上端で長さ 3.64 ｍ、幅 1.51 ｍ、深

さ 64cm の規模を有し、断面は逆台形を呈する。

　墓壙底には長さ 3.37cm、西側の幅 51cm、東側の幅

41cm の割竹形木棺が据えられていた。木棺の両端に

は溝状の掘り込みが設けられていることから、長側

板を挟むようにして小口板が据えられていたと考え

られる。棺幅から推測すると被葬者の頭位は西頭位

となるが、棺底は東小口のほうが４cm 高いことが難

点といえる。埋葬施設２では人骨・副葬品・赤色顔

料などは確認されなかった。

ピット　埋葬施設１の周辺で４つのピットを検出し

た。検出したピットの位置関係と傾きから、墳丘上

に建物を想定することは困難である。このピットの

性格については、立柱を伴う葬送儀礼などの可能性

が考えられる。岡林孝作氏は、棺の周囲を取り囲む

ように並ぶ柱・杭について、埋葬とそれにかかわる

儀礼の場に仮設の遮蔽物を設けて区域標示する場合

があることを指摘している (1)。沖打越１号墳の事例

がこれに該当する可能性もある。いずれにしても沖

打越１号墳における立柱の評価は、今後の事例増加・

研究に託されよう。なお、埋葬施設１の再掘削が最初

の墓壙よりわずかに狭い範囲を見事に掘削しており、

何らかの目印があったことが推察される。立柱はこ

の目印として設置された可能性も考慮すべきだろう。

埋葬施設の形成順　２つの埋葬施設の形成順は、ま

ず埋葬施設１の墓壙が掘削され、最初の埋葬が行わ

れた。この埋葬に伴う埋め戻しでは、木柱が数本立

てられたと想定される。次に埋葬施設２が形成され、

さらに何らかの事情によって埋葬施設１が再び掘り

返された。掘り返しに際しては、木柱を目印にしてそ

の内側を掘削した可能性がある。この再掘削は、埴

輪の摩滅度などから最初の埋葬から時間を隔てるこ

となく行われたと推測される。

埋葬施設の規模とその評価　埋葬施設１の墓壙は長

さ 8.17 ｍ、幅 3.15 ｍと非常に大きな規模を有する。

古墳時代前期には竪穴式石室−粘土槨−木棺直葬とい

Ⅸ　　調査のまとめと検討
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う埋葬施設の種類と規模において秩序が表現されて

おり、中期初頭に長持形石棺が登場することで完成

をみる。この「棺制」(2) とでも呼ぶべき秩序は、古

墳に葬られる首長層の拡大に伴って下層へと浸透す

る。しかし中期初頭頃から小規模な古墳が大規模な

埋葬施設への志向を強めるようになり、秩序の持つ

意義は次第に曖昧なものとなる。これを受けて中期

中葉以降、埋葬施設の規模が相対的に縮小する。沖

打越１号墳は墳丘規模に対して、大規模な埋葬施設

を有する。埋葬施設１は再掘削を受けており、本来

の副葬品が不明なことが惜しまれるが、「棺制」の推

移を探る良好な事例と評価できる。

ｃ　出土品

　副葬品として、埋葬施設１再掘削後の埋土から埴

輪片・直刃鎌・刀子、東周溝から埴輪・鉄鏃・土師

器などが出土した。

円筒埴輪　円筒埴輪は３条４段構成で、円形の透か

し孔を各段２ヶ所、段の上下で 90 度方向を違えて穿

つ配置と考えられる。器面調整にＢ種ヨコハケが認

められること、黒斑の付着から野焼き焼成と考えら

れることから、沖打越１号墳の円筒埴輪は川西宏幸

氏のⅢ期に相当する (3)。なお、Ｂ種ヨコハケにはＢ

ｂ種ヨコハケ (4) ととらえ得る資料が確認された。

　突帯間隔は古墳時代中期を通して狭くなる傾向に

ある。突帯間隔だけでなく透かし孔の形態・口縁部

形態・器面調整なども考慮して近隣の古墳と比較す

ると、石山古墳→殿塚古墳→沖打越１号墳→わき塚

１号墳→女良塚古墳という新古をとらえることがで

きる。これらの検討から、沖打越１号墳の埴輪は川

西氏によるⅢ期、埴輪検討会のⅢ期２段階 (5) に相当

し、『前方後円墳集成』（以下、「集成」）の５期 (6) と

捉えることができる。

形象埴輪　形象埴輪として家形埴輪が出土した。家

形埴輪の壁にあたる破片には竹管による円形文が確

認されており、珍しい事例だが、類例として石山古

墳例が知られている。この点から両古墳の関係の深

さがうかがえよう。

鉄器　鉄器のうち鉄鏃は腸抉を有する柳葉形だが、長

身化が進みつつあること、腸抉が深くなりつつある

こと、頸部が扁平な長方形であることが特徴といえ

る。その時期は中期初頭から前葉と考えられる。直

刃鎌については古墳時代の当初からみられるものの、

中期前葉、すなわち「集成」６期を下限として急速

に姿を消すことが指摘されている (7)。

　なお、近隣ではわき塚１号墳から曲刃鎌が出土して

いる。曲刃鎌は折り返しを表に向けた時、先端が左

を向くものを折り返し甲技法、右を向くものを乙技

法に分類され (8)、後者は「集成」５期から、前者は「集

成」６期から見られる。わき塚１号墳の曲刃鎌は折

り返し甲技法であることから「集成」６期といえる。

　したがって沖打越１号墳は鉄鏃から「集成」４期後

半、和田晴吾氏による編年の５期 (9) を上限とし、鎌

から集成６期すなわちＴＫ 73 型式期 (10) を下限とし、

わき塚１号墳よりも先行するとみなせる。

土器　小型丸底壺は寺沢薫氏のいう小型丸底壺Ｅ・

Ｆに相当し、布留３〜４式に相当する (11)。布留形甕

は口縁部ｇ４にあたり、布留２〜４（古）式に多く

見られる。これらの点から沖打越１号墳の土師器は

布留３〜４（古）式と評価できる。

　集成３期後半から４期前半の東大寺山古墳からは

布留２式、４期後半の津堂城山古墳から布留３式の

土師器が出土していること、集成６期以降と布留４

（新）式が対応することから、沖打越１号墳の布留

３〜４（古）式の土師器は「集成」４期後半から５

期に当てはまる。

出土品の評価　金属製品として鉄鏃・直刃鎌・刀子な

どが出土したが、鏡・甲冑は確認されなかった。当

該期には甲冑類をはじめとする鉄器の多量副葬の事

例が知られているが、そうした片鱗はうかがえなかっ

た。埋葬施設１は再掘削を被っており、本来の副葬

品セットが不明であることが惜しまれる。なお、沖

打越１号墳では鉄製品・埴輪・土師器が出土しており、

併行関係を探る上で良好な一括資料といえる。中期

初頭における定点として評価できよう。

ｄ　築造時期

　沖打越１号墳の円筒埴輪は野焼きで焼成し、Ｂ種

ヨコハケを器面調整に採用していることから、川西

氏のⅢ期に相当する。ただし、伊賀では窖窯導入が

遅れることからⅢ期の下限が明瞭ではない。この点

を解決する上で、土師器・鉄器があわせて出土した

ことは大きな意義を持つ。土師器から「集成」５期、

鉄製品から「集成」６期を下限として区切ることが



− 89−

できる。さらに近隣のわき塚１号墳では曲刃鎌が出

土していること、円筒埴輪の突帯間隔が沖打越１号

墳より縮小していることを確認できる。この点から、

沖打越１号墳は「集成」６期のわき塚１号墳よりも

先行するといえる。

　このように円筒埴輪・土師器・鉄製品を総合的に

判断すれば、沖打越１号墳は「集成」５期に位置づ

けできる。さらに、円筒埴輪の相対的な新古関係から、

石山古墳→殿塚古墳→沖打越１号墳→わき塚１号墳

→女良塚古墳という築造順を把握できる。

　以上をまとめると、沖打越１号墳は古墳時代中期

初頭、集成５期に築造されたと考えておきたい（第

33 図）。暦年代については、年輪年代法による成果を

考慮すればＴＧ 232 型式期を４世紀末、ＴＫ 73 型式

期を５世紀前葉ととらえることができる。したがっ

て沖打越１号墳は４世紀末ごろに築造されたと評価

しておく。

ｅ　首長系譜と沖打越１号墳

　沖打越１号墳は石山古墳・殿塚古墳よりも後出し、

わき塚１号墳よりわずかに先行することが判明した。

次に地域における首長系譜 (12）への位置づけを試みて

みたい。伊賀の首長系譜については山本雅靖氏がま

とめている (13)。山本氏は、伊賀盆地を阿拝地域・山

田地域・伊賀地域・名張地域の４地域に区分し、伊

賀地域を美旗古墳群のある上流域、石山古墳のある

比自岐川流域、糠塚古墳のある中流域に細分してい

る。この区分に従えば、沖打越１号墳は伊賀地域の

中流域に該当すると思われる。

　沖打越１号墳に関しては家形埴輪の円形文（第 17

図 24）から石山古墳との親縁性あるいは影響を指摘

できる。この点を重視すれば、石山古墳を築いた首

長の基盤は比自岐盆地にとどまらない可能性がある。

これまで首長墳の消長のみで地域間の優劣・影響関

係が論じられることが多かったが、沖打越１号墳の

事例によって有機的なつながりが見出された点は高

く評価されよう。

　石山古墳の築造後、比自岐川流域において顕著な

首長墳は認められず、上流域において美旗古墳群が

台頭する。この時点で当該地域における盟主権は上

流域に移った可能性が指摘できる。この後、古墳時

代中期を通じて盟主的古墳が美旗古墳群において築

造されたと考えられる。こうした美旗古墳群の隆盛

の一方で、比自岐川流域・中流域においても墳丘長

20 〜 40 ｍ程度の造出し付円墳が散発的に築かれてい

るようである。これらには、新たに確認された古墳

も含まれるため、詳細は才良山ノ谷古墳群・才良吉

田谷古墳群の発掘調査報告に託したい。盟主的古墳

が築かれる一方で、小地域を基盤とした中小首長も

暦年代 集成編年 埴　輪 土師器 須恵器 鉄製品
  （鎌） 伊賀の古墳 代表的な古墳

桜井茶臼山

メスリ山

行灯山

300

350

400

２期

３期

４
期

前

後

５期

６期

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

布留
１式

２式

 ３～４
( 古 ) 式

４( 新 )

TG232

TK73

直　

刃

曲
刃
（
乙
）曲
刃
（
甲
）

東大寺山

佐紀陵山

津堂城山

仲津山

墓山

誉田御廟山

石　山

殿　塚

沖打越

わき塚１号

集成編年は註（６）文献、埴輪は註（３）文献、土師器は註（11）文献、須恵器は註（10）文献を参照

第 33 図　沖打越 1号墳と関連古墳編年案
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一定の自立性を保ちつつ小規模な古墳を造営してい

たことを鮮明にとらえられる稀有な事例と言えよう。

これらの成果によって首長間の具体的な関係に迫れ

ることができる。沖打越１号墳ならびに周辺での調査

成果の持つ意義は大きいのである。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（髙松）

　

２　沖打越中世墓

ａ　中世墓の展開

　沖打越中世墓は、13 世紀後半から 14 世紀初頭を中

心に、一部 16 世紀代頃まで続く火葬墓群である。こ

の年代観は出土遺物として確認できた蔵骨器を中心

とした土器類と石塔類から考えられるものである。確

認された遺構には、火葬人骨のみを直接小土坑内に

埋納したもの（火葬骨埋納土坑）もあるため、正確

な時期比定は困難であるが、おおよその変遷をたどっ

ておく。

成立　13 世紀後葉頃、礫石経を納めた陶器甕を埋納

し、その上に石塔が立てられた。これが当中世墓の

シンボルとなる施設で、五輪塔は経塚標識塔にあた

る。ほぼ同時に、陶器壺類を蔵骨器とした火葬墓が

周囲に形成された。

展開　14 世紀代の蔵骨器は、実際に埋納されたもの

としては確認されていないが、遺跡の周辺に破片が散

乱した状態で確認されている（第 26 図、第 27 図 63

の信楽産壺など）。したがって、蔵骨器を埋納する行

為は 14 世紀代までは継続していたと考えられる。ま

た、それと前後する時期から、火葬骨を直接土中に

埋納する火葬墓（火葬骨埋納土坑）も形成されてい

たと考えられる。

終焉　15 世紀代後半代以降は、五輪塔や石仏を伴う

墓が形成されたと考えられる。これらは蔵骨器を伴

わず、火葬骨埋納土坑と組み合わさっていると考え

られる。出土遺物を見る限り、当中世墓は遅くとも

17 世紀前半には廃絶していたと考えられる。

前期中世墓・後期中世墓　なお、15 世紀前半代の時

期を示す遺物が明確ではない。そのため、当中世墓

を「経塚＋蔵骨器」の時期（前期）と、「石塔＋火葬

骨埋納土坑」の時期（後期）の２時期に区分し、そ

の間に墓地が形成されない時期（具体的には 15 世紀

前半頃）という見方を示すこともできるかも知れない。

ｂ　個別遺構と遺物に関して

経塚の形態　ＳＸ５とその周辺からは、合計 345 点の

円礫が出土し、うち 17 点には墨書が見られた。この

ことから、ＳＸ５は礫石経を中心とした経塚と考えた。

　ＳＸ５周辺では、知多（常滑）産陶器甕片が散乱

しているとともに、五輪塔の地輪と水輪も出土して

いる。また、拳大から 50 ㎝ほどまでの川原石がＳＸ

５付近からまとまって出土した。

　これらの要素から、ＳＸ５は陶器甕内に礫石経を

納め、上部を積石塚状に成形し、その上に石塔（五

輪塔）を立てた形態だったと考えられる（第 34 図）。

　なお、ＳＸ５の東にあるＳＫ 29 も、ＳＸ５と同種

の土坑である。これについても経塚である可能性が

考えられるが、出土遺物が全く無いため、性格につ

いては保留せざるを得ない。

五輪塔　経塚ＳＸ５の上に建てられていたと考えら

れる五輪塔は、水輪・地輪は遺構上部で確認され、火

輪は北側斜面部で出土した。火輪の出土地点は原位

置から離れているが、使用石材の雰囲気と全体寸法

から、経塚に伴う五輪塔の一部と判断した。

　五輪塔の地輪は側面形が横長となるもので、上面は

水落しのために斜面となっている。これらの特徴は

by Takamatsu&Itoh

第 34 図　経塚想定復元図
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比較的古い五輪塔に見られる (14)。このことから、経

塚の陶器甕が示す 13 世紀後葉頃の年代観を与えてお

きたい。ちなみに、この年代観が妥当であれば、石

造物の五輪塔としては、伊賀地域での最古事例となる。

　この五輪塔は、四方の梵字を墨書している。墨書

が経年変化によって風化しやすいことを踏まえても、

このような事例はこれまでにほとんど確認されてい

ない。思想的背景や時代的・地域的位置づけなど、今

後の検討課題である。

礫石経　経塚ＳＸ５とその周辺から出土した礫石経

は、知多（常滑）産陶器甕を容器としたものと把握

できる。したがって、礫石経の時期も 13 世紀後葉頃

に位置づけることができる。

　礫石経は、全国的に見れば平安時代後期から存在

するようであるが、列島規模で広がるのは江戸時代

になってからである (15)。沖打越中世墓の事例は、現

段階における三重県下で最古のものである (16)。また、

供伴遺物から確実に 13 世紀代の事例として押さえら

れるという点でも貴重な事例といえる。

夫婦墓の可能性　確認された遺構には、２基単位の

いくつかのまとまりが見られる。例えば、ＳＸ３・

４、ＳＸ７・８、ＳＸ 16・18、ＳＸ 19・21 などである。

とくにＳＸ７・８は、他の一群よりも離れた位置に

あり、相互が意識して造営された遺構であることを

示している。

　沖打越中世墓が数世代にわたる家族墓であると見

なされるのであれば、これら２基単位でまとまる一

群はそれぞれが夫婦墓であることを示しているので

第 35 図　沖地区周辺の中世前期遺跡
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はないかと考えられる。このように見た場合、遺構

の状況を見る限り、男女の格差は見出しにくい。火

葬骨埋納遺構としては、どちらが主でも従でもなく、

均質化されていると見なされる。

無遺物土坑の意味　検出した遺構の中には、火葬骨も

蔵骨器も確認されなかった遺構がいくつかある。こ

れらの遺構規模は、火葬骨埋納遺構とそれほど大差

の無いものである。これらは、第Ⅵ章で述べた通り、

元々は蔵骨器が納まっていた土坑で、盗掘等で滅失

したものと考えられる。

　最も良好な事例が経塚ＳＸ５の西にあるＳＫ 22 と

ＳＫ 31 である。この２基は無遺物土坑だが深さは 30 

㎝を越え、接近して造営されている。先の認識を踏ま

えれば、元々は蔵骨器が納められていた夫婦墓であっ

たと考えられる。

ｃ　造営者像

経塚と宗教者の関与　当中世墓のシンボルとなって

いるのが経塚（礫石経・五輪塔）である。そのため、

当中世墓の造営背景には仏教信仰があることは明ら

かである。また、礫石経の書体には２種類以上見ら

れるので、経をしたためた人物（僧）が２名以上い

たと考えられる。教典の名称は今のところ分からな

い（法華経だろうか）が、後述の律宗と沖地区との

関係を踏まえれば、律宗の僧が関与していた可能性

が考えられる。つまり、そのような宗教者を招請で

きる程度の有力者が造墓主体者であると考えられる。

蔵骨器の状況から　当中世墓で見られた蔵骨器は、知

多半島産陶器（常滑）の壺類が中心で、少量だが伊賀

信楽産陶器や瓦質土器鍋・土師器鍋などもある。同

じ時期にあたる他地域の中世墓を見ると、瀬戸産施

釉陶器壺類を多量に用いる事例（松阪市小谷赤坂中

世墓 (17)、四日市市経塚中世墓 (18)、鈴鹿市椎山中世墓 (19)

など）があり、それに比べると、採用器種がやや見

劣りすることは否めない。

　沖打越中世墓との比較に最適な事例は、安田中世

墓（伊賀市青山町寺脇）である (20)。この遺跡は、後

述する『西大寺諸国末寺帳』記載の「地蔵堂」に比

定される宝厳寺の裏山にあり、条件的にも沖打越中

世墓と類似する。この中世墓は 13 世紀末から 16 世

紀前半にかけて形成され、13 世紀後半から 14 世紀前

半代の瀬戸産施釉陶器壺を複数点含んでいる。沖打

越中世墓の内容が安田中世墓のそれを凌駕するもの

ではないことは明らかである。

造営者像と中世墓　以上のことから、沖打越中世墓

の造営者はそれほど突出した勢力を有する集団では

ないが、かといって庶民層とも考えにくい。在地の

有力名主層あたりを想定するのが妥当であろう。

　造墓域とその規模からは、沖打越中世墓は一家族

が数世代にわたって造営したものと考えられる。つ

まり、一族墓の一種と考えられる。

　これに類した中世墓が近隣に見られる。沖打越中世

墓から南に約 150m、同じ丘陵の南斜面部に１基の石

仏がある（写真 13）。この石仏は、阿弥陀如来と地蔵

菩薩の立像を並べた２体仏の様相で、幅約 36 ㎝、全

長 37 ㎝以上の箱式笠付石塔である。この石仏のある

地点から北へ上がった丘陵高所にある崖面には炭層

が見られるため、この付近一帯が中世墓であると考

えられる（沖打越南中世墓、第 35 図）。石仏の所属

時期はおよそ 15 世紀代と考えられる。これらの状況

から、沖打越南中

世墓についても丘

陵頂部を利用した

小規模な中世墓群

と考えられる。

　以上のことから、

沖打越中世墓を含

む沖地区周辺部の

中世墓に関しては、

次のように考えら

れる。当地は、13

世紀頃から一般名

主層の造墓がはじ

まるが、それは個々の家（一族）単位で造墓される

ものであった。おそらく、近隣の丘陵部には、沖打

越中世墓・沖打越南中世墓のような小規模な中世墓

が他にも散在していると考えられる。これらが解消

し、村落単位での造墓へと変換するのが 16 世紀中葉

から 17 世紀にかけてと考えられる。

　この意味で、沖打越中世墓は中世の家族墓（一族

墓）を示す典型的な事例と考えられる。

ｄ　不動寺（律宗）との関係

　当中世墓の北にある不動寺は、『西大寺諸国末寺

写真 13　沖打越南中世墓の石仏
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帳』(21) に記載のある「不動寺」と考えられる。

〔史料１〕

　　　　伊賀国

　大
八鳥　服部

岡寺四室　　　　大
三部野

聖寺

　妙
新居部

覚寺東二　　　　七
上津宅

仏薬師院大慈院

　長
ツケ

福寺　　　　　　良
トク井ノ

福寺

　長
福田

楽寺大
トモノヲ

慈院　　　阿
トモノヲ

弥陀寺三室

　報恩寺順性房　　　無量寿福寺

　地蔵堂　　　　　　不動寺

　　　　（中略）

  明徳二年九月廿八日書改之了

  惣合二百十八箇寺　文亀三年壬戌五月日　交合了

  

　『西大寺諸国末寺帳』は、鎌倉時代中後期に活躍

した叡尊が拠点とした律宗寺院である。伊賀国では

12 ヶ寺が記載されている。ただしこの史料は、明徳

２(1391) 年に「書改」され、最終的に「交合」され

たのが文亀３（1503）年である。そのため、元々記

された寺々が明徳２年を数十年遡る可能性がある一

方、文亀３年までの間に書き足された寺々も存在す

る可能性は考えなければならない。とくに、不動寺

は末尾に記載されており、明徳２年以降に書き足さ

れた可能性や、そもそもこの史料に見える不動寺が

沖地区にある不動寺と見なせるかどうかも検討する

必要がある。実際、『西大寺諸国末寺帳』に見られる

乏しい記載から、当史料に見える「不動寺」を沖地

区に現存する不動寺と結びつけるのには慎重な意見

もある。

　これに関しては、沖地区で今回新たに確認した石塔

台座に注目したい。この石塔台座（写真 14）は、沖

地区の集落内にある（第 35 図）。道の傍らに置かれ、

装飾性に乏しいことからこれまでその存在すら認識

されていなかったものである。しかし、この台座は

側面を意図的に無装飾とした「繰形座」と呼ばれる

もので、本来は宝篋印塔や五輪塔の台座として用い

られるものである。とくに律宗では、大型五輪塔の

台座として繰形座は多用されている。

　沖地区の繰形座は、形態の特徴から遅くとも 14 世

紀後半代以前のものであることは間違いない。ちな

みに、伊賀国での繰形座は、この沖地区事例がはじ

めての確認となる。

　また、第Ⅶ章で見たように、不動寺近隣からは中

世の瓦類が出土している。瓦類は、形態や技法の特

徴から 15 世紀以前のものである。さらに、不動寺境

内には 14 世紀代と見られる宝篋印塔基礎や層塔など

があり、遅くとも 14 世紀代には寺院としての体裁を

整えていたと考えられる。

　以上の状況から、『西大寺諸国末寺帳』記載の不動

寺は沖地区の不動寺そのものと判断して妥当と考え

られる。そして繰形座の存在から、少なくとも 14 世

紀代の沖地区は地域全体として律宗と密接に関連し

ていた可能性を考えることができる。

沖打越中世墓の意義　以上を踏まえれば、沖打越中世

墓の成立期には、律宗の多大な関与があったと見ら

れる。しかし、叡尊を中心とする律宗の活動は、お

およそ 13 世紀後葉以降に活発化する (22)。沖打越中世

墓の開始時期は、微妙ではあるがこれよりもやや先

行する可能性が高い。つまり、西大寺末寺として不

動寺が活動をはじめる直前に沖打越中世墓の造営が

はじまっていると考えられる。

　なお、成立後の中世墓がどのような意識の下で継

続したのかは不明と言わざるを得ない。律宗の継続

的関与も勿論考えられるが、15 世紀代以降に関して

はそれを示す確証はない。

　しかし、13 世紀後葉頃に成立し、16 世紀代に終焉

を迎える沖打越中世墓は、中世墓の典型的な盛衰を

示しているといえる。最も重要なのは、比較的長期

に亘るものでありながら、その規模から基本的には

１家族程度の継続墓地と見なされることと、荼毘の

場と火葬骨埋納地が一定エリアにまとまるという点

写真 14　沖地区の繰形座
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にある。つまり沖打越中世墓は、中世の一家族＜造

墓可能という点では一定程度の富裕層＞が示す中世

の造墓形態を典型的に示す事例として評価できるの

である。　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤）

３　総括〜丘陵遺跡の発掘調査について〜

　沖打越１号墳・沖打越中世墓は、沖地区、ひいて

は伊賀盆地南部を眺望できる絶好の立地である。今

回の調査は、当初は中世墓のみを認識して実施した

のだが、その下部から新たに古墳が発見されたこと

により、２ヶ年にわたる調査となった。

　２つの遺跡は、いずれも眺望がよいという点で一

致する。つまり時代こそ違え、眺望の善し悪しが遺

跡の存在意味として大きいことを示している。

　最後に、当遺跡の調査によって明らかとなった、遺

跡の認識と調査に関する課題を記す。調査前の状況か

らは、中世墓としての当遺跡はさておき、古墳とい

う認識はかなり困難であった。調査の結果、古墳築

造後にかなりの流出土のあったことが判明した。こ

れが調査以前に古墳と認識できなかった理由である。

　当遺跡には、たまたま中世墓があったため、その調

査進展で下部の古墳を認識することができたが、もし

も中世墓が無ければ、古墳の存在は認識されず、自

然地形として調査対象から外れていた可能性は高い。

その意味で周辺を見渡すと、外形から古墳とは断定

しにくいが、かといってその可能性をも捨て去るこ

とまではできないような微妙な場所が点在している。

　現在の文化財保護行政では、周知の埋蔵文化財包蔵

地ではないところを（原因者負担を前提として）行

政的に発掘調査するのはかなり困難である。そのた

め、掘ってみなければ分からないような、古墳かど

うか微妙な場所への対処はどうしても不充分となる。

目視で確定できない遺跡に対しても遺漏のない文化

財保護を進めるためにはどうすればよいのか、未だ

良好な解決策は無いが、当遺跡のあり方は、その課

題を明確にしたという点からも意義付けておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤）
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写真図版

1 号墳全景（東から）
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写真図版 1
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写真図版 2
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写真図版 3
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写真図版 4
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写真図版 5
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埋葬施設１木棺痕跡検出状況（西端部、南から）

埋葬施設２木棺痕跡検出状況（西から）
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東周溝全景（東から）

東周溝全景（北から） 東周溝遺物出土状況（西から）

東周溝遺物と土層（北から　右側が墳丘） 東周溝土層と遺物出土状況（西から）

写真図版 6
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Ｅ区東壁土層（北端部、西から） Ｈ区全景（西から）

Ｇ区全景（北東から） Ｉ区全景（西から）

写真図版 7

調
査
区
土
層
・
範
囲
確
認
調
査
坑

Ｅ区東壁土層（北部、西から）



− 103 −

写真図版 8
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写真図版 13
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ＳＸ 19 〜 23（西から）
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写真図版 15
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焼土坑ＳＦ 15（東から）
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水輪出土状況（西から） 焼土坑ＳＦ 27（南から）
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写真図版 19
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