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序 

本県には、私達の祖先が豊かな自然環境と長い歴史の中で創造し、伝えてき

た貴重な文化遺産が数多く存在しています。この遺産を保護・保存するととも

に新たな文化創造の基礎とすることが、現代の私達の重要な責務でもあります｡ 

全国新幹線鉄道整備法に基づき、建設が急ピッチで進められた東北新幹線は､

いま開業にむけて最終工事が行なわれています。ルートは仙台平野を南北に縦

貫し、建設事業に関連した遺跡は28遺跡を数えました。これらの遺跡は、日本

国有鉄道仙台新幹線工事局からの委託を受けて、宮城県教育委員会が発掘調査

を実施し、終了後は引続いて遺物整理・報告書の刊行をしてまいりました。 

東北新幹線関係遺跡調査報告書は、これまでに第１集から第４集までを刊行い

たしました。本報告書は、最終の第５集として「清水遺跡・留沼遺跡 (第三次)･

日向前横穴古墳」の３遺跡を調査し、その成果をとりまとめたものであります。 

本書を刊行するに当たり、調査以来長い期間にわたって御協力をいただきまし

た関係各位に対し、心から感謝の意を表しますとともに、本書が社会教育や学術

研究の場に大きく役立つことを切に念願いたします。 

昭和 56 年３月  

宮 城 県 教 育 委 員 会  

教 育 長  北 村  潮 



 

例    言 

１. 本書は東北新幹線関係遺跡の発掘調査報告書第５分冊として３遺跡について作成したもの

である。 

２. 遺跡の記載は南から順に行なった。 

３. 発掘調査は宮城県文化財保護課が担当し、関係各市町村教育委員会・各学校職員・学生補

助員の協力をいただいた。 

４. 調査および整理において、次の方々および機関から多くの指導・助言を賜わった。 

橋本 澄郎氏(栃木県教育委員会文化課)     堀部 昭夫氏(千葉県文化財センター) 

岩渕 一夫氏(     〃     )     佐久間 豊氏(千葉県教育庁文化課) 

井上 唯雄氏(群馬県埋蔵文化財センター)    村田六郎太氏(千葉市上ノ台遺跡調査会) 

小川 良祐氏(埼玉県立さいたま資料館)     高根 信和氏(茨城県教育財団) 

金子 真土氏(     〃     )     鴇志田篤二氏(勝田市教育委員会) 

梅沢太久夫氏(埼玉県立歴史資料館)       河野 喜映氏(神奈川県教育庁文化財保護課) 

石岡 憲雄氏(     〃     )     滝沢  売氏(調布市教育委員会) 

松本 秀明氏(東北大学大学院)         平川  南氏(宮城県多賀城跡調査研究所) 

桑原 滋郎氏(宮城県多賀城跡調査研究所)    高倉 敏明氏(多賀城市教育委員会) 

木村 浩二氏(仙台市教育委員会) 

東北歴史資料館                宮城県多賀城跡調査研究所 

５. 石製品の材質同定は東北大学助教授蟹沢聡史氏にお願いした。 

６. 各遺跡報文中、土色は ｢新版標準土色帳｣(小山・竹原：1973) を利用した。 

７. 各遺跡報文中、建設省国土地理院発行の地形図・空中写真を使用したものは図中に示した｡ 

８. 整理・報告書の作成は、発掘調査時の調査員および現文化財保護課員の協議を得て行なった。 

各遺跡の整理・執筆担当者は次の通りである。 

清水遺跡………………丹羽 茂・小野寺祥一郎・阿部博志 

留沼遺跡………………土岐山武 

日向前横穴古墳………早坂春一(現仙台市教育委員会) 

９. 清水遺跡の報告書中に付編として次のものを収録した。 

安田喜憲「清水遺跡周辺の古環境」 

粉川昭平「清水遺跡井戸跡出土の植物遺存体」 

10. 各遺跡については、すでに現地説明会資料・調査略報などにその内容の一部が紹介されて

いるものがあるが、本書の記載内容がそれらに優先するものである。 

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

今後東北歴史資料館において保存・公開の予定である。 
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調査に至る経過 

東北新幹線の建設事業は、昭和46年10月に予定路線の発表があった。 

宮城県教育委員会では､｢日本国有鉄道の建設事業等工事施行に伴う埋蔵文化

財包蔵地の取扱いに関する覚書｣ に基づき、新幹線建設計画予定路線の遺跡の

分布調査を計画し、関係市町村教育委員会の協力を得て、昭和47年３月までの

間に調査を終了した。 

その結果、路線敷内に含まれ事前調査が必要とみなした遺跡は30遺跡を数え

たが、その後実質関わりのない４遺跡を除外し、代って新発見の２遺跡を追加､

最終的には28遺跡を発掘調査の対象とした。 

昭和47年度に入り、日本国有鉄道から発掘調査促進の要望があり、５月に基

本事項の協議を行ない、７月に発掘調査の委託契約を結んだ。 

こうして発掘調査は昭和47年８月から開始し、昭和54年５月栗原郡高清水町

の観音沢遺跡第３次調査をもって、路線敷内の関係遺跡の全遺跡について終了

した。その後、東北新幹線関連事業で若干の遺跡の調査が追加されたが、これ

らもすべて完了した。 

遺物整理については、昭和53年度から昭和55年度までの３年間で行なう計画

で実施したが本報告書が５冊目で東北新幹線関係遺跡調査報告書の最終分冊で

ある。 
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調 査 要 項  

遺 跡 名：清水遺跡 

宮城県遺跡地名表登録番号：１２０５７ 

所 在 地：名取市田高字清水 

遺跡記号：ＢＵ 

調査対象面積：約9,600㎡ 

発掘面積：約8,300㎡ 

調査期間：第１次調査 昭和49年11月28日～昭和50年３月30日 

第２次調査 昭和50年４月７日～昭和50年11月28日 

第３次調査 昭和51年５月２日～昭和51年12月17日 

第４次調査 昭和53年９月28日～昭和53年11月27日 

調 査 員：宮城県教育庁文化財保護課 高橋多吉・早坂春一・平沢英二郎・佐々木安彦・斎藤 

吉弘・小井川和夫・加藤道男・丹羽 茂・高橋守克・千葉宗久・真山 悟・熊谷幹 

男・中島 直・清野俊太朗・遊佐五郎・佐藤好一・阿部博志・森 貢喜・太田昭夫・ 

手塚 均 

協力・参加者：新庄屋元晴（村田町立村田中学校教諭） 

佐藤  隆（川崎町立川崎中学校教諭） 
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－清水遺跡－ 

 

Ⅰ．位置と環境 

位置と地形環境 

位置：清水遺跡は、宮城県名取市田高字清水に所在する。名取市は県庁所在地である仙台市

の南側に隣接する農村都市であるが、次第にベッド・タウン化しつつある。清水遺跡の位置は

県庁の南方約9.5km、名取市役所の北々西約2.0kmの地点である。 

地形の概要：清水遺跡の位置する宮城県中央部の地形を概観すると、奥羽山地、青葉山・高

館丘陵、丘陵縁辺の台地・段丘、宮城野・名取平野からなり、北側が東西に延びる富谷・松島

丘陵、南側は北に突き出した阿武隈山地とその山麓の角田丘陵によって画され、さらに東側は

広大な太平洋に面している。 

この地帯の奥羽山地は面白山・高倉山・神室山などからなる標高1000m前後の面白山地であ

る。面白山地の東麓には、東側の平野部に向って標高100～500m前後の七北田・青葉山・高館

の丘陵群が樹枝状にのびている。これらの丘陵を開析して七北田川・名取川・阿武隈川が東流

し、その中流域に愛子・川崎・白石・角田等の盆地と流域段丘群を発達させ、下流域に宮城

野・名取・亘理の平野を形成し、太平洋に注いでいる。 

名取川流域の地形：次に、名取川流域の地形について、下流域を中心として少し詳しく述べ

たい。名取川は、青葉山丘陵と高館丘陵を開析しながら東流し、丘陵東部において、七北田丘

陵と青葉山丘陵を開析して東流してきた広瀬川と合流し、太平洋に注いでいる。この地帯の地

形は、青葉山丘陵・高館丘陵の丘陵群、広瀬川・名取川流域に発達した広瀬川台地等の段丘群､

高館丘陵の東縁辺に発達した愛島小丘陵等の段丘群、これらの丘陵・段丘群と太平洋の間に形

成された宮城野平野・名取平野等の沖積平野からなる。なお、この中で青葉山丘陵は、東部に

おいて、洪積層（青葉山礫層）の発達がみられ、段丘となっている。 

名取川・広瀬川流域の宮城野平野・名取平野の地形については、最近安田喜憲氏(安田喜憲：

1978.3)、中田高氏（西村・中田他：1980．11）、松本秀明氏（松本秀明：1981.2）等の研究

がある。第４図は中田、松本氏の地形分類図を編集して作成したものである。第４図に基づい

て、名取川下流域の沖積平野について検討してみたい。宮城野平野は七北田川と名取川、名取

平野は名取川と阿武隈川の間に形成された沖積平野を指す呼称であるが、それらの沖積平野の

中央部には低湿地状の後背湿地が深く入り込み、それぞれを北部と南部にわけている。ここで

は、このような低湿地によって囲まれた宮城野平野の南部と名取平野の北部について検討を加

える。この地帯の地形は、扇状地状の沖積錐・自然堤防・旧河道・後背湿地・浜堤からなる。 

扇状地状の沖積錐は名取川と増田川が丘陵の峡谷部から平野部に出た部分に顕著に発達して 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

いる。すなわち名取市高館の岩口南・舞台と北畑周辺である。 

自然堤防は名取川・広瀬川の両側に顕著に発達し、その中に旧河道・後背湿地が複雑に入り

込んでいる。この自然堤防と後背湿地のあり方を河川ごとに整理すると次のようになる。 

Ⅰ：広瀬川流域の自然堤防（左岸：仙台市南小泉･若林周辺、右岸：仙台市根岸・郡山周辺） 

Ⅱ：名取川流域の自然堤防（左岸：仙台市富田・大野田・日辺・種次周辺、右岸：仙台市柳

生・中田・袋原・四郎丸周辺） 

Ⅲ：増田川流域北部の自然堤防（名取市田高・手倉田・増田周辺） 

これら、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの自然堤防地帯の間にもいくつかの自然堤防がみられるが、いずれも小

規模なものである。なお、これらの自然堤防の中で、安田氏は名取川左岸の仙台市富田、右岸

の柳生周辺、広瀬川左岸の若林、右岸の根岸周辺まで扇状地に含め、その下流域に形成された

ものを自然堤防としている(付篇参照)。 

旧河道は、現在連続した窪地として確認されるもので、広瀬川・名取川・増田川流域に網目状

に観察される。このような旧河道は、規模の大きい本流的なものと、小規模で派川的もしくは

一時的なものとが想定されるが、現段階では両者の区別は難しい。しかし、規模・連続性・自

然堤防との関連から考えると、増田川の北部に確認される旧河道は本流的なものと推定される｡

ただ、これが名取川本流の旧河道であったか、増田川の旧河道であったかはよくわからない｡ 

後背湿地にはシルトからなる半湿状部分（後背湿地Ⅰ）と泥炭などからなる低湿部分（後背

湿地Ⅱ）に細分される。安田氏は、これらを氾濫原・三角洲・潟湖性低地・泥炭地に細分して

いる。第４図の半湿部分と氾濫原、低湿部分と三角洲・潟湖性低地・泥炭地がほぼ対応するも

のと推定されるが、安田氏の図面は小縮尺のものなので、具体的な相互の関係はよくわからな

い。 

後背湿地Ⅰは各々の自然堤防間に広汎に分布している。後背湿地Ⅱは、小規模なものが広瀬

川・名取川にはさまれた部分の自然堤防の背後（仙台市富沢泉崎浦周辺）、名取川と増田川北

部旧河道にはさまれた部分の自然堤防の背後（仙台市中田悪土周辺）に見られるだけで、大規

模なものはⅠ～Ⅲの自然堤防間にはみられない。大規模な後背湿地Ⅱは、Ⅰ～Ⅲの自然堤防と

後背湿地Ⅰのさらに外側に分布しており、既に述べたように宮城野平野・名取平野をそれぞれ

南北に二分している。これらは、安田氏が指摘するように、河川の後背湿地というよりは、三

角洲性・潟湖性低地として分類するのが妥当かもしれない。 

浜堤は三列みられ、それぞれ中粒（粒径0.125mm前後のものが多い）の海浜砂からなり、各

浜堤に大きな違いはない。最奥の浜堤は､名取川左岸では仙台市赤沼・四ツ谷・神屋敷・藤田

新田・下飯田と点々とみられ、右岸では、名取市増田・飯野坂（愛島小丘陵東縁辺の裾部）に

連続して分布している。二列目の浜堤は、名取川左岸では仙台市笹屋敷・長屋敷に、右岸では 
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－清水遺跡－ 

名取市牛野・杉ケ袋に確認され、現在の海岸線とほぼ平行に分布している。三列目の浜堤は、

名取川左岸では仙台市新浜・荒浜・井土・中野・藤塚、右岸では閖上・広浦・北釜・相釜など

にみられ、現在形成中の浜堤と一体となっている。 

以上、名取川下流域の沖積平野を沖積錐・自然堤防・旧河道・後背湿地・浜堤の順に述べた｡

その結果を整理すると次のようになる。 

１. 名取川下流域の沖積平野は、広瀬川・名取川・増田川北部旧河道の流域に形成された自

然堤防（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）・後背湿地（Ⅰが主体）・旧河道からなり、その両側には現在の海岸線

と平行に近い浜堤が三列みられる。 

２. これらの自然堤防・旧河道・後背湿地をとり囲むように低湿状の低湿地Ⅱが深く入り込

んでいる。この低湿地Ⅱによって囲まれた自然堤防が顕著に発達した地域の規模は南北10km・

東西11km・面積約100㎢と極めて広大である。 

３. 低湿地Ⅰは河川による後背湿地で、半湿状のものと考えられる。低湿地Ⅱは低湿状のも

ので、一部に河川による小規模なものもみられるが、大部分は浜堤背後の後背湿地で、三角洲

性・潟湖性低地と考えられる。なお、このような自然堤防地帯の形成要因については、安田喜

憲氏が既に河川流域の特性、供給される土砂礫の特性を七北田川・名取川・阿武隈川流域と比

較しつつ海水準変動に伴う海域の拡大・縮小の問題と併せて詳しく述べている。安田氏によれ

ば、名取川流域では土砂礫の供給が海水準の上昇速度を上回り、海進期にあっても海岸線の浸

入がみられず、早くから陸地化が進んだことを示している。海水準の高さについては見解の相

違がみられるが、このような地形形成要因に対する考え方は松本秀明氏にも示されている。 

清水遺跡の地形環境：清水遺跡は以上で述べた名取川下流域の地形環境にあって、増田川北

部旧河道両岸の自然堤防上（標高8.9～9.1m）に立地し、周囲の後背湿地との比高は約１mで

ある。したがって、清水遺跡は中央部（現水田）にみられる旧河道によって南北に分断されて

いる。また、遺跡の北端部分にも旧河道がみられる。これらの旧河道の形成時期については、

発掘調査の成果に基づいて後述するが、結論だけを指摘しておきたい。 

１. 遺跡中央部の旧河道は古墳時代前期以前に存在し、古墳時代前期から埋り始め、後期に

ほぼ埋り切った状態になった。 

２. 遺跡北端の旧河道は、古代の全期間を通じて存在した可能性がある。 

このように清水遺跡は自然堤防上に立地するという点で大きな変化はないが、旧河川の存在

と流路変遷に伴う旧河川の埋没＝陸地化という点で、微妙な変化を示している。 
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歴史的環境 

清水遺跡周辺の地形環境は既に述べたように、高館山丘陵・丘陵縁辺の段丘・名取川流域の

段丘・自然堤防群・後背湿地・浜堤・浜堤背後の低湿地からなる。この地域は宮城県内でも最

も遺跡の多いところとして知られている。また、これらの遺跡群は名取川下流域の地形環境の

形成過程と密接なかかわりをもちながら、豊かな歴史的環境をつくりあげている。清水遺跡を

理解するにあたって、その歴史的環境を検討してみたい。 

旧石器時代：名取川下流域の遺跡群で、最も時代の古いものは、名取川左岸段丘上の山田上

ノ台遺跡、愛島小丘陵上の西野田遺跡である。山田上ノ台遺跡では前期旧石器と後期旧石器が

層位的に出土し、注目をあつめた（仙台市教委：1980）。また、西野田遺跡では後期旧石器が

発見され（丹羽・柳田・阿部：1974）、この地域の段丘で旧石器時代から人類の活動があっ

たものと考えられる。 

縄文時代：縄文時代前期になると、愛島小丘陵上に貝塚や大規模な集落跡が形成されるよう

になる。すなわち、愛島小丘陵の南縁には早期末から前期に形成された宇賀崎貝塚（阿部恵：

1980）があり、愛島小丘陵の北部には、縄文時代前期の集落跡として著名な今熊野遺跡（宮教

委：1977）がある。なお、宇賀崎貝塚は、海岸線が縄文時代早期末に最も奥深く浸入し、前期

中葉以降後退したことを貝塚の構成貝によって示している。 

縄文時代中期になると、段丘だけでなく、沖積地にも遺跡が形成されるようになる。仙台市

六反田遺跡は名取川左岸の自然堤防上に立地する遺跡であるが、地表下約２m の所から縄文時

代中期中葉の竪穴住居跡が検出された (仙台市教委：1979)。この地帯は名取川と笊川にはさ

まれており、自然堤防の形成が早かったものと考えられる。この他、縄文時代の遺跡の進出が

みられるのは名取市高館北畑周辺の扇状地状沖積錐である。この地帯は旧名取川・増田川が峡

谷部から平野部に出た部分で､沖積地の形成が最も早かったところである。真坂・川上・鹿野東

などの遺跡が密集している。 

弥生時代：弥生時代になると、遺跡の立地に新たな展開がみられる。愛島小丘陵や高館北畑

の沖積錐上には、縄文時代からひき続き弥生時代の遺跡が広汎に分布するようになる。著名な

ものとしては十三塚遺跡をあげることができる。十三塚遺跡は弥生時代後期十三塚式の標式遺

跡でもあるが、最近の発掘調査で竪穴住居跡や墓と推定される遺構も発見されている (名取市

教委：1977～1980)｡この他、弥生時代の遺跡の特徴は､名取川下流域の自然堤防と浜堤への進出

が本格的に開始されることである。広瀬川左岸では南小泉遺跡(伊東信雄：1950)･今泉遺跡(仙

台市教委：1980) 、右岸では西台畑遺跡 (伊藤玄三：1958)、名取川左岸では船渡前遺跡(宮教

委：1973) 、右岸では安久東遺跡（土岐山武：1980）などが自然堤防上に点々と発見されて

いる。自然堤防で最も進出が著しいのは増田川北部旧河道流域の自然堤防で、高畑・清水・上 
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余田・下余田などの遺跡が連なって分布している。このように弥生時代の遺跡の立地する所で

は自然堤防の形成が比較的早く進み、次第に地盤が安定したものとなっていったと考えられ

る。浜堤上の遺跡には仙台市藤田新田遺跡がみられるが、この段階では未だ最奥部の浜堤に限

られている。 

古墳時代：古墳時代になると弥生時代における遺跡分布のあり方が定着し､さらに進展する｡

すなわち、弥生時代における自然堤防への進出は、形成の比較的早かった地帯に限られていた

が、古墳時代になると、小規模な自然堤防への進出もみられるようになる。この傾向は浜堤に

おいても同様で、最奥部の浜堤だけでなく、名取市杉ケ袋周辺の第２の浜堤にも遺跡が分布す

る。自然堤防・浜堤の陸地化が進み、この時期には浜堤背後の低湿地を除き、全般的にかなり

安定した状態になったものと推定される。 

この時代については地形環境の変化の他に重大な歴史的変化が生じている。すなわち、台

地、自然堤防上に方形周溝墓がつくられ、さらに大規模な古墳も築造されるようになる。名取

市今熊野遺跡では方形周溝墓が９基確認され(宮教委：1977)、仙台市安久東遺跡では前方後方

形の周溝墓が発掘されている｡(土岐山武：1980)｡また､愛島小丘陵縁辺には初期の古墳とみられ

る宇賀崎１号墳(方墳)･雷神山古墳(前方後円墳)･小塚古墳(円墳)･飯野坂古墳群(前方後方墳)

が、名取平野を見渡せる所に築かれている｡また､同じころ広瀬川左岸の自然堤防上には遠見塚

古墳（前方後円墳）が築かれている。このような､古墳時代前期から中期にかけての古墳の築造

は権力の集中を示す画期的な出来事であったと考えられる｡また､これらの古墳群は､東北地方

では最大規模のものである。すなわち、雷神山古墳は東北地方で第１位、遠見塚古墳は第３位

の規模を有している。このような大規模な土木工事をなし得た理由として、権力の集中ととも

に、この名取川下流域が広大な愛島小丘陵と自然堤防群・浜堤群を基盤として優れた農業生産

力を維持していたことが大きな要因の一つであったと推定される。 

この地域は古墳時代中・後期になっても古墳の築造が続けられており､このような古墳群の集

中地帯は東北地方では少ない。 

古墳時代終末期：古墳時代終末期から奈良時代になると、高塚古墳は小規模化し、丘陵斜面

に築かれる横穴古墳が盛行する。青葉山丘陵東麓には宗禅寺横穴古墳群 (仙台市教委：1976)、

高館山丘陵東麓には熊野堂横穴古墳群などが築造される。遺跡の大部分を占める集落跡は、古

墳時代と同様に、段丘・自然堤防群・浜堤群に広汎な分布を示し、それは平安時代まで継承さ

れる。しかし、このような段丘・自然堤防群を囲むようにみられる浜堤背後の低湿地には遺跡

の分布がみられず、地形環境が居住条件として大きな影響をもっていたものと考えられる。 

この頃、名取川下流域は新しい歴史的変化をむかえる。仙台市郡山遺跡は広瀬川と名取川に

はさまれた地帯の自然堤防上に立地している。四至に方四丁の柵木をめぐらした官衙遺跡で、 
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その創建は多賀城創建以前のものと推定されている (仙台市教委：1980)。郡山遺跡は名取郡

にあって、この地域に今までなかったまったく新しい技術による施設の造営であり、それが国

家的施設の官衙であるという点で、国家権力による統治機構の中に明確な形で組みこまれたこ

とを示している。また、多賀城創建以前にこの地域に官衙が造営されたことは、名取川下流域

が、政治的に重要な地域であったためと考えられる。 

奈良・平安時代：奈良時代から平安時代にかけては最も集落の増加した時期と考えられる。

清水遺跡では、最も住居跡の多い時期にあたる。また、仙台市安久遺跡においても数多くの住

居跡が発見されている(仙台市：1976)。さらに、この地域の段丘・自然堤防群・浜堤ではこの

時期の遺物が発見されることが非常に多い。しかし、古墳や官衙などのように政治権力の存在

を強く示す遺跡はみられなくなる。それにかわるかのように、広瀬川左岸段丘には陸奥国分寺､

愛島小丘陵上には笠島廃寺などが建立される。陸奥国分寺は四至に築地をめぐらし、その中に

南大門･中門･金堂･講堂・七重塔・僧坊を配した大規模な寺院である｡これに対し､笠島廃寺は

小丘陵尾根上に土壇状の遺構が残っており瓦が出土していることから寺院跡と推定されている

が、その構造は未だ明らかにされていない。立地の点から、小規模な寺院跡ではないかと推定

される。しかし、この時期の寺院跡は宮城県内では官衙と関連する場合にほぼ限られており、

このような笠島廃寺の存在は特異なもので、名取川下流域の歴史的伝統をおいては考えられな

い。 

以上、清水遺跡周辺の歴史的環境について概観した。その特徴について､整理しておきたい｡ 

１、この地域は名取川下流域にあって、段丘・自然堤防群・浜堤群･後背湿地などからなる｡遺

跡は縄文時代から古代に移行するに従って段丘から沖積地への進出がみられる。 

２、沖積地への最初の進出は縄文時代中期で、弥生時代から古墳時代にかけて本格化し、平安

時代には自然堤防群・浜堤群のほぼ全域におよぶようになる。 

３、古墳時代に大規模な古墳群が築造され、その終末期から奈良時代には､多賀城創建以前にさ

かのぼる郡山遺跡（官衙遺跡）が造営される。奈良時代から平安時代にかけて、集落跡は最も

増加し、陸奥国分寺や笠島廃寺などが建立された。 
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Ⅱ．調査の方法 

１．調査区の設定 

清水遺跡は非常に広い遺跡である。この中を､ＧＮ－22～24°－Ｅの方向で、東北新幹線路線敷

が貫いている。調査区は幅 16m、長さ 600mで北々東から南々西の方向に延びた細長い形にな

っている｡調査にあたって､この細長い調査区に対して一貫した基準線を設定することができな

かったため、便宜上大きく二つの地区にわけ、それぞれ独立した基準線を設けることにした。

調査区を地形上から見ると南・北側の自然堤防とその間に狭まれた低湿地帯からなる。今回は

南側自然堤防と低湿地を第Ⅰ区、北側自然堤防を第Ⅱ区とした。 

第Ⅰ区はＳＴＡ314k＋480m とＳＴＡ314k＋420m を原点として、両者を結ぶ線を基準線と

した。ただし、グリッドについては、この基準線を東側へ２m 平行移動した線（グリッド基準

線）を用いて３m 単位のものを設定した｡グリッドの名称は､グリッド基準線を境にして東側をＣ

区、西側をＤ区とした。また、グリッド基準線に直交してＳＴＡ314k＋480mを通る線を境にし

て北側を170区､南側を171区とした。 

第Ⅱ区はＳＴＡ314k＋900mとＳＴＡ314k＋860mを原点として両者を結ぶ線を基準線とした。

第Ⅱ区の場合も第Ⅰ区と同様に、この基準線から東側へ２m 平行移動した線をグリッド基準線

とし、３m 単位のグリッドを設定した。グリッドの名称は、グリッド基準線を境にして東側を

Ｃ区、西側をＤ区とした。また、グリッド基準線に直交してＳＴＡ314k＋860mを通る線を境に

して、北側を50区、南側を51区とした。 

なお、第四次調査を実施した第Ⅱ区南端部分は、基準杭が失なわれてしまったので、やむを

得ず第Ⅰ区の基準杭を使用した。 

２．実測図の作成 

発掘調査の進展に伴い、それぞれに応じた実測図（平面図・断面図）を作成した。平面図は

遣り方測量による・平面図を基本にしたが、一部の溝等の遺構については1/40平板測量図とした。

この他、第31号土壙（井戸跡）などのように、細部の表現が必要な場合には、特に1/10側面図を

作成した。断面図は基本層位・竪穴住居跡・土壙・溝等の層位を示すために1/20図を作成した。 

次に、遣り方測量における基準線について述べておきたい。この遣り方基準線は平板測量の

基準線も兼ねており、断面図の位置も示すものである。 

第Ⅰ区の遣り方基準線はグリッド設定の基準線と同じものを用いた。すなわち、グリッド基

準線をＥ・Ｗ－０とし、それに直交してＳＴＡ314k＋480mを通る線をＮ・Ｓ－０とした。 
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第Ⅱ区はＳＴＡ314k＋860m とＳＴＡ314k＋800m を結んだ線を遣り方基準線とした。この遣り

方基準線をＥ・Ｗ－０とし、それと直交してＳＴＡ314k＋860m を通る線をＮ・Ｓ－０とした｡た

だし、第四次調査を実施した第Ⅱ区南端は､既に述べたような事情から、第Ⅰ区の基準線を利用

し、第Ⅰ区のＮ－177をＮ－０、Ｅ・Ｗ－0をＥ－6と改名して使用した。 

なお、遣り方基準線と座標北との関係は、第Ⅰ区がＧＮ－24°－Ｅ､第Ⅱ区がＧＮ－22°－Ｅである｡ 

３．調査の経過 

発掘調査を開始したのは昭和49年11月28日であったが、終了したのは昭和53年11月27日であ

る。この間４年の年月を費し四次にわたる調査を実施した。 

第１次調査：昭和49年11月28日～50年３月30日 発掘面積1,368㎡ 

第Ⅱ区を中心として遺構確認の調査を実施し、竪穴住居跡５軒・土壙１基・溝９条を検出し

た。第Ⅰ区については、遺構確認面まで粗掘りを行なったが､遺構を検出するに至らなかった｡ 

第２次調査：昭和50年４月７日～11月28日 発掘面積3,500㎡ 

第２次調査は本格的な遺構の発掘調査を第Ⅰ区北側と第Ⅱ区に対して開始した。第Ⅰ区北

側部分では竪穴住居跡19軒・溝３条・土壙３基が検出された。竪穴住居跡の大部分は平安時代

のものであったが、一部に奈良時代のものもみられた。第Ⅱ区では、南側部分を中心として一

部北側部分の調査を行なった。竪穴住居跡27軒・溝30数条・井戸跡１基・土壙11基を検出した｡

竪穴住居跡は古墳時代前・後期のものも数軒みられたが、平安時代のものが多い。 

第３次調査：昭和51年５月２日～12月17日 発掘面積2,400㎡ 

第３次調査は第Ⅰ区南側と第Ⅱ区北側に対して実施した。第Ⅰ区南側では竪穴住居跡5軒・

井戸跡１基・土壙９基・溝多数を検出した。竪穴住居跡は奈良・平安時代のものである。井戸

跡は方形に板材を組みあげた井戸枠が残っていた。中からは、平安時代の土器とともに竹笛・

木製独楽・各種木器・曲物容器などが出土した｡第Ⅱ区北側では竪穴住居跡35軒・井戸跡１基･

土壙４基・溝多数が検出された。竪穴住居跡の密集が著しく、多いところでは25軒が一群と

なっていた。これらの竪穴住居跡は古墳時代後期から平安時代まで連続している。 

第４次調査：昭和53年８月28日～11月27日 発掘面積2,300㎡ 

第４次調査は第Ⅰ区北側低湿地と第Ⅱ区南端に対して実施した。第Ⅰ区北側低湿地では南端

部分で削平された竪穴住居跡１軒と溝数条を検出した。第Ⅱ区南端では竪穴住居跡３軒・溝数

条と良好な遺物包含層が発見された。竪穴住居跡は古墳時代後期から奈良時代のものである。

遺物包含層からは良好な保存状態で、古墳時代の土器（塩釜式・栗囲式）が出土した。 

以上、４次にわたる調査で、竪穴住居跡90軒・井戸跡４基・多数の土壙・溝が検出された。

遺物は土器・各種土製品・石製品・鉄製品があり､平箱にして約250箱である。 
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Ⅲ．整理の方法 

１．遺構・遺跡に関する記録の整理 

遺構・遺跡に関する記録には、Ⅰ．実測図とその注記・Ⅱ．写真がある。それらの各々につ

いて簡単に述べたい。 

Ⅰ．実測図とその注記 

実測図：実測図には、遺構配置図 (1/200)･遺構平面図（
1/10･

1/20･
1/40）・遺構内堆積層断面図

（1/20）・遺跡基本層位断面図（
1/20）がある。遺構平面図の大部分は遣り方測量による

1/20図であ

る。これらは第１・２・３次調査分についてはⅠ区とⅡ区にわけ、それぞれに通し番号を付し

た。第４次調査分については単独で通し番号を付した。また、同じ地区で複数の図面を作成し

てある場合は番号の後にアルファベットを付した。 

第１～３次調査 

第Ⅰ区：№１～39 

第Ⅱ区：№１～79 

第４次調査 

№０～14 

平板測量で作成した遺構平面図は一括した。また、遺構配置図 (1/200)には遺構の他に、遣り

方測量の水糸配図、発掘のグリッド配図も書きこんであり、遺構平面図の（1/20）の台帳も兼ね

ている。 

遺構断面図は、遺構の種類（住居跡・土壙・溝）ごとにまとめ、遺構番号の若い順に整理し

た。遺跡内堆積層断面図は、北から南の順に整理した。 

注記・遺構カード：遺構および遺跡内堆積層の注記は、遺構の種類（住居跡・土壙・溝）ご

とにまとめ、遺構番号の若い順に整理し、ファイルした。遺構断面図と注記は遺構単位の記録

であるが、遺構平面図は、水糸配り図に基く地区ごとの図画である。したがって、一つの遺構

が複数の図面に分割されて図化されている場合が多い。このことは、遺構を検討する上で極め

て不便である。そこで遺構平面図をコピーし、遺構単位に編集したのが遺構カードである。遺

構カードはパンチカードを利用し、図袋を備えた。パンチカードの表には1/40遺構平面図を貼り

付け遺構名・平面図番号を付してある。図袋には・の平面図と断面図のコピーを入れてある。

野外調査から室内調査に移った段階で実測図・注記などの資料を検討した結果指摘された問題

点を書き込んである。したがって、この遺構カードは、野外調査における原図と報告書として

掲載された印刷図の間をつなぐものである。 

 

 24



－清水遺跡－ 

 
 

 25・26



－清水遺跡－ 

Ⅱ．写真 

記録として撮影した写真には４×５インチ版モノクロ写真・35mm版モノクロ写真・35mm版カ

ラーリバーサル写真（スライド用）がある。これらは次のように使用した。 

遺構全景・遺構群：４×５インチ版モノクロ写真 

調査の経過・遺構細部・遺構全景の補足：135mm版モノクロ・カラーリバーサル写真 

２．遺物の整理 

遺物には人工遺物と植物遺存体がある。人工遺物には土器 (弥生土器・続縄文土器・土師器･

須恵器・赤焼土器) ・陶磁器 (無釉陶器・施釉陶器・青磁・白磁・染付)･硯・瓦・土製品 (土

製模造品･土錘･紡錘車・鞴の羽口)・石製品(打製石器・磨製石器・礫石器・砥石・石製模造品・

紡錘車等) ・金属製品 (武器・農具等)・植物製品（曲物容器・笛・独楽等）などがある。植物

遺存体は大部分が種子である。 

Ⅰ．人工遺物 

人工遺物で主体を占めるのは古代の土器（土師器・須恵器・赤焼土器）で、その他の遺物は

全体量からみればごく僅かである。 

古代の土器（土師器・須恵器・赤焼土器） 

これらの土器は洗浄・記名・接合の終了後、全体の1/4以上残存し復元可能なもの(復元資料)

と破片資料に分類した。復元資料は原則として実測図を作成した。遺構や遺物包含層出土の土

器はすべて実測図を作成したが、表土や層不明のものの中で保存が悪く観察困難なものは一部

除外した。それらは復元可能土器の１割程度である。また破片資料でも、類例が少ないものに

ついては破片実測を行なった。その他の破片資料は観察結果を表としてまとめてある。 

実測図を作成した土器には、遺構単位のPo.№を付して登録した｡遺構の種類に応じて例をあ

げると次の通りである。 

第１号住居跡Po.１・２・３・・・・・・・・ 

第１号土壙Po.１・２・３・・・・・・・・・ 

第１号溝Po.１・２・３・・・・・ 

基本層位第Ⅰ層Po.１・２・３・・・ 

層位不明Po.１・２・３・・・・ 

その他の遺物（植物製品を除く） 

古代の土器以外の遺物は量的に少なかった。土器・陶器・磁器については復元資料・口縁部

資料・特徴のある胴部資料・底部資料について実測図を作成し、その種類ごとに登録した。土

器・陶磁器以外の遺物は、復元可能か否かにかかわらずすべて実測図を作成し、その種類ごと 
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に登録した。種類ごとの例をあげると次の通りである。 

土製品（土製模造品・土錘・紡錘車・鞴の羽口等）：Ｃ.Ｍ.１・２・３・・・ 

石製品（打製石器・磨製石器・礫石器・砥石・石製模造品・紡錘車等）：Ｓ.Ｍ.１・２・３ 

金属製品 (武器・農具等):Ｍ.Ｍ.１・２・３・・・ 

以上は実測図による記録の作成と登録であるが、その他の必要に応じて写真記録も作成した

が、これはすべてではない。 

植物製品 

植物製品には木器・木製独楽・竹製笛・井戸枠板材がある。これらについては、実測図の作

成と、写真撮影を行なった。大部分のものは水漬けの状態で保存してあるが、井戸枠の板材は

元興寺文化財研究所､木製独楽は東北歴史資料館保存科学科に保存処理を依頼した｡その結果、

井戸枠板材は保存処理後歪みが著しく変形してしまった。木製独楽は割れが入ってしまった。

前者は完全な失敗である。後者は原形こそ失っていないが成功例とは言えない。 

Ⅱ．植物遺存体 

植物遺存体はすべて第31号土壙（井戸跡）から出土したものである。遺構の精査と併行して

井戸枠内に堆積した土壌を採取し、洗浄したところ多量の植物遺存体が検出された。 

これらの資料は古代の植生を知る上で貴重なものと考えられたことから、同定と問題点の指

摘を大阪市立大学粉川昭平氏にお願いした。その成果は付篇として本書に収録してある。ここ

では、植物遺存体を多量に含んでいた土壌の採取・洗浄・植物遺存体摘出の方法について述べ

ることにする。 

資料（土壌）の採取 

井戸跡内に堆積している土壌には、井戸が廃棄されてから井戸枠内に堆積したものと、井戸

構築時に井戸掘り方と井戸枠の間に詰めこまれたものとがある。前者は井戸廃絶直後から埋ま

り切るまでの比較的限られた時間幅の中で堆積したものであるが、後者は井戸構築以前の土壌

であり、かなり古い時期の土壌も併せて詰めこまれているため時間幅を限定できない (井戸枠

内堆積土から出土した土師器は表杉ノ入式に限られるが、掘り方埋土からは栗囲式と表杉ノ入式

の土師器が混在していた)。したがって、今回は比較的時間幅を限定できる井戸枠内の堆積土

を資料として採取することにした。 

採取の対象は比較的層の状態が安定している第３層下部から第８層とした。井戸枠の内法が

100×100cm、層の厚さが150cmであるから、計算上の総体積は1,500,000㎤となる｡しかし、調査

時において人工遺物 (土器・木製品など)と花粉分析用資料を別途に採取し、また､汚染した土

壌を廃棄したため、実際に採取した土壌の総量は1,281,600㎤となった｡土壌の採取にあたって

は井戸枠内の堆積層を深さ５cm単位に区切り平箱に収納した。平箱は同じものがそろわなかっ 
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たため､２種類使用した｡それぞれ約23,000㎤・11,000㎤を収納できる大きさのものである。土

壌を収納した平箱には平箱№層位名・深さ（５cm単位）を記入した。なお、同一層位・同一深

さ（５cm単位）が記入された平箱は複数である。 

資料（土壌）の洗浄と植物遺存体の摘出 

資料の洗浄は、当初各々の平箱について3,000㎤を保存用として残し、それらを除いた8,000

～20,000㎤を対象として実施した。使用したメッシュは９・４・２・１・0.5mmである｡この方

法を№１～６の平箱に収納した資料に適用した結果､植物遺存体の種類とその量的比率が 3,000

㎤を越えると安定した状態を示した。また、洗浄する土壌の量が非常に多かったことと､0.5mm

のメッシュで洗浄する段階で費やされる時間が膨大であったため、すべての土壌について９・

４・２・１・0.5mmのメッシュによる洗浄を適用することは困難となった。そこで、以後の資料

（平箱№７～）については、各々の平箱から任意に抽出した3,000㎤を対象に洗浄することに

した。 

植物遺存体の摘出はピンセット・ガーゼを使用して行なった。摘出した植物遺存体は透明な

プラスチックケースにガーゼを敷き、水漬けの状態で収納した。各々にケース№・層位･深さ･

洗浄に使用したメッシュの種類を記入した。なお、洗浄は植物遺存体の摘出を目的にして行な

ったが、この時僅かではあるが動物遺存体（昆虫類が多い）も摘出された。 

植物遺存体の同定対象 

洗浄によって摘出された植物遺存体は極めて膨大な量となった。すべて同定の対象とするの

は時間的に困難なことが予想された。そこで、複数の平箱における同一層位・同一深さ（５cm

単位）の資料について種類と量的比率を検討したところ､大きな差位が認められないことが判明

した。そこで、各層位・５cm単位の深さの土壌から９・４・２・１・0.5mmのメッシュを使用し

て摘出された植物遺存体についてはすべて同定の対象とすることにした。これを同定対象の基

本資料とした。この場合、基本資料と洗浄したものすべてとの差違がどの程度になるか比較で

きるようにするため、比較資料として、平箱№１～６の土壌から摘出された植物遺存体はすべ

て同定の対象に含めた。この他、補足資料として２・１・0.5mmを除いた９・４mmのメッシュを

使用して洗浄した結果摘出された大型の植物遺存体を同定対象とした。これは、大型の植物遺

存体の場合､3,000㎤の土壌では量的比率の上で若干のばらつきがみられ、不安定な傾向がうか

がわれたので、それを補うためのものである。 

以上、資料（土壌）の採取・洗浄・植物遺存体の摘出・同定対象の決定についての作業を簡

単にまとめると次のようになる。 

 
29



－清水遺跡－ 

Ⅰ．資料（土壌）の採取 

①井戸枠内の土壌を深さ５cmごとに採取し平箱に収納する (平箱№・層名・深さを記入)｡ 

平箱Ａ：容量約23,000㎤×44個 平箱Ｂ：容量約11,000㎤×27個 

Ⅱ．資料（土壌）の洗浄 

①洗浄対象を、平箱№１～６については、保存用の 3,000 ㎤を除いたすべてとする。平箱

№７～71については各々から任意に3,000㎤を抽出して洗浄対象とする。洗浄は９・４・

２・１・0.5mmのメッシュを使用。 

②洗浄によって摘出された植物遺存体は透明プラスチックケースに水漬けの状態で収納す

る (ケース№・層名・深さの記入)。 

Ⅲ．植物遺存体の同定対象 

① 基本資料：各層位・５cm単位の深さから抽出された3,000㎤の土壌から、９・４・２・

１・0.5mmのメッシュによって摘出された植物遺存体。 

②比較資料：平箱№１～６から、９・４・２・１・0.5mmのメッシュによって摘出された植物

遺存体。 

③補足資料：基本資料・比較資料に含めなかったもののうち、９・４mmのメッシュによっ

て摘出された植物遺存体。 

３．報告書の作成 

第１～４次の調査で膨大な遺構と遺物が発見されている。これらを報告するにあたっては次

のような方法をとることにした。 

１. 遺構は実測図・文章・観察表によって説明した。実測図の縮尺は、住居跡・基本層位が

1/60、 土壌・井戸跡が
1/40、井戸跡の細部が

1/20、溝跡が
1/120、遺構配置図が

1/400である。 

２. 遺物は、古代の土器についてはその出土状況に応じて遺構とともに報告した。復元資料

は実測図（縮尺1/3）と観察表によったが、破片資料は観察表だけである。また、破片資料の数

が膨大な場合は、一部胴部破片を割愛した。その他の遺物は量が少ないことから、実測図(1/2)

と文章による説明を行なった。一部計測表を付け加えたものもある。 

３. 遺構の名称は調査時のものを使用した。 

４. 遺物の層名は、遺構・基本層位の検討結果整理された層名と発掘調査時の層名を併記し

た。 
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Ⅳ．基本層位 

東北新幹線の路線敷は、遺跡内を北東－南西方向に縦断し、その長さは約 600m である。こ

のため、調査区は極めて縦に長いものとなり、遺跡全体で共通した層を把握するのは困難であ

る。また、調査区全体では、地形的にも自然堤防の部分と低湿地の部分がみられ、種々の点で

異なった様相を示している。発掘調査にあたってはその方法でも述べたように、全体を二つの

大きな地区にわけ、それぞれをⅠ区・Ⅱ区とした。Ⅰ区は南側の自然堤防とその北側に広がる

低湿地である。Ⅱ区は北側の自然堤防である。このような地形の相違とともにその地区に堆積

している層は微妙に異なっている。そこで、今回は遺跡全体に共通するような層名を設定する

ことはせず、微地形と、そこに堆積する層のあり方を考慮し、調査時において設定した二大地

区を五地区に細分し、それを北側から順次南側へと説明していきたい。また、堆積層の状況・

分布・遺構との関係などについても述べてみたい。 

第Ⅰ区：南側自然堤防南半（基本層位Ⅴ） 

南側自然堤防北半（基本層位Ⅳ） 

第Ⅱ区：北側自然堤防南端（基本層位Ⅲ） 

北側自然堤防南半（基本層位Ⅱ） 

北側自然堤防北半（基本層位Ⅰ） 

基本層位Ⅰ（第Ⅱ区26～53区周辺） 

断面観察の結果、地山の上に三枚の層が認められた。第Ⅰ層は表土である。第Ⅱ層は暗褐色

の砂質シルト、第Ⅲ層は黄褐色シルトを含む暗褐色砂質シルトである。その下が明黄褐色（10

ＹＲ6/6）砂質シルトの地山となっている。 

第Ⅱ・Ⅲ層は厚さが20～30cmあり、39区付近から南側に分布し、北側にはみられない。なお､

この第Ⅱ・Ⅲ層は土色・土性が近似しており、よく観察しないと区別が困難である｡このため､

発掘の段階では第Ⅱ・Ⅲ層を一括して掘り上げた。しかし、上述したように第Ⅱ・Ⅲ層は異

なる層で、発掘区の壁にあたった住居跡では、第Ⅱ層上面・第Ⅲ層上面から掘り込まれている

ことが明瞭に判明したものがある。 

また、第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ層から土師器・須恵器などが出土している。しかし、第Ⅰ～Ⅲ層として

収納した遺物には、大部分の住居跡を確認できたのが地山面であったことから、基本層位のも

のの他に、それらの住居跡の遺物もかなり含んでしまったと考えられる。 
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基本層位Ⅱ（第Ⅱ区54～94区周辺） 

この地区では断面観察の結果、地山の上に三枚の層が認められた。第Ⅰ層は水田およびその

床土（表土）である。第Ⅱ層は暗褐色砂質シルトで、10～20cmの厚さをもち、60区付近から南

側に認められる。第Ⅲ層は焼土および炭化物を含む極暗褐色砂質シルト層で、20cm前後の厚さ

を持ち、63区付近から南側に認められる。第Ⅲ層以下は地山で､僅かに南側に傾斜しているが､

ほぼ平坦である。 

住居跡などの遺構は地山面で検出されたが、発掘区壁の断面観察では、第Ⅲ層上面から掘り

込んでいることが判明したものもある。 

第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ層からは、土師器・須恵器が出土しているが、その出土状況に規則性はみられ

なかった。また、前述の遺構確認の状況から、第Ⅱ・Ⅲ層として収納した遺物には、その地区

の住居跡の遺物も含んでしまった。しかし、その量は、基本層位Ⅰで述べた地区程著しいもの

ではないと考えられる。 

基本層位Ⅲ（第Ⅱ区97～103区周辺） 

第Ⅱ区97～103区は､地山(無遺物層)が南側に傾斜して低くなり再び平坦になる(旧河道)｡この

斜面を中心としてその周辺に遺物を含む厚い層の堆積がみられる。 

層は第Ⅰ層の表土を除き、大きく四層に大別される。第Ⅱ層は灰黄褐色のシルト層、第Ⅲ層

はにぶい黄褐色のシルト層、第Ⅳ層は黒褐色（黒色）とにぶい黄褐色の互層で砂質ないし

は粘土質のシルト層である。この第Ⅳ層は土色・土性によって４層（ａ～ｄ）に細分されるが

黒褐色の層（ａ・ｃ・ｄ層）は炭化物を含んでいる。第Ⅴ層はにぶい黄褐色のシルト層である

が、層下部（ｂ層）は炭化物を多量に含み黒褐色をしている。これらの層の堆積状況は、第Ⅰ

層（表土）を除き地山の傾斜に沿っている。 

層の特徴は、以上述べた通りであるが、第Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの各層から遺物が集中して出土し

ている。第Ⅱ層では各種の遺物が混在した形でみられたが、第Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ層では各々の層にお

いて共通した特徴をもつ土器群が一定のまとまりを見せながら層位的に出土した。すなわち、

遺物の項で詳述するように、 第Ⅲ層からは古代の第Ⅱ・Ⅳ群土器、第Ⅳ・Ⅴ層からは第Ⅰ群

土器がまとまって出土した。 

基本層位Ⅳ（第Ⅰ区155～170区周辺） 

この地区では断面観察の結果、地山の上に二枚の層が認められた。第Ⅰ層は畑地耕作土（表

土）である。第Ⅱ層は黒褐色シルト層で、10～20cmの厚さをもち、159～167区付近に分布して

いる。第Ⅱ層以下は明黄褐色シルトの地山で、その上面はほぼ平坦である。 
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住居跡の大部分は地山面で検出されたが、発掘区壁の断面観察では、第Ⅱ層上面から掘り込

んでいることが判明したものもある。 

第Ⅰ・Ⅱ層からは土師器・須恵器等の遺物が出土したが、その出土状況に規則性はみられな

かった。また、基本層位Ⅰ・Ⅱで述べた地区と同様に第Ⅱ層として収納した遺物にはその地区

の住居跡のものも含んでいる。その量は両者の中間程度である。 

基本層位Ⅴ（第Ⅰ区171～190区周辺） 

この地区では、地山の上に四枚の層が認められた。第Ⅰ層は後世の積土と表土である。第

Ⅱ層はオリーブ褐色細砂を含む黒褐色シルトで、10～20cmの厚さをもつが、その上部は削平を

受け凸凹している｡第Ⅲ層は炭化物･焼土を含む暗褐色シルトで、厚さ10～30cmを持ち、北側で

は薄いが、南側に至るに従い層厚を増す。第Ⅳ層は暗褐色シルトで､179区から南側に10～20cm

の厚さで分布する。 

この地区の遺構は溝および土壙群で、いずれも基本層位第Ⅲ層から確認された。しかし、遺 
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構の中には地山近くになって確認されたものもあり、遺構と基本層位の遺物を区別できないま

ま収納したものもある。 

ま と め 

以上、清水遺跡における基本層位のあり方を五地区にわけて説明した。ここでは、その内容

を簡単に整理しておきたい。 

１．北側自然堤防（基本層位Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

この地区では地山はほぼ平坦であるが、南端で南側に傾斜する。平坦な部分には、古代に

形成された層が微起伏をもちながら堆積している。基本層位Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで直接示した地区は20

～50cmの古代の層（Ⅱ・Ⅲ層）が形成されているが、Ⅰの北側とⅠとⅡの間は極めて薄く、表

土下が直接地山になっている部分もある。Ⅲで示した地区は自然堤防の南端から旧河道に移行

する部分で、長期にわたる古代の層が特に厚く堆積していた。 

２．南側自然堤防（基本層位Ⅳ・Ⅴ） 

この地区でも地山はほぼ平坦であるが、南半は僅かに南側に傾斜し、北側自然堤防でみら

れたように微起伏をもちながら古代の層が形成されている。すなわち、基本層位Ⅳ・Ⅴで直接

示した地区は20～50cmと古代の層が厚く堆積しているが、Ⅳの北側、ⅣとⅤの間では薄くなっ

ている。 

３．基本層位と遺構のあり方を検討すると、Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴなどで直接示した古代の層の厚く

堆積している地域では、住居跡などの遺構も集中する傾向にある。また、基本層位Ⅲで示した

地域は古代の良好な遺物包含層である。 

なお、遺構の確認面は大部分が地山である｡しかし､遺構が発掘区の壁面にかかっている場合、

その断面にあらわれた基本層位を観察すると第Ⅱ・Ⅲ層から掘り込まれていることを確認できる

ことが多い。その場合は、その都度遺構の説明の項で述べた。また､このような事情から、基

本層位第Ⅱ・Ⅲ層出土遺物としたものの中には、この地区の住居跡のものが含まれている可能

性が大きい。この点を付け加えておきたい。 
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Ⅴ．住居跡とその出土土器 

第１号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡東側は調査区外に延びているが、調査区内の状況から平面

形は方形を基調とするものと推定される。この第１号住居跡は第３号住居跡と重複関係がみら

れ、その煙道部分を切っている。 

〔壁〕残存壁は第２号住居跡の煙道と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では地

山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕調査の段階で、住居床面と考えられる硬い面が三面検出され、それぞれを上位床面・

中位床面・下位床面（仮称）とした。上位床面・中位床面は貼り床状をしていたが、下位床面

は住居掘り方と一致していた。上位・中位床面については、住居内堆積土層理面である可能性

も否定できず、最終的にそのいずれかと決める確証は得られなかった。 

〔柱穴〕住居内の上・中・下位床面から大小様々のピットが合計16個検出された。これらの中

で形態・規模・配置の規則性などで柱穴と推定されるのは、下位床面から検出されたＰ１・Ｐ２

の２個である｡この２個のピットは､推定住居平面形の対角線上にあり、結んだ線は住居西壁と

平行になる。なお、これらと対になるもう２個の柱穴はその推定位置が調査区外である。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕床面の項で記載したように、住居内には貼り床状の層を伴う上・中位床面がみられ

た。いずれも、地山土ブロックを混入する褐色・暗褐色・黒褐色シルトの部分が多い。その堆

積状況は水平状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（貼床状の層も含む）･ピット群から土師器（復元資料13

点･口縁部資料190点・底部資料64点）･須恵器（復元資料３点・口縁部資料58点・底部資料20

点）が出土した。出土状況には規則性がみられず、特徴の異なる種々の土器の混入が著しい。

また、ピット群出土の遺物については、対照表を紛失したためどのピットから出土したのか特

定できなくなった。 
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第２号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡の東・西・北壁は残っているが、南壁が削平のため失われ

ている。このため、正確な平面形は不明であるが、残存部分から隅丸長方形を基調とするもの

と推定される。この第２号住居跡は、第３・４号住居跡と重複関係が認められ、両者の堆積土

を切って構築されている。 

〔壁〕残存壁は北側が地山で、東壁が第３号住居跡、西壁が第４号住居跡の堆積土である。壁

の立ち上がりはゆるやかで、その上方はやや外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面の大部分は地山面であるが、床面下に不規則な掘り

方が認められる部分もある。 

〔柱穴〕住居内で確認されたピットは合計11個である。これらの中で、形態・規模・配置など

の点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ６・Ｐ８・Ｐ１０・Ｐ１１である。これらのピット

を結んだ線は東・西・北壁と平行になっている。 

〔カマド〕住居東壁を掘り込んで、燃焼部の奥壁・側壁を造り出している。燃焼部底面の中央

手前の部分が焼けて赤褐色の硬い面（焼け面）となっている。 

〔その他の施設〕カマド南側に大形のピット(Ｐ１)がある｡ピット内堆積土は４層に細別される

が、いずれも地山の土を混入しており、相互の間に明瞭な層理面を形成していない。基本的に

は同一の層と考えられる｡このＰ１は形状・位置などの点で貯蔵穴状ピットに似ているが、ピッ 
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ト東壁が住居東壁の線より東側にはみ出すため、第２号住居跡に伴う施設なのか疑問が多い。

発掘の段階では、住居跡との切り合いは確認できなかったが、柱穴と推定されるＰ１１と重複し

ていることなどと考えあわせると、住居跡と重複する土壙であった可能性が強い。 

〔堆積土〕住居内堆積土は６層にわかれる。第１～５層はいずれも黒色ないしは黒褐色のシル

ト層で、将棋倒し状の堆積状況を示している。第６層は炭化物の層で、床面に薄く貼りついて

おり、生活層と考えられる。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～４層）・ピット・カマド・床面から土師器（復元資 
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料１点・口縁部資料67点・底部資料41点）・須恵器（口縁部資料32点・底部資料９点）が出土

した。これらの中で破片資料の大部分は住居内堆積土の第１～４層から出土したものであるが､

各層における遺物の出土状況に特に規則性は認められなかった。 

第３号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡の西・北壁は調査区内で検出できたが、東・南壁の大部分

は調査区外に延びている。調査区内における壁の検出状況から、平面形は隅丸長方形を基調と

するものと推定される。この第３号住居跡は第１・２号住居跡と重複関係が認められ、両者に

よってカマドの一部と西壁（付近の堆積土）の一部が切られている。 

〔壁〕検出された東・南・西・北壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかであるが、その

上方はほぼ垂直に近い角度となっている。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦で硬い。床面下には一様な深さの住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕床面上で検出されたピットは合計５個であるが、形態・規模・配置等に規則性がみら

れず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が、北壁西側・西壁・白色粘土による土手状遺構（後述）の直

下にめぐっている。 

〔カマド〕カマドは北壁東側に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土

積み上げによって構築されている。底面は火熱のため赤褐色に焼けており、硬くなっている。

煙道部は地山を掘り抜いて造られているが、先端部分が第１号住居跡によって壊されている。 
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〔その他の施設〕床面南側に白色粘土を南壁と平行に細長く積みあげた部分（土手状）がある｡

この施設は周溝と接しており、住居の拡張に伴う間仕切とも考えられるが、発掘の段階ではそ

の確証を得ることはできなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は基本的に１層で、同じ堆積環境のもとで短時間に埋まったものと推

定される。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・白色粘土を伴う施設・ピット・カマド・床

面・住居掘り方から土師器(復元資料８点・口縁部資料44点・底部資料37点)・須恵器（復元資

料２点・口縁部資料21点・底部資料13点）が出土している。これらの中で、土師器復元資料は

白色粘土を伴う施設と床面に多い。 

第４号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸正方形を基調としている。この第４号住居跡は第２・５号住居

跡と重複関係が認められ、両者によって堆積土・壁・床面の一部が切られている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はほぼ垂直

となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には部分的に住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕床面で検出されたピットは合計７個であるが、形態・規模・配置等に規則性を見い出

し得ず、いずれも柱穴とは認め難い。 
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〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が住居東南隅から南壁・西壁・北壁西側まで、壁の直下にめぐ

っている。 

〔カマド〕住居跡残存部分では検出されなかった。 

〔その他の施設〕特になし。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は黄褐色シルト・第２層は暗褐色シルト・

第３層は褐色シルトで、堆積状況は将棋倒し状か水平状か区別が難しい。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・Ｐ１･床面から土師器（復元資料３点・口縁 
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部資料27点・底部資料26点）・須恵器（口縁部資料４点・底部資料３点）・土製模造品（丸玉

１点）・砥石（１点）が出土している。これらの遺物の大部分は堆積土から出土したもので、

特に第１・３層に集中する傾向がみられる。しかし、層理面に土器が面としてならぶ程の規則

性はみられない。 

第５号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸正方形を基調としている。この第５号住居跡は第４・７号住居

跡と第１号溝との間に重複関係が認められ、前者の堆積土を切っているが、後者によって切ら

れている。 

〔壁〕北壁・東壁の一部・南壁の一部は第４・７号住居跡の堆積土であるが、その他は地山で

ある。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はやや外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には不均等な深さの住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕床面で検出されたピットは合計10個であるが、形態・規模・配置等に規則性がみられ

ず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 

〔カマド〕カマドは東壁北側に設置されており、燃焼部と煙道部とからなる。燃焼部はすべて

崩壊し、焼土ブロックとなっていた。全体の形状は不明だが、この焼土ブロックの存在から粘

土積み上げによって構築されたものと推定される。煙道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造ら

れている。 

〔その他の施設〕住居北東隅・南東隅に、他のものと較べやや大形のピット(Ｐ１・Ｐ２)がある｡

両者とも堆積土は暗褐色ないしは褐色のシルトで、ほぼ水平な堆積状況を示している。また、

Ｐ１では特に焼土が多く含まれている。両者の性格については不明である。 

 

 
48



－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は４層にわかれ、いずれも暗褐色ないしは褐色のシルト層であるが、

第４層は地山土を多量に含んでいる。堆積状況は将棋倒し状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～４層）・Ｐ１・Ｐ２・カマド・床面・住居掘り方から

土師器（復元資料４点・口縁部資料93点・底部資料58点）・須恵器（復元資料１点・口縁部資

料29点・底部資料14点）・砥石（１点）が出土している。これらの遺物の大部分は住居内堆積

土から出土しており、その出土状況に特に規則性はみられない。 

第６号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕北壁の一部が削平によって失われているが、大部分は残っている｡

平面形は隅丸長方形を基調とする。この第６号住居跡は第７号住居跡・第１号溝と重複関係が

認められ、前者の堆積土を切っているが、後者によって切られている。 

〔壁〕南壁の一部は第７号住居跡の堆積土であるが、その他は地山である。壁の立ち上がりは

ゆるやかであるが、その上方はほぼ垂直である。 

〔床面〕住居床面はやや北側に傾斜しているが、ほぼ平坦で硬い。床面下には一様な深さの住

居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕床面で検出されたピットは合計17個であるが、これらの中で形態・規模・配置などの

点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ９・Ｐ１４・Ｐ１７の３個である。Ｐ９については掘 

り方と柱痕跡の識別ができた。これらのピットを結んだ線は住居壁と平行で、住居平面形と相 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

似形である。なお、３個のピットと対になるもう１個のピットは検出できなかった。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは東壁南側に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土

積み上げによって構築されている。底面は火熱のため赤褐色に焼けて、硬くなっている。煙道

部は地山を下がり気味に掘り抜いて造られ、先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕カマド南側に隅丸方形の貯蔵穴状ピットがある。堆積土は３層に大別され、

上層では焼土や炭化物を含むが、下層に至るに従い地山土のブロックを斑状に含むようになる｡ 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色シルト、第２層は黒褐色シルトを

含むにぶい黄褐色シルト、第３層はにぶい黄褐色ないしはオリーブ褐色シルトで、第１層を除

き地山土ブロックを含むのが特徴である。堆積状況は水平状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土(第１～３層)･ピット群(Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４・Ｐ７・Ｐ９・Ｐ１０・

Ｐ１２)・貯蔵穴状ピット（Ｐ１）・カマド・床面・住居掘り方から土師器 (復元資料16点・口縁

部資料89点・底部資料36点)・須恵器(復元資料３点・口縁部資料19点・底部資料８点) が出土

している。これらの遺物の大部分は住居内堆積土・貯蔵穴状ピット (Ｐ１)・カマド・床面から

出土しており、その他のピット群や住居掘り方からの出土は少ない。また、その中で、復元資

料が集中しているのは、床面・カマド・貯蔵穴状ピット（Ｐ１）である｡これらは、住居使用最

終時もしくは廃絶直後の限られた時期に遺棄もしくは廃棄されたと考えられるものである。 
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－清水遺跡－ 

第７号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕西壁が削平によって失われているが、残存する東・南・北壁と西

側の住居掘り方のあり方から、平面形は隅丸正方形を基調とするものと推定される。この第７

号住居跡は第５・６号住居跡と重複関係が認められ、両者によって切られている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はやや外傾

気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には、ほぼ一様な深さの住居掘り方が検出された｡ 

〔柱穴〕床面で検出されたピットは合計14個である。これちの中で形態・規模・配置などの点

で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ３･Ｐ７･Ｐ８の３個である｡３個のピットを結んだ線

は東壁・北壁とほぼ平行で、推定住居対角線上にある。しかし、これらと対になるもう１個の 
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－清水遺跡－ 

 

 
55



－清水遺跡－ 

ピットは検出することができなかった。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは東壁中央に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土

積み上げによって構築されている。底面・側壁・奥壁は火熱のため赤褐色に焼けている。底面

はさらに硬くなっている。煙道部は幾分下がり気味に地山を掘り抜いて造られている。燃焼部

から煙道部へ移行する部分は一段高く、また煙道部先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕カマド南側に不整形の貯蔵穴状ピット（Ｐ１）がある｡堆積土は黒褐色のシル

トで、下部に至る程地山土のブロックを多量に含む。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層に大別される。第１層は黒褐色シルト、第２層は暗褐色シルト

で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・ピット群（Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４・Ｐ７・Ｐ８

・Ｐ１０・Ｐ１１）・貯蔵穴状ピット (Ｐ１)･カマド・床面・住居掘り方から土師器（復元資料

13 点･口縁部資料165点・底部資料50点）・須恵器（復元資料８点・口縁部資料81点・底部資

料12点）・砥石１点が出土している。これらの中で遺物が比較的集中しているのは堆積土第

１層と柱穴 (Ｐ３)・カマド・床面である。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

 
58



－清水遺跡－ 

第８号住居跡 

〔平面形〕平面形は正方形を基調としている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は垂直とな

る。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下に明瞭な掘り方は検出されなかった。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計５個であるが、形態・規模・配置等に規則性を見い

出し得ず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が、カマド部分を除きほぼ全域の壁直下にめぐっている。 

〔カマド〕カマドは北壁の中央に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘

土積み上げによって構築されている。煙道部はやや凹凸があるがほぼ水平に地山を掘り抜いて

造られている。なお､燃焼部底面をさらに掘り下げたところ､にぶい赤褐色をした焼土ブロック

の層がみられた。この層の性格については不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層に大別される。第１層は褐色ないしは暗褐色シルト、第２層は 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

褐色ないしはにぶい黄褐色シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土(第１～２層)・ピット群(Ｐ１・Ｐ２)・カマド・床面から土師

器（復元資料５点・口縁部資料16点・底部資料17点）・須恵器（口縁部資料３点）が出土して

いる。出土状況に特に規則性はないが、第１・２層の出土量が比較的多い。また、床面からは

完形に近い土師器坏が１点出土している。 
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－清水遺跡－ 

第９号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡の東側が調査区外にのびているが、調査部分から長方形を

基調とするものと推定される。この第９号住居跡は北隅においてピットと重複関係が認められ

るが、その切り合いについては不明である。 

〔壁〕検出された壁は、基本層位第Ⅱ層と地山である。壁の立ち上がりは急で、その上方はほ

ぼ垂直となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には部分的に住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計７個であるが、配置等に規則性を見い出すことがで

きず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔カマド〕調査区内では検出されなかった。 

〔その他の施設〕特になし。 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層に大別される。第１層は黒褐色シルト、第２層は地山土のブロ

ックを含む黒褐色シルトである。また、ここで注目すべきことは､Ｐ１が住居内堆積土第２層上

面から掘り込まれていることである。第１層と第２層では層相も大きく異なることから、第２

層堆積後第１層堆積開始までの間に堆積環境の相違とともに、ある程度の時間差があったもの

と考えられる。なお、第２層は水平状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・住居掘り方から土師器（復元資料２点・口

縁部資料21点・底部資料17点）・須恵器（口縁部資料19点・底部資料５点）が出土している。

遺物量は全体に少なく、出土状況に規則性もみられない。ただ、第２層に比較的集中している

傾向がうかがわれる (60～70％)。 
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－清水遺跡－ 

第10号住居跡 

〔平面形〕平面形は隅丸正方形を基調としている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はほぼ垂直

になる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には、不均等な深さの住居掘り方が検出された。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは大小様々で、合計32個ある。これらの中で、形態・規模

配置などの点で規則性がみられ柱穴と推定されるのは､Ｐ２５･Ｐ３０･Ｐ２７･Ｐ２の４個である。こ

れらのピットは住居平面形のほぼ対角線上にあり、また結んだ線は住居平面形と相似形をなす｡

これらのピットの他にも、掘り方と柱痕跡の識別されたピット(Ｐ９・Ｐ１２)もある｡この２個の

ピットも結んだ線が南壁と平行な状態になる。他に組み合うピットを確認できなかったが、こ

れらも柱穴であったと考えられ、柱の建替えが行なわれた可能性がある。 

〔周構〕明確な周構は検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは北壁中央に設置されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築され

ている。底面は火熱のため赤褐色に焼けて硬くなっている。 

〔その他の施設〕柱穴の項でも述べたように大小様々なピットが32個ある。柱穴を除いた他の

ピットの幾つかは住居に伴う何らかの施設と考えられるが、その確証は得られなかった。 

〔堆積土〕堆積土は３層にわかれる。第３層は炭化物を全体に含み、床面に貼りついた状態で

みられ、生活層の可能性がある。第１層は黒褐色シルト、第２層は明褐色シルトで、将棋倒し

状の堆積状況を示している。 
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－清水遺跡－ 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・ピット群・カマド・床面・住居掘り方から

土師器（復元資料５点・口縁部資料27点・底部資料18点）・須恵器（復元資料１点・口縁部資

料５点・底部資料２点）が出土している。これらの出土状況は、第１・２層にやや遺物量が多

いほか特に規則性はみられない。 

第11号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居跡西側は、調査時の粗掘り段階で削平したため、失われてしまった｡

このため正確な平面形は不明であるが、隅丸方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味

となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には部分的に住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計４個であるが、配置等に規則性を見い出すことがで

きず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 

〔カマド〕住居跡残存部分では検出されなかった。 

〔その他の施設〕特になし。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第

１層は黒色シルト、第２層は暗褐色シルトであ

る。堆積状況は将棋倒し状か水平状か区別が難

しい。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土(第１～２層)･

Ｐ２から土師器(口縁部資料２点・底部資料２点)･

須恵器（口縁部資料４点・底部資料４点）が出

土している。いずれも小破片で、量も少なく、

その出土状況に規則性もみられない。 
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－清水遺跡－ 

第12号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡西側が第３号溝によって壊されているため、正確な平面形

はわからないが、方形を基調とするものである。この第12号住居跡は第15号住居跡・第３号溝

と重複関係が認められ、両者によって切られている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりは直角で、その上方はほぼ垂直にな

る。 

〔床面〕住居床面は西側に若干傾斜しているが、ほぼ平坦である。床面下にはほぼ一定した深

さの住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内からは合計６個のピットが検出された。形態・規模・配置などに規則性がみら

れ、柱穴と推定されるのはＰ２･Ｐ５･Ｐ６の３個である｡３個のピットを結んだ線は東壁・南壁と

平行で、推定住居対角線付近にある。これらと対になるもう１個のピットは、その推定位置が

第15号住居跡に切られている部分にあたり、確認できなかった。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは北壁のほぼ中央と考えられる部分に設置されており、燃焼部と煙道部から

なる。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築されている。煙道部は地山を下がり気味に掘り

抜いて造られ、先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕カマド東側に貯蔵穴状のピットらしいもの（Ｐ１）がある｡しかし、北壁から

幾分離れているので疑問の余地がある。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色シルト、第２層は褐色シルトであ

るが、堆積状況は将棋倒し状か水平状か区別が難しい。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土 (第１～２層)・Ｐ１・カマドから土師器（復元資料４点・口

縁部資料44点・底部資料34点）・須恵器（復元資料４点・口縁部資料17点・底部資料14点）が

出土している。出土状況をみると、復元資料・破片資料の大部分が第１層の下部からまとまっ

て出土しており、その他の部分からは少ない。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第13号住居跡 

〔平面形〕住居平面形は隅丸長方形である。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はやや外傾

気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは５個で、いずれも掘り方と柱痕跡の識別はできなかった｡

しかし、これらのピットの中でＰ１･Ｐ２･Ｐ４･Ｐ５は､住居平面形の対角線上にあり、それぞれの

ピットを結んだ線は住居平面形の相似形となる。このような配置の規則性から､Ｐ１･Ｐ２･Ｐ４･

Ｐ５は柱穴と推定される。 

〔周溝・カマド〕検出されなかった。 

〔その他の施設〕住居のほぼ中央部に上面平坦な略円形の大石が検出された。大石の上面は住

居床面より約10cm高い。この大石の下部周縁には根固め状に円礫が配されている。大石の下部

には掘り方状の土壙が発見された。この土壙は楕円形をしており、大石の下部付近が特に深く

なっている。この上面平坦な大石は、第13号住居跡に伴うものか否か明確にはわからない。ま

た、形状は一見礎石に似ているが、その性格については不明である。この第13号住居跡は、カ 
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マドを持たない点、他の住居跡と異なる。規模の点でも比較的小形である。また、上面平坦な

大石が、仮に第13号住居跡に伴うとしたら、この点でも他の住居跡と大きく異なる。 

〔堆積土〕住居内堆積土は近似した２層からなる。両者とも暗褐色シルトであるが、第２層は

黄褐色土のブロックを含んでいる。堆積状況は将棋倒し状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・ピット群 (Ｐ１・Ｐ４)・大石掘り方状土壙

から土師器（復元資料４点・口縁部資料34点・底部資料15点）・須恵器（復元資料１点・口縁

部資料33点・底部資料10点）が出土している。第１層に最も多いが、その出土状況に規則性は

みられない。復元資料は第１層・第２層・Ｐ４・床面からそれぞれ１点ずつ出土している。 

第14号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸正方形を基調としている。この第14号住居跡は第17号住居跡と

重複関係が認められ、第17号住居跡の堆積土・床面を切っている。 

〔壁〕壁は第17号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では地山である｡

壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となっている。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦で、やや硬い。床面下には一様な深さをもった住居掘り方が検出

された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計５個であるが、形態・規模・配置などの点で規則性

がみられず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 
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〔カマド〕東壁中央に設置されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築されている。

左側の焚口部分には楕円形の礫が据えられている。また、底面中央には扁平で楕円形をした礫

が支脚として立てられている。 

〔その他の施設〕カマド南側に不整楕円形をした貯蔵穴状ピット(Ｐ１)がある。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層に

わかれる。第１層は黒褐色シルト、

第２層は、暗オリーブ褐色シルト

で、将棋倒し状の堆積状況を示し

ている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土

（第１～２層）・ピット群 (Ｐ１･

Ｐ２)・カマド・床面から土師器 

（復元資料６点・口縁部資料８点・

底部資料３点）・須恵器（口縁部資料３点）が出土している。全体の出土量は決して多くはな

いが、土師器の復元資料５点が床面および貯蔵穴状ピットから比較的まとまって出土している。 
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第15号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸長方形である。この第15号住居跡は、第12号住居跡・第３号溝

と重複関係が認められ、前者の堆積土を切っているが、後者によって切られている。 

〔壁〕壁は第12号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他は地山となっている。壁

の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下からは一様な深さをもった住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で合計４個のピットが検出されたが、形態・規模・配置などの点で規則性がみ

られず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔その他の施設〕特になし。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色シルト、第２層は褐色シルトで、

将棋倒し状の堆積状況を示している。 
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〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）･Ｐ１・床面から土師器（復元資料６点・口縁

部資料52点・底部資料32点）・須恵器（復元資料２点・口縁部資料13点・底部資料11点）・軒

丸瓦（１点）が出土している。これらの大部分は第１・２層から出土したもので、その出土状

況に規則性はみられない｡この他はＰ１から土師器坏復元資料２点・須恵器口縁部資料１点・床

面から軒丸瓦１点が出土しているだけである。 

第16号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居東側部分が第３号溝と重複関係が認められ、堆積土・床面が

壊されている。このため、正確な平面形は不明であるが、第３号溝の東側に延びていないこと

から、長方形と推定される。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はほぼ垂直

となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には一様な深さをもつ住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内から検出されたピットは合計29個である。これらの中で、形態・規模・配置な

どの点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ８･Ｐ１０･Ｐ１６･Ｐ１４の４個である。これらの

ピットは、住居平面形のほぼ対角線と推定される線上にあり、またそれぞれを結んだ線は住居

平面形の相似形となる。また、この他にも掘り方と柱痕跡が識別できたピット(Ｐ９･Ｐ１３･Ｐ１５･

Ｐ１７･Ｐ１９) がある。配置関係は不明であるが、柱の建替えが行なわれた可能性もある。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が、北壁・西壁の直下にめぐっている。ただ、西壁では南端部

分で途切れてしまう。 
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〔カマド〕残存部分では、明確なカマドは検出されなかったが、第16号住居跡を切っている第

３号溝東壁付近で焼土ブロックが検出された。位置的には住居跡東壁中央付近と推定される部

分でもあり、カマドの一部かとも考えられるが確証はない。 

〔その他の施設〕特に検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色シルト・第２層は暗褐色シルトで､

将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土(第１・２層)･ピット群(Ｐ１・Ｐ６・Ｐ１２・Ｐ１３・Ｐ１５・Ｐ

１６・Ｐ１９･Ｐ２２)･床面から土師器（復元資料６点・口縁部資料65点・底部資料28点）・須恵器

（口縁部資料28点・底部資料17点）土製模造品（丸玉１点）・管状土錘（１点）・砥石（２点）

が出土している。これらの中で土師器復元資料は第１層２点・第２層１点・Ｐ１５ １点･床面２

点と、第１層・２層・床面で同じような出土状況を示している。破片資料はその大部分が第１

層に集中している。 
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第17号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡の西側は調査区内で検出できたが、東側は調査区外に延び 
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－清水遺跡－ 

ている。調査区内での状況から、平面形は隅丸方形を基調とするものと推定される。この第17

号住居跡は第14号住居跡と重複関係が認められ、西側の一部が切られている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は垂直に近くなる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には、壁周辺になるとしだいに深くなる住居掘り

方が検出された。 

〔柱穴〕住居内からは大小様々なピットが、合計７個検出された。しかし、形態・規模・配置

などの点で規則性のみられるものがなく、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕明確な周溝は検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは北壁のほぼ中央と考えられる部分に設置されており、燃焼部と煙道部から

なる。燃焼部は崩壊著しく保存が悪いが、左側壁の一部が残っている。この側壁は粘土積み上

げによって構築されている。底面は火熱のため赤褐色に焼けており、硬くなっている。煙道部

は地山を下がり気味に掘り抜いて造られ、先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕床面において様々なピットが検出されているが、その性格は不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第３層は

木炭･焼土を多量に含む黒褐色シルトで、床面に薄く

貼りついた状態でみられ、生活層の可能性がある。第

１層は暗褐色シルト・第２層は黒褐色シルトで将棋倒

し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１層）・ピット

群(Ｐ１・Ｐ２)・カマド・床面・住居掘り方から土師器

（復元資料４点・口縁部資料５点・底部資料２点）・

須恵器(復元資料２点)が出土している。このように、

比較的復元資料が多く破片資料は少ない。また、土師

器・須恵器の復元資料はすべて床面・カマド・ピット群（Ｐ１・Ｐ２）から出土している。 
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第18号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡南側が調査区外に延びているので正確な平面形はわからな

いが、平面形は方形を基調とするものである。この第18号住居跡は第19号住居跡・第３号溝と

重複関係が認められ、後者によって切られている。第19号住居跡との関係については、当初第

18号住居跡の方が新しいと判断し精査を進めたが、必ずしもその確証は得られなかった。 

〔壁〕検出された壁は、西壁の大部分が第19号住居跡の堆積土である他は、地山である。壁の

立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計20個である。これらの中で、形態・規模・配置など

の点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ３・Ｐ１１・Ｐ１５の３個である｡３個のピットは

それぞれ、住居平面形の対角線と推定される線上にあり、これらを結んだ線は壁とほぼ平行に

なる。対になるもう１個の柱穴は検出されなかったが、推定される場所に第３号溝があるため

壊されてしまったものと考えられる。 

〔周溝〕検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは東壁の南側に設置されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築さ

れている。カマド側壁外面に板状の石がみられたが、施設の一部というよりは住居廃絶後に廃

棄された石と考えられる。また、カマド燃焼部主軸線の延長上に円形のピットがある。このピ

ットは煙り出しの可能性があり、煙道は削平されたものと考えられる。 

〔その他の施設〕カマド南側に貯蔵穴状ピット（Ｐ７）があるが､調査区外に延びているため正

確な形態は不明である。 
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〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色シルト、第２層は地山土ブロック

を含む暗褐色ないしは褐色シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土 (第１・２層)・ピット群(Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ６･Ｐ７･Ｐ１０･Ｐ１１

･Ｐ１３･Ｐ１４･Ｐ１５･Ｐ１６･Ｐ１７･Ｐ１８) ･カマド・床面から土師器(復元資料９点・口縁部資料182

点・底部資料67点) ・須恵器（復元資料１点・口縁部資料12点・底部資料９点）・石製模造品

（有孔円板１点）が出土している。出土状況に特に規則性はないが、土師器復元資料（坏）３

点がまとまってカマドから出土している。 

第19号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は正方形を基調としている。この第19号住居跡は第18号住居跡・第３

号溝と重複関係が認められ、後者によって切られている。第18号住居跡との関係は既に述べた

ように確証は得られなかった。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計22個であるが、これらのピットの中で形態・規模・

配置などの点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ２５･Ｐ２２の２個である｡この２個のピ

ットは住居平面形の対角線上にあり､結んだ線は壁と平行になる｡これらと対になるもう２個の 
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柱穴は、推定される場所が第３号溝と重なるため、壊されてしまったものと考えられる。 

〔周溝・カマド〕検出されなかった。 

〔その他の施設〕特になし。 

〔堆積土〕確認された堆積土は黄褐色シルトであるが、層厚が薄く堆積状況は明確でない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・Ｐ１２から土師器（復元資料７点・口縁部資料52点・底部資

料16点）・須恵器（復元資料１点・口縁部資料13点・底部資料６点）が出土しているが、出土

状況に特に規則性は認められない。 
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第20号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況〕第20号住居跡はＳ-120・Ｅ-３付近に位置しているが、住居東側が

調査区外に延びている。このため、正確な平面形はわからないが、調査区内の状況から隅丸方

形を基調とするものと推定される。規模は住居南北軸が 4.9mで､東西軸・面積は不明である。

方向は住居南北軸がＧＮ－18°－Ｅである。 
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〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は僅かに外傾気味

である。 

〔床面〕住居床面は平坦である。床面下に貼り床状の硬い層がみられたが、貼り床か地山の一

部かはっきりしなかった。 

〔その他の施設〕住居内からピットが４個検出されたが、形態・規模・配置などに規則性がみ

られず、柱穴と認め難い。周溝・カマド（炉）は検出されなかった。また、西壁に近い床面上

に炭化物が100×140cmの範囲で貼りついていた｡調査の段階では炉の一部と考えたが､その性格

は不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれ、第１層は黒褐色砂質シルト、第２層は暗褐色砂質シ

ルトで、堆積状況は将棋倒し状か水平状か区別がつかない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・ピット群 (Ｐ１・Ｐ２・Ｐ４)・床面から土師

器（復元資料10点・口縁部資料86点・底部資料28点）・須恵器（口縁部資料２点）・赤焼土器

（底部資料１点）が出土している。出土状況をみると、床面から復元資料（土師器）６点がま

とまって出土している。堆積土の遺物は量的には多いが、大部分が小破片で、その出土状況も

極めて不規則である。 

第21号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第21号住居跡は東南隅の部分が調査区外に延びている。調査区内

の状況から住居平面形は長方形を基調とするものと推定される。なお、この住居跡は第25号住

居跡柱穴・第22号住居跡と重複関係が認められ、前者に切られているが後者を切っている。 
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〔壁〕検出された壁は、第22号住居跡と重複している部分はその堆積土・その他の部分は地山

となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔その他の施設〕住居内で検出されたピットは約10個あるが、住居跡の堆積土を切っているも

のが多い。住居に伴うと考えられるピットは４個(Ｐ１～Ｐ４)あるが、いずれも形態・規模・配

置に規則性がみられず柱穴と認め難い。周溝も検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は褐色の砂質シルト、第２層は暗褐色ない

しは黒褐色の砂質シルトである。堆積状況は将棋倒し状か水平状か区別が難しい。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・Ｐ１・Ｐ４・床面から土師器（口縁部資料12点・底部資料６

点）が出土しており、須恵器はない。出土状況に特に規則性はみられない。 

第22号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第22号住居跡は東側が調査区外に延び、南側が第21号住居跡に切

られているため正確な平面形はわからない。残存部分と後述する柱穴配置の状況から推定する

と、平面形は正方形を基調とするものと考えられる。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦で住居掘り方と一致している。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは９個である。この中で、形態・規模・配置などの点で規 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ５・Ｐ６・Ｐ８・Ｐ９の４個である。４個のピットは住居

平面形の推定対角線上にあり、結んだ線は住居北・西壁と平行になる。 

〔その他の施設〕調査区内の残存部分で、炉・カマド・周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色ないしは暗褐色の砂質シルト、第

２層は褐色ないしは暗褐色の細砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・床面から土師器の小破片が出土している (復元資料２点・

口縁部資料10点・底部資料６点)｡遺物は量的に少なく、出土状況に規則性もみられない。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第23号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第23号住居跡は北側部分を検出できたが、南側は水路などのため

調査不可能であった。このため、正確な住居平面形はわからないが、検出部分から推定すると

歪んではいるが隅丸方形を基調としているものと考えられる。なお、この第23号住居跡は第24

号住居跡と重複関係が認められ、その堆積土を切っている。 

〔壁〕検出された壁は第24号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他は基本層位第

Ⅱ層と地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、上方に向かうに従って垂直に近くなる。 

〔床面〕住居床面は平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは３個ある。この中で、形態・規模・配置の規則性などか

ら柱穴と推定されるのはＰ２・Ｐ３の２個である。Ｐ２・Ｐ３は住居南北軸に対称な位置にあり、

結んだ線は住居北壁と平行になる。Ｐ２・Ｐ３と対になると予想されるもう２個のピットは、住

居南側が調査不可能であったため検出できなかった。 

〔カマド〕カマドは住居北壁東側で燃焼部が検出された。しかし、燃焼部側壁はすべて崩壊し､

焼土の堆積物と化していた。カマドは粘土積み上げによって構築されたものと推定される。ま

た、焼土の堆積物の下は浅く凹んでおり、中央に楕円礫が立てられていた。この凹みは燃焼部

底面、楕円礫は支脚と考えられる。 

〔その他の施設〕周溝などの施設は検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色ないしは黒褐色のシルト質砂、第

２層はにぶい黄褐色の砂質シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。第３層は黒色粘土

で床面に貼りついており、生活層の可能性がある。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・柱穴 (Ｐ２・Ｐ３)･床面から土師器（復元資

料４点・口縁部資料36点・底部資料21点）・須恵器（口縁部資料１点）・赤焼土器（復元資料

３点・口縁部資料18点・底部資料４点）が出土している。床面・柱穴に復元資料が多く、土師

器坏２点・甕１点・赤焼土器３点がまとまって出土している。堆積土出土の土器は破片が多く､

出土状況に規則性はみられない。 
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－清水遺跡－ 

第24号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第24 号住居跡は、粗掘りの段階で西側部分を削平してしまった。

また、南側部分は第23号住居跡と重複し、堆積土・床面が切られている。このため、正確な平 
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－清水遺跡－ 

面形は不明であるが、残存部分の状況から推定すると、隅丸方形を基調とすると考えられる。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりは比較的急であるが、その上方は外傾気味

となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔カマド〕住居北壁中央付近に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部底面は焼け

ていたが、側壁・天井はすべて崩壊し、焼土や礫・凝灰岩切石が堆積していた。粘土積み上げ

によって構築し、一部に石を用いていたものと推定される。煙道部は地山を上がり気味に掘り

抜いて造られ、先端はピット状になっている。 
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－清水遺跡－ 

〔その他の施設〕柱穴・周溝・貯蔵穴などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は極暗褐色のシルト質砂もしくは砂、第２

層は極暗褐色のシルト、第３層は暗褐色のシルト質砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している｡

なお、第３層は壁の崩落土である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・ピット群(Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３)・カマド煙道部

から土師器（復元資料５点・口縁部資料28点・底部資料11点）・須恵器（口縁部資料６点・底

部資料１点）・赤焼土器（復元資料２点）が出土している｡Ｐ３から復元資料がまとまって出土

しているが (土師器坏１点・甕１点・甑？１点・赤焼土器１点)、その他では出土状況に規則性

はみられない。 

第25号住居跡 

第25号住居跡はピットと焼け面が検出された。しかし、壁および床面の大部分が検出できな

かったので、住居平面形などについては不明である。位置はＳ－93.5・Ｅ－２付近である。 

ピットは第21号住居跡堆積土上面および地山面で確認され､合計４個（Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４）

ある。これら４個のピットはいずれも楕円形で、その規模は径約50cm・深さ約40cmと共通して

いる。掘り方と柱痕跡は識別できなかったが、各々のピットを結んだ線はほぼ正方形になり、

その間隔は3.0～3.3mである。これらの点から、Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４は柱穴と推定される。ま

た、これらのピットの南西部分に直径35cmの焼け面があり、位置的関係も含めてカマドの一部

ではないかと推定される。 
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－清水遺跡－ 

以上、不明な部分が多いため、住居跡か否か疑問も残るが、柱穴と推定されるピット、カマ

ドの一部と推定される焼け面の存在を考慮して、ここでは一応住居跡として扱っておきたい。

この住居跡に確実に伴う遺物はない。 

 

第26号住居跡 

〔平面形・拡張・重複〕住居平

面形は歪んだ隅丸正方形を基調

としている。この第26号住居跡

は後述する柱穴配置のあり方か

ら北・西壁方向に一度拡張を行なっていると推定される。また、第10号溝と重複関係が認めら

れ、その堆積土を切っている。 

〔壁〕検出された壁は第10号溝と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では地山で

ある。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下に部分的に住居掘り方が認められた。 

〔柱穴〕住居内から検出されたピットは約12個あるが､これらの中にはＰ１･Ｐ２･Ｐ７･Ｐ４･Ｐ６の

ように、明らかに住居跡より新しいものが含まれている。その他のピットで、形態・規模・配

置などで規則性がみられ柱穴と推定されるものに次の２種類がある｡第１はＰ３･Ｐ８･Ｐ１３･Ｐ１５
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

の４個で、住居平面形の対角線から僅かにずれているが、各ピットを結んだ線は住居各壁と平

行で、住居平面形と相似に近い形になる。第２は、Ｐ１２・Ｐ１５・Ｐ１６の３個で、住居平面形の

対角線上にあり、結んだ線は住居東・南壁と平行になっている。これらと対になる柱穴（１個）

の推定位置はＰ７と重なっており、壊されたものと考えられる。 

以上２種類の柱穴配置について相互の関係を検討すると、Ｐ１５を両者が共有し、第１の柱配

置を、北側・南側に延長した位置に第２の柱配置がみられる。このことは、最終的な柱配置は

第２の柱穴配置であるが、それ以前に第１の柱穴配置の存在したことを示している。すなわち､

一度拡張が行なわれたものではないかと推定される。 
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－清水遺跡－ 

〔カマド〕カマドは住居東壁南端に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部は保存が悪く

側壁の一部しか残っていないが、粘土積み上げによって構築されていることを示している。煙

道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造られており、先端がピット状になっている。この煙道は

保存がよく、天井も残っていた。 

〔その他の施設〕周溝などの施設は検出されなかった｡Ｐ５は住居に伴う施設か否か不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色砂質シルト、第２層は褐色砂質シ

ルトで将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土(第１・２層)・ピット群 (Ｐ１･Ｐ３･Ｐ５･Ｐ８･Ｐ１３･Ｐ１４･Ｐ１５・

Ｐ１６)・カマド･床面・住居掘り方から土師器(復元資料５点・口縁部資料120点・底部資料46

点)・須恵器 (口縁部資料15点・底部資料４点)･赤焼土器（復元資料５点・口縁部資料73点・

底部資料16点）が出土している。出土状況に規則性はみられない。 
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－清水遺跡－ 

第27号住居跡 

〔平面形・残存状況〕第27号住居跡は西側が調査区外に延びているため正確な平面形はわから

ない。調査区内の状況から、住居平面形は隅丸方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はほぼ垂直になる

部分と外傾気味の部分がある。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下にはほぼ一様な深さをもった住居掘り方が検出さ

れた。 

〔カマド〕カマドは住居東壁中央南側に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側 
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－清水遺跡－ 

 

 
108



－清水遺跡－ 

壁は粘土積み上げによって構築されている。底面は幾分凹んでおり赤褐色に焼けている。また､

底面中央北側には支脚（礫）がある。煙道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造られている。 

〔その他の施設〕カマド南側に楕円形をした貯蔵穴状ピット(土壙１)がある。このピットには

暗褐色土（7.5ＹＲ3/4～10ＹＲ
3/4)が堆積しており、層下部に焼土・木炭を含んでいる。この他、

柱穴・周溝などは検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は褐色砂質シルト・第２層は暗褐色砂質シ

ルト・第３層は褐色粘土質シルトであるが、堆積状況は水平状か将棋倒し状かよくわからない｡ 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・Ｐ２・貯蔵穴状ピット (土壙１)・カマドか

ら土師器（復元資料６点・口縁部資料46点・底部資料13点）・須恵器（口縁部資料６点・底部

資料２点）・赤焼土器（復元資料４点・口縁部資料31点・底部資料５点）・筒形土器？（復元

資料１点）が出土している。これらの中で、復元資料がまとまって出土しているのはカマドで

土師器坏２点・土師器甕３点・赤焼土器坏２点・筒形土器？１点がある。第１・２層から出土

している土器は多くは破片にすぎず、その出土状況に規則性もみられない。 

第28号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況・重複〕第28号住居跡はＳ－72・Ｅ－５付近に位置しているが検出

されたのは西側部分だけで、住居跡の大部分は調査区外に延びている。このため正確な平面形

は不明であるが、調査区内の状況から隅丸方形を基調とするものと推定される。規模は、住居

南北軸が3.4mで､その方向はＧＮ－24°－Ｅである｡なお、この第28号住居跡は第10・33号溝と 
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－清水遺跡－ 

重複関係が認められ、両者を切っている。 

〔壁〕検出された壁は、第10・13号溝と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では

地山および基本層位第Ⅲ層となっている。残存壁高は南壁が10～17cm、西壁が10～13cm、北壁

が13～14cmである。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は垂直ないしは外傾気味である｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔その他の施設〕Ｐ１は直径40cm深さ９cmのピットで黒褐色(10ＹＲ
3/2)シルトが入っていたが、

他に組みあうものがなく、柱穴は不明である。この他、周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色砂質シルト、第２層はにぶい黄褐

色砂質シルトで、堆積状況は将棋倒し状をしている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土 (第１・２層)・Ｐ１から土師器（口縁部資料26点・底部資料

７点）・須恵器 (底部資料４点)･

赤焼土器（口縁部資料８点・底部

資料２点）が出土している。しか

し、いずれも破片資料で、その出

土状況に規則性もみられない。 
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－清水遺跡－ 

第29号住居跡 

〔概要〕第29号住居跡は粗掘りの段階で堆積土・床面を削平してしまい､Ｓ-32･Ｗ-６で住居掘

り方だけを検出した。この住居掘り方は歪んだ方形の溝状をしており、住居平面形も方形に近

いものと推定される。この掘り方の範囲内からピットらしいものも検出されたが配置に規則性

がみられず柱穴は判明しなかった。この他の施設についても不明である。なお、第29号住居跡

の掘り方は第７号土壙によって切られている。 

〔遺物の出土状況〕住居掘り方から土師器（口縁部資料１点・胴部資料17点）が出土している

が、いずれも小破片である。 

第30号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居南東部分は粗掘りの段階で削平してしまったが、残存部分から平面

形は正方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面の大部分は掘り方と一致するが、カマドおよび住居

東北隅付近では掘り方が床面より深くなっている。 

〔カマド〕カマドは西壁中央に設置されている。燃焼部側壁はすべて崩壊していたが、崩壊土

の存在によって粘土積み上げによって構築されたものと推定される。燃焼部焚口の左・右には

楕円形の礫が据えられており、それらにはさまれた形で長楕円形の礫（25×55×20cm）があっ

た。この長楕円形礫は検出状況から、焚口天井石と考えられる。この他、燃焼部底面中央の奥 
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－清水遺跡－ 

壁寄りの部分には支脚として楕円礫が立てられている。 

〔その他の施設〕柱穴・周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は褐色砂質シルト層が１層みられた。将棋倒し状か水平状か堆積状況

については不明である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１層）・カマド・住居掘り方から土師器（復元資料３

点･口縁部資料23 点・底部資料６点）・須恵器（復元資料３点・口縁部資料１点）が出土して

い
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－清水遺跡－ 

る。これらの中で、復元資料がカマド崩壊土中から比較的まとまって（土師器坏１点・須恵器

坏１点・壺１点）出土している。この他は破片資料が多く、出土状況に特に規則性はみられな

い。 
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－清水遺跡－ 

第31号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は隅丸正方形を基調としている。この第31号住居跡は、第32号住

居跡・第２・23号土壙・第15・16号溝と重複関係が認められ、第32号住居跡・第２号土壙の堆

積土を切っているが、第23号土壙・第15・16号溝によって切られている。 

〔壁〕検出された壁は、第32号住居跡・第２号土壙を切っている部分ではその堆積土、その他

の部分では地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には凹凸の著しい住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計７個である。これらの中で、形態・規模・配置など

の点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４の４個である。４個のピットは

住居平面形の対角線上にあり、結んだ線は住居平面形のほぼ相似形となる。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央東側に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側

壁は粘土積み上げによって構築されている。煙道部は地山をやや上がり気味に掘り抜いて造ら

れており、先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は褐

色砂質シルト・第２層は明黄褐色砂質シルト・第３層は

褐色砂質シルトで、堆積状況は将棋倒し状をしている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から僅かの土師器・須

恵器片が出土しているに過ぎず、出土状況に規則性もみ

られない。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第32号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸長方形を基調としている。この第32号住居跡は、第31・35・36・

39号住居跡・第８号土壙・第12・15号溝と重複関係が認められ、第35号住居跡を切っている

が、第31・36号住居跡・第８号土壙・第12・15号溝によって切られている。 

〔壁〕検出された壁は、第35号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他は地山とな

っている。壁の立ち上がりは比較的急で、その上方はほぼ垂直な部分と外傾気味の部分がある｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には幾分凹凸のみられる住居掘り方が検出された｡ 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計18個である。これらの中で形態・規模・配置などの

点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４の４個である。４個の柱穴は住居

平面形の対角線上に位置し、結んだ線は住居平面形と相似形になっている。 

〔周溝〕カマドおよび一部を除いて、ほぼ全域の垂直下にめぐっている。周溝の断面形態は底

面の平坦な「Ｕ」字状をしている。 

〔カマド〕カマドは西壁のほぼ中央に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土

積み上げによって構築されているが、片側の側壁は崩壊して残っていない。また、焚口を中心

として土壙状の楕円形ピットがあり、中に焼土が入っていた。しかし、これがカマドに付属す

る施設か否か不明である。煙道部は地山をやや下がり気味に掘り抜いて造られている。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は褐色の砂質シルト、第２層は木炭を多量

に含む褐色土・第３層は地山土を含む暗褐色砂質シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示してい

る。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

〔遺物の出土状況〕住居内堆

積土（第１～３層）･ピット

群 (Ｐ９･Ｐ10･Ｐ11･Ｐ16･Ｐ19)･

周溝・煙道・住居掘り方から

土師器 (復元資料２点・口縁

部資料65点・底部資料63点)･

須恵器（復元資料２点・口縁

部資料１点・底部資料１点）

が出土している。出土土器の

大部分は堆積土から出土して

おり、出土状況に特に規則性

はみられない。 

 

第33号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況・重複〕第33号住居跡は北西隅から西壁の部分がＳ-38･Ｅ-５付近で

発見されたが、大部分は調査区外に延びている。このため、正確な平面形はわからないが、検

出部分の状況から方形を基調とするものと推定される。残存壁高は北・西壁とも約10cmである。

なお、この33号住居跡は第23号土壙と重複関係が認められ、北壁の一部が切られている。 
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－清水遺跡－ 

〔施設等〕住居北西隅から北壁において断面「Ｕ」字

状の周溝（幅約20cm・深さ約10cm）が検出された。こ

の周溝は、北壁ではその直下にあるが、北東隅では壁

から幾分離れている。柱穴は調査範囲が狭いため不明

であるが、位置等からＰ１は柱穴の１個である可能性が

ある。Ｐ１は楕円形(80？×70×33cm)をしており、堆積

土は明褐色(7.5ＹＲ5/6)砂質シルトである。この他カマ

ド等の施設については検出されなかった。 

 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれるが、調査範囲が狭いため堆積状況についてはよくわ

からない。 

〔遺物の出土状況〕遺物は住居内堆積土・周溝・Ｐ１から土師器 (口縁部資料１点・底部資料２

点)・須恵器（復元資料１点）が出土している。これらは出土状況に規則性がみられない。 

第34号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第34号住居跡は東側が調査区外に延びているため正確な平面形は

わからないが、調査区内の状況から隅丸正方形を基調とするものと推定される。なお、この住

居跡は第37号住居跡・第23号溝と重複関係が認められ、堆積土・床面が切られている。また、

住居東側の一部は粗掘りの段階で削平してしまった。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下からは住居掘り方が検出された。この掘り方は住

居中央部で浅く壁付近で深くなっており、その形状は幅広の溝状となっている。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは約20個であるが、これらの中で形態・規模・配置等の点

で規則性がみられ柱穴とされるのはＰ１･Ｐ３･Ｐ４･Ｐ５の４個である。これらのピットを結んだ線

はそれぞれ南・西・北壁と平行になっている。 

〔その他の施設〕調査区内および残存部分では周溝・炉等の施設は検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれるが、堆積状況についてはよくわからない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土･Ｐ２･住居掘り方から土師器(復元資料６点・口縁部資料 点・

底部資料16点) が出土している。土師器は堆積土第１層に集中しているが、出土状況に特に

規則性はみられない。 

第35号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第35号住居跡は第32・36号住居跡・第13号土壙・第15号溝と重複

関係が認められ、すべての遺構によって切られている。このため、住居北側と東側の北部が失

われ、正確な平面形はわからない。残存部分から推定すると、隅丸正方形を基調とするものと

考えられる。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかであるが、その上方は残存壁高

が小さいためよくわからない。 

〔床面〕床面はほぼ平坦である。床面下には部分的に多少の相違はあるが、ほぼ一様な深さを

もった住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４は形態・規模・配置などに規則性がみられ、柱穴と推定される。この

４個のピットは住居平面形推定対角線上にあり、結んだ線は住居東・南・西壁と平行になって

いる。 

〔その他の施設〕カマド等の施設は住居残存部分で検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は暗褐色砂質シルト層が１層認められたが、堆積状況については不明

である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土第１層から土師器（復元資料１点・口縁部資料８点・底部資

料９点）・須恵器（胴部資料１点）が出土している。量的に少なく、出土状況に規則性もみら

れない。
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－清水遺跡－ －清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第36号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸長方形を基調としている。この第36号住居跡は第32号住居跡カ

マド煙道・第35号住居跡柱穴（Ｐ４）と重複関係が認められ、両者を切っている。 

〔壁〕検出された壁は、第32号住居跡煙道・第35号住居跡柱穴と重複している部分はその堆積

土、その他の部分は地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味と

なる。 

〔床面〕住居床面は僅かに西側に傾斜しているが、ほぼ平坦である。床面下には一部住居掘り

方が検出された。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は検出されなかった。柱穴も、Ｐ１は検出されたが組

み合うものがなく不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は褐色 (10ＹＲ4/4)砂質シルト層が１層認められたが、堆積状況につい

てはよくわからない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆

積土・床面・Ｐ１から土師器（口

縁部資料７点・底部資料３

点）・須恵器（口縁部資料１ 
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－清水遺跡－ 

点）が出土している。量的に少なく、出土状況に規則性もみられない。 

第37号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第37号住居跡は東・南側が調査区外に延びているため、正確な平

面形はわからない。調査区内の状況から推定すると、方形を基調とするものと考えられる。

なお、この第37号住居跡は第34号住居跡と重複関係が認められ、その堆積土を切って構築され

ている。 

〔壁〕検出された壁は、第34号住居跡の堆積土である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上

方はほぼ垂直な部分（北壁）と外傾気味の部分（西壁）がある。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である｡床面下には住居掘り方が検出されたが、その形状ははっき

りしない。 

〔周溝〕カマド部分を除き、調査区全域の住居壁直下に断面「Ｕ」字状の周溝が検出された。 

〔カマド〕住居北壁中央付近に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部は粘土積み

上げによって構築され、焚口部分には天井からずり落ちた状態で長楕円形礫（30×65×15cm）

がみられた（図版23）。また、側壁の焚口部分に土器がみられたが、これが、施設の一部と 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

として据えられたものか否かはっきりしなかった。この他、底面中央には土師器甕を伏せた支

脚があり、その上に土師器大形甕が正位の状態でのっていた。煙道部は地山をほぼ水平に掘り

抜いて造られており、先端はピット状になっている。 

〔その他の施設〕柱穴等の施設は調査範囲が狭かったため不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は、黄褐色土を斑状に含む暗褐色シルト層が１層認められたが、調査

範囲が狭かったため、堆積状況については不明である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１層）・Ｐ１・周溝・カマドから土師器（復元資料５点・

口縁部資料15点・底部資料11点）、須恵器（復元資料１点）が出土している。これらの出土状

況をみると、カマドから復元資料（土師器甕３点・須恵器坏１点）がまとまって出土している｡

この他は出土状況に特に規則性はみられない。 

第38号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第38号住居跡は中央部から西側の大部分が調査区外に延びている

ため正確な平面形はわからない。調査区内の状況から、方形を基調とするものと推定される。

なお、この第38号住居跡は第９・12号土壙と重複関係が認められ、これらに切られている。 

〔壁〕検出された壁は基本層位第Ⅱ層と地山である。壁の立ち上がりはゆるやかであるが、そ

の上方はほぼ垂直となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 
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－清水遺跡－ 

〔柱穴〕住居内で２個のピット（Ｐ１･Ｐ２）が検出された。これらのピットは住居東西軸に対し

て対称な位置にあり、結んだ線は住居東壁に平行となる。さらに規模・形態も類似しているこ

とから、柱穴と推定される。この２個の柱穴と対になるもう２個は調査区外に推定される。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は、住居跡調査範囲内からは検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層は黒褐色砂質

シルトであるが、堆積状況は将棋倒し状か水平状か識別し難い。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）から土師器（復元資料１点・口縁部資料13点 
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－清水遺跡－ 

・底部資料５点）・須恵器（胴部資料３点）が出土している。量的に少なく、出土状況に規則

性もみられない。 

第40号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は隅丸正方形である。この第40号住居跡は第45･59･70 号住居跡

との間に重複関係が認められ、すべての遺構によって切られている。 

〔壁〕検出された壁はすべて地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は垂直に近

いが外領気味である。 

〔床面〕床面はほぼ平坦であるが、住居中央から壁際に向かうに従って幾分低くなる。床面下

にはほぼ一様な深さの住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で４個のピット（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ５）が検出され、形態・規模・配置などの点で

規則性がみられることから柱穴と推定される｡これらのピットは住居平面形の対角線上にあり､

結んだ線は住居平面形と相似形である。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央に設置されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築

され、焚口は楕円形礫が据えられている。底面中央には支脚として楕円形の礫が立てられて

いる。また、焚口の手前に大形の楕円形礫が転倒していた。この大形楕円形礫は、焚口の幅よ

り僅かに大きいもので、形態・大きさなどから焚口天井石が崩落したものではないかと考えら

れる（写真参照）。燃焼部底面の焚口と支脚の間、奥壁・側壁の上部は火熱を受け赤褐色に焼 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

けている。さらに焚口底面には薄い木炭層がみられた。 

〔その他の施設〕カマドの西側に土壙状の不規則な形をした凹みがある。この他、周溝などの

施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は４層にわかれる。第１層は黒褐色砂質シルト、第２層は暗褐色砂質

シルト・第３層は褐色砂質シルト、第４層は明黄褐色細砂ブロックを小斑状に含む黒褐色砂質

シルトで、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～４層）・柱穴（Ｐ２･Ｐ３）・土壙状凹み・カマド・床

面・住居掘り方から土師器（復元資料14点・口縁部資料129点・底部資料60点）・須恵器（復

元資料１点・口縁部資料２点・底部資料１点）・土製模造品（鏡？１点）・管状土錘（１点） 
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－清水遺跡－ 

・鞴羽口（１点）・砥石（１点）が出土している。この第40号住居跡は全体的に遺物の出土量

が多い。この中で、床面・細部（カマド・土壙状凹み）は特に復元資料が多く、土師器坏１点・

壺１点・甕９点・甑１点・須恵器高坏１点・砥石１点がまとまって出土している。また、堆

積土出土遺物は大部分が破片資料で、出土状況に特に規則性はみられないが、その内容をみる

と、床面・細部出土のものと同様な特徴をもつ土器群で占められている。 

第41号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第41号住居跡は西側が調査区外に延びているため、正確な平面形

は不明である。調査区内の状況から隅丸方形を基調とするものと推定される。なお、この第41

号住居跡は第56･71号住居跡と重複関係が認められ、第71号住居跡の堆積土を切っているが、

第56号住居跡によって切られている。 

〔壁〕検出された壁は、第71号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では

基本層位第Ⅱ層と地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕床面は２枚検出された。上位床面は第４層上面で、下位床面は住居掘り方と一致して

いる。上位床面はカマド状遺構の存在から、住居北側で比較的明瞭であったが、南側では不明

瞭であった。下位床面はほぼ平坦である。 

〔カマド〕カマドは住居東壁南側に設置され、燃焼部と煙道部からなる（第１カマド）。燃焼

部は下位床面にあるが崩壊していたため、形態などを確認することはできなかった。煙道部は

地山をほぼ水平に掘り抜いており、先端がピット状になっている。この他、上位床面にもカマ

ド状の遺構（第２カマド）が検出された。しかし、焼け面と施設の一部と考えられる楕円形礫

がみられただけで、形態などについては不明である。 
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－清水遺跡－ 

〔その他の施設〕周溝などの施設は検出されなかった。柱穴も不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は４層にわかれる。第１層は黒褐色砂質シルト、第２層は暗褐色砂質

シルト、第３層は褐色ないし黒褐色土で、将棋倒し状の堆積状況を示している。第４層は褐色

砂質シルトを小斑状に含む暗褐色砂質シルトで、水平状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１層～２層）・ピット・床面から土師器（復元資料５点・

口縁部資料48点・底部資料30点）・須恵器（復元資料２点・口縁部資料10点・底部資料３

点）・転用硯（須恵器甕胴部破片１点）・土製模造品（土器１点）が出土している。これらの遺

物は出土状況に特に規則性はみられなかった。また、発掘の不手際から遺物取り上げに混乱が

生じたことも併せて付記しておく。 
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－清水遺跡－ 
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第42号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は正方形を

基調としている。この第42号住居跡は、

第53･58･77号住居跡･第30号溝と重複関

係が認められ、第 53・77 号住居跡の堆

積土を切っているが､第58号住居跡・第

30号溝に切られている。 

〔壁〕検出された壁は第53・77号住居跡

と重複している部分ではその堆積土、そ

の他の部分では地山となっている。壁の

立ち上がりはゆるやかで、その上方は外

傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には一様な深さをもった住居掘り方が検出された｡ 

〔柱穴〕住居内から合計５個のピットが検出された。これらの中で、形態・規模・配置等の点 



－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ３･Ｐ４･Ｐ５である。この４個のピットは住居平

面形のほぼ対角線上にあり、結んだ線はやや歪みはみられるものの住居平面形と相似に近い形

となっている。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央に設置されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築

され、その焚口には扁平な礫（上部に折れ面あり）が据えられている。底面中央の奥壁寄りの

所には、円礫に逆位の土師器甕を被せた支脚が検出された。また、燃焼部の底面全体と奥壁・

側壁は火熱を受け赤褐色に焼けている。支脚の手前の部分が、特に著しい。さらに支脚と焚口

の間の底面には薄い灰の層があり、焚口前面には木炭、焼土の分布がみられた。 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は灰黄褐色砂質シルト、第２層は黒褐色砂

質シルト、第３層は暗褐色砂質シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・ピット群（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４）・カマド・床

面・住居掘り方から土師器（復元資料16点･口縁部資料98点･底部資料32点）・須恵器（復元

資料５点・口縁部資料６点）が出土している。出土状況をみると、カマド・柱穴（Ｐ１）・床面・

住居掘り方から復元資料がまとまって出土している（土師器７点・須恵器１点）。堆積土では

その出土状況に規則性はみられないが、特徴の共通したものでまとまっている。 

第43号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第43号住居跡は東側が調査区外に延びているため、正確な平面形

はわからない。調査区内の状況から推定すると、平面形は隅丸方形を基調とするものと考えら

れる。なお、この第43号住居跡は第35号溝と重複関係が認められ、堆積土、床面が切られてい

る。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかであるが、その上方は垂直に近

くなる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。西側の床面には粘土ブロックが認められた。床面下には

住居掘り方が検出された。この掘り方は住居中央で浅く、壁周辺で深い。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは９個であるが、形態・規模・配置などで規則性がみられ

柱穴と推定されるのはＰ２･Ｐ５･Ｐ10の３個である。これらのピットは住居平面形推定対角線上に

あり、結んだ線は西壁・南壁と平行になる。３個の柱穴と対になるもう１個の柱穴は調査区外

にあるものと推定される。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

〔炉〕住居中央東側に焼け面がある。東側が調査区外に延びているので正確な形態・規模はわ

からない。焼け面の南側には炭化物の層もみられる。 

〔その他の施設〕調査区内では周溝などの施設は検出されなかった。この他、住居北西側床面

で長方形の土壙が検出された。確認されたのは床面であるが、第43号住居跡に伴うものか否か

確証は得られなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色砂質シルト、第２層はにぶい黄褐

色ないしは暗褐色砂質シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。 
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－清水遺跡－ 

〔遺物の出土状況〕住居内

堆積土（第１～３層）・ピ

ット群 (Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４･

Ｐ５･Ｐ６･Ｐ７)･土壙・床面・

住居掘り方から土師器（復

元資料５点・口縁部資料40

点・底部資料18点）・須恵

器（復元資料１点・口縁部

資料１点）管状土錘が１

点出土している。比較的遺

物が多いのは、第１層と床

面・細部（ピット・土壙）

である。第１層は遺物の出土状況に規則性はないが、復元資料として土師器坏１点・甕１点と

破片資料が多数出土している。床面・細部では破片資料はあまり多くないが、復元資料が多く、

土師器高坏１点・甕２点・須恵器蓋１点が出土している。また。この第43号住居跡の特徴は堆

積土・床面・細部で遺物に大きな違いがないことである。 

第45号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況・重複〕この第45号住居跡は､Ｎ-６･Ｅ-４付近において、住居内堆

積土がすべて削平された状況で検出された。また、第 40・70 号住居跡と重複関係が認められ、

第40号住居跡を切っているが、第70号住居跡によって切られている。さらに、住居東側は調査

区外に延びているため正確な平面形は不明である。残存部分から推定すると、隅丸方形を基調

とするものと考えられる。規模などは不明であるが、住居南北軸の方向はＧＮ-20°-Ｗである｡ 
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－清水遺跡－ 

〔施設等〕床面はすべて削平

を受けていたが、住居掘り方

が残っていた。この住居掘り

方は、中央部で浅く、壁付近

で深い。その形状は方形の溝

状となっている。 

〔遺物の出土状況〕住居掘り

方から少量の土師器（口縁部

資料２点）・須恵器（胴部資

料１点）が出土している。出

土状況に規則性はない。 

第46号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居平面形は隅丸正方形を基調としている。住居東南隅部分が調査区外

に延びている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔施設等〕調査区内ではカマド・柱穴・周溝などの施設は

検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は上部が削平され、保存は良くな

かったが、３層認められた。第１層は極暗褐色砂質シルト、

第２層は暗褐色砂質シルト、第３層は黒褐色砂質シルトで、

堆積状況は明瞭なものではないが将棋倒し状に近い。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から少量の土師器（口縁 
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－清水遺跡－ 

部資料２点・底部資料１点）が出土している。出土状況に規則性はない。 

第47号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡の西側が調査区外に延びているため正確な平面形は不明で

ある。残存部分から、隅丸方形を基

調とするものと推定される。この第

47号住居跡は第80･83 号住居跡と重

複関係が認められ、それらの掘り方

埋土を切っている。 

〔壁〕検出された壁は、第 80･83 号

住居跡と重複している部分ではその

掘り方埋土、その他の部分では地山 
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－清水遺跡－ 

となっている。壁の立ち上が

りはゆるやかで､その上方は外

傾気味である。 

〔床面・柱穴・周溝〕住居床

面はほぼ平坦である。柱穴・

周溝は検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは北壁中央

に設置されている。燃焼部は

崩壊し、その姿をとどめてい

ない。煙道部は地山をほぼ水

平に掘り抜いて造られ、先端

はピット状になっている。 

〔その他の施設〕住居東南隅

付近の床面に粘土塊（30×40

×10cm）があった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は、

カマド部分を除くと２層にわ

かれる。いずれも褐色砂質シ

ルトで大きなちがいはないが､

第２層に明黄褐色土（地山）

を斑状に含むのが袴徴である｡

堆積状況は将棋倒し状か水平

状かはっきりしない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆

積土・カマド・床面から土師

器（復元資料５点・口縁部資

料32点・底部資料13点）・須恵器（復元資料１点・口縁部資料２点）が出土しているが、出土

状況に規則性はみられない。 

第48号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第48号住居跡は第52･61･69号住居跡・第40号溝と重複関係が認

められ、第52･69号住居跡の堆積土・床面を切っているが、その他の遺構によって切られてい 
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－清水遺跡－ 

る。また、住居北東部は調査時粗掘の段階で誤って削平してしまった。残存部分から、平面形

は長方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は、第52･69号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分

では地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔その他の施設〕柱穴・周溝・カマド等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１・２層とも暗褐色ないしは黒褐色の砂質シル

トであるが、第２層は地山土を斑状に含み、その中に炭化物・焼土の多い部分がある。堆積状

況は将棋倒し状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）、床面から土師器（復元資料５点・口縁部資 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

料114点・底部資料31点）・

須恵器（復元資料７点・口

縁部資料 58 点・底部資料

18点）・土製支脚１点・砥

石１点が出土している。遺

物量は多いが出土状況に特

に規則性はみられない。な

お、出土遺物には僅かに異

なったものもあるが、その多くは共通した特徴をもったもので占られている。 

第50号住居跡 

〔平面図・重複〕住居平面形は隅丸長方形を基調としている。この第50号住居跡は第63号住居

跡と重複関係が認められ、その堆積土を切っている。 

〔壁・床面・柱穴・周溝〕検出された壁は、第63号住居跡と重複している部分でその堆積土、

その他の部分では地山となっている。住居床面はほぼ平坦で、床面下には幾分凹凸もあるが、

ほぼ一様な深さをもった住居掘り方が検出された。明確な柱穴・周溝は検出されたかった。 

〔カマド〕カマドは東壁南側に設置されている。燃焼部は粘土積み上げによって構築している｡ 

底面中央のやや奥壁寄りの位置に楕円礫を立て支脚としている。底面および側壁は赤褐色に焼

けており、特に底面中央部は火熱によって硬化している。煙道部は、燃焼部奥壁から主軸方向

にその痕跡らしいものが認められたが、保存が悪く煙道か否か確証は得られなかった。 

〔その他の施設〕カマド南側の住居東南隅に貯蔵穴状ピット（Ｐ１）がある。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層は暗褐色ない

しは黒褐色の細砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・貯蔵穴状ピット（Ｐ１）・カマド・床面・住

居掘り方から土師器(復元資料18点・口縁部資料128点・底部資料51点)・須恵器（口縁部資料

11点・底部資料10点）・赤焼土器（復元資料４点・口縁部資料４点）・土錘１点が出土してい

る。これらの中で、遺物がまとまって出土しているのは貯蔵穴状ピット（Ｐ１）で、底面および

堆積土の層理面から土師器坏６点・高台坏３点・赤焼土器坏１点の復元資料が出土している。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第51号住居跡 

第51号住居跡は、第52号住居跡に切られ、また調査時粗掘による削平のため、残っていたの

は住居北東隅の部分だけである。残存部分が小範囲なので規模等は不明であるが、残っていた

部分が住居北東隅であったことから平面形は隅丸方形を基調とするものと推定される。壁・床

面の全般的な状態は不明であるが、壁残存部分の直下に底面の平坦な周溝が検出された。その

他の施設等については不明である。 

堆積土は３層みられ、第１層は暗褐色シルト質砂、第２層は黒褐色シルト、第３層はにぶい

黄褐色シルト質砂である。第３層は周溝内堆積土で、第１・２層は将棋倒し状の堆積状況を示

している。 

〔遺物の出土状況〕遺物は第１層から土師器甕の胴部破片１点（外面刷毛目－内面ナデ）と底

部破片１点（外面ケズリ－内面ナデ）が出土しているだけである。 

第52号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕この第52号住居跡は、第48・51・69号住居跡・第40号溝と重複関

係が認められ、第51・69号住居跡の堆積土・床面を切っているが、第48号住居跡・第40号溝に

よって切られている。このため住居跡南側は壊されて不明となっている。残存している北側部

分から、住居平面形は隅丸方形と推定される。 

〔壁〕検出された壁は第51・69号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分で 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

は地山となっている。壁 

の立ち上がりはゆるやか

で、その上方は外傾気味

となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ

平坦である。床面下には

ほぼ一様な深さをもった

住居掘り方が検出された。 

〔その他の施設〕住居内

で合計16のピットが検出

されたが、形態・規模・

配置などで規則性をみい

出すことが難しく、柱穴

は不明である。この他カマド・周溝などの施設は住居残存部分で検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は炭化物を多量に含む暗褐色のシルト質砂､

第２・３層は極暗褐色のシルト質砂で、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・ピット群（p１・p２・p３・p４・p５・p６・p１８）・

住居掘り方から土師器（復元資料３点・口縁部資料64点・底部資料33点）・須恵器（復元資

料２点・口縁部資料４点・底部資料１点）・管状土錘１点・土製模造品（管玉１点）が出土し

ている。遺物の出土量は多いが、その出土状況に規則性がみられず、また特徴の異なるものの

混入が著しい。 
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－清水遺跡－ 

第53号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第53号住居跡は、第42・58・75号住居跡・第30号溝と重複関係が

認められ、すべての遺構に切られている。このため、住居北側から北西部分・南東隅が失われ

正確な平面形は不明である。残存部分と柱穴配置の状況から推定すると、平面形は正方形を基

調とするものと考えられる。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には一様な深さをもった住居掘り方が検出された｡ 

〔柱穴〕住居内において４個のピットが検出され、形態・規模・配置等の点で規則性がみられ

いずれも柱穴と推定される。これらのピットを結んだ線は住居東・南・西壁と平行で、ほぼ正

方形となる。 

〔その他の施設〕住居残存部分ではカマド・周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層は褐色細砂、

第３層は黒褐色シルトブロックを含む褐色細砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・柱穴 (Ｐ４)･カマド・床面・住居掘り方から

土師器（復元資料７点・口縁部資料16点・底部資料11点）・管状土錘８点が出土している。床

面から土師器復元資料（坏１点・壺１点・甕１点）がまとまって出土している。また、床面以

外から出土している遺物も、特徴に大きな違いがなく、共通性がみられる。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第55号住居跡 

〔平面形・残存状況〕第55号住居跡は北西隅の部分が調査区外に延びている。調査区内の部分

から平面形は正方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち

上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味で

ある。 

〔床面〕住居床面は僅かに凹凸はあるがほぼ

平坦である。床面下にはほぼ一様な深さをも

った住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居北東隅において、掘り方と柱痕 
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－清水遺跡－ 

跡の識別できたＰ１が検出されたが､組み合うものが発見されず、柱穴については不明である。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は調査区内では検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は黒褐色の砂質シルト、第２層は暗褐色の

シルト質中砂、第３層は褐色のシルト質細砂で、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から土師器（復元資料６点・口縁部資料７点）が出土してい

る。これらの中で土師器復元資料６点は、住居平面形が未だ不明確な段階で堆積土第１層の上

部から集中して出土したものである。 

第56号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕住居跡は南東隅周辺が検出されたが、遺構の大部分は調査区外に

延びている。したがって、正確な平面形は不明であるが、住居南東隅の部分が検出されたので､

隅丸方形を基調とするものと推定される。住居南北軸の方向はＧＮ－16°－Ｗであるが、規模に

ついては調査部分が少なく不明である。なお、この第56号住居跡は第41号住居跡と重複関係が

認められ、その住居掘り方を切っている。 

〔壁・床面・その他の施設〕検出された壁は基本層位第Ⅱ層と地山である。壁の立ち上がりは 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

ゆるやかで、その上方は外傾気昧となる。床面はほぼ平坦である。床面下には多少凹凸はある

が、一様な深さをもった住居掘り方が検出された。この他、調査区内で周溝・カマド等の施設

は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は褐色ないしは黄褐色のシルト質砂、第２

層は黒褐色のシルト質砂、第３層は明黄褐色土ブロックを多量に含む暗褐色砂質シルトで、堆

積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・床面から土師器（復元資料１点・口縁部資 
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－清水遺跡－ 

料10点・底部資料14点）・須恵器（口縁部資料３点）が出土している。しかし、これらの遺物

は出土状況が不規則で、また種々の異った特徴をもったものの混入が著しい。 

第58号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は隅丸長方形を基調としている。この第58号住居跡は、第42・53・

59号住居跡・第30号溝・弧状溝と重複関係が認められ、第42・53号住居跡の堆積土を切って

いるが、第30号溝・弧状溝によって切られている。第59号住居跡との切合い関係は不明確であ

ったが、第59号住居跡を切っている可能性がある。 

〔壁〕検出された壁は、第42・53号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分

では地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には住居掘り方が検出された。住居掘り方埋土の

上部は、住居内堆積土と識別しにくい部分もある。このため、床面精査の段階で、住居掘り方

埋土上部を一部削平してしまった。図版33で土師器甕や刀子が浮いた状態で見えるのはその

ためである。なお、住居掘り方はほぼ一様な深さであるが、方形の溝状をしている部分もある｡ 

〔カマド〕カマドは住居東壁南側に設置されている。燃焼部側壁は凝灰岩切石と粘土積み上げ

によって構築されている。底面中央から側壁・奥壁は火熱を受け赤褐色に焼けている。また、

焚口前面の床面上に大形の凝灰岩切石が転倒していた（図版32）。この凝灰岩切石は火熱のた

め焼けていることから、カマド構築物の一部と考えられる。 

〔その他の施設〕柱穴・周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層は黄褐色砂質 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

シルトブロックを斑状に含む暗褐色砂質シルトで、将棋倒し状の堆積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・カマド・床面・住居掘り方から土師器（復

元資料11点･口縁部資料89点･底部資料49点）・須恵器（復元資料２点・口縁部資料５点・底

部資料３点）・石製模造品（有孔円盤２点）・鉄製刀子（１点）が出土している。これらの遺

物の出土状況を検討すると、床面から復元資料がまとまって出土している (土師器坏８点・甕

２点・須恵器坏２点)。中には、５点の土師器坏が重ねられた状況で出土したものもあった。堆

積土では破片資料が多く、その出土状況に規則性がみられない。 

第59号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は、多少歪んではいるが隅丸長方形である。この第59号住居跡は

第40・58号住居跡と第30号溝との間に重複関係が認められ、第40号住居跡の堆積土を切ってい

るが、第30号溝によって切られている。第58号住居跡との切合い関係は不明確であったが、切

られている可能性がある。 

〔壁〕検出された壁は、第40号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では

地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面は多少の起伏はあるが、ほぼ平坦である。床面下には一様な深さをもった住

居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で４個のピット（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４）が検出され、形態・規模・配置等の点で規

則性がみられることから柱穴と推定される。これらのピットは住居平面形のほぼ対角線上にあ

り、結んだ線は住居平面形と相以た近い形となる。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央に設置されており、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は

粘土積み上げによって構築されている。底面中央と側壁・奥壁上部は火熱を受け赤褐色に焼け

ている。また、底面中央の焼け面上には灰状のものが溜っており、焚口には木炭層が貼りつい

ていた。煙道部は底面が僅かに残存していたにすぎないが、地山をほぼ水平に掘り抜いて造ら

れている。残存部分は暗赤褐色に焼けている。 

〔その他の施設〕周溝等の施設は検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層はにぶい黄褐

色細砂ブロックを小斑状に含む暗褐色砂質シルト、第３層はにぶい黄褐色細砂ブロックを斑状

に含む褐色砂質シルトで、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・柱穴（Ｐ２）・カマド・住居掘り方から土師

器 (復元資料２点・口縁部資料24点・底部資料14点)・須恵器（口縁部資料１点）が出土した｡

しかし、これらの遺物は量的に少なく、出土状況に規則性もみられなかった。 

第61号住居跡 

〔平面形・重複〕平面形は隅丸正方形を基調としている。この第61号住居跡は、第48・64・55・

73号住居跡および第40号溝との間に重複関係がみられ、前者の堆積土を切っているのが後者

によって切られている。 
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－清水遺跡－ 

〔壁〕検出された壁は、第48・64・65・73 号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その

他の部分は地山となっている。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴・周溝〕住居内で検出されたピットは合計４個あるが、形態・規模・配置等の点でいず

れも規則性がみられず、柱穴とは認め難い。周溝は検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは住居東壁中央のやや南側で検出された。燃焼部側壁は粘土積み上げによっ 
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－清水遺跡－ 

て構築されている。底面および

側壁が火熱を受けて赤褐色に焼

けている。カマド燃焼部奥壁の

外側に煙道の痕跡らしいものが

あるが、第40号溝と重複してい

るためはっきりしない。 

〔その他の施設〕カマド南側に

貯蔵穴状のピット(Ｐ１)がある。 

〔堆積土〕住居内堆積土は層相の記録が紛失したため不明となった。断面図から層の堆積状況

をみると将棋倒し状をしている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）･Ｐ１・Ｐ４から土師器（復元資料３点・口縁部

資料71点・底部資料42点）・須恵器（復元資料１点・口縁部資料20点・底部資料7点）・土製

模造品（土器２点）出土している。これらの遺物の大部分は堆積土中から出土しており、出土

状況に規則性もみられない。また、特徴の異なったものの混入が著しい。 
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－清水遺跡－ 

第62号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は隅丸長方形を基調としている。この第62号住居跡は第72・73号

住居跡と重複関係が認められ、それらの堆積土・床面を切っている。なお、後述するが、住居

北壁は外側へ掘り過ぎてしまった。 

〔壁〕検出された壁は、第72・73号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分

では地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。なお、住

居北壁は調査時の掘り過ぎによって失われてしまった。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下を精査したところ、次のような点が明らかとなっ

た。１．住居掘り方が床面下で検出された。この掘り方は住居床面のほぼ全域におよんでいる

が、カマド奥壁の外側にはみられない。２．この住居掘り方は一段低い部分があり（範囲は一

点鎖線で示した）、方形をしている。この方形住居掘り方は北側・西側が、住居北・西側の床

面範囲とほぼ一致するが、東側・南側は30～40cm内側になっている。３．床面下の精査によっ

て柱間の異なる柱穴が二組検出された（後述）。以上から、この住居跡は拡張を行なっている

可能性がある。一段低い方形の住居掘り方は構築時、床面のほぼ全域にみられる住居掘り方は

拡張時のものと推定される。また、拡張時の住居掘り方はカマド奥壁外側におよんでいないこ

とから、調査時当初、住居北壁としたものは掘り誤りであったと判断せざるを得ない。 

〔柱穴〕住居跡を切っている明らかに新しいものを除き、住居内で検出されたピットは合計13

個ある。これらの中で、形態・規模・配置などの点で規則性がみられ柱穴と推定されるのはＰ１

・Ｐ７･Ｐ８･Ｐ１０とＰ２･Ｐ６･Ｐ９･Ｐ１１の二組のピット群である。これらのピット群は、床面の項で

述べた、構築時・拡張時における住居のほぼ対角線上にあり、結んだ線は住居各壁と平行にな

っている。Ｐ１･Ｐ７･Ｐ８･Ｐ１０は住居構築時、Ｐ２･Ｐ６･Ｐ９･Ｐ１１は拡張時のものと推定される。 

〔カマド〕カマドは北壁中央に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土積み上

げによって構築されている。側壁・奥側はともに焼けており、奥壁が特に顕著で赤褐色になっ

ている。底面は幾分凹んでおり二段になっている。二段になっている底面にはそれぞれ焼け面

があり、住居の拡張に伴うカマド改築の痕跡ではないかと推定される。煙道部はほぼ水平に地

山を掘り抜いて造られている。煙道底面・側壁は黒く焼け焦げている。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔その他の施設〕周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１・２層は一部異なる部分もあるが、大部分は

暗褐色細砂である。第３層は褐色中砂（地山土）を多量に含む暗褐色細砂である。堆積状況は

将棋倒し状をしている。 
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－清水遺跡－ 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）･Ｐ１・Ｐ３・カマド・床面・住居掘り方から土

師器（復元資料６点・口縁部資料96点・底部資料36点）・須恵器（口縁部資料３点）・続縄文

土器（同一個体２破片）が出土している。これらの遺物は出土状況に特に規則性はみられない｡ 

第63号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は正方形を基調としている。この第63号住居跡は第50号住居跡お

よび第64・69号住居跡と重複関係が認められ、前者によって住居北西隅の上部が切られている

が、後者の堆積土・床面を切っている。 

〔壁〕検出された壁は第64・69号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分で

は地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には部分的に住居掘り方が検出された。 

〔柱穴・周溝・カマド・その他の施設〕明瞭なものは検出されなかった。この他、住居東南隅

に隅丸三角形をした張り出しがある。底面に焼け焦げた細砂の層が貼りついていた。しかし、

調査の過程では、確実に住居に伴うか否かの結論は得られなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色ないしは黒褐色の砂質シルト層、

第２層は粗砂を多量に含む褐色ないしは黄褐色の中砂層、第３層は有機質を含む暗黄褐色のシ

ルト質中砂層である。この中で第３層は有機質を含み床面に貼りついた状態でみられることか

ら生活層の可能性があるが、中砂層である点疑問も残る。第１・２層は特殊な堆積状況を示し

ている。すなわち下層である第２層が住居中央部に厚く堆積し、上層である第１層が第２層の

高まりと住居壁との間に堆積している。また、第１層が砂質シルトであるのに対し、第２層は

粗砂を含む中砂で構成されている。特殊な例と考えられる。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・住居掘り方から土師器（口縁部資料15点・底部資料10点） 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

須恵器（胴部資料８点）が出土している。これらの遺物はすべて小破片で、出土状況に規則性

もみられない。 

第64号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第64号住居跡は、第61・63・73号住居跡・第20号土壙（井戸跡）

と重複関係が認められる。第73号住居跡のカマド煙道を切っているが、その他の遺構によって

切られている。このため、北東隅・南東隅・南西隅の部分が壊されているが、各壁の残存状況

などから平面形は隅丸正方形と推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には住居掘り方が検出された。この掘り方は住居

中央部では床面と一致し、壁周辺で深くなる。その形状は方形の溝状となっている。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計７個である。これらのピットの中で、形態・規模・

配置などの点で規則性がみられ柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ３･Ｐ５･Ｐ６である。Ｐ１･Ｐ３･Ｐ５･Ｐ６

は住居平面形のほぼ対角線上にあり、結んだ線は相似形となる。 

〔周溝〕検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔カマド〕北壁中央に設置されており、燃焼部と煙道部からなるが、東側が第63号住居跡に壊

されている。燃焼部側壁は粘土積み上げにより構築し、焚口に楕円形の礫を据えている。燃焼

部の底面・側壁は、火熱を受け赤褐色に焼けている。煙道部は地山を掘り抜いて造っているが

残っていた部分が極く一部で、不明な点が多い。 

〔その他の施設〕特に検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３

層にわかれる。第１層は暗褐

色ないしは黒褐色の砂質シル

ト、第２層はにぶい黄褐色細

砂ブロックを含む褐色の砂質

シルト、第３層は黄褐色ない

しは暗褐色のシルト質細砂で

ある。堆積状況は将棋倒し状

にも見えるが、第２層中に黄

褐色細砂ブロックを多量に含むことなどから検討の余地を残している。 
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－清水遺跡－ 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・Ｐ１・カマド・住居掘り方から土師器（復元

資料４点・口縁部資料８点・底部資料８点）・須恵器（胴部資料１点）が出土している。これ

らの遺物は出土状況に規則性がみられない。しかし、混入と考えられる少量の土器を除けば共

通した特徴をもつものが多い。 

第65号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は正方形を基調としている。この第65号住居跡は、第61・72・73

号住居跡・第40号溝と重複関係が認められ、第61号住居跡・第40号溝に切られているが、第72・

73号住居跡の堆積土を切っている。 

〔壁〕検出された壁は、第72・73号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分

では地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には多少凹凸のある住居掘り方が検出された。 

〔柱穴・周溝〕柱穴は不明である。周溝は検出されなかった。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央に設置されているが、燃焼部西側と煙道部にあたる部分が第

40号溝によって壊されている。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築され、焚口に楕円形の

礫が据えられている。底面および側壁は火熱を受け赤褐色に焼け、底面は硬化している。奥壁

は暗赤褐色に焼けている。 

〔その他の施設〕特に検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 

〔堆積土〕住居内堆積土は層相の記録を紛失したため不明となった。断面図から層の堆積状況

を見ると将棋倒し状をしている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・ピット群（Ｐ２･Ｐ３･Ｐ５）・カマド・住居跡

り方から土師器（復元資料５点・口縁部資料59点・底部資料35点）・須恵器（復元資料３点・

口縁部資料36点・底部資料18点）が出土しているがこれらの土器はその出土状況に規則性がみ

られない。 
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－清水遺跡－ 

第66号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第66号住居跡は西側の一部が調査区外に延びているが、調査区内

の状況から、平面形は正方形を基調とするものと推定される。なお、第30号溝によって切られ

ている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はゆるやかな微起伏をもっているが、ほぼ平坦である。床面下には部分的に

浅い住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計６個ある。これらの中で、形態、規模・配置などの

点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ３･Ｐ５･Ｐ６の３個である。この３個のピットは住 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

居平面形の対角線上にあり、結んだ線

は東壁・南壁と平行になる。これらと

対になるもう１個のピットは検出され

なかったが、調査区外の地点に存在が

予想される。 

〔その他の施設〕住居北壁中央付近の

床面に焼け面が検出された。一部なの

で形態・規模は不明であるが、位置な

どからカマドの一部と推定される。こ

の他、周溝などの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は４層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層はにぶい黄褐

色砂質シルト、第３層は褐色の砂質シルトで、第４層は床面に薄く貼りついた有機質に富む層

で生活層と考えられる。堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・床面・住居掘り方から土師器（復元資料２

点・口縁部資料11点・底部資料２点）・須恵器（胴部資料３点）が出土している。遺物の出土

量が全体的に少ないが、床面に比較的集中している。土師器の坏復元資料１点・坏口縁部資料

２点・甕口縁部資料３点と若干の胴部資料などがみられる。 

第67号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕この第67号住居跡は東側部分が調査区外に延びているため、正確

な平面形は不明である。調査区内の部分から、平面形は方形を基調とするものと推定される。

また、第70・72号住居跡・第40号溝と重複関係が認められ、前者の堆積土を切っているが、後

者によって切られている。 

〔壁〕検出された壁は、第70・72号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分 
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－清水遺跡－ 

では地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には住居掘り方が検出された。この掘り方は床面

中央部で浅く、壁周辺で深くなっている。 

〔柱穴〕調査区の床面で２個（Ｐ１･Ｐ２）の柱穴が検出された。この柱穴は、住居東西軸に対称

な位置にあり、結んだ線は住居西壁と平行である。 
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－清水遺跡－ 

 

〔カマド〕カマドは住居西壁中央

に設置されており、燃焼部と煙道

部からなる。燃焼部側壁は粘土積

み上げによって構築され、焚口に

楕円礫が据えられている。底部・

側壁・奥壁は火熱を受け赤褐色に

焼けている。煙道部は燃焼部と接

続する部分が第40号溝によって切

られているが、地山をほぼ水平に

掘り抜いて造られ、先端がピット

状になっている。 

〔堆積土〕住居内堆積土は層相の

記録を紛失したため不明となった。断面図から層の堆積状況を見ると、将棋倒し状をしている。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・柱穴（Ｐ１･Ｐ２）・床面・住居掘り方から土師器 (復元資料

２点・口縁部資料51点・底部資料17点)・須恵器（復元資料３点・口縁部資料１点・底部資料１

点）が出土している。これらの遺物は、出土状況に特に規則性はみられない。 

第68号住居跡 

〔平面形・重複〕この第68号住居跡は第48号住居跡と重複関係が認められ、第48号住居跡の床

面下において検出された。住居平面形は正方形を基調としている。 
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－清水遺跡－ 

 

 
189



－清水遺跡－ 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁

の立ち上がりはゆるやかで、その上方

は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。

床面下からは住居掘り方が検出された｡

この掘り方は、住居の中央部から北側

にかけて深くなり、壁周辺では浅い。 

〔柱穴〕住居内から検出されたピット

は合計13個ある。この中でＰ１０･Ｐ１３は、

掘り方と柱痕跡の識別はできたが、他

のピットを含めて配置に規則性がない。

このため、柱穴は不明である。 

〔その他の施設〕カマド・周溝等は検出されなかった。住居北東隅が異常に張り出しているよ

うに見える。これは、第68号住居跡を切っている土壙状落ち込みのためである。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層あり、いずれも暗褐色ないしはにぶい赤褐色の砂質シルト(砂)

である。壁沿いに分布する第３層に褐色の砂質シルトが多量に含まれ、堆積状況は将棋倒し状

を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・ピット群（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４･Ｐ７･Ｐ８･Ｐ９･

Ｐ１０）･床面・住居掘り方から土師器（口縁部資料30点・底部資料18点）・須恵器（口縁部資料

19点・底部資料12点）が出土している。これらの遺物はいずれも破片資料で、出土状況に規則

性もみられない。 

第69号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕この第69号住居跡は第48・52・63号住居跡と重複関係が認められ､

すべての遺構によって切られている。残っていたのは、第48・52号住居跡と第63号住居跡に挾

まれたせまい範囲である。ただ、幸いなことに住居北東隅の部分が残っていた（残存壁高６～ 
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－清水遺跡－ 

８cm）ので、住居平面形は隅丸方形を基調とするものと推定される。規模は不明であるが、住

居南北軸の方向はＧＮ－１°－Ｗである。 

〔壁・床面・その他の施設〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その

上方は外傾気味となる。住居床面はほぼ平坦である。床面下で、壁付近を除き住居中央に近い

部分には住居掘り方が検出された。ピットは２個検出されたが、柱穴か否か不明である。この

他、住居の残存部分において、明確に住居に伴うと考えられる施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居北東隅にあたる部分は比較的保存が良く、堆積土も２層認められた。第１層は

褐色シルト質砂、第２層は褐色砂粒を多量に含む暗褐色砂で、将棋倒し状の堆積状況を示して

いる。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・Ｐ１･Ｐ２・住居掘り方から土師器（口縁部資

料13点・底部資料５点）・須恵器（口縁部資料１点）が出土しているが、いずれも小破片で量

的に少ない。また、出土状況に規則性がない。 

第70号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第70号住居跡は東側が調査区外に延びるため正確な平面形は不明

であるが、調査区内の状況から方形を基調とするものと推定される。また、第40・45・67号住 
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－清水遺跡－ 

居跡、第40号溝と重複関係が認められ、第40・45号住居跡の堆積土を切っているが、他の遺構

には切られている。 

〔壁〕検出された壁は、第40・45号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分

では地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となっている。 

〔床面〕住居平面形はほぼ平坦である。床面下で、住居掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計６個あるが、形態・規模・配置の規則性等の点で柱

穴と推定されるのは、Ｐ４･Ｐ５の２個である。この２個のピットは住居西側にあって、住居東西

軸に対して対称な所に位置している。これらと対になるもう２個のピットは調査区外にあるも

のと考えられる。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央付近に設置されているが、燃焼部は第40号溝によって壊され

ている。煙道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造られており、底面側壁が暗赤褐色に焼け焦げ

ている。 

〔その他の施設〕周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕堆積土は断面図・層相の記録が紛失したため、不明である。 

〔遺物の出土状況〕カマド・Ｐ１･Ｐ２･住居掘り方から土師器（口縁部資料14点・底部資料８点）

須恵器（胴部資料２点）が出土している。これらの遺物はいずれも破片資料で、量的にも少な

い。 

第71号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第71号住居跡は西側が調査区外に延びているため、正確な平面形

は不明である。調査区内の状況から方形を基調とするものと推定される。この第71号住居跡は

第41号住居跡に切られている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりは急角度で、その上方はほぼ垂直となる。 
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－清水遺跡－ －清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔床面〕住居床面はほぼ平

坦である。床面下から、部

分的に住居掘り方が検出さ

れた。 

〔その他の施設〕住居内か

ら合計14個のピットが検出

されたが、形態・規模・配

置などの点で明確な規則性

が見られず、いずれも柱穴

とは認め難い。周溝などの

施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕この第71号住居跡は、第41号住居跡に切られており、東壁に沿った狭い範囲で堆積

土が確認されたにすぎない。一応、３層にわかれ、第１層は褐色砂質シルト、第２層は暗褐色

砂質シルト、第３層は褐色砂質シルトであるが、堆積状況は将棋倒し状か水平状であるかはっ

きりしない。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・床面・ピット群から土師器（復元資料３点・口縁部資料28

点・底部資料18点）・須恵器（復元資料２点・口縁部資料２点）が出土している。しかし、発

掘の不手際から第41号住居跡との間に混乱が生じ、特定できなくなってしまった。第130図・

153表は参考程度として呈示する。 

第72号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕この第72号住居跡は、第62・65・67・73号住居跡・第40号溝と重

複関係が認められ、第73号住居跡の堆積土を切っているが、その他の遺構に切られている。残

存部分から、平面形は正方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は、第73号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では

地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下からはほぼ一様な深さをもった住居掘り方が検出 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

された。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央のやや東側に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側

壁は粘土積み上げによって構築されており、焚口には楕円形礫が据えられている。底面中央の

奥壁寄りの部分に支脚（楕円形礫）が立てられている。底面・奥壁・側壁は火熱を受け赤褐色

に焼けている。煙道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造られている。煙道底面・側壁は火熱を

受け暗赤褐色に焼けている。 

〔その他の施設〕カマド東側の、住居北東隅の部分に貯蔵穴状ピット（Ｐ１）がある。この他、

柱穴・周溝などは検出されなかった。 

〔堆積土〕堆積土は層相の記録を紛失してしまったため、不明である。断面図から判断すると

層の堆積状況は将棋倒し状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・Ｐ１・カマド・住居掘り方から土師器（口縁部資料26点・底

部資料９点）・須恵器（胴部資料１点）が出土している。これらの遺物はすべて破片資料で、

出土状況に規則性がみられない。 

第73号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第73号住居跡は、第61・62・64・65・72号住居跡、第20号土壙（井

戸跡）と重複関係が認められ、すべての遺構に切られている。残存していたのは、床面中央部

付近と北壁・西壁の一部である。残存部分と柱穴配置等から、平面形は方形を基調とするもの

と推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 
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－清水遺跡－ 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは、合計６個ある。これらの中で、形態・規模・配置等の

点で規則性がみられ柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ４･Ｐ５･Ｐ６の４個である。４個の柱穴は住居南

北軸および東西軸に対して対称な位置にある。 

〔カマド〕カマドは住居北壁のほぼ中央と推定される部分に設置され、燃焼部と煙道部からな

る。燃焼部側壁は粘土積み上げによって構築され、焚口に楕円形礫（右側のものは上部に折面 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

がある）を据えている。また焚口の底面に大形の楕円形礫（25×55×15cm）があった。この大

形楕円形礫は形態・大きさ等から、焚口天井部が崩落したものではないかと考えられる（図版

41）。燃焼部底面・側壁・奥壁が火熱のため焼けて赤褐色をしている。これは奥壁・側壁が特

に著しい。煙道は先端に近い部分が第64号住居跡によって壊されている。残存部分は地山をほ

ぼ水平に掘り抜いて造られている。底面側壁は火熱のため暗赤褐色に焼け焦げている。 

〔その他の施設〕カマド東側に貯蔵穴状ピット（Ｐ３）がある。 

〔堆積土〕堆積土は層相の記録が紛失したため、不明である。断面図から判断すると層の堆積

状況は将棋倒し状である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・柱穴（Ｐ１･Ｐ４･Ｐ５）･貯蔵穴状ピット（Ｐ３）･カマド・床面・

住居掘り方から土師器（復元資料21点・口縁部資料87点・底部資料34点）・須恵器（頚部

資料１点・底部資料１点）が出土している。出土状況を見ると、柱穴・貯蔵穴状ピット・カマ

ド・床面から土師器復元資料がまとまって出土している。復元資料として土師器坏１点・甕12

点・甑２点がある。また、堆積土からも多量の土師器が出土している。その出土状況に規則性

はないが、床面・細部出土の土師器と基本的な特徴は共通している。 

第75号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第75号住居跡は第53号住居跡・第30号溝と重複関係が認められ、

前者の堆積土を切っているが、後者によって切られている。また、住居南壁付近は水路によっ

て削平されている。残存部分から、住居平面形は隅丸方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は、第53号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分では

地山となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦

である。床面下には一様な深

さをもった住居掘り方が検出

された。 

〔カマド〕カマドは東壁中央

付近に設置されている。燃焼

部側壁は粘土積み上げによっ

て構築され、底面中央の奥壁

寄りの部分に支脚（楕円礫）

が立てられている。底面中央

から奥壁・側壁の部分は火熱を受けて赤褐色に焼けている。 

〔その他の施設〕柱穴・周溝などの施設は検出されなかった。床面下で大形のピット（Ｐ１･Ｐ２

）が検出されたが、性格などについては不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は褐色細砂、第２層は黒褐色砂質シルト、

第３層は暗褐色ないしは褐色砂質シルトで、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～３層）・床面・住居掘り方から土師器（口縁部資料

21点・底部資料８点）・須恵器（胴部資料２点）が出土している。しかし、いずれも破片で量

的に少なく、出土状況に規則性もみられない。 

第76号住居跡 

〔位置・平面形・規模・方向・残存状況〕第76号住居跡はＳ－９･Ｗ－10付近で検出された。

しかし、検出されたのは住居東側の北側部分だけで、大部分は調査区外に延びている。このた

め、正確な平面形は不明であるが、検出部分から方形を基調とするものと推定される。規模等

は不明であるが、住居東西軸の方向はＧＮ－84°－Ｗである。壁は地山で、立ち上がりはゆるや

かであるが、その上方は垂直と外傾気味の部分がある。住居床面はほぼ平

坦で、床面下に凹凸の激しい住居掘り方が検出された。 

〔施設等〕住居北壁の調査区内西端の部分でカマドが検出された。このカ

マドは支脚として立てられた楕円礫の焼土粒を含む黒褐色土が残っていた

だけで、すべて崩壊していた。したがって、規模等は不明である。この他､

柱穴・周溝等は調査区内で検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は暗褐色砂質シルト、

第２層は黒褐色砂質シルト、第３層は褐色砂質シルトで、将棋倒し状の堆 
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－清水遺跡－ 

積状況を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から土師器壺・甕の破片が９点出土しているが、出土状況に

規則性はない。 

第77号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況・重複・壁〕第77号住居跡はＮ－１・Ｗ－９付近に位置している。

住居北壁東側部分が検出されたが、南側は第42号住居跡に切られ、西側は調査区外に延びてい

る。精査可能範囲が極めて限定されているため平面形・規模などは不明である。住居北壁は地

山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 

〔施設等〕北壁においてカマド煙道部が検出された。煙道部は地山をほぼ水平に掘り抜いて造

られ、先端がピット状になっている。規模は25×80cmである。燃焼部は崩壊して形を留めてい

ない。この他の施設は調査区内の住居残存部では検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内において暗褐色砂質シルト、黒褐色砂質シルト、褐色シルト質砂などの堆積 
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－清水遺跡－ 

土がみられたが、堆積状況については小範囲のため不明である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から土師器甕胴部破片が１点（外面ケズリ、内面ミガキ）出

土している。 

第78号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複・壁・床面〕この第78号住居跡は、堆積土が僅かに残っていたが、

かなりの部分で床面まで削平されていた。このため、住居掘り方で、平面形の確認を行なった｡

住居壁はほとんど不明である。また、この住居跡は西側が調査区外に延び、調査区内において

も第79・80・82・83号住居跡および第48・49号溝と重複し、前者を切っているが後者に切られ

ている。したがって、正確な平面形は不明であるが、残存部分と後述の柱穴のあり方などから

正方形を基調とするものと推定される。なお、住居掘り方は壁付近で深く、中央部に向かうに

従って浅くなる。その形状は正方形の溝状である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計７個である。これらの中で、形態・規模・配置等の

点で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ１･Ｐ２･Ｐ５･Ｐ７の４個である。これらのピットは

住居平面形の対角線と推定される位置にあり、結んだ線は東・南・北壁と平行である。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が東壁直下にめぐっている。 

〔その他の施設〕住居北壁中央付近に僅かな凹みを伴う焼け面がある。位置・形状などからカ

マド燃焼部底面の残存したものの可能性がある。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・柱穴（Ｐ１･Ｐ２）・ピット（Ｐ３･Ｐ４）・床面・住居掘り方か 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

ら土師器（復元資料１点・口縁部資料54点・底部資料11点）・須恵器（口縁部資料６点・底部

資料１点）が出土している。いずれも出土状況に規則性はみられない。 

第79号住居跡 

第79号住居跡はＮ－41・Ｗ－９で検出されたが､堆積土・床面の大部分が削平され､住居掘り

方だけが残っていた。また、この住居跡は第80・82・83号住居跡、第40・48・49号溝と重複し､

第82・83号住居跡の掘り方を切っていたが、その他の遺構にすべて切られ、残っていた（住居

掘り方）のは北壁東側・東壁・南壁東側付近の帯状をした狭い範囲だけである。したがって、

正確な平面形は不明であるが、残存部分から隅丸方形を基調とするものと推定された。その規

模は南北軸 7.6mで、方向は南北軸がＧＮ－12°－Ｗ、東西軸がＧＮ－78°－Ｅである。なお、住

居掘り方の埋土は褐色（10ＹＲ4/4）ないしは暗褐色（10ＹＲ
3/3）の細砂である。 

この他、住居に伴う柱穴・周溝・カマドなどの施設は検出されなかった。また、遺物は出土

しなかった。 

第80号住居跡 

〔平面形・残存状況・壁・床面〕この第80号住居跡は堆積土・床面の大部分が削平されていた

ため、住居掘り方で平面形の確認を行なった。したがって、住居壁は検出されなかった。また

この住居跡は北西隅の部分が調査区外に延び、調査区内においても第47・78・79・83 号住居跡

第40・48・49号溝と重複し、第79・80・83号住居跡の掘り方を切っているものの、他の遺構に

よって切られている。ただ幸いなことに、住居の北東隅・南東隅・南西隅が残っており、残存

部分から住居平面形は隅丸正方形を基調とするものと推定される。なお、住居掘り方の埋土は

褐色（10ＹＲ4/4～ 6）細砂を含む暗褐色（10ＹＲ
3/4）細砂である。 
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－清水遺跡－ 

〔柱穴〕住居内で３個のピット（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３）が検出された。これらは形態・規模・配置など

の点で規則性がみられ、柱穴と考えられる。いずれも、住居掘り方によって推定された住居平

面形のほぼ対角線上にあり、結んだ線はその相似形となっている。なお、これらの柱穴と対に

なるもう１個は、推定される場所が調査区外なので確認することができなかった。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

〔その他の施設〕カマド周溝などの施設は検出さ

れなかった。 

〔遺物の出土状況〕柱穴（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３）・住居

掘り方から土師器（復元資料３点・口縁部資料

48点・底部資料16点）・須恵器（復元資料６点・

口縁部資料２点）が出土しているが、出土状況に

規則性はない。 

第81号住居跡 

〔平面形・重複・柱穴〕第81号住居跡はＮ－42・Ｅ－１で検出されたが、堆積土・床面の大部

分が削平されており、残っていたのは床面の一部・住居掘り方・焼け面（上部削平）・柱穴と

推定されるピットである。また、第48・53号溝と重複し切られている。 
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－清水遺跡－ 

住居掘り方は北・東・南側のかなりの部分が残っていたが、西側は削平を受けていた。残存

部分から平面形を推定すると、東西軸・南北軸約７mの正方形ではないかと考えられる。なお､

この住居掘り方は、壁付近で深く住居中央部に向かうに従い浅くなる。 

住居範囲内と推定される部分から14個のピットが検出された。これらの中で、形態・規模・

配置などから柱穴と推定されるのはＰ４･Ｐ８･Ｐ１６･Ｐ２０の４個である。これらのピットは、住居掘

り方によって推定された住居平面形の対角線上に位置し、結んだ線はその相似形となっている。 

住居北壁中央付近の床面（上部削平）に40×40cmの焼け面がある。上部が削られているため 
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－清水遺跡－ 

確証はないが、位置的なものからカマドの残存痕跡（燃焼部底面）ではないかと考えられる。 

以上の他、住居に伴う施設については検出

することができなかった。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・ピット群・

住居掘り方から土師器(口縁部資料26点・底

部資料６点)・須恵器(口縁部資料２点)が出

土している｡出土状況に規則性はみられない。 

第82号住居跡 

〔平面形・残存状況・壁・床面〕この第82号住居跡は堆積土・床面の大部分が削平されていた

ため、住居掘り方で平面形の確認を行なった。したがって住居壁は検出されなかった。また、

この住居跡は第79・80・83号住居跡・第40・48・49・55号溝と重複関係が認められ、第83号住

居跡の掘り方を切っているが、その他の遺構にはすべて切られている。残存部分から、平面形

は隅丸正方形を基調とするものと推定される。なお、住居掘り方は壁付近で深く、住居中央部

に向かうに従い浅くなる。その形状は方形の溝状となっている。掘り方埋土は暗褐色（10ＹＲ

3/3）細砂を含む褐色（10ＹＲ
4/4）中砂である。 

〔柱穴〕住居内で４個のピット（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４）が検出された。これらは形態・規模・配置

等の規則性がみられ、柱穴と考えられる。いずれも住居掘り方に

よって推定された、住居平面形のほぼ対角線上にあり、結んだ線

はその相似形となっている。 

〔その他の施設〕カマド・周溝等の施設は検出されなかった｡ 

〔遺物の出土状況〕柱穴（Ｐ１・Ｐ４）・住居掘り方から土師器の

復元資料２点・口縁部資料４点・頚部資料２点・胴部資料30点が

出土している。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

第83号住居跡 

〔平面形・残存状況・壁・床面〕この第83号住居跡は堆積土・床面の大部分が削平されていた

ため、住居掘り方で平面形の確認を行なった。したがって住居壁は検出されなかった。また、

この住居跡は、第80・82号住居跡および第40号溝と重複し、すべての遺構に切られている。し

たがって、正確な平面形は不明であるが、残存部分と後述する柱穴のあり方から隅丸正方形と

推定される。なお、住居掘り方は壁付近で深く、中央部に向かうに従って浅くなる。その形状

は方形の溝状である。掘り方埋土は褐色（10ＹＲ4/6）シルトを多量に含む暗褐色（10ＹＲ
3/4） 
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－清水遺跡－ 

中砂である。 

〔柱穴〕住居内で４個のピット（Ｐ１・Ｐ３・Ｐ４・Ｐ５）が検出された。

これらは形態・規模・配置などの点で規則性がみられ柱穴と考えら

れる。いずれも、住居掘り方によって推定された住居平面形のほぼ

対角線と推定される線上にあり、結んだ線は住居の東壁・南壁と平

行になっている。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は検出されなかった。 

〔遺物の出土状況〕住居掘り方から土師器口縁部資料５点・胴部資

料８点・底部資料１点が出土している。 

第84号住居跡 

〔平面形・残存状況・壁・床面〕この第84号住居跡は、堆積土・床面の大部分が削平されてい

た。このため、住居掘り方によって平面形の確認を行なった。この住居跡は第47・48・55号溝

と重複関係がみられ、これらに切られている。特に、第47号溝が住居東壁にあたる部分を切っ

ているため、正確な平面形は不明であるが、残存部分からほぼ隅丸正方形と推定される。 

住居掘り方埋土は褐色（10ＹＲ4/6）シルトを含む暗褐色（10ＹＲ
3/3）細砂で、部分的に黒褐

色（10ＹＲ3/4）をしている所もある。床面については残存部分が極く小範囲で、大部分は住居

掘り方埋土上部が表土下に露出した状態になっている。 

〔柱穴〕住居内で４個のピット（Ｐ１･Ｐ２･Ｐ３･Ｐ４）が検出された。これらは形態・規模・配置

などの点で規則性がみられ柱穴と考えられる。いずれも住居掘り方によって推定された住居平

面形の対角線上にあり、結んだ線は住居平面

形とほぼ相似形である。 

〔その他の施設〕カマド・周溝などの施設は

検出されなかった。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・掘り方か

ら土師器（口縁部資料10点・底部資料４点）

須恵器（底部資料１点）が出土している。 
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－清水遺跡－ 

第85号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況・重複〕この第85号住居跡は、Ｎ－52･Ｅ－３

付近で検出されたが、大部分は調査区外に延びている。また、調査区内に

おいても、第52号溝によって切られており、残っていたのは北西隅と西

側北側だけである。このため、平面形は隅丸方形を基調とすると推定され

るものの、規模等については不明である。なお、西壁の方向はＧＮ－７°

－Ｗである。 

〔施設等〕検出された床面はほぼ平坦で、壁はゆるやかに立ち上がり、 
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－清水遺跡－ 

その上方は外傾気味となる。柱穴・周溝等の施設は調査範囲が

狭かったためか不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は１層で、褐色（10ＹＲ4/4）細砂を

含む暗褐色（10ＹＲ3/4）細砂である。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土から土師器(口縁部資料４

点・胴部資料８点) が出土しているが、規則性はない。 

第87号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居跡の東側が調査区外に延びているた

め、正確な平面形は不明である。調査区内の部分から、隅丸方

形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやか

で、その上方は外領気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは４個あるが、調査できた

部分が狭いため、形態・規模・配置等に規則性を見い出し得ず、

柱穴は不明である。ただ、Ｐ４は掘り方と柱痕跡を識別できた

わけではないが大きさ・深さ・位置等から柱穴の可能性もある。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が西・北壁直下にめぐっている。 

〔カマド〕調査区内では検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は、周溝と南北に走る溝（新しい）に

堆積しているものを除くと、１層（褐色シルト層）だけである。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・Ｐ１・住居掘り方から土師器

（口縁部資料６点・底部資料１点）・須恵器（口縁部資料１点）

が出土している。出土状況に規則性はない。 
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－清水遺跡－ 

第88号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居跡の南東隅が削平によって失われてい

るが、残存部分から平面形は隅丸長方形と推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで､

その上方は外傾気味となる。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計４個あるが、形態・規 
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－清水遺跡－ 

模・配置などに規則性を見い出し得ず、いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝・カマド〕検出されなかった。 

〔その他の施設〕特に検出されなかった。 

〔堆積土と遺物の出土状況〕住居内堆積土は断面図・層相の記録を紛失したため不明である。

遺物は住居内堆積土から土師器（口縁部資料３点・底部資料１点）･須恵器（口縁部資料１点・

底部資料１点）が出土している。 

第89号住居跡 

〔平面形〕平面形は隅丸正方形を基調とする。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には、不均等な深さながらほぼ全域において住居

掘り方が検出された。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは３個あるが、形態・規模・配置などに規則性がみられず

いずれも柱穴とは認め難い。 

〔周溝〕検出されなかった。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

〔カマド〕東壁の中央やや南側

に設置され、燃焼部・煙道部か

らなる。燃焼部は、奥壁を軽い

地山掘り込み、側壁を粘土積み

上げで構築し、西側の焚口に楕

円形の礫を据えている。底面お

よび側壁は火熱を受け赤褐色

に焼けている。特に底面で著し

く火熱による硬化がみられる。 

煙道部は地山をほぼ水平に掘

り 
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－清水遺跡－ 

抜いて造られ、先端はピット状になっている。煙道部も火熱を受け、極暗赤褐色に焼けている。 

〔その他の施設〕カマド南側に貯蔵穴状のピット（Ｐ１）がある。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は暗褐色シルト、第２層は地山土ブロック

を多量に含む褐色シルトで、堆積状況は水平状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・Ｐ１・Ｐ２・カマド・床面･住居掘り方から土

師器（復元資料11点・口縁部資料28点・底部資料６点）･須恵器（復元資料４点･口縁部資料

８点･底部資料１点）が出土している。遺物の出土状況をみると、貯蔵穴状ピット（Ｐ１）・カ

マド・床面から復元資料がまとまって出土している (土師器坏４点・甕４点・須恵器坏４点)｡

この他、住居内堆積土の遺物は出土状況に規則性はみられないものの、一部の明らかな混入を

除けば、その大部分は共通した特徴をもったもので占められている。 

第90号住居跡 

〔平面形・残存状況〕住居東側が調査区外に延びているため、正確な平面形はわからないが、

調査区内の状況から隅丸正方形を基調とするものと推定される。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる｡ 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には、多少凹凸のある深い住居掘り方が検出され

た。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計９個である。これらの中で、形態・規模・配置等か

ら柱穴と推定されるのはＰ４･Ｐ６･Ｐ８･Ｐ９の４個である。これらのピットは住居平面形の対角線

と推定される線上にあり、結んだ線は住居平面形の相似形となる。 

〔周溝〕断面「Ｕ」字状の周溝が南壁・西壁の直下にめぐっている。南壁直下の周溝は底面が

幾分平坦である。 

〔カマド〕住居北壁中央やや東側に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土積

み上げによって構築されている。底面および側壁が火熱を受け赤褐色に焼けている。煙道部は

地山を斜め下に掘り抜いて造られている。 
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－清水遺跡－ 
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－清水遺跡－ 

 

〔その他の施設〕住居南壁の部分に階段状（２段）の張り出しがある。この張り出しは住居に

伴う施設とも考えられるが、確証はない。 

〔堆積土〕住層内堆積土は４層にわかれる。第１～３層が黒褐色シルト、第４層が暗褐色粘土

質シルトで、堆積状況は将棋倒し状を示している。なお、この他階段状張り出しには極暗褐色

シルト質粘土が堆積していた。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１～２層）・階段状張り出し・Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３･周溝･カマ 
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－清水遺跡－ 

ド・床面・住居掘り方から土師器（復元資料７点・口縁部資料37点・底部資料20点）・須恵

器（復元資料１点・口縁部資料２点）が出土している。住居内堆積土では遺物の出土状況に規

則性はみられないが、カマド・床面から復元資料が比較的まとまって出土している（土師器坏

３点・須恵器坏１点）｡ 

第91号住居跡 

〔位置・平面形・残存状況〕この第91号住居跡は､Ｓ－37.3 Ｗ－4.5で検出されたが､住居中

央部が掘削によって破壊され、残っていたのは北東隅と南西隅の部分である。このため、住居

の平面形・規模は正確にはわからないが、平面形は長方形で、面積13.55㎡･南北軸4.4m･東西

軸3.1mと推定される。この場合の方向は､南北軸がＧＮ－22°－Ｅ､東西軸がＧＮ－68°－Ｗである。 

〔壁〕検出された壁は地山で、各々東・西・北壁の一部が残っていただけである。壁残存高は

４～６cmで、ゆるやかに立ち上がる。 

〔床面・施設〕残存部分の住居床面はほぼ平坦で、周溝は検出されなかった。柱穴は不明であ

る。住居北壁外側で、カマドの一部とみられる煙道が検出された、この煙道は地山を下がり気

味に掘り抜いたものである。煙道の検出とその位置的関係から、北壁の中央部にカマドが設置

されていたものと推定される。 

〔遺物〕出土遺物はない。 

第92号住居跡 

第92号住居跡はカマド煙道部（位置：Ｎ－30･Ｅ－４）のみが検出された。その他の部分は

すべて調査区外にある。この煙道部は、地山をやや下がり気味に掘り抜いて造られており、底 
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－清水遺跡－ 

面・側壁は焼けている。また、粗掘りの段階で一部削平しているので、検出された部分の規模

は、20×100㎝である。 
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－清水遺跡－ 

第101号住居跡 

第101号住居跡はＮ－57・Ｗ－４付近で検出したが、堆積土・床面

の大部分が削平されていた。住居掘り方によって住居跡の存在が確認

された。このため、平面形・規模・施設などについては不明である。 

住居掘り方から土師器（口縁部資料５点・底部資料２点）・須恵器

（口縁部資料１点・底部資料２点） が出土している。 

第102号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形は隅丸正方形を基調としている。この第102号住居跡はＡ溝と重

複し、それを切っている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方はほぼ垂直になる

部分と外傾気味になる部分がある。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。床面下には一様な深さをもった住居掘り方が検出された｡ 

〔周溝〕カマド部分を除いた全域の垂直下に、断面「Ｕ」字状の周溝がめぐっていた。この周

溝は床面下精査の段階で検出されたものである。 

〔柱穴〕住居内で検出されたピットは合計10個である。この中で、形態・規模・配置などの点

で規則性がみられ、柱穴と推定されるのはＰ２･Ｐ８･Ｐ９･Ｐ１０の４個である。４個のピットはやや

西側にズレているものの、住居平面形対角線に近い位置にあり、結んだ線は東・南・西・北壁

と平行になっている。 

〔カマド〕カマドは住居北壁中央に設置され、燃焼部と煙道部からなる。燃焼部側壁は粘土積

み上げによって構築されている。底面・側壁は火熱を受け赤褐色に焼けている。特に、底面で

は硬化している。煙道部は地山を下がり気味に掘り抜いて造られている。煙道部先端は粗掘り 
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－清水遺跡－ 

トレンチによって壊されているため不明である。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は黄灰色砂質シルト、第２層は黒褐色シル

ト、第３層はオリーブ黒色シルトで、堆積状況は将棋倒し状を示している。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・ピット群（Ｐ１・Ｐ３・Ｐ４）･床面・住居掘り 
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－清水遺跡－ 

方から土師器 (復元資料２点・口縁部資料11点・底部資料16点)･

転用硯（須恵器蓋１点）が出土している。復元資料が出土してい

るのは、カマド・床面（土師器坏１点・甕１点・転用硯１点）で

ある。その他は出土状況に規則性はみられない。 

第104号住居跡 

〔平面形・残存状況・重複〕第104号住居跡は第105号住居跡・

第２号溝（第四次）と重複関係が認められ、前者を切っているが、

後者によって住居東側が切られている。このため、正確な平面形

はわからないが、残存部分の状況から隅丸方形を基調とするもの

と推定される。 

〔壁〕検出された壁は、第105号住居跡と重複している部分ではその堆積土、その他の部分で

は基本層位第Ⅲ層となっている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味である。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔カマド〕カマドは住居北壁東側に設置され、燃焼部と煙道部からなる。しかし、残念なこと

に第２号溝・試掘トレンチによって、燃焼部と煙道部東側が破壊され、残っていたのは煙道部

西側部分だけである。煙道部は地山を上がり気味に掘り抜いて造られている。 

〔その他の施設〕住居内から２個のピットが検出されたが、組み合うものがなく、柱穴は不明

である。その他、周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は黒褐色シル

ト・第２層は灰黄褐色シルトであるが、堆積状況は将棋倒し状か

水平状か区別が難しい。 

〔遺物の出土状況〕住居内堆積土（第１・２層）・ピットから土

師器（口縁部資料10点・底部資料３点）・須恵器（底部資料１点）

が出土している。出土状況に規則性はみられない。 
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第105号住居跡 

〔平面形・重複〕住居平面形はやや歪んだ隅丸正方形を基調としている。この第105号住居跡

は、第104号住居跡・第２号溝と重複関係が認められ、両者によって切られている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は外傾気味となる。 
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〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居平面形対角線上に２個検出された（Ｐ１･Ｐ２）。これらのピットを結んだ線は住居

西壁と平行になる。また、この２個の柱穴と対になるもう２個は、推定位置が第２号溝によっ

て壊されている部分にあたるため検出できなかった。 

〔その他の施設〕周溝・カマドなどの施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は３層にわかれる。第１層は黒褐色シルト、第２層は褐灰色シルト、

第３層は褐色砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 
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〔遺物の出土状況〕住居内堆積土・床面から土師器（復元資料２点・口縁部資料14点・底部資

料５点）・須恵器（胴部資料のみ１点）が出土している。復元資料は床面出土で土師器甕（２

点）である。 

第106号住居跡 

〔平面形〕住居平面形は隅丸正方形を基調としている。 

〔壁〕検出された壁は地山である。壁の立ち上がりはゆるやかであるが、その上方は垂直な部 
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分と外傾気味の部分がある。 

〔床面〕住居床面はほぼ平坦である。 

〔柱穴〕住居に伴う明確な柱穴は不明である。ただ、壁直下付近に24個の小さいピットがなら

んでいる。これらのピットは大きさが５～20cm、深さが２～10cmで、灰褐色シルト質砂が入っ

ている。不規則ではあるが、垂直下付近にならんでいることから、壁柱穴の可能性もある。 

〔カマド〕カマドは北壁中央に設置されている。燃焼部は地山を掘り込んで構築されており、

底面は赤褐色に焼けている。燃焼部前面が凹み状になっているが、その性格は不明である。 

〔その他の施設〕周溝等の施設は検出されなかった。 

〔堆積土〕住居内堆積土は２層にわかれる。第１層は灰褐色シルト質砂、第２層は黄灰ないし

は黄褐色のシルト質砂で、将棋倒し状の堆積状況を示している。 
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Ⅵ．井戸跡とその出土土器 

第20号土壙（井戸跡） 

概要：第20号土壙は、Ｎ－20、Ｗ－５で検出された。遺構確認面は地山である。また、第64・

73 号住居跡と重複関係がみられ、それらを切っている。この井戸跡は掘り方だけが検出され、

井戸枠は残っていなかった。 

井戸掘り方は楕円形の土壙と溝状の部分からなる。楕円形土壙は東西 3.3m、南北 2.8mの規

模をもっている。上部は逆円錐形（擂鉢状）であるが、下部は隅丸方柱状をしている。隅丸方

柱部分の規模は東西1.5m、南北1.8mである。その方向は南北軸がＧＮ－９°－Ｅ、東西軸がＧＮ

－81°－Ｗである。この楕円形土壙は遺構確認面から 1.4mまで発掘したが、湧水が著しく調査

不可能となった。 

溝状の部分は幅60cm､深さ30～35cm､長さ3.2mの規模をもち、楕円形土壙の西端と接続して

いる。底面はほぼ平坦で、楕円形土壙の方へゆるやかに傾斜している。 

堆積土：発掘調査が行なわれた井戸掘り方内堆積土は５層にわかれる。第１層は暗褐色砂質

シルトで上部に多量の円礫を含んでいる。第２層は灰黄褐色細砂質シルト、第３層はにぶい黄

褐色シルト質中砂、第４層は褐色系の砂層、第５層は礫を多量に含む青灰色中砂層である。こ

れらの堆積土では、掘り方埋土と井戸枠内堆積土との識別が不可能であった。また、泥土層の 
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発達がほとんどみられず、いずれもシルト層か砂層の部分が多い。この現象は井戸掘り方が隅

丸方柱状で、第４層以下が堆積している部分で特に顕著である。このことは井戸廃絶後井戸枠

内に泥土が堆積する以前に井戸枠が腐朽・崩壊し、掘り方埋土が崩落してしまったことを示し

ているのかも知れない。また、遺物の出土状況をみると第１～３層までは不規則ながら土師器

や須恵器などの遺物が出土するが、第４層以下ではほとんどみられない。このことは、井戸跡

に各種の遺物が投げ捨てられるようになったのが、第４層堆積終了後であることを示している。 

第31号土壙（井戸跡） 

概要：第31号土壙（井戸跡）はＳ－39・Ｗ－９で検出された。遺構確認面は基本層位第Ⅲ層

上面である。この井戸跡は、井戸掘り方・井戸枠からなる。井戸枠によって求められる井戸の

方向は、南北軸がＧＮ－10°－Ｗ、東西軸がＧＮ－80°－Ｅである。 

掘り方の形状：井戸掘り方の平面形は上部が円形 (4.0×4.2m)、下部が正方形で、遺構確認

面からの深さは2.8mである。したがって、その形状は上部が逆円錐形（擂鉢状）であるが、中・

下部は上方が僅かに開く方柱状をしている。井戸掘り方の底面に近い部分（1.5×1.5m）で

は、方形に組まれた井戸枠の外形とほぼ一致し、そして、上方に向うに従い次第に円形に近く

なっている。なお、掘り方上・中・下部の境は狭く段状になるか、稜線を形成している。 

井戸構築層：井戸掘り方の壁面・底面を観察すると、井戸の構築された層を次の四群にまと

めることができる。 

〔第Ⅰ群の層〕黒褐色ないしは暗褐色をしたシルト層（基本層位第Ⅲ層）で、古代の遺物が出

土する。 

〔第Ⅱ群の層〕にぶい黄色ないしは緑灰色の細砂層（基本層位第Ⅳ層）で、無遺物層である。 

〔第Ⅲ群の層〕暗青灰色中砂層と褐灰色有機質層の互層で、無遺物層である。褐灰色有機質層

は含水性はみられるが、層厚５～10cm程度の薄い層である。 

〔第Ⅳ群の層〕明黄褐色粗砂層で無遺物層である。含水性に富み層も厚い。また、湧水が著し

い。 

以上の層群の中で、第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ群の層はいずれも井戸掘り方壁面となっている。それに対

し、井戸掘り方底面は第Ⅳ群の層を幾分掘り込んだ形でみられる。このことは含水性に富む第

Ⅳ群の層（明黄褐色粗砂層）が水源として利用されていることを示している。 

井戸粋の構造：井戸枠は長方形の板材（長さ120～140cm・幅25～30cm・厚さ４～５cm）に抉

りを入れ、正方形状に組み上げたもので７段確認された。板材は下部程保存が良いが、上部に

至るに従って次第に腐蝕が著しくなる。井戸枠の内法は100×100cmの正方形である。 

板材はすべて打割によるもので、手斧状工具によって器面が、平滑に仕上げられている（ケ 
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ズリ)。板材両端は斧状工具によって切断（調整）されているが、これは数次にわたる加撃に

よるものである。両端から約10cm程の所に幅７～10cm、深さ約10cmの「抉り」が入れられてい

る(鋸状工具による)。この「抉り」は最下段一対（２枚）の板材では上方向だけから加えら

れている。このため、最下段の板材は下面が平坦で、上面に一対の「抉り」が入れられた形に

なっている。この他の板材はすべて、上と下両方向から「抉り」が入れられ、二対の抉りをも

っている。井戸粋は板材の「抉り」を噛み合わせながら東西と南北を対として交互に積み重ね

ることによって上方に組み上げられている。したがって、この井戸枠は内・外圧に対して強固

で、板材が折れない限り崩れることはない。 

井戸掘り方底面には白砂（暗緑灰色粗砂）が厚さ20cmで敷かれている。そして、この白砂に

半分埋り込んだ形で幅40cm・長さ105cm・厚さ５cmの板材が１枚敷かれ、その上に井戸枠を直

接乗せている。これは井戸枠が白砂の中に不均衡に減り込むのを防止するためのものではない

かと考えられる。また井戸枠内の白砂上部には直径10～30cmの円礫が敷き詰められている。 

井戸掘り方埋土：井戸枠と掘り方との間には多量の土が隙間なく詰められている。掘り方埋

土はにぶい黄橙色細砂ブロックを含む暗褐色シルト層 (第１層)、にぶい黄橙色細砂ブロック

を含む灰黄褐色粘土質シルト層(第２層)、明青灰色細砂ブロックを含む暗青灰色粘土質シルト

層 (第３層)、黄灰色砂質シルトブロックを含む緑灰色中砂層（第４層）にわかれる。これら

の埋土はそれぞれ土色・土性は異なるが各種の土をブロック状に含むのが特徴である。また、

層の堆積状況はほぼ水平状である。遺物は土師器・須恵器・木器（盤）などが出土しているが

その出土状況に規則性はない。 

井戸構築過程：井戸の掘り方・掘り方埋土・井戸枠の構造などから井戸の構築過程を整理す

ると次のようになる。 

第Ⅰ段階：井戸の掘り方を掘る。 

第Ⅱ段階：掘り方底面に白砂を敷く。 

第Ⅲ段階：白砂の上に横板を敷き、その上に井戸枠の下部を乗せる。 

第Ⅳ段階：井戸枠内の底面に礫を詰める。 

第Ⅴ段階：井戸枠と掘り方の間に土を埋めながら井戸枠を上方に組み上げていく。 

井戸枠内堆積土：井戸枠内には合計８枚の層が水平状に堆積していた。第１層は木炭片を含

む黒褐色シルト、第２層は黒褐色シルト、第３層は暗灰色粘土質シルト、第４層は植物遺存体

を多量に含むオリーブ黒色粘土質シルト、第５層は植物遺存体を薄層状に含む暗オリーブ灰

色粘土質シルト、第６層は植物遺存体を多量に含む暗褐色粘土質シルト、第７層は明青灰色中

砂ブロックを含む灰色粘土質シルト、第８層は明青灰色細砂ブロックを含む黒褐色粘土質

シルトである。細かな層のちがいを除外してこれらを整理すると次の三つの層群としてまとめ 
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ることができる。 

〔第Ⅰ群の層〕比較的固くしまった黒褐色土層 (第１・２層)。 

〔第Ⅱ群の層〕植物遺存体を含み、柔らかい泥土状の層で、水分が多い(第３・４・５・６層)。 

〔第Ⅲ群の層〕青灰色をした砂のブロックを含む泥土状の層で、水分が多い(第７・８層)。 

以上の三群の層を検討すると、第Ⅱ・Ⅲ群の層の堆積した時期は、井戸内にまだ水が溜って

いたこと、それが第Ⅰ群の層堆積時にはかなり乾燥状態になっていたことが推定される｡また、

第Ⅱ群の層は泥土層で、植物遺存体を多量に含み、それらを含まない層と互層になりながら厚

く堆積し、その層厚は約２mとなっている。また、この第Ⅱ群の層中からは植物遺存体の他 
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に土師器・須恵器・木器・曲物・横笛・独楽など各種の遺物が出土しており、井戸が使われな

くなってから各種のものが投げ捨てられ、急速に埋められていったのではないかと考えられる。

このことは植物遺存体の同定結果として、下部から上部まで植物相にほとんど違いがみられな

いと（付編参照）いうことからも裏づけられる。第Ⅲ群の層は泥土層であるが植物遺存体を含

まず、砂のブロックが混入している。この砂は井戸底に敷れた白砂と似ている。遺物の出土は

少ない。このことは井戸廃絶直後において、水が末だ相当溜っている段階で埋ったもので、ま

だ種々の遺物の捨場にはなっていなかったことを示している。 

第３号井戸跡（第四次調査） 

第３号井戸跡はＮ－４・Ｅ－２で検出された。この井戸跡は井戸掘り方と井戸枠からなる。 

井戸掘り方は上部が逆円錐形 (擂鉢状：直径 1.6m)、下部が円筒状（直径 0.7cm）をしてい

る。遺構確認面からの深さは 1.1m である。井戸粋は上部が石組、下部が曲物となっている。

曲物は直径50cm、高さ50cmの円筒状である。石組は礫（楕円形）を３～４段円筒状に積み上げ

たもので、その内法は直径約50cmである。使用されている礫は大きさが20～30cmのものが多い｡

積み方は間に小礫を詰めながら大形の石を積み上げたものである。井戸掘り方と井戸枠の間に

は黒褐色シルトが詰められている。 

井戸構築層は第１層が灰黄色砂質シルト、第２層が灰黄色粘土質シルト、第３層が灰オリー

ブ色粘土質シルト、第４層が暗オリーブ灰色シルト質粘土、第５層がオリーブ褐色砂層である｡

この中で第５層のオリーブ褐色砂層が水源となっている。 
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Ⅶ．土壙とその出土土器 

第１号土壙 

第１号土壙はＮ－16.5・Ｗ－２で検出された。平面形は歪んだ隅丸長方形をしている。規模

は、南北軸1.3m、東西軸0.8m、深さ0.4mである。土壙底面は皿状をしている。壁はゆるや

かに立ち上がり、その上方は外傾する。土壙内堆積土は３層にわかれる。第１層は黄褐色土ブ

ロックを含む暗褐色シルト、第２層は暗褐色土を混入する褐色シルト、第３層は黄褐色土を混

入する暗褐色シルトである。堆積状況は水平状を示している。第１層中から土師器・須恵器の

坏の完形品に近いものが４点出土したが、その後２点は不明となった。 

第４号土壙 

第４号土壙はＮ－13・Ｗ－4.5で検出された。平面形は隅丸長方形をしている｡規模は、南北

軸2.0m・東西軸1.3m、深さ0.2mである。土壙底面はほぼ平坦で、壁はゆるやかに立ち上が

り、その上方は外傾気味である。土壙内堆積土は２層である。第１層は暗褐色シルト、第２層

は褐色シルトで、水平状の堆積状況を示している。第１層中からは土師器坏完形品が１点出土

している。 

第12号土壙 

第12号土壙はＳ－31・Ｗ－８で検出された。第38号住居跡と重複関係が認められ、その堆積

土を切っている。平面形は楕円形（3.2×2.6m）で、深さは 1.5m である。底面はほぼ平坦で、

河原石（円礫）が敷き詰められていた。壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾している｡ 

堆積土は、第１層が暗褐色土、第２層が褐色土、第３層が褐色粘土、第４層が黒褐色土で、

その堆積状況は水平状である。 

この土壙は、形態・規模、さらに底面近くに円礫が敷き詰められていたことなどから、井戸

跡の可能性もある。 

第32号土壙 

第32号土壙は、Ｓ－27・Ｗ－８で検出された。第65号溝・ピットと重複し、切られている。

平面形は楕円形で、規模は1.5×1.2×0.12mである。底面は平坦で、壁はゆるやかに立ち上が

り、その上方は外傾している。 

土壙内堆積土は２層にわかれ、第１層は黒褐色シルト、第２層は暗褐色シルトである。層の

堆積状況は水平状か将棋倒し状か区別が灘しい。遺物は、土師器の破片が少量第１層から出土

しているが、その出土状況に規則性はない。 
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第33号土壙 

第33号土壙は、Ｓ－25.5・Ｗ－９で検出された。第65号溝と重複し、切られている。平面形

は楕円形で、規模は1.5×1.3×0.4mである。底面は皿状で、壁はゆるやかに立ち上がり、そ

の上方は外傾気味である。 

土壙内堆積土は５層に細別されるが、いずれも黒褐色シルトで、大きな違いはない。これら

は焼土・炭化物・灰黄褐色土・にぶい黄褐色土・褐色土の混入に若干の相違がみられる程度で

ある。遺物は、土壙北東隅の堆積土上部にまとまってみられ、土師器・須恵器の大破片が密集

していた。 

第34号土壙 

第34号土壙はＮ－28・Ｗ－10.5で検出された。平面形は歪んだ隅丸長方形をしており、西側

が幾分脹んでいる。規模は南北軸1.3m・東西軸1.9m、深さ0.2mである。土壙底面は浅い皿

状をしている。壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾する。土壙内堆積土は２層ある。

第１層は黒褐色シルト、第２層は暗褐色シルトで、その堆積状況は水平状である。第１層中か

ら土師器坏復元資料（1/4）が１点出土している。 

第９号溝内第１号土壙 

土壙はＳ－79・Ｅ－１で第９号溝を発掘中に検出した。この土壙は第９号溝の堆積土を切っ

て造られていることが最終的に判明したが、調査時の当初はそれに気づかず上部を削平してし

まった。残存部分の平面形は楕円形（80×70cm）で、深さは40cmであったが、推定規模110×

90×70cm である。土壙底面は皿状で、壁はゆるやかに立ち上がり、その上部は外傾している。

土壙内からは、土師器・赤焼土器が重なった状態で多量に出土した。復元資料が27点あり、出

土状況からこれらは一括廃棄されたものと推定される。 

第10号溝内第１号土壙 

土壙は、Ｓ－71.6・Ｗ－３で、第10号溝発掘中に検出した。この土壙は北端部分を除き、大

部分が第10号溝と重複し､その堆積土を切っている｡平面形は楕円形で､規模は1.2×0.8×0.3m

である。底面はほぼ平坦で、壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾気味である。土壙内

からは、土師器坏復元資料が１点出土している。 

焼土遺構（第四次調査） 

第１焼土遺構はＳ－4.4・Ｅ－0.8の地点で検出された｡平面形は長方形で､長軸120cm・短軸

60cm・深さ10cmである｡長軸方向はＧＮ－４°－Ｗである。底面はほぼ平坦であるが、中央部が

凹んでおり全体的には二段になっている。東・西・南壁は熱を受けて赤変している。 

底面の一部に木炭が散布していた。なお、断面形と堆積土については、記録を紛失したため

不明となった。 
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Ⅷ．溝とその出土土器 

第６号溝 

第６号溝は、Ｓ－107.2・Ｗ－４の地点で検出された。溝の方向はＧＮ－75°－Ｗで､調査区

外に延びる（東西）ものと推定される。遺構確認面は地山であるが、断面観察の結果、基本層

位第Ⅲ層上面から掘り込まれていた。この第６号溝は南側で、第４号溝（第２次調査）と重複

し、それに切られている。発掘部分の溝の規模は上端幅320～310cm、下端幅90～60cm、深さは

70～60cmである。しかし、第Ⅲ層上面で確認できる溝上端幅は約 300cm、深さは100cmである。

底面はほぼ平坦であるが皿状をしている。壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾してい

る。その傾斜は北側が急で、南側はゆるやかである。 

溝内堆積土は４層認められた。第１層は極暗褐色シルト質粘土、第２層は酸化・グライ化し

た黒褐色シルト質砂、第３層はグライ化した黄灰色砂、第４層はグライ化した灰色粘土質砂で

ある。層の堆積状況は水平状か将棋倒し状か区別が難しい。 

遺物は土師器や須恵器が各層から不規則な状態で出土している。出土状況に規則性がみられ

ず、特に集中する層も認められない。 
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第８号溝 

第８号溝は、Ｓ－75.6・Ｗ－２の地点で検出された。溝の方向はＧＮ－72°－Ｗで､調査区外

に延びる(東西)ものと推定される。遺構確認面は地山であるが、断面観察の結果、基本層位第

Ⅲ層上面から掘り込まれている。第８号溝は第10号溝と重複し、それを切っている。発掘部分

の溝の規模は上端幅150～90cm、下端幅70～40cm、深さは50～40cmである。しかし、第Ⅲ層上

面で確認できる溝上端幅は170cm、深さは70cmである。底面はほぼ平坦で皿状をしている。壁は

ゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾する。 

溝内堆積土は３層に細分されるが、いずれも黒褐色の砂質シルトである。 

遺物の出土状況をみると不規則ながら土師器が出土している。 
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第９号溝 

第９号溝は、Ｓ－78・Ｗ－２の地点で検出された。溝の方向はＧＮ－75°－Ｗで調査区外に

延びる（東西）ものと推定される。遺構確認面は地山である。この９号溝は南側で第９号溝内

土壙１と重複し、それに切られている。溝の規模は、上端幅350～250cm、下端幅80～30cm、深

さは80～60cmである。底面は皿状をしている。壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾し

ている。その壁面には不整形な段や稜が幾つか認められる。 

堆積土は４層認められた。第１層は褐灰色粒を多量に含む黒褐色砂質シルト、第２層は褐灰

色土粒を含むにぶい黄褐色砂質シルト、第３層は褐色土ブロックを含む黒褐色砂質シルト、第

４層は地山粒を含む暗褐色砂質シルトである。層の堆積状況は水平状か将棋倒し状か区別が難

しい。 

遺物の出土状況をみると堆積土 (第１・２層)、底面から土師器・須恵器が出土している。

これらの遺物は第１層に集中しており、その下部では非常に少ない。 

第10号溝 

第10号溝はＳ－72.7・Ｗ－３の地点で検出された。溝の方向はＧＮ－78°－Ｗで､調査区外に

延びる（東西）ものと推定される。遺構確認面は地山である。この第10号溝は第26・28号住居

跡・第８号溝と第33号溝と重複し、前者に切られ、後者を切っている。なお第10号溝は第33号

溝の堆積土を壁の一部としている。溝の規模は上端幅320～260cm、下端幅160～130cm、深さ90

～70cmである。底面は皿状をしており、壁の立ち上がりはゆるやかで、その上方は直立気味に

外傾する。その断面は「Ｕ」字形である。 

溝内堆積土は５層認められた。第１層は暗褐色砂質シルト、第２層は極暗褐色砂質シルト､

第３層は褐色砂質シルト、第４層は暗オリーブ褐色シルト、第５層は灰色粘土である。層の堆

積状況は水平状か将棋倒し状か区別が難しい。 

溝および堆積土の状況は以上であるが、各層から多量の遺物が出土した。この溝は層の堆積

状況を明確に把握し得ない部分もあり、遺物を層位的に区分してとりあげることができなかっ

た。このため、遺物の項で詳述するように、古代の第Ⅱ群土器と第Ⅴ群土器を一括して収納し

てしまった。なお、発掘時に観察された遺物の出土状況は第Ⅱ群土器が溝の壁周辺、第Ⅴ群土

器は溝中央部の堆積土であったが、それを明確に区別し記録を作成するには至らなかった。 

第33号溝 

第33号溝はＳ－72.7・Ｗ－３の地点で検出された。溝の方向はＧＮ－78°－Ｗで、調査区外に

延びる（東西）ものと推定される。遺構確認面は地山である。この第33号溝は第10号溝と重複 
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し、それに切られている。溝の規模は上端幅520～500cm、下端幅80～60cm、深さ120～100cmで

ある。底面は僅かに凹凸があるがほぼ皿状をしている。壁の立ち上がりはゆるやかで、その上

方はなだらかに外傾する。なお、南側の壁に細長く張り出した部分がある。これが施設の一部

なのか壁の崩壊かは判明しなかった。 

溝内堆積土は４層認められた。第１層は褐色砂質シルト、第２層は暗褐色砂質シルト、第３

層はオリーブ黒色砂質粘土、第４層は暗緑灰色細砂である。層の堆積状況は将棋倒し状である｡ 

遺物は底面から僅かに出土した。 

第42号溝 

第42号溝はＮ－60・Ｗ－３の地点で検出された。発掘の当初は、一条の溝と考えていたが、

精査を進めるに従って､四条の溝が重複していることが明らかになった｡それぞれＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ溝とする。これらの溝の方向はすべて、ＧＮ－80°－Ｅで、並行しながら走っており、さらに 
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調査区外に延びる（東・西）ものと推定される。また、Ａ・Ｂ・Ｃ溝はＤ溝と重複関係が認め

られ、その堆積土を切っている。 

Ａ・Ｃ溝は、幅が１m 以下で、深さも0.2～0.3mと極めて小規模なものである。両者とも底

面が皿状で、壁はゆるやかに立ち上がり、その上方は外傾している。 

Ｂ溝は、最終発掘部分（掘り上げ形態）で、上端幅2.1～1.8m、下端幅0.9～0.4m、深さ

0.7～0.5m である。しかし、土層観察用あぜの断面で検討した所、Ｄ溝堆積土を壁としている

部分が認められ、それを含めると上端幅2.5m、深さ0.9mと大規模なものとなる。溝の形態は､

底面の丸い「Ｖ」字状をしている。溝内堆積土は３層認められた。第１層は暗褐色シルト、第

２層は細礫・粗砂を含む灰黄褐色粘土質シルト、第３層は粗砂を含む褐灰色粘土質シルトであ 
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る。溝の底面に堆積している第３層はグライ化していた。遺物は第１・２層から土師器・須恵

器が出土している。出土状況をみると第１層に多量に集中しているが規則性はない。 

Ｄ溝は、南・北両端がＢ・Ｃ溝によって切られているため形態・規模等は不明である。 

Ａ溝（第四次調査） 

Ａ溝はＮ－33・Ｅ－０の地点で検出された。溝は弧状をしており、調査区外に延びる（南・

北）ものと推定される。このＡ溝は、発掘の段階で溝の存在に気付かずその上部を削平してし

まったが、断面観察によって基本層位第Ⅲ層から掘り込まれていることを確認した。なお、こ

のＡ溝は第102号住居跡と重複し、切られている。また、このＡ溝は壁が不明瞭な部分が多かっ

たため、基本層位第Ⅲ・Ⅳ層を一部誤って掘り込んでしまった。このため､溝の正確な規模･形

態は不明である。 

以上のように、Ａ溝は確認時および発掘時に一部掘り誤りが生じたため、正確な形態を検出

することはできなかった。 

溝の内部と推定される部分からは、多量の土師器、須恵器などが出土した。しかし、このＡ

溝は既に述べたように、一部基本層位第Ⅲ・Ⅳ層を掘り込んでしまい、これらの遺物を一括し

て収納してしまった。このため、Ａ溝とした遺物にはＡ溝のものを主体として基本層位第Ⅲ層

Ⅳ層のものが含まれている。遺物の項で詳述するが、Ａ溝、基本層位第Ⅲ層からは古代の土器

第Ⅳ群、基本層位第Ⅳ層からは第Ⅱ群土器がまとまって出土していることが判明している。し

たがって、Ａ溝と基本層位第Ⅲ層の遺物は同じ第Ⅳ群土器としてまとまることから区別できな

いが、基本層位第Ⅳ層の遺物は区別することが可能である。Ａ溝は基本層位第Ⅲ層を掘り込ん

でいることから、当然時期差が想定されるが、土器の上で明瞭な区別はできないことから比較

的接近した時期のものではないかと推定される。 

第175～183区溝群 

第89・90号住居跡と第31号土壙（井戸跡）の間に幅40cm前後の溝が約20条並行して走ってい

る。方向はほとんどのものがＧＮ－90°－Ｅである。断面形は底面の丸い「Ｖ」字形をしており､

深さが 10～30cm程でその確認面は第Ⅲ層上面である。溝と溝の間は、接近している部分で約

10cm､離れている部分で50～100cmある｡溝群の堆積土は、大部分のものが褐色粘土質シルトを混

入する暗褐色シルトである。この暗褐色シルトは第Ⅲ・Ⅳ層と近似しており、細かく観察しな

いと区別が難しい。混入している褐色粘土質シルトは地山土で、その混入状態が一つの目安と

なる。このため、溝下部が地山に達せず、褐色粘土質シルトが混入していない場合は区別がほ

とんど不可能である。№22の層が堆積している溝は第Ⅲ層中にあり、地山土の混入がみられな 
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いが、かろうじて確認できた希な例である。したがって、地山まで溝下部が達していないため

調査時に確認できなかったものも数多いのではないかと考えられる。南側の溝群で溝間の幅が

広くなっているのは、この付近の第Ⅲ層が厚く溝の存在を確認できなかったためではないかと

推定される。また、地山土の混入を目安とした遺構確認面は第Ⅲ層上面であったが、地山土の

混入がない場合は第Ⅱ層との区別も難しく、可能性としては第Ⅱ層上面から掘り込まれている

ことも考えられる。 
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Ⅸ．遺物の検討 

遺物の種類と検討課題 

今回の調査で出土した遺物（人工遺物）には、土器・陶磁器・硯・瓦・土製品・石製品・鉄

製品・木製品・竹製品がある。古代の土器については、既に「遺構とその出土土器」において

報告してあるので、必要な場合を除いて個別説明は省略し、分類と共伴関係の検討を行ない、

編年的位置づけと問題点の指摘をすることにしたい。古代の土器以外の遺物については、それ

ぞれ種類ごとに説明した上で検討を加え、編年的位置づけや問題点などについて述べることに

する。なお、遺物の種類と数量については第193表に示した。 
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弥生土器 

弥生土器は、復元資料２点・口縁部資料10点・特徴ある胴部資料９点・底部資料３点が出土

している。この他は地文のみの胴部資料で、平箱にして約 ある。これらの弥生土器は調査区

の各地区から少量ずつ出土し、出土状況にまとまりはみられない。今回は地文のみの胴部資料

を除き、特徴の明瞭なものについて分類し、編年的位置づけを行ないたい。 

第１類：太い沈線をもつもの（第210図1～7） 

ａ類：口縁部に刻目が加えられ、小波状口縁をなすもの(1･2)。口縁部内外面に二･三条

の平行状横位沈線をもつもの（2）と口縁部内面に一条の横位沈線をもつもの(１)がある。 

ｂ類：口縁部に小形の小突起をもつもの(４)。口縁部外面に一条の横位沈線がみられる。 

ｃ類：平口縁で、口縁部外面に数条の横位沈線がみられるもの(３)。 

ｄ類：台付土器の台部に数条の横位沈線がみられるもの(６)。 
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ｅ類：沈線が区画文をなし、区画内に縄文が施文されているもの(５)。 

この他、胴部資料で縄文が施文され、横位沈線が二条ひかれているものがある(７)。 

以上、第１類とした土器は仙台市船渡前遺跡第２層土器の中に類例を見い出すことができる

(宮教委：1973・3)。船渡前遺跡では、種類が豊富でａ～ｄ類としたものの他に、ｅ類とした

区画沈線文土器も多く、清水遺跡ではみられない横位列点文の施文された甕形土器なども出土

している。このような土器は、大泉遺跡（伊東信雄：1957・３）・鱸沼遺跡（志間泰治：1971･

12）からも出土し、大泉式とされるものである。 

ただ、ａ類としたものは船渡前遺跡に類似したものがみられるものの、大泉・鱸沼遺跡には

みられない。口縁部に刻目が加えられ小波状をなすものは、縄文時代晩期後葉からみられるが､

清水遺跡・船渡前遺跡では、晩期後葉の明確な特徴を示すものは出土していない。このことか

ら、第１類はａ類も含め広く大泉式のものとしておきたい。 

第２類：平行状の細い沈線をもつもの（第210図８） 

壺と推定される器形の胴上部資料が１点ある。一本工具によって数条の細い沈線が平行状に

ひかれており、器面は丁寧にヘラミガキされている。破片であるため文様構成は不明であるが､

一本工具による平行状の細沈線文様は蔵王町西裏遺跡出土の円田式土器と共通する(伊東:1957・

３)｡しかし､西裏遺跡出土の壺にみられる沈線間のヘラミガキは一本おきで(白石市史編委：

1976・３)、この第２類と僅かに異なる｡このような細かい点での相違もみられるが、基本的に

は円田式に含まれるものと考えられる。 

第３類：口縁部に縄文・撚糸文施文を多用し、押圧文・変形交互刺突文などをもつもの（第

211図１～12） 

ａ類：口縁部が肥厚し、複合口縁状をなすもの(３～６)。口縁部に縄文が施文され、口縁

部下端が指頭状工具によって押圧されるもの (ａ１類：３・４)､刺突が加えられるもの (ａ２類：

５)、さらに口縁部が無文で口縁部下端が木口状工具で抑圧されるもの（ａ３類：６）がある｡ 

ｂ類：口縁部・頚部に変形した交互刺突文をもつもの (７～10)。厳密には交互刺突ではな

く、二条の平行状沈線間に刻目を入れ、交互刺突文風にしたものである。 

ｃ類：口縁部に縄文・撚糸文を多用するもの (１・２・11・12)｡縄文施文と撚糸文施文

のものがみられるが、口縁部に施文されるもの（１・12）と口縁部の他に口唇部にも施文され

るもの（２・11）がみられる。 

第３類とした土器は名取市西野田遺跡からも出土しており、天王山式土器として一括されて

いる (丹羽・柳田・阿部：1974・３)｡ところが西野田遺跡の報告でも触れられているように、

この第３類土器は天王山遺跡出土土器（坪井清足：1953・６）と共通する要素をもつもの（ａ

類）もみられるが、やや様相を異にしているものが多い (ｂ・ｃ類)。すなわち､ｂ類の交互刺 
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突文はかなり変形したもので、ｃ類の縄文や撚糸文は多様で、斜行するもの・羽状のものなど

があり、中には口唇部に施文されるものがある。西野田遺跡の報告では、これが地域的な違い

によるものか、時期的な違いによるものか述べていない。最近は、天王山式土器の再検討がす

すみ、天王山式土器の細分もしくは天王山式土器に後続する資料の存在が指摘されている (目

黒：1969・３ 中村五郎：1976・10 伊東信雄：1974・11 興野・遠藤：1970・６)。しかし、

いずれも発掘調査による良好な資料に恵まれたものでなく、層位的な裏付けはまだなされてい

ない。今後の発掘調査の成果に期待したい。 

また、分類では触れなかったが、この他に綾繰文（Ｌの結節回転）の施文された土器（第211

図13）と撚糸文を地文とし円形浮文のみられる土器（第211図14）がある｡前者は西野田遺跡第３

号住居跡でも出土しているが、どの時期に伴うかわからない。後者に類似した土器は蔵王町大

橋遺跡第１号住居跡（太田昭夫：1980・９）からも出土しているが、地文は刷毛目・ヘラナデ

で若干異なる。地文が撚糸文であることから大橋遺跡例よりは古く､弥生時代末期のものと考え

られる。 

続縄文土器 

続縄文土器は破片資料が６点出土している。これらは第62号住居跡第２層から２点、その周

辺地区（Ｃ－45区等）の基本層位第Ⅱ・Ⅲ層から４点と、いずれも距離的に近い地点から出土

している。接合を行なった結果、すべて同一個体であることが判明し、文様の他に器形につい

ても推定可能な状態になった。以下、土器の特徴を説明し、現状での問題点を指摘したい。 

土器の特徴：胎土は色調が暗褐色で、金色をした雲母を含んでいる。器形は内弯気味に外傾

する鉢形で、後述する類例から注口部が付くものと推定される。口縁部は上端の内・外面に刻

目が加えられている。頚部には隆帯がめぐり、この隆帯にも口縁部と同様な刻目が加えられて

いる。胴上部には横位の微隆起線文が四条めぐる。微隆起線間には、条の横走するＲＬ縄文と､

横位に連続して加えられる三角形の刺突文が一段

おきに配されている。胴下部には縦走するＲＬ縄

文と縦位に連続して加えられる三角形刺突文が一

列おきに配されている。 

この土器にみられる微隆起線文は、粘土紐の貼

り付け後、両側を強くナデて断面が扁平な三角形

状にしたものである。縄文はＲＬ縄文原体を回転

施文した後微隆起線文と接する部分をナデて擦り 
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消したもので、一見すると、非常に条の長い縄文であるかのような錯覚に落ち入るように仕上

げられている。三角形の刺突文は、縁辺が極めて鋭いのが特徴である。 

以上のような特徴をもつ土器は、一般的に北海道にみられるもので、東北地方でも北部を中

心として点々と発見されている。その中で、器形・文様などの点において最も類似しているの

は、北海道石狩郡石狩町八幡町遺跡ワッカオイ地点Ａ地区第２・３号土壙出土土器（横山・石

橋編：1975・３）や､青森県(伝)三戸郡三戸町目時遺跡出土土器(佐藤信行：1976・10 東北大

学文学部蔵)などで、後北Ｃ２式とされるものである。このような後北Ｃ２式土器は、宮城県で

も興野義一・佐藤信行氏の努力によって次の五遺跡で確認されている（興野・遠藤：1970・６

興野：1976・６ 佐藤：1976・10） 

大泉遺跡（54022）：登米郡中田町上沼字本宮 

清水田遺跡（45036）：栗原郡一迫町川口清水田26他 （佐藤氏の川口幼稚園内遺跡） 

一本松遺跡（35015）：玉造郡岩出山町下野目向山94・96 

新田Ａ遺跡 (35014):玉造郡岩出山町下野目新田33～34 （佐藤氏の川北新田遺跡） 

村山遺跡（35066）：玉造郡岩出山町下野目新田51・52 

このように、現在確認されている５遺跡はいずれも県北で、江合川以北に限られている。この

点、清水遺跡は名取市に位置しており、その分布が宮城県中央部におよぶことを示している。 

また、後北Ｃ２式土器の年代については現在おおまかに二つの見解にわかれている。第１は石

附喜三雄氏によるもので６世紀以後とする見解である(石附喜三雄：1977・７)｡第２は北海道で

は大沼・菊池氏等(大沼：1980・５ 菊池：1978・10)と東北では興野･佐藤氏等(興野・遠藤：

1970・６ 佐藤：1976・10)によるもので、弥生時代末から古墳時代前期に併行する時期とす

る見解である。両者には、年代的に大きな隔たりが認められる。これらの見解は、明確な層位

に裏付けられた良好な発掘資料によるものでないため、いずれが正しいとも決め難い。清水遺

跡では第62号住居跡において後述する古代の第Ⅵ群土器（国分寺下層式）とともに出土してい

るが、破片資料であったため混入の可能性もあり共伴資料とは言い難く、その年代について明

らかにできなかった。後北Ｃ２式土器の年代については今後の発掘調査の成果に期待したい。 

（註）本稿執筆後、高倉敏明氏から多賀城市山王遺跡（180 13）西町浦地点で後北Ｃ２式土器が出土したとの教

示を受け、実物も拝見した。後北Ｃ２式土器は墓と推定される土壙上部から出土したもので、口縁部から胴下部

に至る破片である。土壙内からは古い要素（塩釜式的）を残す南小泉式の土師器がまとまって出土している。

後北Ｃ２式土器は破片のため、埋納されたものか確証に欠けるが、層位的にはその上の自然堆積層と区別される

という。このことは、山王遺跡の後北Ｃ２式土器が南小泉式期かそれ以前のものである可能性を示している。 
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古代の土器 

古代の土器には、土師器・須恵器・赤焼土器がある。これらについて、土器の特徴・共伴関

係などに基づいてⅧ群の土器群を設定した。設定の方法とそれらの層位的関係について簡単

に述べておきたい。 

土器群設定の方法 

古代の土器がまとまって出土したのは､住居跡・溝・遺物包含層である。住居跡は90軒あり、

重複しているものが多い。重複している住居跡は明瞭に年代差を示すものであるが、それらか

らは相互に異なった特徴を示す土器群がそれぞれまとまって出土することがある。溝も住居跡

や遺物包含層と重複しているものが多く、住居跡の場合と似た状況を示す。また、遺物包含層

においては、各々の層によって出土する土器群に明瞭な相違を指摘することができる。このよ

うに、今回の調査では住居跡・溝・遺物包含層において、層位的に出土する一定のまとまりを

もった土器群を把握することができたものがある。このような原則に基づいて設定された土器

群が第Ⅰ～Ⅷ群土器である。 

しかし、これらの土器群がすべて層位的関係を示しているわけではない。その中には、住居

跡や溝において、良好な状態で共通した特徴をもつ土器群がまとまって出土しながらも、他の

遺構との重複がなく、他の土器群との層位的関係を把握し得なかったものもある (第Ⅷ群土器

の一部)。また、発掘調査時に層位区分をせず一括して遺物を取りあげたため、明瞭に特徴の異

なる二つの土器群を混在させてしまったものもある (第Ⅱ・Ⅴ群土器)。これらの場合には、層

位的に明らかな土器群を基準として比較・検討することによって、土器群の設定を行なった。 

土器群の層位的関係 

第Ⅰ・Ⅱ群土器：第Ⅰ・Ⅱ群土器は、第Ⅱ区南端の遺物包含層から層位的関係をもちながら､

まとまって出土した。すなわち、第Ⅲ層から第Ⅱ群土器、第Ⅳ層から第Ⅰ群土器が出土し、第

Ⅱ群土器が第Ⅰ群土器よりも層位的に新しいことは明らかである。 

第Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ群土器：第Ⅲ群土器は第40・53号住居跡、第Ⅳ群土器は第42・73号住居跡､

第Ⅵ群土器は第62号住居跡、第Ⅶ群土器は第58号住居跡から出土している。これらの住居跡は

相互に重複し、次のような新旧関係がみられる。 

第53号住居跡→第42号住居跡→第58号住居跡 

第73号住居跡→第62号住居跡 
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このような住居跡による新旧関係を土器群によって示すと次のようになる。 

第Ⅲ群土器→第Ⅳ群土器→第Ⅶ群土器 

第Ⅳ群土器→第Ⅵ群土器 

以上から、第Ⅲ群土器→第Ⅳ群土器→第Ⅵ群土器・第Ⅶ群土器となることが層位的に明

らかである。第Ⅵ群土器と第Ⅶ群土器の関係については、住居跡間に重複がないため、層位的

に把握することはできなかったが、後述するように、土器群にみられる特徴から第Ⅶ群土器が

第Ⅵ群土器よりも新しい可能性が強い。 

第Ⅴ群土器：第Ⅴ群土器は第10号溝・Ａ溝・第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層からまとまって出

土している。遺物包含層第Ⅲ層は第Ⅳ層の上層であり､さらに第102号住居跡と重複し切られて

いる。第Ⅳ層からは第Ⅰ群土器、第102号住居跡からは第Ⅶ群土器が出土している｡したがって､

第Ⅴ群土器が第Ⅰ群土器よりも新しく、第Ⅶ群土器よりも古いことは層位的に明らかである。

第Ⅱ～Ⅵ群土器との関係について層位的に把握することはできなかったが、第Ⅴ群土器は後述

するように、土器群にみられる特徴から第Ⅳ群土器よりは僅かに新しく、第Ⅵ群土器よりは古

い可能性が強い。 

第Ⅷ群土器：第Ⅷ群土器は第５・６・７・14・27・50・89号住居跡、第９号溝内第１号土壙

から出土している。これらの中で、第５・14 号住居跡はそれぞれ第４・17 号住居跡と重複し、

それらを切っている。第４・17号住居跡からは第Ⅵ・Ⅶ群土器が出土しており、第Ⅷ群土器が

それらより新しいことは層位的に明らかである。また、第Ⅷ群土器は大きな点で共通するもの

の、細かな特徴や共伴関係に相違がみられる。それらを第Ⅷ群土器の中でさらにＡ群土器・Ｂ

群土器・Ｃ群土器とした。Ａ群土器は第７・89号住居跡、Ｂ群土器は第６号住居跡、Ｃ群土器

は第27・50号住居跡、第９号溝内第１土壙から出土しており、第７号住居跡が第６号住居跡と

重複し、切られている。したがって、Ｂ群土器がＡ群土器よりも新しいことは層位的に明らか

であるが、Ｃ群土器との関係は把握できなかった。Ｃ群土器は後述するように土器群にみられ

る特徴からＢ群土器よりもさらに新しい可能性が強い。 

以上で述べた第Ⅰ～Ⅷ群土器の設定方法と層位的関係について整理すると、次のようになる。 

第Ⅰ群土器：第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅳ層 

第Ⅱ群土器：第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層（第Ⅵ層の上層）・第10号溝 

第Ⅲ群土器：第40号住居跡・第53号住居跡（第42号住居跡に切られている） 

第Ⅳ群土器：第42号住居跡 (第53号住居跡を切り、第58号住居跡に切られている)･第73号住 

居跡（第62号住居跡に切られている） 

第Ⅴ群土器：第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層（第Ⅳ層の上層で第102号住居跡に切られている） 
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第Ⅵ群土器：第62号住居跡（第73号住居跡を切っている） 

第Ⅶ群土器：第58号住居跡（第42号住居跡を切っている） 

第Ⅷ群土器Ａ群：第７号住居跡（第６号住居跡に切られている）・第89号住居跡 

Ｂ群：第６号住居跡（第７号住居跡を切っている） 

Ｃ群：第27・50号住居跡・第９号溝内第１号土壙 

第Ⅰ群土器 

第Ⅰ群土器は第Ⅱ区南端遺物包含層の第Ⅳ層から出土した土器群を基礎資料とするものであ

る。量的にはあまり多くないが一つのまとまりを示す土器群で、復元資料として、高坏３点・

坏１点・壺３点・甕１点がある。これらは合計８点と数が少ないので、特に分類はせず、器形

ごとに特徴を説明し、編年的位置づけと問題点の指摘を行ないたい。 

土器の特徴（第213図） 

高坏Ⅰ（１・２）：１は、丹塗りされており、全体が薄手で丁寧に仕上げられている。坏部

は口縁・胴部が外傾し、底部が平底状である。脚部は柱状上部が中実で柱状下部から裾部が円

錐台状に開く。裾上部に円形の窓が三個ある。坏部内外面と脚部外面の器面調整は丁寧なヘラ

ミガキである。脚部内面の器面調整は、柱状下部から裾上部がヘラケズリ、裾下部は横ナデで

ある。坏部と脚部の接合方法は、坏部の底部中央に浅い凹みをつくり、その凹みを脚柱状部上

面に被せるものである。２は１と同じ特徴をもつ脚部である。 

高坏Ⅱ（３）：裾下部を欠いた脚部の資料で、柱状部から裾部へ円錐状に開くものである｡

外面の器面調整は丁寧なヘラミガキである。内面の器面調整は柱状部が刷毛目、裾部が横ナデ

であるが、前段階のナデツケや積み上げ痕を残している。坏部と脚部の接合方法は、坏部を欠

いているため明確ではないが、脚柱状部の上部に凹みがみられることから、坏底部に凸部を作

り、この凸部を脚部に差し込んで接合したものと推定される。 

このように高坏ⅠとⅡでは形態・製作技法・仕上げなどに相違を見い出すことができる。 

坏（４）：全体が薄手で丁寧に仕上げられている。口縁部が内弯気味に外傾し、頚部でくび

れ、胴・底部が丸底状をしているもので、底部中央が凹んでいる。外面の器面調整は口縁上部

が横ナデ、口縁中・下部から胴・底部が丁寧にヘラミガキされている。口縁中部には前段階の

刷毛目が僅かに残っている。内面の器面調整は、口縁上部が横ナデ、口縁中・下部が刷毛目、

胴・底部がヘラナデである。 
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壺Ⅰ（５）：単純口縁の小形の壺で、薄手のものである。口縁・頚部は直線的に外傾し、胴

部は球形で、底部は中央が凹んでいる。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、頚部がナデ状の

不明調整、胴上部が刷毛目、胴下部から底部がヘラケズリ後軽いヘラミガキである。内面の器

面調整は、口縁部が横ナデ、頚部が刷毛目、胴部がナデ、底部がヘラナデである。 

壺Ⅱ（６・８）：６は、口縁部が縁帯状をなす大形の壺である。大きさの割に薄手で、仕上

げも丁寧である。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、頚部から胴上部がヘラミガキである。

頚部と胴部の接する部分には前段階の刷毛目か残っている。内面の器面調整は、口縁・頚部が

ヘラミガキ、胴上部が刷毛目である。８は、口縁・頚部を欠いているため、壺か甕か明確では

ないが、ここでは壺に含めた。胴部が球形で、６と同様に大きさの割に薄手で、丁寧に仕上げ

られている。外面の器面調整は、胴・底部とも丁寧なヘラミガキである。内面の器面調整は

胴・底部とも刷毛目後ヘラナデである。 

甕（７）：小形の甕であるが、口縁上部を欠いている。胴部は球形で、底部は平底である｡

外面の器面調整は、口縁下部が横ナデ、胴上部が刷毛目、胴下部から底部が、ヘラケズリ後軽

いヘラミガキである。内面の器面調整は口縁下部が刷毛目、胴上部が不明調整、胴下部から底

部がヘラナデである。全体に薄手であるが、他の器形のものと比べると仕上げが粗雑である。 

土器の編年的位置 

第Ⅰ群土器は以上述べたとおりであるが、その特徴を整理すると次のようになる。 

１. 高坏・坏・壺・甕の器形があり、これらは薄手で、甕を除き丁寧に仕上げられている。 

２. 高坏には有窓と無窓のものがあり、有窓のものは丹塗りされ仕上げが特に丁寧である。 

３. 坏は小形丸底のものである。 

このような土器群は、東北地方の土師器について氏家和典氏が設定した第一型式（塩釜式）

の特徴（氏家和典：1957・３）と一致することから、塩釜式に位置づけることができる。しか

し、氏家氏が使用した資料は、いずれも断片的なもので、発掘調査による一括資料ではない。

現在宮城県内で塩釜式と考えられる土師器で報告書として公表されているものには、蔵王町大

橋遺跡（太田昭夫：1980・９）・名取市西野田遺跡（丹羽・柳田・阿部：1974・３）・古川市

留沼遺跡（手塚均：1980・３）などがある。この中で、有窓の脚部をもつ高坏・小形丸底の坏

などの特徴では、大橋遺跡の例に最も近い。大橋遺跡の高坏には丹塗りされ丁寧に仕上げられ

ているものもあり、この点共通する。しかし、異なる点もある。すなわち、高坏Ⅰは脚柱状上

部が中実で、柱状下部から裾部で円錐台状に開くのに対し、大橋遺跡の高坏はすべて脚部全体

が円錐状に開いている。また、坏部と脚部の接合方法も、高坏Ⅰのようなものは大橋遺跡には

みられない。このように、脚部に窓のある高坏という点では共通するが、脚部の形態・坏部と 
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の接合方法などに顕著な相違を見い出すことができる。また、高坏以外では、壺Ⅰとした口縁

部が縁帯状をなすものも大橋遺跡にはみられない。その他の坏・小形壺・小形甕などは共通し

ている。 

清水遺跡第Ⅰ群土器と大橋遺跡出土土器は基本的にはほぼ同じ時期のものと考えられる。そ

の中で大橋遺跡の資料と相違する点を高坏と壺について指摘することができた。このような相

違がどのような原因に基づくのか、現段階で明らかにするのは資料が少ないため困難である。

今後、大橋遺跡や清水遺跡の相互にみられるような資料の増加を待って検討することにしたい｡ 
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第Ⅱ群土器 

第Ⅱ群土器は、第10号溝・Ａ溝・第Ⅱ区南端遺物包含層の第Ⅲ層から出土した土器群を基礎

資料とするものである。これらの遺構や層からは後述する第Ⅴ群土器も出土している。発掘の

段階では、これらを層位的に区別せず一括して取り上げたため、両者が混在する形となった。

しかし、両者の土器群は容易に識別し得るものである。また、第Ⅱ群土器は第10号溝において

おもに壁際から出土する傾向が観察されたことから (写真図版66参照)､層位的にも異なる可能

性が強い。以上から、第Ⅱ群土器を一定のまとまりをもつ土器群と把えることにする。第Ⅱ群

土器は復元資料として高坏10点・壺５点・甕３点、壺か甕か不明なもの１点がある。これらは

合計19点で数が少なく、坏や甑などの器形を欠いている。このため土器組成としての検討は困

難である。したがって、ここでは第Ⅰ群土器と同様に器形ごとに特徴を説明し、編年的位置づ

けを行ないたい。 

土器の特徴（第214・215図） 

高坏Ⅰ（１～４）：４点あるがすべて裾下部を欠いた脚部の資料である。脚部は柱状上部が

中実で、柱状下部から裾部が円錐台状に開く。この中に円形有窓のものが１点ある(１)。器面

調整は外面がヘラミガキ、内面がヘラケズリである。坏部と脚部の接合が判明する資料が１点

あり (２)、第Ⅰ群土器高坏Ⅰと同じ方法によるものである。 

高坏Ⅱ（５～10）：ほぼ完形のものが２点、脚部だけのものが４点で、合計６点ある。坏部

は口縁・胴部が外傾し、底部が平底状のものである。脚部は柱状部から裾部に円錐状に開く。

この中に１点だけ（７）裾部有段のものがある。坏部外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴

部が粗雑なヘラミガキ、底部がヘラケズリ後、粗雑なヘラミガキである。坏部内面の器面調整

はナデと粗雑なヘラミガキである。脚部外面の器面調整は、柱状上部から裾上半部がヘラミガ

キで、裾下半部が横ナデである。ヘラミガキは、７では比較的丁寧であるが、その他は一般に

粗雑である。脚部内面の器面調整は柱状部がヘラケズリ、裾部が横ナデである。５はヘラケズ

リの下に積み上げ痕を残している。高坏Ⅱとしたもので、坏部と脚部の接合方法を明瞭に示す

ものはないが、器形から第Ⅰ群土器の高坏Ⅱと同じ方法によるものと推定される。 

壺Ⅰ（11）：小形の壺である。口縁・頚部が外傾し、胴部は潰れた球形、底部は丸底状でそ

の中央部が僅かに凹んでいる。外面の器面調整は口縁・頚部が横ナデ、胴部が不明調整、底部

がナデ状のケズリである。内面の器面調整は、口縁・頚部が横ナデ、胴・底部がナデ状の不明

調整である。 
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壺Ⅱ（12～15）：大形の壺である。 12 は複合口縁状をしているが顕著なものではない。

外面の器面調整は口縁部外面が横ナデ、頚部がナデである。内面の器面調整は口縁・頚部とも

横ナデであるが、部分的にヘラミガキが加えられている。13～15は口縁・頚部の短い単純口縁

の壺である。13は口縁部が外反、頚部が直立し、胴部は球形をしている。外面の器面調整は口

縁・頚部が横ナデ、胴部が刷毛目である。内面の器面調整は口縁・頚部が横ナデ、胴部がヘラ

ナデであるが、頚部に近い胴上部は刷毛目である。15は口縁・頚部が内弯気味に外傾し、胴部

は胴上部が撫で肩であることから、胴下部の脹らむ球形をなすものと推定される。外面の器面

調整は口縁・頚部が横ナデ、胴上部が粗雑なヘラミガキで、一部前段階の刷毛目の痕跡を残し

ている。内面の器面調整は、口縁・頚部が横ナデ、胴上部がナデである。14は口縁・頚部が外

傾し、胴部は肩がはることから球形をなすものと推定される。口縁部は外面側が肥厚し、縦位

の棒状貼付文がある。外面の器面調整は口縁部が横ナデ、頚・胴部が刷毛目である。内面の器

面調整は口縁・頚・胴部とも刷毛目で、口縁・頚部はその後軽くヘラミガキされている。 

甕（16～18）：口縁部が外反する甕である。16は肩が張ることから、胴部が球形と推定され

る。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ後ヘラミガキ、胴部がヘラミガキである。内面の器面

調整は口縁部が横ナデ、胴部がヘラナデ後一部ヘラミガキである。17は胴部を欠いている。口

縁部の器面調整は、外面が刷毛目後横ナデ、内面が刷毛目である。18は撫で肩であることから､

胴下部の脹む球形と推定される。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目である。 
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内面の器面調整は口縁部が横ナデ､胴部がヘラナデであるが、一部前段階の刷毛目が残っている。 

壺・甕？ (第192図)：第192図は口縁部を欠くため､壺か甕か明らかでない。胴部は球形で、

他の壺・甕よりもかなり大形である。外面の器面調整はヘラミガキである。しかし、胴部では

ヘラミガキの不徹底な部分に前段階の刷毛目をよく残している。内面の器面調整は、胴上部か

ら中央部がヘラナデ、胴下部が刷毛目である。底部内面は摩滅のため不明である。 

土器の編年的位置 

第Ⅱ群土器は第Ⅱ区南端遺物包含層において、第Ⅰ群土器の上層から出土していることから、

第Ⅰ群土器よりも年代的に新しいことは明らかである。ここでは、まず第Ⅱ群土器の特徴を第

Ⅰ群土器と対比しながら整理しておきたい。 

１. 高坏・壺・甕等の器形のものがある。 

２. 高坏Ⅰは第Ⅰ群土器の高坏Ⅰと較べると、脚部に円窓のないものが大部分で、脚柱状部

の中実部分が小さく、外面のヘラミガキが丁寧でない。坏部と脚部の接合方法は同じである。 

３. 高坏Ⅱは、第Ⅰ群土器の高坏Ⅱの資料が１点だけなので比較は難しいが、外面のヘラミ

ガキは粗雑である。坏部と脚部の接合方法は同じものと推定される。 

４. 壺や甕については共通する器形を示すものがないため、直接比較するのは困難であるが、

厚手のものが多いこと、厚手のものでは仕上げが丁寧でないことを指摘できる。 

このような特徴をもった土器群は現在の所、宮城県内の遺跡ではまとまった形では未だない。

高坏Ⅱと似た器形を示すものは、第Ⅱ型式（南小泉式）の土師器（伊東信雄：1950・８、氏家

和典：1957・３）にも見られるが、南小泉式の一括資料を出土した岩切鴻ノ巣遺跡第１・２号

住居跡では脚部内面をヘラケズリしているものはない (白鳥・加藤：1974・３)。また､第Ⅱ群

土器の高坏Ⅰは岩切鴻ノ巣遺跡の第１・２号住居跡の資料にはみられない。壺や甕の器形・器

面調整のあり方も大きく相違し、両者に共通するものはみられない。このように、第Ⅱ群土器

は高坏Ⅱのように南小泉式土器と幾分似た器形を示すものもあるが、多くのものは南小泉式と

は異なり古い様相を示している。したがって、第Ⅰ群土器は大橋遺跡と対比される塩釜式（第

Ⅰ群土器）よりは新しいものではあるが、南小泉式（岩切鴻ノ巣第１・２号住居跡出土土器）

よりは古いものと考えられる。次に、第Ⅱ群土器が塩釜式の新しい段階なのか、それとも南小

泉式の古い段階に位置づけられるのかが問題となる。この問題を高坏Ⅰについて検討してみた

い。第Ⅱ群土器の高坏Ⅰは第Ⅰ群土器の高坏Ⅰと比較した場合、共通した器形を示しながら、

器形細部において脚柱状部における中実部分の縮小と円窓の消失、仕上げにおけるヘラミガキ

の粗雑化を指摘できる。また、共通する点として、脚部が中実の柱状部と円錐台状の裾部から

なること、脚部内面の仕上げはヘラケズリであることを指摘できる。両者に共通する特徴は、 
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南小泉式の高坏には見られないことから、両者における相違は塩釜式の中での変化と見るのが

自然であろう。また、壺の中には、口縁部が複合口縁状をなすものや、口縁部に棒状貼付文の

みられるものがあり、薄手の甕が刷毛目やヘラミガキによって丁寧に仕上げられていることな

どは、このことを裏付けるに充分である。以上のような理由から、第Ⅱ群土器は第Ⅰ群土器よ

り新しいものではあるが、塩釜式に含めて考えたい。 

塩釜式土器は、現在、大橋遺跡・西野田遺跡・留沼遺跡などの資料に基づいて、細分の可能

性が指摘されている (丹羽他：1974・３ 手塚均：1980・３ 太田昭夫：1980・９)。しかし、

それらの資料は各々の器形の変化を系統的に理解し得るに充分なものではない。それは高坏に

おいて特徴的である。大橋遺跡のものは脚部全体が円錐形に開くのに対し、西野田遺跡・留沼

遺跡のものは長い中実の柱状部をもち、裾部が円錐台状をしているものが主体を占めている。

前者に円窓があり、後者に円窓がないことから、後者が新しい要素を持つことを指摘すること

は可能であっても、脚部が円錐形に開くものから中実の柱状部をもつものへ変化したとするこ

とはできない。脚部全体が円錐形に開くものは一定の変化を示しながら南小泉式期に継承され

ることが明らかだからである。また、清水遺跡の第Ⅰ群土器と第Ⅱ群土器は塩釜式と位置づけ

られながらも、大橋遺跡や西野田遺跡・留沼遺跡の資料とは様相を異にする点がある。特に、

第Ⅱ群土器と西野田遺跡・留沼遺跡の資料では高坏において直接比較し得る器形を示すものが

なく、両者の関係について現段階で論じるのは困難である。このように塩釜式の細分は種々の

問題を含んでおり、今後の資料の充実を待ちたい。 

第Ⅲ群土器 

第Ⅲ群土器は、第40・53号住居跡出土土器を基礎資料とするものである。復元資料は、第40

号住居跡から土師器坏１点・壺１点・甕11点・甑２点・須恵器高坏１点、第53号住居跡から土

師器坏４点・甕２点が出土している。前者では土師器甕が多く、後者では土師器坏が多い。 

土器の分類 

第Ⅲ群土器は、土師器が坏２類・壺１類・甕３類・甑１類に分類され、それに須恵器高坏が

伴う（第216図） 

土師器 

坏第１類：口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの（１） 

口縁部と胴部の境は、外面が沈線、内面が緩かな曲線である。外面の器面調整は、口縁部が

横ナデ、胴・底部がヘラケズリの後軽いヘラミガキである。このヘラミガキは単位・方向不明 
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の軽いもので、前段階に行なわれたヘラケズリの面と砂粒の動いた痕跡を明瞭に残している。

内面の器面調整はヘラミガキである。ヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口縁に平行であるが､

底部が横である。口縁部では、このヘラミガキが徹底していない部分があり、前段階の横ナデ

の痕跡を残している。 

また、この坏の内面は全体的に淡い黒色をしているが、褐色の部分もある。 

坏第２類：口縁部が直立し、胴・底部が丸底状のもの（２・３） 

口縁部と胴部の境は外面が段、内面が屈曲線である。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴・

底部がヘラケズリである。ヘラケズリの後、軽くヘラミガキされているものもあるが、これは

大きな違いではない。内面の器面調整はヘラミガキ（ａ類：２）と横ナデ（ｂ類：３）のもの

がある。また、これらの坏には、内・外面の全面もしくは一部が淡い黒色をしているものが、

ａ・ｂ類の両者にみられる。器面の淡い黒色化はヘラミガキなどの器面調整と直接の関連を示

してはいない。 

なお、坏第１・２類の器面にみられる淡い黒色化は、後述する第Ⅳ～Ⅷ群土器の土師器坏に

みられる黒色化とは、色調・器面調整との関連などの点で異なった印象を与えるものである。 

壺（４）：短い口縁・頚部を持ち、胴部がほぼ球形のもの（４） 

口縁部は外反し、頚部は直立する。底部は丸底風の平底である。最大径は胴部中央にある。

外面の器面調整は、口縁・頚部が横ナデ、胴部がナデ状の粗雑なヘラミガキである。底部は剥

落のため不明である。内面の器面調整は、口縁・頚部が横ナデ、胴・底部がヘラナデで部分的

にヘラミガキされている。 

甕第１類：口縁・胴部が僅かに外傾する鉢状のもの（５・６） 

最大径は、口縁部にある。口径と器高の関係から鉢状のもの（ａ類(５)：口径＞器高）と深

鉢状のもの（ｂ類(６)：口径＜器高）があるが、以下に述べる製作技法・器面調整等の特徴に

大きな相違はない。製作技法の特徴は、内面に粘土紐積み上げ時のつなぎ目を明瞭に残し、そ

れに照応する屈曲が外面にみられることである。外面の器面調整は、口縁から胴下部まで刷毛

目で、口縁部だけその上に横ナデが加えられる。底部はヘラケズリである。刷毛目は、基本的

には縦方向であるが、左・右への振れが大きく、その末端が斜めに交叉している場合が多い。

その時、刷毛目の末端は相互に重なりあい、工具の当目がほとんどみられない。内面の器面調

整は、口縁部から胴上部が横方向の刷毛目、胴下部がヘラナデ、底部がナデツケである。 

甕第２類：口縁部が外反し、胴部中央が脹むもの（７） 

最大径は口縁部にあり、口径と器高がほぼ等しい。口縁部から胴部への移行は緩やかで、明

瞭な屈曲や段はみられない。 

製作技法・器面調整の特徴は第１類とほぼ共通するが、仕上げは僅かに丁寧である。 
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土師器 

坏 第１類：口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの （１） 

第２類：口縁部が直立し、胴・底部が丸底状のもの 

ａ類：内面調整がヘラミガキのもの （２） 

ｂ類：内面調整が横ナデのもの （３） 

壺 短い口縁・頚部をもち胴部がほぼ球形のもの （４） 

甕 第１類：口縁・胴部が僅かに外傾する鉢状のもの 

ａ類：鉢状のもの（口縁径＞器高）(５) 

ｂ類：深鉢状のもの（口縁径＜器高）(６) 

第２類：口縁部が外反し、胴部中央が脹むもの （７） 

第３類：口縁部が外反し、胴下部が脹むもの 

ａ類：口縁部から胴部に緩かに移行するもの （８） 

ｂ類：口縁部と胴部の境に段を形成するもの （９） 

甑 口縁・胴部が外傾する無底式のもの 

ａ類：鉢状のもの（口縁径＞器高）(10) 

ｂ類：深鉢状のもの（口縁径＜器高）(11) 

須恵器 

高坏 第１類：無蓋高坏で坏胴部に櫛描列点文がめぐるもの（12） 
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甕第３類：口縁部が外反し、胴下部が脹むもの（８・９） 

最大径は胴下部にあり、器高が最大径よりもはるかに大きく､｢長胴形｣ をしている。これら

の甕は、口縁部から胴部への移行に相違がみられ、緩かに移行するもの（ａ類：８）と段を形

成するもの（ｂ類：９）とがある。ａ類の製作技法・外面の器面調整は第１類とほぼ共通する

が、さらに顕著である。内面の器面調整も第１類と基本的には同じであるが、胴部に間隔を置

いた縦方向のナデが加えられる点僅かに異なる。ｂ類の製作技法・外面の器面調整は、第２類

と共通するが、口縁部の横ナデが極めて強く胴部との境が段になっていること、胴下部に間隔

を置いた縦方向の細長いヘラケズリが加えられる点僅かに異なる。内面の器面調整は、ａ類と

ほぼ同じであるが、胴部にみられた縦方向のナデはない。 

甑：口縁・胴部が外傾する無底式のもの（10・11） 

口縁部は僅かに外反し、胴部は中央が僅かに脹むがほぼ直線的に外傾する。口縁部と胴部

の境に軽い稜を形成している。最大径は口縁部にある。口径と器高の関係から鉢状のもの（ａ

類：口径＞器高）と深鉢状のもの（ｂ類：口径＜器高）がある。 

ａ類（10）：外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が縦方向のヘラミガキである。胴部

のヘラミガキは部分的に口縁下部に達しているものもある。内面の器面調整は、口縁部が横ナ

デ、胴部がヘラナデ後単位・方向不明の軽いヘラミガキである。 

ｂ類（11）：外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が縦方向のヘラミガキである。しか

し、口縁部から胴上部には前段階に加えられた刷毛目がよく残っている｡内面の器面調整はヘラ

ミガキで、その方向は、口縁部が口縁に平行、胴部が縦ないし斜である。 

須恵器 

須恵器は第40号住居跡床面から出土した高坏の坏部が１点ある。口縁部が外傾し、胴・底部

が丸底状の無蓋坏である。口縁部と胴部の境は、外面が軽い段、内面が緩かな屈曲線である。

底部外面の脚部と接続する部分の周囲は一段高くなっている。器面調整はロクロナデであるが、

胴・底部外面では前段階になされた回転ヘラケズリの痕跡が観察される。また、胴部外面には

ロクロナデの後櫛描列点文がめぐらされている。 

土器の共伴関係 

第Ⅲ群土器は既に述べたように、第40・53号住居跡から出土している。その出土状況を検討

してみたい。第40号住居跡の床面・細部（カマド・土壙状凹み）からは土師器坏第２類・壺・

甕第１・２・３類、須恵器無蓋高坏が出土している。これらは土師器坏第１類を欠くものの、

第Ⅲ群土器のほとんどのものを含んでいる。第53号住居跡では、堆積土・床面・住居掘り方か

ら土師器坏第１・２類・壺・甕第２・３類が出土している。床面出土のものは少ないが、すべ 
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てほぼ同じ特徴を示すものである。また、第53号住居跡は第Ⅳ群土器を出土する第42号住居跡

によって切られていることから、第53号住居跡の第Ⅲ群土器が第42号住居跡の第Ⅳ群土器より

も年代的に遡ることは明らかである。 

第40号住居跡と第53号住居跡の第Ⅲ群土器は、細かな点で相違がみられるものの、ほぼ

同じ特徴を示している。第40号住居跡では甕が多く、第53号住居跡は坏が多いことから、両者

を合せたものがほぼ同じ時期の土器組成を示すものと考えられる。その年代幅は、第40・53号

住居跡の構築時から廃絶後の埋没終了時までで、その間に土器の変化を引き起す程の時間差は

なかったものと推定される。 

以上のことから、第Ⅲ群土器としたものは広い意味での共伴関係にあり、ほぼ同時期のもの

と考えられる。 

土器の特徴 

第Ⅲ群土器の特徴を整理すると次のようになる。 

１. 坏は、いずれも丸底状で、口縁部が外反するものと直立するものの二者からなる。器面

の黒色化については、色調（淡い黒色）・器面調整との関連（ヘラミガキに限定されない）な

どの点で、第Ⅳ群土器以降のものとは異なった特徴を示している。 

２. 壺は、口頚部が短かく、胴部が球形のものである。甕とは異なり、胴部内外面に軽い

ヘラミガキが加えられている。 

３. 甕には、口縁・胴部が外傾するもの、口縁部が外反し胴部中央が脹むもの、口縁部が外

反し胴下部が脹むものの三者がある。これらは、器内面に製作時の粘土紐積み上げ痕を明瞭

に残すものが多い。外面の器面調整として加えられる刷毛目は、左右への振れが大きく、末端

が鋭く交叉するものが多い。この刷毛目は口縁部から胴下部まで縦方向になされる。口縁部に

横ナデが加えられても、この刷毛目が消されることは少ない。 

４. 甑は、口縁部が僅かに外反し、胴部が外傾する無底式のもので、甕とは異なり内外面が

ヘラミガキ等によって丁寧に仕上げられている。 

５. 仕上げの丁寧さで比較すると、１．坏・甑、２．壺、３．甕の順となる。 

土器の編年的位置 

土師器 

第Ⅲ群土器と共通した内容を持つものとしては、角田市住社遺跡の竪穴住居跡出土土器をあ

げることができる (志間泰治：1958・３)。第Ⅲ群土器と住社遺跡竪穴住居跡出土土器を、志間

氏の示した実測図と説明に基づいて、坏・壺・甕・甑の順にその特徴を比較してみたい。 
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坏は第１類と「坏形土器４」が、器形的に類似している。坏第２類は、「坏形土器１」と類

似しているが、住社遺跡例の方が口径に較べ器高が高く、口縁部が僅かに外反気味である。ま

た、志間氏が住社遺跡における坏の特徴をまとめて「ゆるい丸底であり、口縁部はいずれも外

反している」と述べている点は、坏第１類の基本的な特徴と一致する。 

壺は､第Ⅲ群土器のものは大形で､住社遺跡のものは小形なので直接比較することはできない。 

甕は、第１・２類と ｢ロ.深鉢形土器｣､第３類と「イ．甕形土器」が共通した器形を示して

いる。 

甑は、「ホ．甑形土器」が共通した器形を示している。 

以上のように、第Ⅲ群土器は坏・甕・甑において、住社遺跡竪穴住居跡出土土器と共通した

特徴を示しており、ほぼ同じ時期のものと考えられる。住社遺跡出土土器は、東北地方におけ

る土師器の編年で、第Ⅳ型式(住社式)の標式資料として位置づけられている(氏家和典：1957・

３ 志間泰治:1958・３)。したがって、第Ⅲ群土器も第Ⅳ型式（住社式）に位置づけて考える

ことができる。 

須恵器 

次に須恵器について検討してみたい。第Ⅲ群土器には住社式に位置づけられた土師器ととも

に須恵器高坏の坏部が１点含まれている。多賀城創建以前の須恵器については、長根窯跡群

（佐々木・桑原：1971・２ 岡田・佐々木・桑原：1972・３ 桑原・辻：1976・３）・大蓮寺窯跡

群（結城・渡辺：1975・５）の発見と調査によって、次第に研究の進展がみられ、資料の集成

（渡辺泰伸：1980・３）も試みられているが、それらは作業が開始されたばかりで成果の蓄積

は未だ十分でない。特に宮城県内では、６・７世紀に属する須恵器窯の確実な例が発見されて

いない現在、集落跡出土須恵器と在地の須恵器窯との比較は未だ不可能である。したがって、

ここでは、宮城県内の窯跡以外の遺跡（特に集落跡）から出土する須恵器と比較し、さらに大

阪府陶邑古窯跡群の資料との比較検討を行なうことにする。陶邑古窯跡群との比較は直接の需

給関係という意味ではなく、生産地は異なっても共通した特徴を示す須恵器がお互いに近い年

代を示すものと考えられるからである。以下、第Ⅳ・Ⅴ群土器に含まれる須恵器についても原

則として同じ立場で検討を進めることにしたい。 

第Ⅲ群土器の須恵器高坏は、現在宮城県内における類例の報告は未だない。陶邑古窯跡群の

資料では、ＴＫ10窯の無蓋高坏Ｂ（11）が類似している(田辺昭三:1966・４)。ＴＫ10窯は､須

恵器型式編年の第Ⅱ期（第２段階の型式）に位置づけられている。第Ⅱ期の絶対年代は６Ｃ前

半から７Ｃ前半とされているから、第Ⅲ群土器の須恵器高坏は６世紀中頃を中心とした時期の

ものである可能性が認められる。第Ⅲ群土器の土師器が第Ⅳ型式(住社式)で、古墳時代後期前

半のものであることから、この年代は相互に矛盾するものではなく、妥当なものと考えられる｡ 
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第Ⅳ群土器 

第Ⅳ群土器は、第42・73号住居跡出土土器を基礎資料とするものである。復元資料は、第42

号住居跡から土師器坏８点・鉢１点・甕５点・甑１点・須恵器坏４点・高坏１点、第73号住居

跡から土師器坏３点・甕14点・甑３点が出土している。前者では土師器坏や須恵器坏が多く、

後者では土師器甕が多い。 

土器の分類 

第Ⅳ群土器は、土師器が坏５類・鉢１類・甕５類・甑２類、須恵器が坏２類・高坏１類に分

類される。 

土師器 

坏第１類：口縁部が外反気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(１) 

口縁部と胴部の境は内外面とも緩やかな屈曲である。外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・

底部がヘラケズリである。内面の器面調整は口縁に平行なヘラミガキで、黒色処理はなされ

ていない。 

坏第２類：口縁部が直線的に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(４～６) 

口縁端部は外反気味で、口縁部と胴部の境は外面が段、内面は屈曲線である。内面の屈曲線

については、顕著なもの(４～５)と緩やかなもの(６)とがある。外面の器面調整は口縁部が横

ナデ、胴・底部がヘラケズリである。内面の器面調整はヘラミガキで、黒色処理されている。

ヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口縁に平行、底部が横である。 

坏第３類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(２・３) 

口縁端部は外反気味である。口縁部と胴部の境の特徴によってａ・ｂ類に細分される。 

ａ類：外面に段、内面に屈曲線を形成するもの(２) 

外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラケズリである。内面の器面調整は口縁に

平行なヘラミガキで、黒色処理されている。 

ｂ類：内・外面とも緩やかに移行するもの(３) 

外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラケズリである。内面の器面調整はヘラミ

ガキで、明瞭な黒色処理はなされていない。ヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口縁に平行、

底部が横である。 

坏第４類：口縁部が内弯気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(７) 

口縁部と胴部の境は、外面があまり顕著でない稜、内面が緩やかな屈曲である。内外面の器 
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土師器 

坏 第１類：口縁部が外反気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの（１） 

第２類：口縁部が直線的に外傾し、胴・底部が丸底状のもの（４・５・６） 

第３類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの 

ａ類：口縁部と胴部の境に段を形成するもの（２） 

ｂ類：口縁部から胴部に緩かに移行するもの（３） 

第４類：口縁部が内弯気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの（７） 

第５類：口縁部が内弯し、胴・底部が丸底状のもの 

ａ類：口縁部と胴部の境に段を形成するもの（８） 

ｂ類：口縁部から胴部に緩やかに移行するもの（９） 

鉢 口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの（10） 

甕 第１類：口縁・胴部が直立気味に外傾するもの（11） 

第２類：口縁部が外反し、胴部が外傾するもの（12・13・14・16） 

第３類：口縁部が外反し、胴部が円筒状のもの（15） 

第４類：口縁部が外反し、胴部が僅かに脹むもの（17・18） 

第５類：口縁部が外反し、胴部が大きく脹むもの（19） 

甑 第１類：無底式で、口縁部が外反し、胴部が外傾するもの 

ａ類：鉢状のもの（口縁径＞器高）（20） 

ｂ類：深鉢状のもの（口縁径＜器高）（21） 

第２類：無底式で、口縁部が外反し、胴下部がすぼまるもの（22） 

須恵器 

坏 第１類：口縁部が外傾し、胴・底部が丸底状のもの（無蓋坏） 

ａ類：口縁部と胴部の境に段を形成するもの（24・25） 

ｂ類：口縁部と胴部の境に稜を形成するもの（26） 

第２類：厚手で、口縁部が内弯し、胴・底部が丸底状のもの（27） 

高坏 有蓋高坏（23） 
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面調整、内面の黒色処理は第２類と同じである。 

坏第５類：口縁部が内弯し、胴・底部が丸底状のもの(８・９) 

第５類は口縁部と胴部の境の特徴によってａ・ｂ類に細分される。 

ａ類：外面に段を形成し、内面が緩やかに移行するもの(８) 

ｂ類：内・外面とも緩やかに移行するもの(９) 

器面調整は、ａ・ｂ類とも口縁部が内・外面横ナデ、胴・底部が外面ヘラケズリ、内面ヘラ

ナデである。なお、内面は黒色処理がなされていない。 

鉢：口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの(10) 

口縁部から胴部への移行は、内外面とも緩やかである。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ､

胴・底部がヘラケズリである。内面の器面調整は口縁・胴上部が横ナデ、胴下・底部がヘラナ

デである。 

甕第１類：口縁・胴部が直立気味に外傾するもの(11) 

最大径は口縁部にあり、口縁部から胴部への移行は直線的である。外面の器面調整は、口縁

部から胴部中央まで刷毛目で、口縁部だけその上に横ナデが加えられている。胴下部と底部は

ヘラケズリである。内面の器面調整は、口縁部から胴上部がヘラナデ後横ナデ、胴中央部から

底部がヘラケズリである。 

なお、第Ⅳ群土器の土師器甕は、第Ⅲ群土器にみられたような粘土紐積み上げ時のつなぎ目

をほとんど残していない。また、刷毛目の特徴は、第Ⅲ群土器のものと較べると左・右への振

れがあまり大きくなく、末端の交叉がみられるもののその鋭さを欠いている。 

甕第２類：口縁部が外反し、胴部が外傾するもの(12・13・14・16) 

最大径は口縁部にある。口縁部と胴部の境が、外面において段を形成するもの(12・13・16)

が多いが、中には緩やかな移行を示すもの(14)もある。胴部は直線的に外傾するもの(12・13)､

緩やかに外傾するもの(14)、胴上部が僅かに脹むもの(16)などがある。外面の器面調整は、一

部のもの(14)を除き、口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目で、底部はヘラケズリと木葉痕(13)のも

のがある。14は口縁部が横ナデ、胴部が縦方向のケズリ状ヘラミガキである。このヘラミガキ

は一部口縁下部までおよび、口縁部に加えられた横ナデを消している部分もある。内面の器面

調整は、すべて口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラナデである。 

甕第３類：口縁部が外反し、胴部が円筒状のもの(15) 

最大径は口縁部にある。口縁部から胴部への移行は緩やかで、内・外面とも段や稜を形成し

ない。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目である。内面の器面調整は、口縁部

が横ナデ、胴・底部がヘラナデである。 

甕第４類：口縁部が外反し、胴部中央で僅かに脹むもの(17・18) 
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口縁径と胴径がほぼ等しい。口縁部と胴部の境が、外面において段ないしは沈線を形成して

いる。また、器高が最大径よりもはるかに大きく、「長胴形」をしている。外面の器面調整は､

口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目ないしはヘラケズリで、両者を併用しているものもある(17)。

底部は木葉痕(18)とヘラケズリのものがある。内面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴・底部

がヘラナデである。 

甕第５類：口縁部が外反し、胴部中央が大きく脹むもの(19) 

最大径は胴部中央にある。口縁部と胴部の境は外面が稜に近い軽い段、内面が屈曲である。

外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目、底部がヘラケズリ（19以外の資料にあり）

である。内面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラナデである。 

甑第１類：口縁部が外反し、胴部が外傾する無底式のもの(20・21) 

最大径は口縁部にある。口縁部と胴部の境は外面が軽い段、内面が緩やかな屈曲である。器

高と最大径との関係から、鉢状（20：器高＜最大径）と深鉢状（21：器高＞最大径）のものと

がある。20の外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が縦方向のヘラミガキ、胴下部がヘラ

ケズリである。内面の器面調整はヘラミガキで、その方向は口縁・胴上部が口縁に平行、胴中

央・下部が縦方向である。21の外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目、胴下部が

ヘラケズリである。内面の器面調整はヘラミガキで、方向は口縁と胴下部が口縁に平行、胴部

が縦である。 

甑第２類：口縁部が外反し、胴下部がすぼまる無底式のもの(22) 

最大径は口縁部にある。口縁部と胴部の境は外面が段、内面が屈曲である。外面の器面調整

は、口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目、胴下部がヘラケズリである。内面の器面調整は、ヘラミ

ガキで、方向は口縁部が口縁に平行、胴部が斜である。 

須恵器 

坏第１類：口縁部が外傾し、胴・底部が丸底状のもの(24・25・26) 

胴・底部外面は回転ヘラケズリがなされており、ロクロの回転方向が判明するものでは右回

転(25・26)である。これらは、口縁端部が外反気味で口縁部と胴部の境に段（ａ類：24・25）

と稜（ｂ類：26）を形成するものがある。 

坏第２類：極めて厚手で、口縁部で内弯気味に外傾するもの(27) 

底部を回転ヘラ切り技法で半分程切り、その後手で剥がしとったかのような痕跡を残すもの

である。 

高坏：有蓋の高坏(23) 

坏口縁部（たちあがり）が短かく内反し、受け部は外傾する。口縁部は受け部より高い。胴

底部は扁平な丸底状をしている。胴下部から底部は回転ヘラケズリされており、ロクロの回 
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転方向は右である。脚部は長く､裾の広がる円錐台状をしており､脚端部には沈線状の段がある。 

土器の共伴関係 

第Ⅳ群土器は既に述べたように、第42・73号住居跡から出土している。その出土状況につい

て検討してみたい。 

第42号住居跡の床面・細部（カマド・柱穴）からは、土師器鉢、甕第２・４・５類、甑第１

類、須恵器高坏が出土している。この他、住居内堆積土から土師器坏第２・３・４類、須恵器

坏第１・２類、住居掘り方から土師器坏第３類が出土している｡第73号住居跡の床面・細部(カ

マド・柱穴) から土師器坏第２類、甕第１・２・３・４・５類、甑第２類が出土している。こ

の他住居内堆積土から土師器坏第１類、甕第２・５類が出土している。 

これらの中で最も安定した共伴関係を示す土器群は第73号住居跡床面・細部出土の土師器坏

２類、甕第１・２・３・４・５類、甑第２類である。これらは第Ⅳ群土器の主要な大部分のも

のを占めている。この他、第73号住居跡堆積土・第42号住居跡堆積土・床面・細部出土の土器

は、いずれも第73号住居跡床面・細部出土土器と共通した特徴をもつものとともに出土してお

り、広い意味での共伴関係にあると考えられる。 

また、既に述べたように第42号住居跡は第Ⅲ群土器を出土する第53号住居跡を切って、第Ⅶ

群土器を出土する第58号住居跡に切られている。第73号住居跡は第Ⅵ群土器を出土する第62号

住居跡によって切られている。したがって、この第Ⅳ群土器は第Ⅲ群土器（住社式土師器）よ

りも新しく、第Ⅵ群土器よりも古いことは明白である。 

以上のように、第Ⅳ群土器は、第42・73号住居跡において広い意味での共伴関係にあり、第

Ⅲ群土器より新しく第Ⅵ群土器よりも古いことが明らかである。その場合の年代幅は、第42・

73号住居跡構築時から廃絶後の埋没終了時までである。 

土器の特徴 

第Ⅳ群土器の特徴を土師器を中心に整理すると次のようになる。 

１. 坏は、いずれも丸底状をしており、外反気味に外傾するもの、直線的に外傾するもの、

内弯気味に外傾するもの、内弯するものからなる。これらの大部分は口縁部が外傾しており、

直線的に外傾しているものが最も特徴的である。 

２. 坏は大部分のものが内面黒色処理されている。この黒色処理は器面調整のヘラミガキと

一体となっており､第Ⅲ群土器の黒色化とは異なり､第Ⅴ群土器以降のものと共通している。 

３. 甕は口縁・胴部が外傾するもの、口縁部が外反し胴部が外傾するもの、口縁部が外反し

胴部が円筒状のもの、口縁部が外反し胴部中央が僅かに脹む長胴形のもの、口縁部が外反し胴 
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部が大きく脹むものからなる。これらの甕は、第Ⅲ群土器と較べると全体的な器形の相違の他

に、口縁部と胴部の境に段を形成するものが多いという特徴がみられる。また、内面には、第

Ⅲ群土器にみられたような粘土紐の積み上げ痕をほとんど残していない。外面の刷毛目は各単

位において左・右への振れが第Ⅲ群土器に較べ小さく、末端の交叉も顕著でない。 

４. 甑はすべて無底式のもので、胴部が直線的に外傾するものと、胴下部がすぼまるものと

がある｡前者は第Ⅲ群土器の甑と近似しているが、後者は第Ⅲ群土器にはみられないものである。 

５. 須恵器は口縁部の外傾する坏（外面有段・稜）・極厚手の坏・有蓋高坏がある。 

土器の編年的位置 

土師器 

第Ⅳ群土器と類似した特徴を持つものとしては、氏家和典氏によって報告された仙台市栗遺

跡出土土師器(中田中学校蔵)をあげることができる(氏家和典：1957.3)。氏家氏は、坏２点

(第３図58・59)・甕１点(第３図50)・甑１点(第３図54・55)を実測図で示している。坏は口縁

部が外傾し､胴･底部が丸底状のもので､第Ⅳ群土器の坏の主体を占める第２類と共通する｡特に

58は、口縁端部が外反気味で、第２類の特徴と一致する。甕(50)は第Ⅳ群土器の甕に特徴的な

第２類と共通する。甑は55が第Ⅳ群土器の甑第１類と類似しているが、54は多孔式のもので、

第Ⅳ群土器の中にはみられない。このように、栗遺跡の土師器は甑(54)を除けば第Ⅳ群土器の

中に大筋として包括される内容を示している。栗遺跡の土師器は氏家氏によって東北地方の土

師器の編年における第Ⅴ型式の標式資料とされ、栗囲式の型式名が提唱されている (氏家和

典：1957.3)｡したがって、栗遺跡出土土師器と大筋として共通する内容をもつ第Ⅳ群土器も土師

器の型式として栗囲式に位置づけることができる。 

栗遺跡はその後昭和49・50年に仙台市教育委員会・東北学院大学考古学研究部によって発掘

調査が実施され、住居跡18軒と土壙15基が検出され、多量の遺物が出土している (東北学院大

考研部：1980・３)。それらの土師器坏には口縁部が外傾し、胴・底部が丸底状のものが多く、

氏家氏の栗囲式の標式資料・第Ⅳ群土器と大筋として共通した特徴を示している。 

以上、第Ⅳ群土器と栗遺跡出土土器との比較を行ない、大筋として共通していることを確認

した。しかし、栗遺跡の資料は細部の特徴において、第Ⅳ群土器と異なるものも含まれている｡

この点については、第Ⅴ群土器の項で検討を加えることにしたい。 

須恵器 

第Ⅳ群土器には土師器の他に須恵器坏４点・高坏１点がある。高坏は有蓋のもので、坏口縁

部が内反し、受け部が外傾するもので、透しのない長脚のものである。この高坏とほぼ同じ特

徴を示すものは仙台市郡山遺跡の第Ⅰ区南第１号土壙から出土している (仙台市教育委員会： 
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1980.3)｡郡山遺跡の資料は土師器との関係は不明である。 

この種の須恵器高坏は、陶邑古窯跡群のＴＧ61号窯

高坏(ＰＬ 89-29)と類似している｡ＴＧ61 号窯高坏は、

須恵器型式編年の第Ⅱ型式(第５段階)に位置づけられ

ている(中村他：1978．11)。中村氏の型式区分は田辺

氏の編年基準と殆んど変らないとされている (中村他：

1976.3)。田辺氏によれば、第Ⅱ期は６Ｃ.前半から７Ｃ.

前半とされることから(田辺昭三：1966.4)、第Ⅳ群土

器の須恵器高坏は７Ｃ.前半を中心とした時期のものと推定される。 なお、坏部の特徴でみた

場合、類似したものが陶邑ＴＫ209窯(第Ⅱ期第５段階の型式)にもみられることから妥当なものと

考えられる。同様な須恵器坏は仙台市栗遺跡第15号住居跡床面からも出土している。 

坏は、清水遺跡では第42号住居跡の他に各層からかなりの量が出土しているにもかかわらず、

現段階では他遺跡における類例に乏しい。器形的な面で言えば、須恵器坏第１類は有段・丸底

の無蓋坏や土師器坏第２類と共通する。土師器坏第２類は第Ⅳ群土器にあって土師器坏の主体

を占めるものである。このことは、須恵器無蓋坏と土師器坏第２類との間に何らかの関連が予

想される。このような器形における土師器と須恵器の共通性は、相互に年代的隔りをもつもの

でなく、同じ時期のものであることは、その出土状況によって明らかである。現在、関東地方

においては、土師器の鬼高式の坏が須恵器有蓋坏と強い関連をもち、それが須恵器の模倣であ

ることが指摘されている(阿部義平:1971･9他)｡この点､清水遺跡において土師器坏が須恵器無蓋坏

と関連が認められることは関東地方の場合とは異なる地域的な色彩である可能性が強い。しか

し、現段階では、土師器坏が須恵器無蓋坏の模倣であると単純に解することはできない。この

点は今後の検討課題でもあり、第Ⅴ群土器の項でさらに述べることにする。 

須恵器坏第２類としたものは､一般的な須恵器坏の範囲から逸脱するものである。この点につ

いては、存在のみの指摘に留め、その性格・意味については今後の課題としたい。 

この他、第30号住居跡から、土師器甕第２類(１点)と須恵器坏(１点)が出土している。土師

器甕第２類は第Ⅳ群土器の土師器甕として最も特徴的なものである。須恵器坏は口径と底径が

ほぼ等しく、器高の高いものである。胴部には沈線が二条めぐらされ、丸底状の底部は全面回

転ヘラケズリされている。この種の坏は陶邑古窯跡群ＫＭ234号窯坏(ＰＬ.75-1)と類似し、須恵

器型式編年の第Ⅱ型式第６段階に位置づけられているものである。この点、第30号住居跡出土

の須恵器坏は第42号住居跡出土の高坏とともに須恵器型式編年の第Ⅱ期後葉に位置するという

点でほぼ一致している。 

以上の検討によって、第Ⅳ群土器は土師器が第Ⅴ型式(栗囲式)に位置づけられ､古墳時代後期 
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後半のものであり、須恵器は第Ⅱ期後葉の７Ｃ.前半を中心としたものであることが指摘された。

このような年代は相互に矛盾するものではなく、妥当なものと考えられる。 

第Ⅴ群土器 

第Ⅴ群土器は第10号溝・Ａ溝・第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層からまとまって出土している。

復元資料は第10号溝から土師器坏３点・甕２点・甑２点、須恵器坏７点・蓋１点・高坏脚部１

点・長頚壺１点・短頚壺１点・摺鉢２点、Ａ溝から土師器坏３点・甕１点・甑１点、須恵器蓋

坏１点・坏２点・盤１点・横瓶１点・摺鉢１点・第Ⅱ区南端遺物包含層から土師器坏３点、須

恵器坏１点、高台付坏１点・蓋１点・高坏脚部１点が出土している。 

土器の分類 

第Ⅴ群土器は土師器が坏３類・高坏２類・甕３類・甑２類､須恵器が坏３類･高台付坏１類･

蓋２類・盤１類・高坏２類・長頚壺１類・短頚壺１類・横瓶１類・摺鉢２類・甕２類に分類さ

れる。 

土師器 

坏第１類：口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの(１・２) 

口縁部から胴部へは緩やかに移行する。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴・底部がヘ

ラケズリのもの(１)と口縁部が横ナデ後ヘラミガキ、胴・底部がヘラミガキのもの(２)がある｡

内面の器面調整は両者とも口縁に平行なヘラミガキで、一部黒色が残っていることから、黒色

処理されたものと推定される。なお、２は高坏坏部の可能性もある。 

坏第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(３) 

口縁端部が外反気味で､口縁部と胴部の境は外面が軽い段、内面が屈曲である。外面の器面調

整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラミガキである。内面の器面調整はヘラミガキで黒色処理

されている。ヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口縁に平行で、底部は横である。 

坏第３類：短い口縁部が直立し、胴・底部が丸底状のもの(６～９) 

これらは第１・２類と較べ、褐色をした薄手小形の土器で、内面が黒色処理をされていない

という異質な特徴をもつ土器で、次のａ～ｄ類に細分される。 

ａ類：口縁部が内反気味に直立するもの(６) 

外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラケズリである。このヘラケズリは滑らか

なものではなく、途中に軽い段を形成しながら(ガタガタ)なされているのが特徴である。この

ようなヘラケズリは第３類に特徴的にみられるもので、第１・２類にはほとんどない。内面の 
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器面調整は横ナデで、部分的に単位・方向不明のヘラミガキが加えられている。 

ｂ類：口縁部が外反気味に直立し、口縁部と胴部の境に段を形成するもの(７) 

外面の器面調整は口縁部が横ナデ､胴・底部がヘラケズリである｡内面の器面調整は口縁部が

横ナデ後一部口縁に平行な軽いヘラミガキ、胴・底部が単位方向不明の軽いヘラミガキである｡ 

ｃ類：口縁部が内弯気味に直立し、口縁部と胴部の境に沈線状の軽い段を形成するもの(８) 

外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラケズリである。内面の器面調整は、単位

方向不明瞭な軽いヘラミガキで、口縁部では前段階の横ナデが一部に残っている。 

ｄ類：口縁部が外傾気味に直立するもの(９) 

このｄ類はａ～ｃ類とやや異なり色調が灰褐色をしている。外面の器面調整は口縁部が横ナ

デ、胴・底部はヘラケズリであるが剥落著しく､不鮮明である。内面の器面調整は単位・方向不

明の軽いヘラミガキである。 

以上の他に破片資料の中に、器形がｂ類に似ているが、口縁部が幅広く端部が肥厚するもの、

口縁部と胴部の境が稜になるものがある。これらは、外面の器面調整が口縁部横ナデ、胴部ヘ

ラケズリで、内面の器面調整は横ナデである。胎土は緻密で、硬く焼きしまって、色調が暗赤

褐色をしており、第３類の中で他のａ～ｄ類とやや異なった印象を与える。 

高坏第１類：口縁部が直線的に外傾し、胴・底部が丸底状の坏部と、長御一段透し(窓)の脚

部からなるもの(４) 

坏口縁部は直線的に外傾したまま端部に至るもので、口縁部と胴部の境は外面が段、内面が

屈曲線である。坏部外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラケズリである。内面

の器面調整は口縁に平行なヘラミガキと黒色処理である。 

脚部は柱状部と裾部からなり、境に段がある。柱状部には長方形の窓(透し)が三窓ある。脚

部の器面調整は、内外面とも、柱状部がヘラケズリ、裾部が横ナデである。 

高坏第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状の坏部をもつもの(５) 

口縁端部は外反気味で、口縁部と胴部の境は外面が段、内面が屈曲線である。脚部は欠いて

いる。外面の器面調整は、口縁部が横ナデ後一部ヘラミガキ・ヘラケズリ、胴・底部がヘラケ

ズリ後単位方向不明の軽いヘラミガキである。内面の器面調整は、口縁に平行をヘラミガキと

黒色処理である。 

甕第１類：口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾するもの(10) 

最大径は口縁部にあり、口縁部と胴部の境は段である。外面の器面調整は剥落のためわから

ない。内面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴部はヘラナデで、底部は剥落のため不明である。 

甕第２類：口縁部が外反し、胴部が円筒状のもの(11) 

最大径は口縁部にあり、口縁部から胴部への移行は緩やかである。外面の器面調整は、口縁 
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土師器 

坏  第１類：口縁部が外反し、胴・底部が丸底状のもの（１・２） 

第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの（３） 

第３類：短い口縁部が直立し、胴・底部が丸底状のもの（６～９） 

ａ類：口縁部が内反気味に直立するもの（６） 

ｂ類：口縁部が外反気味に直立し、口縁部と胴部の境に段を形成するもの（７） 

ｃ類：口縁部が内弯気味に直立し、口縁部と胴部の境に沈線状の軽い段を形成するもの（８） 

ｄ類：口縁部が外傾気味に直立するもの（９） 

高坏  第１類：口縁部が直線的に外傾し、胴・底部が丸底状の坏部と、長脚一段透しの脚部か 

らなるもの（４） 

第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状の坏部をもつもの（５） 

甕  第１類：口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾するもの（10） 

第２類：口縁部が外反し、胴部が円筒状のもの（11） 

第３類：口縁部が外反し、胴部中央が僅かに脹むもの（12） 

甑  第１類：無底式で、口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾するもの（13） 

第２類：単孔式で、口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾し、胴下部で強くすぼまるもの 

（14） 

須恵器 

坏  第１類：口縁部が外傾し、胴・底部が丸底状のもの（16・17・18） 

第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの（19・20） 

第３類：口縁・胴部が直立し、底部が丸底状のもの（21） 

高台付坏 口縁・胴部が外傾し、高台が付くもの（22） 

蓋  第１類：段状の丸い天井部で、内面に返りをもつもの（15） 

第２類：天井部が平坦で、宝珠形のつまみがつき、内面に返りをもつもの（21） 

盤      ：口縁部が外傾し、底部が丸底状の平底のもの（23） 

高坏  第１類：脚柱状部に一条の沈線がめぐるもの（25） 

第２類：脚柱状部がロクロナデで仕上げられているもの（24） 

長頚壺（26） 

短頚壺（27） 

横瓶 （28） 

摺鉢  第１類：口縁部が帯状口縁のもの（29） 

第２類：口縁部が単純口縁のもの（30） 

甕  第１類：口縁部が鈍い帯状口縁で、頚部が無文のもの（31） 

第２類：頚部に平行沈線と波状文がめぐるもの（32） 
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部が横ナデ、胴部がヘラケズリである。内面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴部がヘラナデで

ある。 

甕第３類：口縁部が外反し、胴部中央が僅かに脹むもの(12) 

口縁径と胴径がほぼ等しい。口縁部から胴部へは緩やかに移行する。外面の器面調整は、口

縁部が横ナデ、胴部が刷毛目の後軽いヘラミガキが加えられている。このヘラミガキは、単位･

方向は不明であるが、前段階の刷毛目を消している部分もある。胴下部・底部はヘラケズリで

ある。内面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴・底部はヘラナデである。 

甑第１類：無底式で、口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾するもの(13) 

最大径は口縁部にあり、口縁部と胴部の境は軽い段である。外面の器面調整は口縁部が横ナ

デ、胴上半部が刷毛目の後ヘラミガキされている。このヘラミガキは、幅の広い粗雑なもので

ある。胴下半部はヘラケズリされている。内面の器面調整はヘラミガキで、方向は口縁部から

胴上半部が口縁に平行、胴下半部が縦である。 

甑第２類：単孔式で、口縁部が外反し、胴部は脹みをもちながら外傾し、胴下部で強くすぼ

まるもの(14) 

最大径は口縁部にあり、口縁部と胴部の境は軽い段である。外面の器面調整は口縁部が横ナ

デ、胴部が刷毛目、胴下部がヘラケズリである。内面の器面調整は口縁部から胴上半部が横ナ

デ、胴下半部がヘラミガキである。ヘラミガキの方向は縦ないしは斜で、部分的に胴上半部に

及んでいる。また、内面は黒色をしているが、坏にみられる黒色処理と同一のものなのか明確

でない。 

須恵器 

坏第１類：口縁部が外傾し、胴・底部が丸底状のもの(16・17・18) 

口縁部は外傾したまま端部に至るもので、口縁部と胴部の境は軽い段である。底部外面は回

転ヘラケズリ(16)・手持ヘラケズリ(17)が加えられ、切り離し技法は不明である。 

坏第２類：口縁部が直立気味に外傾し、胴・底部が丸底状のもの(19・20) 

口縁端部は外反気味で、口縁部と胴部の境は軽い段である。底部外面は回転ヘラケズリ(19)

で、切り離し技法が不明なものと、回転ヘラ切り(20)のままのものとがある。後者は回転ヘラ

切りによる段が二、三段あり、底部中央は平坦であるが全体として丸底状になっている。 

坏第３類：口縁・胴部が直立し、底部が丸底状のもの(21) 

口径と胴径が等しく、器高の高いものである。胴部下端には沈線が一条めぐらされている。

底部外面は回転ヘラケズリで、切り離し技法は不明である。 

高台付坏：口縁・胴部が外傾し、高台が付くもの(22) 

胴部には三条の沈線がめぐり、高台は底部周縁から外方に強く張り出す。底部切り離しは破 
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損のため不明である。 

蓋第１類：段状の丸い天井部で、内面に返りをもつもの(15) 

天井部外面の段は回転ヘラ切りによるもので、全体として丸い形となっている。口縁部は外

方にそのまま延び、内反気味に直立する返りが付いている。返りは口縁部よりも低い。 

蓋第２類：天井部が平坦で、宝珠形のつまみがつき、内面に返りをもつもの(21) 

坏第３類と組み合うものである。天井部外面は回転ヘラケズリによって平坦にされ、短かい

口縁部は直線的に外方に延びている。つまみは扁平な宝珠形であるが、全体に丸味をもち、丁

寧に仕上げられている。返りは内反気味に直立し、口縁部よりも高い。 

盤：口縁部が外傾し、底部が丸底状の平底のもの(23) 

大形の盤で直径が28cmある。口縁部上面は平坦である。胴部下端から底部は回転ヘラケズリ

され、底部切り離し技法は不明である。 

高坏第１類：脚柱状部に一条の沈線がめぐるもの(25) 

脚部は柱状部から裾部に緩やかに開き、脚端部は垂直に折り曲げられている。坏部を欠いて

いる。 

高坏第２類：脚柱状部がロクロナデで仕上げられているもの(24) 

坏部・脚裾部を欠いている。 

長頚壺：胴部は上部に張りのあるつぶれた球形で、高台が大きく外方に開くもの(26) 

口縁部と高台端部を欠いている。胴下部が回転ヘラケズリ(右回転)されている。 

短頚壺：口縁・頚部が短かく直立し、胴部は肩に張りがあるもの(27) 

胴部内面にはオサエ痕が顕著に残っている。 

横瓶：口縁・頚部が直立し、胴部が扁平な球形をしているもの(28) 

口縁部は両端の鋭い帯状口縁をしている。胴部は上部に張りがあり、稜線を形成している。

底部は手持ちヘラケズリされている。 

摺鉢第１類：口縁部が帯状口縁のもの(29) 

帯状口縁の両端は鋭い稜を持たない。胴部は外傾し、底部は丸底風の平底である。胴部下端

は帯状に張り出している部分がある。 

摺鉢第２類：口縁部が単純口縁のもの(30) 

胴部は僅かに外傾する円筒状である。胴部下端が帯状に張り出す部分もあるが、顕著でない。

底部は破損している。 

甕第１類：口縁部が鈍い帯状口縁で、頚部が無文のもの(31) 

頚部は外傾し、胴部は肩の張る球形をしている。口縁・胴上半部はロクロナデによって仕上

げられているが、胴下半部は外面が平行叩き目、内面が青海波文当目である。 
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甕第２類：頚部に平行沈線と波状文がめぐるもの(32) 

口縁・胴部を欠いている。頚部の波状文は沈線間に施されている。頚部はロクロナデによっ

て仕上げられているが、胴(肩)部は外面が平行叩き目、内面が青海波文当目である。 

土器の共伴関係 

第Ⅴ群土器は既に述べたように、第10号溝・Ａ溝・第１区南端遺物包含層第Ⅲ層からまとま

って出土している。発掘の段階で、これらの溝や遺物包含層の出土遺物を十分な層位区分をせ

ずに一括して取りあげたため、第Ⅱ群土器と混在させてしまった。第Ⅱ群土器は塩釜式の土師

器で、第Ⅴ群土器とは明瞭に異なり、両者を識別することができた。ここで第Ⅴ群土器とした

ものは、第10号溝・Ａ溝・第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層出土土器の中から、第Ⅱ群土器を除い

たものである。 

第Ⅴ群土器は他の遺構や層からはまとまった形では出土していない。また、他のⅠ～Ⅳ・Ⅵ

～Ⅷ群土器と異なる様相をもつことから、一定のまとまりをもった土器群として扱うことにし

た。ただ、第Ⅲ・Ⅳ群土器などのように、住居跡出土土器を基礎資料として設定されたものと

は異なり、溝が埋まり始めてから埋まりきるまでの期間、層の形成開始から終了までの期間に

廃棄された土器を基礎資料として設定されたものであることから、時間幅が多少長くなる可能

性がある。また、Ａ溝は第Ⅱ区南端遺物包含層第Ⅲ層を掘り込んでいるものであるが、溝下部

の発掘において第Ⅲ層を掘り過ぎてしまい、両者の遺物を区別することができなくなってしま

った。このような事情から、第Ⅴ群土器としたものは第10号溝・Ａ溝・遺物包含層第Ⅲ層出土

土器を一括したもので、今後の発掘調査の進展に伴ってさらに細分される可能性を含んでいる。 

以上のことを踏まえた上で、第Ⅴ群土器と他の土器群との層位関係をみると、Ａ溝・遺物包

含層第Ⅲ層は第Ⅰ群土器を出土する遺物包含層第Ⅳ層よりも上位にあり、第Ⅶ群土器を出土す

る第102号住居跡によって切られている。したがって、第Ⅴ群土器は第Ⅰ群土器よりも新しく第

Ⅶ群土器よりも古いことが層位的に明らかである。 

土器の特徴 

第Ⅴ群土器の特徴は、第１に土師器の他にかなりの量の須恵器を伴うことである。このよう

な特徴は第Ⅰ～Ⅳ群土器にはみられなかったものである。復元資料で土師器と須恵器の量を比

較すると、第10号溝では土師器が坏３点・高坏２点・甕２点・甑２点に対し、須恵器が坏４

点・蓋１点・高坏１点・短頚壺１点・長頚壺１点・摺鉢２点である。Ａ溝では土師器が坏３点・

甕１点・甑１点に対し、須恵器が蓋坏１組・坏２点・盤１点・横瓶１点・摺鉢１点・甕１点で

ある。遺物包含層第Ⅲ層では土師器が坏３点に対し須恵器が坏１点・高台坏１点・蓋１点・高 
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坏１点である。このように復元資料で比較すると、土師器と須恵器はほぼ同じか、やや須恵器

の方が多い。土師器は坏を除けば甕などの大形品が多く復元が困難であるのに対し、須恵器は

坏の他に蓋や壺・摺鉢など比較的小形のものが多いこと、さらに土師器に較べ堅緻で破損しに

くいということを考慮しても、須恵器の量が多いことは否めない事実である。その量は第Ⅳ群

土器以前と較べると異常でさえある。 

第２の特徴は、内面黒色処理された土師器坏とともに薄手褐色小形の土師器坏がみられるこ

とである。薄手褐色の坏は、内面が黒色処理された坏と器形・色調・胎土・製作技法・大きさ

など種々の点で大きく異なり、一見してその相違を指摘できるものである。 

以上のような大きな特徴を踏えた上で、以下各々の特徴を整理して列記すると次のようになる｡ 

土師器 

１. 坏は内面が黒色処理された大形(直径15～20cm)の坏と内面が黒色処理されない小形（直

径10～13cm）の坏からなる。 

２. 前者の坏には口縁部が外反するものと、口縁部が直立気味に外傾するものがある。この

他の器形の存在も想定される(高坏第１類の坏部)が、今回は破片資料のみで復元資料としては

出土しなかった。 

３. 後者の坏は、短い口縁部が内反気味・外反気味・内弯気味・外傾気味に直立する器形的

特徴をもっている。内面の器面調整は横ナデが主体で一部に単位方向不明の軽いヘラミガキの

ものがある。単位・方向の明瞭なヘラミガキや黒色処理はみられない。 

４. 高坏は坏口縁部が直線的に外傾するものと直立気味に外傾するものがあり、両者とも胴・

底部は丸底状である。前者の脚部は長脚一段透し(長方形窓)のものであるが、後者は不明で

ある。 

５. 甕はいずれも口縁部が外反し、胴部が外傾するもの、円筒状のもの、胴央部が僅かに脹

むものなどがある。 

６. 甑は無底式のものと単孔式のものがある。 

須恵器 

１. 坏は器高の低い有段丸底状のものと、器高が高く胴部下端に沈線がめぐる丸底状のもの

がある。 

２. 前者の坏には口縁部が外傾するものと、口縁部が直立気味に外傾しその端部が外反気味

になるものとがある。底部は回転ヘラ切りのままのもの、回転ヘラケズリしているもの、手持

ちヘラケズリしているものがある。後者の口縁・胴部が直立する坏は底部が回転ヘラケズリさ

れている。 

３. 高台付坏は器高の高いもので口縁部が直立気味に外傾し、高台が付く。口縁・胴部には

三 
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条の沈線がめぐっている。 

４. 蓋は、内面に返りが付くもので、天井部が丸いものと平坦なものとがある。前者は回転

ヘラ切りのままのもので、後者は回転ヘラケズリされ宝珠形のつまみが付けられている。 

５. 高坏は、柱状部に一条の沈線がめぐるものと、そのままのものがある。前者の脚端部は

垂直に折り曲げられているが、後者は破損のため不明である。 

６. 以上の他に盤・短頚壺・長頚壺・横瓶・摺鉢がある。 

土器群の編年的位置 

土師器Ⅰ 

第Ⅴ群土器と類似した特徴をもつものとしては、第Ⅳ群土器と同様に氏家和典氏によって報

告された仙台市栗遺跡出土土器（中田中学校蔵）をあげることができる(氏家和典：1957.3)。

氏家氏が提示した５点の資料の中で、第３図59の坏が高坏第１類の坏部、第３図50の甕が甕第

１類、第３図55の甑が甑第１類、第３図54の甑は多孔式であるが、器形的には甑第２類と類似

している。第Ⅴ群土器は、このように氏家氏が東北地方の土師器の型式編年の中で、第Ⅴ型式

の標式資料とした栗遺跡出土土器に類似したものが多く、その他の型式の資料は含んでいない。

したがって、第Ⅴ群土器は大筋として栗囲式に位置づけることができる。 

このことは、第Ⅳ群土器と第Ⅴ群土器の両者が大筋として栗囲式に包括されることを示して

いる。次に両者の関係について検討してみたい。第Ⅳ群土器・第Ⅴ群土器に類似するものと氏

家氏の提示した資料（実測図）の関係を整理すると次のようになる。 

第Ⅳ群土器：坏(58)・甕(50)・甑(55) 

第Ⅴ群土器：坏(59)・甕(50)・甑(55・54)   ※( )は氏家：1957第３図の実測図番号 

このように、甕と甑の一部については相互に共通するが、坏と甑の一部については相違がみ

られる。すなわち、坏は口縁部が直線的に外傾し、胴・底部が丸底状であるという点で共通す

るが、栗遺跡の坏(58)や第Ⅳ群土器の坏第２類は口縁端部が外反気味である。それに対し、栗

遺跡の坏(59)と第Ⅴ群土器の高坏第１類の坏部は口縁部が直線的に外傾したまま端部に至るも

ので、器形の細部形態において相違した特徴を示している。甑は無底式のものについては共通

するが、胴下部が強くすぼまる単孔式ないしは多孔式のものは第Ⅳ群土器にはみられず、第Ⅴ

群土器にある。単孔式・多孔式の甑は外面の器面調整として刷毛目を多用していること、内面

のヘラミガキが丁寧でないことは、これまで（第Ⅲ・Ⅳ群土器）の甑には見られなかった特徴

である。 

以上、第Ⅳ群土器と第Ⅴ群土器の共通点と相違点を指摘した。次に両者の新旧関係について

検討したい。第Ⅴ群土器の高坏第１類は、長脚で三窓の長方形透しをもつものである。このよ 
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うな資料は、未だ報告例があまり多くないが、岩沼市長谷寺横穴古墳群第８号墳からまとまっ

て出土している(佐藤宏一：1968．12)。第８号墳出土のものとして長脚で三窓の透しをもつ土

師器高坏が４点、長脚で透しのない高坏が１点(これらは須恵器として報告されている)、坏が

６点、須恵器高坏が１点実測図で示されている。４点の高坏は長脚で三窓の長方形透しのある

点、第Ⅴ群土器高坏第１類と共通し、時期的に近いものと考えられるが、坏部の形態に若干の

相違を指摘することができる。すなわち､坏部外面に段のあることは共通するが､内面は外面の

段に照応して屈曲し口縁端部において内弯している。坏部にみられるこのような器形的特徴は

併せて報告されている４点の坏においてもみられ、坏の基本的な特徴を示すものと考えられる。 

この種の土師器坏は集落跡でも出土している。その例として蔵王町塩沢北遺跡第１号住居跡

床面・カマド出土土器をあげることができる(小川淳一：1980.3)。土師器は坏４点・甕14点、

須恵器は坏１点･ １点（報告書では坏としているが の可能性が強い）が実測図と写真で示

されている。土師器坏はいずれも丸底状で外面に段をもち、内面は外面の段に照応して屈曲し

口縁端部で内弯する点長谷寺横穴古墳群第８号墳出土の高坏坏部・坏と共通している。この種

の坏は全体的な器形として口縁部が内弯するという特徴をもち、国分寺下層式の坏の器形

（氏家和典：1961・３ 1967・３）につながる新しい要素を示している。 

このように、第Ⅴ群土器の高坏第１類は、脚部において長谷寺第８号墳出土高坏と類似する

が坏部の形態において異なり、前者は栗囲式に包括される器形、後者は国分寺下層式につなが

る器形と言える。このような相違は、口縁部が直線的に外傾するものから、内弯するものへ変

化していく過程を示すものと考えられる。この点から言えば、口縁部が直線的に外傾し端部が

外反気味になる第Ⅳ群土器の坏よりも、口縁部が直線的に外傾したまま端部に至る第Ⅴ群土器

の坏(部)の方が新しいとするのが妥当であろう。また、既に述べた甑における相違もこのこと

と矛盾せず両者の関係を裏付けている。したがって、ここでは、第Ⅳ・Ⅴ群土器は栗囲式に包

括されるものではあるが、第Ⅴ群土器が第Ⅳ群土器よりも新しい段階のものとしておきたい。 

土師器Ⅱ 

Ⅰで述べた土師器は、宮城県内で変遷をたどれる在地的なものである。ところが、第Ⅴ群土

器にはそれらと異なり、内面が黒色処理されない褐色薄手の土師器坏(第３類)が含まれている。

それらの特徴については坏第３類として既に述べたとおりであるが、いずれも短い口縁部が変化

をもちながら直立する丸底で小形の坏である。この種の土師

器坏は宮城県内では古川市朽木橋横穴古墳群・仙台市郡山遺

跡南西外郭大溝底面から出土しているが、量的に少なく今ま

で不明な点が多かった。ところが、このような特徴をもった

土師器は関東地方の古墳時代後期に位置づけられている鬼高 
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式の一部にみられることを河野喜映・滝澤亮氏から教示を受けた。ただし、その分布は、東京

都・神奈川県下には及ばないことも指摘された。そこで、東京都・神奈川県を除いた関東地方

の鬼高式土器と比較することにした。比較については、清水遺跡出土のものと関東地方のほぼ

同時期と推定されるものをならべ、直接手にとって相互に観察する方法をとった。なお、この

時、栃木県では橋本澄部氏・岩淵一夫氏、群馬県では井上唯雄氏、埼玉県では小川良祐氏・金

子真土氏・梅沢太久夫氏・石岡憲雄氏、千葉県では堀部昭夫氏・佐久間豊氏・村田六郎太氏、

茨城県では高根信和氏・鴨志田篤二氏の資料提示と教示を受けた。記して感謝したい。 

各地における資料の比較調査結果を整理してまとめると次のようになる。 

１. 鬼高式土器は後葉になると口縁部の短い小形の坏が出現する。 

２. 鬼高式土器は後葉になると極めて地域性が強くなり、器形細部・胎土・色調・焼成に著

しい相違を示す。 

３. このような地域性の中で、清水遺跡第Ⅴ群土器土師器坏第３類に近似したものは、埼玉

県大里郡岡部町六反田遺跡第150・151号住居跡出土土器のなかにまとまってみられた。時期

は鬼高式後葉である。いずれも小形の丸底の坏で、器形・製作技法・大きさ・色調・胎土

など良く似ている。ただ、六反田遺跡の資料は胎土・焼成が幾分柔らかく、色調も橙褐色

で、第Ⅴ群土器土師器坏第３類とは僅かに相違する。 

４. 六反田遺跡では第150・151号住居跡出土土器の前後の時期において、共通した製作技法・

胎土・焼成・色調を示すものが多い。また、六反田遺跡第150・151 号住居跡出土土器は

埼玉県西北部にかなり一般的に出土するもので、在地性の強いものと考えられる。 

５. 第Ⅴ群土器土師器坏第３類の破片資料で、暗赤褐色をした焼き締りのよい硬質の土器が

あったことは既に述べた。この種のものについては、群馬県南部の真間式土器の初期のも

のに極めて似た胎土・焼成・色調を示すものが見うけられた。このような特徴を示すもの

は、関東地方の他の地域においては主体的（在地的）な姿では発見できなかった。群馬県

では鬼高式後葉から終末期にあたる資料を直接観察することができなかったので、断言は

できないが、最も近似したものの存在が予想される地域である。 

以上の観察結果を総合すると、第Ⅴ群土器土師器坏第３類の多くは、群馬県南部から埼玉県

西北部に分布する鬼高式土器の後葉のものと近似していると言える。この時期の資料が群馬県

で観察できなかったことから、これ以上の地域の限定は現段階ではできない。また、年代につ

いては、鬼高式後葉のものとの教示を受けた。これは第Ⅴ群土器が栗囲式の中で新しい段階の

ものであることから矛盾することなく一致する。 

次に今回の比較観察における問題点を述べたい。第１に事前に相互の意志が十分通じず準備

がかならずしも整わなかったため、同時期の資料とすべてについて比較することができたわけ 
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でない。第２に各地域における主体的（在地的）なものと客体的なものの整理が明らかにされ

ていない地域が一部にあった。第３に直接観察する時間が短かかったため、見落しや見誤りが

生じなかったかに疑問が残る。このため、清水遺跡で出土した土器が、(1)関東地方で製作され

たものが直接搬入されたものか、(2)関東地方から移動してきた人々が東北地方で製作したのか、

(3)東北地方の人々が模倣して製作したのかの問題については必ずしも明確にできなかった。特

に(2)の場合は一世なのか二世なのかも問題となる。これらの点については今後の課題としたい。 

須恵器 

第Ⅴ群土器には多量の須恵器が伴っており、それらは坏３類・高台坏１類・蓋２類・盤１

類・高坏２類・長頚壺１類・短頚壺１類・横瓶１類・摺鉢２類・甕２類に分類された。ここでは､

まず第Ⅳ群土器と共通する坏と高坏について比較したい。第Ⅳ群土器の須恵器坏第１類と第Ⅴ

群土器須恵器坏第１類は､口縁部の外傾する有段・丸底のもので、お互いに共通した器形を示し

ている。しかし、第Ⅳ群土器の坏１類は口縁端部が外反気味であるのに対し、第Ⅴ群土器の坏

１類は口縁部が直線的に外傾したまま端部に至るという相違を示している。このような相違は

土師器坏にもみられたもので、両者に何らかの関係（影響）があったものと推定される。もち

ろん、第Ⅴ群土器の須恵器坏にも口縁端部が外反気味のもの(坏第２類)がある。しかし、これ

らは胴部が直立気味のものに限られる。また、口縁・胴部が直立し、底部が丸底状の器形を示

すものでは、第Ⅳ群土器の場合胴部に沈線が二条めぐっているのに対し、第Ⅴ群土器(坏第３

類) では沈線は胴部下端に一条だけとなっている。 

高坏は、第Ⅴ群土器では坏部が残っているものがないため脚部で比較したい。両者とも長脚

であることは共通するが、第Ⅳ群土器須恵器高坏の脚端部には沈線状の段がある。この点、第

Ⅴ群土器の須恵器高坏は脚端部を垂直に折り曲げただけのものである。 

以上のように、第Ⅴ群土器と第Ⅳ群土器の須恵器では大きな点では共通するものの器形細部

において相違を指摘することができる。 

東北地方において、第Ⅴ群土器の須恵器にやや近いものは、蔵王町塩沢北遺跡第１号住居跡

床面(小川淳一：1980.3)、郡山市麓山窯跡(梅宮茂：1950.３ 木本元治：1975．12)から出土し

ている。塩沢北遺跡の坏は第Ⅴ群土器の坏第３類と似ているが、胴部下端にめぐるのは沈線で

はなく段であり、底部外面の回転ヘラケズリも中央部に及んでいないなどの相違がみられ、時

期的に一段階新しいものと考えられる。また、麓山窯跡の須恵器は４点のうち１点に外面に段

のみられるものがあり、第Ⅴ群土器の坏第１類と一見似ている。しかし、この坏は口縁部が内

弯するもので、第Ⅴ群土器の坏第１類と異なる。また、組成の上で有段のものが１点だけで、

他の３点は口縁部の内弯する平底のものによって占められることから、やはり第Ⅴ群土器より

は新しいものと考えなければならない。この他に、第Ⅴ群土器の須恵器に類似するものは現段 
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階ではまとまったものとしては未だ報告例がない。 

次に陶邑古窯跡群の資料と比較したい。第Ⅴ群土器の須恵器の組成で特徴的なことは、坏・

高坏・甕などの他に内面に返りのある蓋・盤・長頚壺・横瓶・短頚壺・摺鉢などがみられる点

である。内面に返りのある蓋・盤・長頚壺などは陶邑では第Ⅲ期に特徴的に見られるものであ

る。横瓶・短頚壺・摺鉢などはそれ以後ほとんど姿を見せない (田辺昭三：1966.3 中村他：

1976.3 1978.3)。また、蓋・坏・高台付坏・盤・長頚壺の特徴から、田辺氏の第Ⅲ期ＴＫ217

型式に近いもので、中村氏の第Ⅲ型式第１・２段階に相応するものと推定される。須恵器型式

編年の第Ⅲ期は７Ｃ．前半から後半とされている。第Ⅳ群土器の須恵器は第Ⅱ期後葉のもので

7Ｃ.前半を中心とした時期と推定されることは既に述べた。その点、第Ⅴ群土器の須恵器はそ

れらよりも新しく、第Ⅲ期の前葉から中葉に相応することから７Ｃ.中葉から後葉を中心とした

時期のものと推定される。 

また、第Ⅴ群土器の須恵器は全体として陶邑第Ⅲ期前・中葉のものに近いが、個別的に類似

点を見い出せるのは盤・長頚壺などの特殊な器形や蓋・坏の一部のものに限られている。第Ⅴ

群土器の須恵器として主体を占める坏類は陶邑古窯跡群の資料に類似したものを見い出すこと

が難しい。特に、須恵器坏第1･2類としたものは土師器坏と器形が類似しており、このような傾

向が第Ⅳ群土器の段階から特徴的にみられたことは既に述べた。この種の坏は、底部を回転ヘ

ラケズリして丸底に仕上げているものもあるが、中には回転ヘラ切り技法で切り離したままの

ものもみられる。 

このように、第Ⅴ群土器の須恵器は、組成・器形や製作技法において陶邑古窯跡群の場合と

相違する著しい地域的様相を見せている。また、清水遺跡ではこの時期に出土量が飛躍的に増

大していることから、地域的な色彩を帯びた須恵器生産が活発に行なわれ、それらが集落に供

給された可能性が認められる。このことの証明は名取平野周辺の須恵器窯の調査を待たなけれ

ばならないので、現段階では明言を避け可能性の指摘に留めたい。 

以上、第Ⅴ群土器は土師器が東北地方の第Ⅴ型式（栗囲式）の新しい段階のものと関東地方

の鬼高式後葉の段階のものに位置づけられ、須恵器は陶邑編年の第Ⅲ期前・中葉で７Ｃ.中・後

葉を中心とした時期のものと推定された。このような結果は東北地方の在地的な土師器、関東

地方の土師器、須恵器などの相互の編年において矛盾するものがなく、妥当なものと考えられ

る。ただ、ここで注意しておかねばならないのは、鬼高式後葉に位置づけられた土師器の中で

第3a類に類似するものが仙台市郡山遺跡からも出土していることである。郡山遺跡は古代官衙

と推定される遺跡であることから、その歴史的背景を考えると現段階では７Ｃ.中葉に遡るとは

考えにくい。したがって、官衙との関連を考える場合は、この第Ⅴ群土器は、さらに短い時間

幅で細分される必要がある。 
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第Ⅵ群土器 

第Ⅵ群土器は第62号住居跡出土土器を基礎資料とするものである。復元資料は土師器坏３点・

甕２点が出土している。これらは量的にあまり多くないので、特に分類はせず、器形ごとに

特徴を説明し、編年的位置づけを行ないたい。 

土器の特徴 

坏Ⅰ(１・２)：口縁部が内弯し、胴・底部が丸底状のものである。１は口縁部と胴部の境に

段が形成されているが、２は緩やかに移行する。１の器面調整は、外面が口縁部横ナデ、胴・

底部ヘラケズリ、内面がヘラミガキ・黒色処理である。ヘラミガキの方向は口縁に平行なもの

が多いが一部不定である。２の器面調整は外面が口縁部横ナデ、胴・底部ヘラケズリである。

内面は口縁・胴部が横ナデ、底部がヘラナデである。 

坏Ⅱ(３)：口縁部は内弯するが、端部で外反気味となる。底部は丸底状である。外面の器面

調整は口縁部が横ナデ、底部はヘラケズリである。内面の器面調整は単位の小さい不定方向の

ヘラミガキである。 

甕(４・５)：４は口縁部が外反し、胴部は上部が僅かに脹む長胴形のものである。口縁径と

胴径がほぼ等しい。口縁部と胴部の境に軽い段や稜を部分的に形成するが、全体として緩やか

に移行する。外面の器面調整は口縁部が横ナデ、胴部が刷毛目である。内面の器面調整は、口

縁部が横ナデ、胴上・中部がヘラナデないしはナデ、胴下部が刷毛目である。５は、器形など 
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の点で５と共通しているが、胴部外面の盤面調整がナデ状のものである。 

土器の編年的位置 

第62号住居跡出土土器は、床面のものは１点(坏)だけで、その他はすべて堆積土中から出土

したものである。このため、厳密な意味での共伴関係を示すものではないが、他の土器群と異

なった特徴をもつことから、一群の土器として扱うことにした。その時間幅は、第62号住居跡

にあっては、住居使用最終時から廃絶後の埋没終了時までである。また、この第62号住居跡は、

第Ⅳ群土器を出土した第73号住居跡を切っていることから、第Ⅳ群土器（栗囲式）より新しい

ことは明らかである。 

第Ⅵ群土器で最もその特徴を良く示しているのは坏Ⅰである。すなわち、全体が内弯する器

形を示し、口縁部と胴部の境に段をもち、胴・底部が丸底状のものである。このような特徴を

もつ土師器坏は、陸奥国分寺僧坊西建物基壇南側の溝からも出土しており、東北地方の土師器

の編年で国分寺下層式第１類（氏家和典：1961・３ 1967・３）とされている。したがって、

第Ⅵ群土器も国分寺下層式と考えられる。 

最近、国分寺下層式については、住居跡出土の一括資料に基づいて、土器の組み合わせ・器

形・製作技法などの検討によって観音沢遺跡・糠塚遺跡の資料を比較し、細分される可能性を

指摘している(加藤・阿部：1980.9)。この点、第Ⅵ群土器は土器組成・器形などの特徴から、

糠塚遺跡(小井川・手塚：1978.3)よりは観音沢遺跡の資料に近い様相を示している。なお、清

水遺跡では、第17・90号住居跡のように、土師器坏の有段丸底のものと無段平底のものが床面

やカマドで共伴して出土している例もある。第90号住居跡では、これらに器面がヘラミガキさ

れた須恵器坏も伴って出土している。第Ⅵ群土器としたものが、国分寺下層式の中でこれらの

土器よりも時期的に古いものか否かについては、資料的に不十分であり、検討は今後の課題と

したい。 

第Ⅶ群土器 

第Ⅶ群土器は第58号住居跡床面出土土器を基礎資料とするものである。復元資料は土師器坏

８点・甕１点、須恵器坏１点が出土している。出土状況で特に注意しなければならないのは、

土師器坏５点が重ねられて住居壁際の床面に残されていたことである。このような出土状況は

捨てられたものというよりは、生活途上のものがそのまま残された可能性を示している。した

がって、第58号住居跡床面出土の土器群は一時点における土器群のあり方を知る上で良好な資

料である。以下、これらを分類し、検討を加えてみたい。 
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土器の分類 

土師器 

坏第１類：口縁・胴部が内弯し、底部が丸底風平底のもの（第223図１～６） 

外面の器面調整はヘラミガキである。内面のヘラミガキの方向は口縁・胴部が口縁に平行、

底部が横である。その中には、１点だけであるが暗文状に「 」のヘラミガキがなされている

ものもある(１)。また、黒色処理が外面にもなされているものが１点ある(黒色土器：４)。こ

の坏は他のものと較べヘラミガキが内外面とも丁寧で、底部外面には乾燥後もしくは焼成後に

なされた「 」のヘラ書がある。 

これらの坏第１類は、器形・製作技法において共通しているが、大きさの点でみると次の三

者に分れる。 

ａ：小形のもの。口径が12cmあり、口径と器高の比が３：１で浅目のもの(１～４) 

ｂ：中形のもの。口径が15cmあり、口径と器高の比が３：１で浅目のもの(５) 

ｃ：大形のもの。口径が20cmあり、口径と器高の比が２：１で深目のもの(６) 

坏第２類：口縁上部が外傾､口縁下部から胴部が内弯し､底部が丸底風平底のもの(第223図７･

８)外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴・底部がヘラミガキである。しかし、胴・底部のヘ

ラミガキは第１類ほど丁寧でなく、ミガキ残した部分には前段階のヘラケズリが比較的明瞭に

観察される。内面の器面調整はヘラミガキで、黒色処理されている。ヘラミガキの方向は、口

縁・胴部が口縁に平行で、底部が横であるが、坏第１類のヘラミガキに較べ単位が小さく、方

向も不整である。また、黒色処理も不明瞭なものがある。このように坏第２類は第１類に較べ

粗雑に作られている印象を与えるものである。また、この第２類は大きさの点では口径が16～

17cm、口径と器高の比が2.5～3：１で第１類のｂに近い。 

甕：口縁部が外反し、胴部中央が脹むもの（第223図９） 

口縁径と胴径がほぼ等しい。口縁部と胴部の境には稜がみられるが、顕著なものではない。

外面の器面調整は、口縁部が横ナデ、胴部が軽いヘラケズリ、底部がヘラケズリである。内面

の器面調整は口縁部が横ナデ、胴部がヘラナデ、底部がナデツケである。胴部はヘラナデの後

不明確な調整がさらに加えられている。 

須恵器（第223図10） 

須恵器は坏が１点ある。口縁・胴部が直線的に外傾し、平底のものである。胴部下端から底

部全面が手持ちヘラケズリされているが、一部に回転ヘラ切りの痕跡が残っている。 

土器の編年的位置 

第Ⅶ群土器は住居跡床面から一括して出土し、土師器坏は５点が重ねられた状態でみられた 
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ことから、共伴関係が明瞭である。この第Ⅶ群土器の編年的位置を検討するために、その特徴

をもっとも良く示す土師器坏について整理すると次のようになる。 

１. 製作にロクロを使用した痕跡がみられない。 

２. 器形はすべて丸底風の平底で、口縁・胴部が内弯するものと口縁上部が外反し口縁下部

から胴部が内弯するものの二者がある。 

以上のような特徴をもつ土器としては、迫町対馬遺跡の第１～４号竪穴住居跡出土土器があ

げられる。対馬遺跡では第４号住居跡のものが最も豊富な内容をもっている (加藤・伊藤：

1955.3)。対馬遺跡出土土器は当初土師器の第六型式(対馬式)として型式設定され、その特徴と

して「坏形土器にあっては口縁内反し、器壁には轆轤使用の痕はみられるも底部には所謂糸切

の圧痕はみられない」とされていた(氏家和典：1957.3)。その後再検討がすすみ、製作に際し

てロクロが使用されていないことが指摘された。また、この種の坏が陸奥国分寺僧坊西建物基

壇南側の溝や志波姫町糠塚遺跡において外面に段や沈線をもつ平底の土器と共伴していること

から国分寺下層式の中に含めて考えられるようになった (桑原滋郎：1976.3 小井川・高橋： 
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1977．12)。 

清水遺跡第Ⅶ群土器も対馬遺跡出土土器と同様に国分寺下層式に包括されることに問題はな

い。しかし、土器の組成という点からみると対馬遺跡・清水遺跡と陸奥国分寺・糠塚遺跡では

大きな相違を示している。すなわち、対馬遺跡・清水遺跡では段や沈線をもたない平底の坏で

構成されるのに対し、陸奥国分寺・糠塚遺跡では外面に段や沈線をもつものと一体となって構

成されている。また、最近、国分寺下層式の前半期のものと考えられに至った観音沢遺跡（加

藤・阿部：1980.9）では清水遺跡第Ⅶ群土器や対馬遺跡の土器は含まれていない。このような

ことから第Ⅶ群土器は国分寺下層式の中でも終末の段階に位置するものと考えられる。 

第Ⅶ群土器は坏は豊富であったが、甕は少なく、そのあり方を知る上で十分でない。今後の

資料の増加を待ちたい。また、須恵器は坏が１点出土している。この坏は口縁・胴部が直線的

に外傾する平底の坏で回転ヘラ切リの後胴下部から底部のほぼ全面が手持ちヘラケズリされて

いるものである。器形的には糠塚遺跡例と同じものである。かつて、回転ヘラ切り後底部が手

持ちヘラケズリされた須恵器坏は、技法のみをとらえて８Ｃ.初頭から前半に年代を求められて

いたが(岡田・桑原：1974.3)､この種のものは国分寺下層式の終末まで続いたことを示してい

る。 

第Ⅷ群土器 

第Ⅷ群土器は第６・27・50・89号住居跡・第９号溝内第１号土壙出土土器を基礎資料とする。

これらの遺構からは、土器が一定のまとまりをもって出土し、種類や量も多い。 

土器の分類 

出土土器には、土師器(坏・高台付坏・甕)・須恵器(坏)・赤焼土器(坏)・筒形土器がある。

土器は製作に際しての技法や形態的特徴の差異によって分類することができる。 

土師器 

坏：製作にロクロを使用し､内面をヘラミガキ･黒色処理している。これらは再調整のため底部

切り離し技法が不明なもの(第１類)と底部切り離し技法が回転糸切りによるもの(第２類)とが

ある。後者はさらに再調整の有無によってａ・ｂに細分される。土師器坏の器形には(1)胴部で

脹み、内弯気味に外傾するもの、(2)胴部から口縁部へ直線的に外傾するもの、(3)胴部で脹み、

口縁部でわずかにあるいは大きく外反するものの３種類が認められる。 

第１類：再調整のため底部切り離し技法が不明のもの 
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いずれも､手持ちヘラケズリの再調整が胴部下端から底部全体に施されている。これらのうち､

器形の判明するものは、(1)･(2)に該当する。内面のヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口縁に

平行、底部は放射状である。 

第２ａ類：底部切り離しが回転糸切り技法によってなされ、再調整のあるもの 

いずれも再調整は、手持ちヘラケズリによってなされている。再調整の位置には、胴部下端

にのみ施されるものと、胴部下端から底部周縁に施されるものの２種類がある。これらのうち

器形の判明するものは、いずれも(2)に該当する。内面のヘラミガキの方向は、口縁・胴部が口

縁に平行、底部は放射状である。 

第２ｂ類：底部切り離しが回転糸切り技法によってなされ、再調整のないもの 

器形には(1)･(2)･(3)がある。(3)が最も多く､(2)･(1)の順に少なくなる。内面のヘラミガキの

方向は、口縁・胴部が口縁に平行、底部は放射状のものが多く、一部に螺旋状のものもわずか

に見られる。 

高台付坏：製作に際し、ロクロを使用し、内面をヘラミガキ、黒色処理している。 

高台はいずれも付高台である。これらには、高台付着時の再調整として次の２種類が認めら

れる。一つは、高台付着時における調整が坏底部の切り離し技法が不明になるほど全面に施さ

れるもので、他は、高台付着時における調整が高台の接合部分にだけ施されるために底部切り

離し技法が判明するものである。 

前者の坏底部には菊花状のナデツケ痕と、その後に施されたロクロナデ痕が観察される。坏

部は胴部でわずかに脹み、口縁部で大きく外反する器形であり、高台部は「八」字状に外傾し､

端部はさらに外方に開く。後者に比較して高い高台をもち、胎土もしまり、薄手で堅緻である｡

坏部内面のヘラミガキの方向は摩滅のため不明瞭な部分が多い。 

後者の坏底部には回転糸切り痕が観察される。坏部の器形については破損のため不明である。

高台部は「八」字状に外傾し、端部が丸くおさまる。前者に比していずれも高台部は低い。坏

部内面のヘラミガキは底部において放射状である。 

甕：図示できたものは、いずれも製作に際し、ロクロを使用しているものであるが、破片と

してロクロ不使用のものもわずかに出土している。 
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甕には内面にヘラミガキ・黒色処理されているもの(第１類)とロクロ調整されているもの

(第２類)とがある。後者はさらに口径と器高の比によってａ・ｂに細分される。 

第１類：内面にヘラミガキ・黒色処理が施され、口径より器高が小さいもの。 

最大径は口縁部にある。口径が23.1cm、器高が18.2cm、底径が10.0cmで、大きさは第２ａ類

と第２ｂ類の中間である。口縁部は頚部で屈曲し、頚部から口縁部にかけて外傾し、端部はわ

ずかに上方につまみ出されて狭い縁帯状をなしている。胴部は上半部でわずかに脹み、そのま

ま緩やかに底部へ移行する。外面はロクロ調整の後胴下部から底部にかけて手持ちヘラケズリ

が施されている。 

第２ａ類：内面がロクロ調整され、口径よりも器高が大きいもの 

口径が20.1cm、器高は現存する部分で30.2cmと大形のもので、いわゆる長胴形のものである｡

口縁部は頚部で屈曲し、頚部から口縁部にかけて外傾し、端部はわずかに上方につまみ出され

て狭い縁帯状をなしている。外面はロクロ調整の後、胴部中央から下半にかけて手持ちヘラケ

ズリが施されている。 

第２ｂ類：内面がロクロ調整され、口径よりも器高が小さいもの 

口径が15.9cm、器高が13.6cm、底径が8.2cm と小形である。口縁部は頚部で屈曲し、頚部か

ら口縁部にかけて外傾し、端部はわずかに上方につまみ出されて狭い縁帯状をなしている。胴

部は上半部で脹んでいる。外面はロクロ調整の後、胴下部に手持ちヘラケズリが施されている。

底部にはオサエ痕がみられる。 

須恵器 

坏：いずれも底部切り離しが回転糸切り技法によるもので、底部切り離し後の再調整は見ら

れない。器形には、胴部で脹み内弯気味に外傾するものと、胴部で脹み口縁部でわずかに外反

するものの２種類が認められる。 

赤焼土器 

坏：製作に際しロクロを使用し、底部切り離しが回転糸切り技法によるもので、底部切り離

し後、内外面に再調整はみられない。器形には、胴部から口縁部へ直線的に外傾するものと、

胴部で脹み口縁部でわずかにあるいは大きく外反するものとの２種類が認められ、後者が多い。

また、大きさでは12cm前後のものから15cm前後のものまで多様である。ロクロ目は、外面の方

が凹凸が激しく、内面の凹凸が少ないのが特徴である。色調は、浅黄橙色・橙色・灰褐色・黄

灰色・にぶい黄褐色のものなどがあり、バラエティに富んでいる。また、内外面に黒斑状の斑

点が観察されるものもある。胎土には細かい砂粒を含んだものが多い。 

筒形土器 

口径は、12.5cmと小さい。円筒形の器形をもち、胴部下半は欠損している。器厚は６mm前後 
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と薄い。外面にはオサエ痕が、内面にはナデ痕が観察される。内外面とも粘土紐の積み上げ痕

が明瞭に残っており、凹凸が激しい。また、内外面は二次的な加熱を受けており、一部が赤変

している。 

土器の共伴関係と編年的位置 

第６・89号住居跡では、床面・カマド内・柱穴内出土土器を、第27・50号住居跡では、カマ

ド内、柱穴内出土土器を共伴関係の資料とした。床面・カマド内・柱穴内から出土した土器は、

一定のまとまりをもって出土しており、堆積土出土土器よりは比較的限定された時間幅内（住

居の最終使用時から廃絶直後の期間）におさまるものと考えられ、強い共伴関係にある。また

第９号溝内第１号土壙からは､土器が重なった状態で一括して出土しており、一時点における土

器群のあり方を示すものとして最も強い共伴関係にある。以上のことを踏まえ、土器の分類を

もとに各遺構内における共伴関係についてみると第195表のようになる。以下、これらの分類を

もとに各遺構や各遺構間で比較・検討してみると、第Ⅷ群土器は主に土師器坏のあり方に相違

がみられ､後述するＡ･Ｂ･Ｃの3群に大別することができた｡土師器甕については､第９号溝内第１号土

壙を除く各住居跡から出土しているが、いずれも製作に際しロクロを使用するという共通した

特徴を有しており、各住居跡間で相違点を見い出すことはできなかった。また、土師器高台付

坏や筒形土器についても、出土量が少なく十分に検討することはできなかった。なお、須恵器

坏と赤焼土器坏には土師器坏との共伴関係に相違がみられた。 

以上のことから、土師器坏とその他の土師器高台付坏・甕、須恵器坏、赤焼土器坏・筒形土

器との関係をまとめると以下のようになる。 

Ａ群土器：土師器坏は再調整のある第１類・第２ａ類と再調整のない第２ｂ類で構成され、

前者が主体を占めている。共伴する土器には土師器甕第１類・第２ａ類と須恵器坏がある (第

89号住居跡)。 

Ｂ群土器：土師器坏は再調整のある第２ａ類と再調整のない第２ｂ類で構成され、後者が主

体を占めている。共伴する土器には須恵器坏がある(第６号住居跡)。 

Ｃ群土器：土師器坏は再調整のない第２ｂ類のみで構成されている。共伴する土器には土師 
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器高台付坏・甕第２ｂ類・筒形土器と赤焼土器坏がある (第27・50号住居跡・第９号溝内第１

号土壙)。 

以上のように、本遺跡出土の第Ⅷ群土器は各遺構における土師器坏のあり方の相違から３群

に大別することができた。 

次に、これらの土器群の編年的位置について考えてみたい。 

Ａ群・Ｂ群・Ｃ群土器に含まれる土師器についてみると、いずれも製作に際しロクロを使用

するという共通した製作技法を用いていることがわかる。このような特徴を持つ土師器を東北

地方の土師器の型式編年の中に位置づけると、最終型式にあたる表杉ノ入式＝第７型式（氏家

和典：1957.3）に比定することができる。また、これらの土師器と共伴する須恵器坏・赤焼土

器坏・筒形土器も表杉ノ入式期に属するものである。 

土器の問題点 

本遺跡出土の第Ⅷ群土器はいずれも表杉ノ入式に比定することができた。しかし、前項にお

いて述べたように各遺構から出土する土師器坏には違いが認められＡ群・Ｂ群・Ｃ群の３群に

分けられた。ここでは、これら３群の土器群について、土師器坏を中心に時期的な変遷過程と

その年代的位置について検討したい｡さらに、最近報告例の増えてきた表杉ノ入式期の集落での

土器のあり方と比較を行ない、その問題点について考えてみたい。 

大別された３群の特徴を整理すると次のようになる。 

Ａ群土器 土師器坏は再調整のある第１類・第２ａ類と再調

整のない第２ｂ類で構成され、前者が主体を占めている。土師

器坏の器形には（１）・（２）が認められ、（１）が多い。口

径を１とする底径の割合の平均は0.49であり、底径の大きなも

のが多い (第225図)。 

共伴する土器としては、土師器甕第１類・第2a類と須恵器坏

がある。 

Ｂ群土器 土師器坏は再調整のある第２ａ類と再調整のない

第２ｂ類で構成され、後者が主体を占めている。土師器坏の器

形には（２）・（３）が認められ（３）がわずかに多い。口径

を１とする底径の割合の平均は0.42であり、Ａ群よりも底径の

小さなものが多い。 

共伴する土器としては、須恵器坏がある。 

Ｃ群土器 土師器坏は再調整のない第２ｂ類のみで構成され

ている。土師器坏の器形には（２）・（３）が認められ､(３) 
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が多い。口径を１とする底径の割合の平均は0.36であり、底径は３群の中で最も小さい。 

共伴する土器としては、土師器高台付坏・甕２ｂ類・筒形土器と赤焼土器坏がある。 

以上のように３群の土器をまとめることができた。次にこれら３群の関係について検討して

みたい。 

まず最初に、Ａ群土器とＢ群土器について考えてみたい。 

Ａ群土器とＢ群土器の関係を第６号住居跡と第７号住居跡の重複関係を検討することによっ

て明らかにしたい。 

第６号住居跡がＢ群土器を出土していることはすでに述べた。第６号住居跡は第７号住居跡

の堆積土を切って構築されている。第７号住居跡出土土器
(註)

を検討すると土師器坏は、再調整

のある第１類（底部破片資料10点）・第２ａ類（復元資料２点）と再調整のない第２ｂ類（底

部破片資料６点）で構成され、前者が主体を占めており、Ａ群土器と同じ内容を示している。

このことは、Ｂ群土器がＡ群土器より新しいという層位的関係を示すものと考えられる。 

以上の検討によって、Ａ群土器とＢ群土器の土師器坏は、相互に共通するものを持ちながら

（第２ａ類・第２ｂ類）もそれぞれは異なった土器組成（第２ｂ類の占める割合）を示してお

り、このことが時期的な違いによるものであることが明らかになった。 

前述の検討とＡ群土器とＢ群土器の土師器坏の特徴から次のようにまとめることができる。 

○古い時期に位置するＡ群土器の土師器坏では再調整のある第１･２ａ類が主体を占めるが、新

しい時期に位置するＢ群土器の土師器坏では再調整のない第２ｂ類が主体を占めるようになる。 

○また、古い時期に位置するＡ群土器坏では、胴部で脹み内弯気味に外傾する器形（１）の占

める割合が多く、底径も大きなものが多いが、新しい時期に位置するＢ群土器の土師器坏では､

胴部で脹み口縁部でわずかにあるいは大きく外反する器形（３）の占める割合が多く、底径も

小さなものが多くなる。 

次に、Ａ群・Ｂ群土器とＣ群土器の関係について考えてみたい。 

Ｃ群土器を出土する遺構とＡ群・Ｂ群土器を出土する遺構との重複関係が認められないため

に遺構の重複関係からＣ群土器とＡ群・Ｂ群土器の関係を明らかにすることはできなかった。

そこで､土師器坏を検討の対象にし､Ｃ群土器とＡ群･Ｂ群土器の関係を明らかにしていきたい。 

Ｃ群土器の土師器坏は､再調整のない第２ｂ類のみで構成されている。Ａ群・Ｂ群土器の土師

器坏には再調整のない第２ｂ類の他に再調整のある第１類・第２ａ類が伴っており、Ｃ群土器

とは土師器坏の組み合わせの上で大きな違いがみられる。 

Ｃ群土器の土師器坏の器形は、Ｂ群土器の土師器坏よりも胴部で脹み口縁部でわずかにある

いは大きく外反する器形（３）の占める割合がさらに多くなる。口径を１とする底径の割合の

平均は、Ａ群が0.49、Ｂ群が0.42、Ｃ群が0.36であり、Ｃ群土器が３群の中で最も小さな底径 
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をもっていることになる。 

このようにＡ群・Ｂ群土器の土師器坏とＣ群土器の土師器坏とでは、土師器坏の組み合わせ

や器形に違いが認められた。この内容の違いは、Ａ群土器とＢ群土器との検討でも明らかにさ

れたように、時期差によるものと考えられる。そして、Ｃ群土器の土師器坏に見られる特徴か

らＣ群土器は、３群の中で最も新しい時期に位置するものと考えられる。 

以上のことから大別された３群には時期差のあることが考えられ、Ａ群土器➝Ｂ群土器➝Ｃ

群土器という変遷を導き出すことができた。 

最後に、第Ⅷ群土器の絶対年代について考えてみたい。 

本遺跡出土第Ⅷ群土器には絶対年代

を提出できるような資料はない。そこ

で、表杉の入式期の土器群の絶対年代

が提示されている安久東遺跡（土岐山：

1980・９）と比較することによって

本遺跡出土第Ⅷ群土器の絶対年代につ

いて考えてみる。 

安久東遺跡出土土器と共通した内容

をもつものとしては、本遺跡出土Ｃ群

土器をあげることができる。Ｃ群土器

と安久東遺跡出土土器を出土量の多い

土師器坏と赤焼土器坏をもとに比較し

てみたい。なお、検討にあたっては、

土師器坏と赤焼土器坏の出土量の多い

第９号溝内第１号土壙と安久東遺跡第

２号住居跡を比較資料とした。 

土師器坏は、Ｃ群土器のものも安

久東遺跡出土土器のものも底部切り離

しが回転糸切り技法によってなされ、

底部切り離し後外面に再調整のないも

のである。器形についても両遺跡とも

胴部で脹らみ、口縁部でわずかにある

いは大きく外反するものが主体を占め

ており共通した特徴を示している。 
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赤焼土器坏は、Ｃ群土器のものも安久東遺跡出土土器のものも、底部切り離しが回転糸切り

技法によってなされ、底部切り離し後内外面に再調整のないものである。器形は両遺跡とも胴

部で脹らみ、口縁部でわずかにあるいは大きく外反するものが主体を占めている。また、ロク

ロ目についても、両遺跡出土土器には外面のロクロ目の方が凹凸が激しく、内面のロクロ目が

凹凸が少ないという共通した特徴が認められる。 

第226図～第228図は、Ｃ群土器と安久東遺跡出土の土師器坏と赤焼土器坏の口径・器高・底

径の頻度分布比較図である。これらをもとに、本遺跡と安久東遺跡出土土器の法量の比較をし

たのが第196表及び第197表である。法量の比較表からもわかるように、本遺跡と安久東遺跡出土

の土師器坏と赤焼土器坏は法量上もほぼ共通した内容を示している。 

以上の検討から、Ｃ群土器の土師器坏と赤焼土器坏は安久東遺跡出土土器と共通した特徴を 
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示しており、ほぼ同時期のものと考えられる。安久東遺跡第２号住居跡からは、11世紀に比定

される灰釉陶器が出土しており、灰釉陶器の年代から同住居跡出土土師器・須恵器・赤焼土器

の年代を11世紀に位置づけている (土岐山武：1980・９)。したがって､本遺跡出土Ｃ群土器の

絶対年代も安久東遺跡同様11世紀に求めることができる。なお、Ａ群土器・Ｂ群土器について

は絶対年代を提示することはできなかったが、表杉ノ入式が大きく平安時代に属するものと考

えられていることから、平安時代でも前半に位置するものと考えられる。 

（註）第７号住居跡出土土器には、堆積土出土土器も資料として扱った。また、復元資料が少ないことから、

資料充実のために底部破片資料も援用した。 
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陶磁器 

陶磁器は第Ⅰ区の南側(180区付近)・北側水田部分（100～150区付近）の溝跡・基本層位など

から出土している。特に、後者に集中している。 

陶器には古代の灰釉陶器、中世の無釉陶器・施釉陶器、磁器には青磁・白磁・染付がある。 

それらの中で、拓本および実測図を作成できたもの（復元資料・口縁部資料・底部資料・特

徴のある胴部資料）は約25点である。以下、その特徴を述べ、年代や生産地について、検討し

てみたい。 

古代の陶器 

古代の陶器は灰釉陶器で壺(１点)・鉢(１点)・埦(４点)・皿(１点)がある。 

壺：第229図1は口縁部が直立気味に短かく外傾し、口縁端部下端がわずかに外方に張り出す｡

内外全面には非常に薄いオリーブ灰色をしたまだら状の灰釉がかけられている。胎土は灰白色

をしており、わずかに斑点状をした黒色粒を含む。非常に硬質に焼成されている。この他に、

同一個体と考えられる胴部破片が４点出土している。 

鉢？：第229図2は胴部から口縁部にかけて外傾し、口縁部がわずかに外反する。釉は内外全

面にかけられており、色調・かかり具合など壺と近似している。胎土は灰白色をしており、わ

ずかに砂粒を含む。堅く焼きしまっている。 

埦：第229図４～７は高台付埦である。高台部は外方に張り出すもの(６・７)と短かく直立す

るもの(４・５)とがある。５は外面の胴部下端に、７は底部に回転ヘラケズリ痕が観察される｡ 
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４は籾高台であるが底部の状況はよくわからない。５・６は底部内外面を除いた部分、４・５

は胴部内面に灰釉がかけられている。釉の色調は５が明緑灰色､４･６･７がオリーブ灰色である。

胎土はいずれも、灰白色をしており、堅く焼きしまっている。なお、７の内面には重ね焼きの

痕跡が認められる。 

皿：第229図3は高台付の皿である。胴部から口縁部にかけて外傾気味に立ち上がる。外面は

胴部から底部にかけて回転ヘラケズリが施されている。外面の口縁部から内面全面に薄い灰味

オリーブ色をした灰釉がかけられている。胎土・焼成などの特徴は埦に類似している。なお、

内面には重ね焼きの痕跡が認められる。 

これらの灰釉陶器は一般に平安時代と考えられるものであるが詳しい年代については今のと

ころよくわからない。 

中世の陶器 

無釉陶器 

甕(口縁部１点、胴部22点、底部２点)・擂鉢(口縁部４点、胴部９点)がある。 

甕：第230図１は口縁帯を有するもので、いわゆる受口状口縁をしている。器面調整として、

内外面ともヨコナデ調整されている。内面には一部自然釉がみられる。胎土は砂粒を含み、灰

色の色調をしており、焼成は堅緻である。壺の口縁部破片とも考えられたが、小破片のため甕

との区別ができなかった。ここでは一応甕として取りあつかった。 

第230図２・３は胴部破片で押印が認められる。２の押印は５重に区画された正方形の桝の中

にたすき掛けしたもの、３の押印は格子目状のものである。３と同一個体と考えられる破片が

もう１点あるが、接合できなかった。 

第230図６は胴部破片で灰色をしている。内面の器面調整は横ナデである。外面の器面調整は

はっきりしないがヘラナデ状のナデである。 

第230図４・５は底部破片である。４は底径約13.4cmである。底部の調整はよくわからない。

５は底部外面に２条の平行に走る線刻がある。 

擂鉢：第230図７～12は胴部から口縁部にかけて外傾し、口縁端部に沈線状の凹みが

認められる。９は口縁部に近づくにつれ、器壁が薄くなり直立気味に立ち上がる。７は片口が

付いている。器面調整として、いずれも、内外面は横ナデ調整されている。９は胴部外面に手

持ちヘラケズリが施されている。外面の色調には赤褐色・黄橙色・黒灰色などがある。また、

焼成は硬質、軟質などのものがある。このように、外面の色調・焼成等はさまぎまである。 

以上のように無釉陶器には甕・擂鉢がみられた。これらは器形・調整・焼成などの特徴から

みると、一般に鎌倉中期から南北朝期頃と考えられるものである。また、甕や擂鉢の中には、 
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宮城県で発見されている窯跡出土品とよく似ているものがあり、それらは現地産と考えられる。

その他、東海地方の製品と似ているものもあり、それらは現地産か、搬入品がよくわからない｡ 

施釉陶器 

埦・皿・盤？・鉢(各１点)がある。 

埦：第230図14は胴部から口縁部にかけて内弯気味に立ち上がり、口縁部がわずかに外反する｡

内外全面には明青灰色をした釉がとろりとかけられており、貫入が認められる。胎土は砂粒を

含み、色調は灰白色で、堅く焼きしまっている。 

皿：第230図13は胴部から口縁部にかけて外傾し、口縁部は外傾する。内外全面にオリーブ黄

色をした釉がかけられており、貫入が認められる。胎土は砂粒を含み、色調は灰白色で、硬く

焼成されている。 

盤？：第230図16は幅の広い短かい高台が付いている｡底部外面には回転ヘラケズリ痕が認め

られ、削り出し高台と思われる。胴部内外面に釉がかけられており、貫入が認められる。 

鉢？：第230図15は胴部から口縁部にかけて内弯し、口縁部が外方に折れ曲り、さらに端部が

直立する。内面には一段の稜がある。胴部外面には回転ヘラケズリが施されている。内外面に

は釉がかけられている。外面の釉はにぶい黄褐色(口縁部から胴部上半)、内面は灰白色をして

いる。内面には貫入が認められる。胎土は砂粒を含み、色調はにぶい赤橙色で、堅く焼きしま

っている。これらの施釉陶器は美濃の製品（桃山期頃）かとも思われるがはっきりしない。 

磁 器 

青磁 

埦(２点)・皿(１点)がある。 

埦：第231図1は胴部から口縁部にかけて外傾し、口縁部が外反する。外面には鎬蓮弁文がみ

られる。釉は緑灰色をしており、全面にかかっている。第231図2は胴部破片で、外面に鎬蓮弁

文がみられる。釉はくらい緑灰色をしており、全面にかかっている。胎土はいずれも均質で色 
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調は灰白色をしている。 

皿：第231図3は口縁部が外方に折れ曲り、さらに、端部が直立する。釉はオリーブ褐色をし

ており、貫入が認められる。胎土は埦と近似している。 

白磁 

器種不明なものが１点ある。第231図4は高台が付いている底部破片である。外面と内面の一

部に明青灰色をした釉がかけられている。胎土は均質で色調は灰白色をしている。 

以上のように青磁には埦・皿があり、これらは器形や鎬蓮弁文などの特徴から、一般に13～

14世紀頃と考えられているものである。白磁については年代は不明である。 

染付 

埦が１点ある。第231図5は高台の付いている底部破片である。底部外面に回転ヘラケズリが

施されており、削り出し高台と思われる。内面には文様が描かれているが、小破片のため明ら

かでない。明の染付（16世紀）かとも思われるが、小破片のため現段階でははっきりしない。 

硯（第232図） 

硯は、８点出土している。種類としては円面硯(１・２)と転用硯(３～８)がある。 

円面硯：１は硯面から台脚上部の破片である。全体の約1/7程残っており、残存部分から面径

は約18cmと推定される。硯面外縁は上端を欠くが、斜め外方に鋭くのびている。陸と海は直立

する隆線によって区別され、海が陸よりも僅かに低くなっている。陸の部分は摩滅している。

隆線は上端を欠くが、外縁より僅かに低いものと推定される。台脚部は上端に一条の隆線がめ

ぐり、その下に縦方向の沈線が約２cmおきにひかれている。 

２は台脚部の破片である。全体の約1/8程残っており、残存部分から台脚径は約24cmと推定さ

れる。台脚中央部には幅 1.5cmの長方形窓が配されている｡長方形窓の間隔は約３cmで、その部

分にはヘラ書き文字があり、「是十七口」と読める。円面硯の数もしくは順番をあらわしたも

のと考えられるが、確証はない。台脚裾部上端には裾端部と平行に隆線が一条めぐっている。

台脚裾端部は外方に突き出した形になっている。 

転用硯：転用硯には須恵器の蓋を転用したもの(３・４)・坏を転用したもの(５)・甕を転用

したもの(６・７)・中世陶器の甕を転用したもの(８)がある。 

３は須恵器蓋の転用硯で、口縁部周縁を打ち欠いた後研磨している。また、宝珠形のつまみ

上縁も研磨し、平坦にしている。面径は９cm である。硯面は摩滅し、淡い墨痕が観察される。

なお、この蓋の器面調整は天井部外面が回転ヘラケズリ、つまみおよび天井部内面がロクロナ

デである。 
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４も須恵器蓋の転用硯で、口縁部周縁を打ち欠いているが、研磨はしていない。リング状の

つまみの上縁は研磨され､平坦になっている。面径は12.5cmである。硯面は摩滅しているが、

墨痕は明確でない。なお、この蓋は天井部外縁が段を形成しているものである。器面調整は天

井部外面が回転ヘラケズリ後ロクロナデ、つまみと天井部内面がロクロナデである。 

５は須恵器坏の転用硯で、胴部を打ち欠いている。面径は10cmである。硯面は摩滅している

が、墨痕は明瞭でない。なお、この坏は回転ヘラ切りでロクロから切り離れたものである。器

面調整は胴部外面と胴・底部内面がロクロナデである。 

６は須恵器甕胴部破片の転用硯である。周縁を長方形に打ち欠いており、大きさは 16.5×

10.5cmである。硯面は中央部が特に摩滅している。墨痕は明確でない。なお、この須恵器甕の器

面調整は内面が平行状当目、外面が平行叩目である。 

７も須恵器甕胴部破片の転用硯である。周縁を台形状に打ち欠いており、大きさは9.5×9.5cm

である。硯面は中央部が摩滅し、墨痕が明確に観察される。なお、この須恵器甕の器面調整

は内面が平行状当目、外面が平行叩目である。 

８は中世陶器大甕肩部破片の転用硯である。周縁を打ち欠き幾分歪んだ長方形にしている。

大きさは14×9.5cmである。硯面は、右端や周縁部分を除き摩滅しており、淡い墨痕が観察され

る。 

次に、以上で述べた硯の年代について検討したい。円面硯はいずれも基本層位第Ⅱ・Ⅲ層出

土であるため、正確な年代はわからない。おおまかに、奈良・平安時代のものと考えておきた

い。転用硯は、３が第102号住居跡から第Ⅶ群土器とともに出土しており、奈良時代(国分寺下

層式期) のものと考えられる。７が第31号土壙（井戸跡）から第Ⅷ群土器とともに出土してお

り、平安時代（表杉ノ入式期）のものと考えられる。６は第41号住居跡から出土している。第

41号住居跡は発掘の手ちがいから、第71号住居跡の遺物と混乱が生じたため明確な時期はわか

らない。しかし、第41・71号住居跡は第Ⅶ・Ⅷ群土器が出土していることから、おおまかに奈

良・平安時代のものと考えられる。８は中世陶器大甕の破片であるが、中世のいつ頃のものか

についてはわからない。 

瓦 

瓦は軒丸瓦が４点、丸瓦が１点、平瓦が３点出土している。これらの特徴について簡単に述

べたい。 

重弁蓮華文軒丸瓦(第233図１・２)：１は瓦当面径が約21㎝である。瓦当面の文様は８葉の重

弁からなる。中房をめぐる重弁蓮華の弁は、浮彫的で、弁の中央に稜が通り先端が鋭くなって 
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いる。中房は径４cmで、１＋４の蓮子が配されている。周囲にめぐる４つの蓮子は縦長で、弁

状をしている。２は小破片であるが１と同様なものと考えられる。 

巴文軒丸瓦(第233図３・４)：３・４とも小破片であるが、瓦当面に巴文の一部が僅かに残っ

ている。この巴文は尾が短かいものである。 

丸瓦(第233図5)：小破片である。凹面に布目痕があり、凸面はヘラケズリされている。 

平瓦(第233図６・７・８)：いずれも小破片である。凹面に布目痕があり、凸面は縄叩きされ

ている。 
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以上の瓦の中で、１・２の重弁蓮華文軒丸瓦は、多賀城創建期のものと特徴が一致する。し

たがって、その製作年代は奈良時代前半のものと考えられる。ところが１は第15号住居跡にお

いて、古代の第Ⅷ群土器とともに出土している。第Ⅷ群土器の土師器は表杉ノ入式で、平安時

代のものである。このことは、１の瓦が平安時代になってから何らかの理由で多賀城跡などか

らもたらされたものである可能性を示している。 

３・４の巴文軒丸瓦は、その年代についてははっきりわからない。瓦の巴文は古代末に出現

し、中世において盛行し、近世以降まで続くものである。３・４は巴文の尾が短かい。 

初期の巴文は尾が長いのに対し、次第に短かくなる傾向がみられる。このことからすると、

３・４は、巴文軒丸瓦の中で比較的新しいもので、中・近世のものと考えられる。 

丸瓦・平瓦は凹面に布目痕のあるものである。この種の瓦は古代・中世・近世に普遍的にみ

られるもので、どの時代のものか区別が難しい。 

研磨痕のある須恵器片(第234図) 

研磨痕のある須恵器片は竪穴住居跡・基本層位から４点出土している。これらは出土状況に

まとまりがみられなかった。 

研磨痕のある須恵器片では坏(１)・蓋？(２)・甕(３・４)がある。１は口縁部から底部、２

は口縁部から天井部、３は頚部、４は胴部の小破片である。いずれも周辺部を研磨し、方形に

形を整えている。さらに、３は内面の一部をも研磨している。なお４の内面には青海波文当目

がある。 

次に、これらの所属時期について考えてみたい。 

４は第78号住居跡から出土しており、国分寺下層式かそれ以前の時期のものと考えられる。

その他の１～３は基本層位第Ⅰ～Ⅲ層出土・表採品のため明確な年代は不明であるが、奈良・

平安時代のものと考えておきたい。 

なお、用途については不明である。 
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土製品 

土製品には土錘・鞴の羽口・紡錘車・土製模造品がある。 

土錘(第235～237図) 

土錘は竪穴住居跡・溝跡などの遺構と基本層位第Ⅰ～Ⅲ層から61点出土している。破損品が

多く、完形に近いものは15点だけである。これらを大きさと重さを中心に検討を加えたい。 

第１類：大型のもの(第235図１～13)､これらは、太くて厚手のものである。 

ａ類：上・下両端が平坦な円筒状のもの(１～６) 

ｂ類：上・下両端が丸味をもつ円筒状のもの(７～13) 

これらの中で、大きさを測定できるものはａ類１点、ｂ類１点があり、長さ7.5cm､径 4.0～

4.5cm、貫通孔1.2～1.6cmで、極めて近い値を示している。また、破損品で、径の測定可能なも

のは12点あり、4.0～4.7cmである。このように第１類は大きさについてほぼ共通しており、長

さ７～８cm、径４～５cmのものと考えられる。重さについては測定できるものがｂ類に１点あ

り、175gである。他のものは測定できないが、ほぼ同じ大きさと推定されるので、重さについ

てもほぼ同様なものと考えられる(170～180g )。 

以上のように、第１類は大きさ・重さでは共通するが、形態上ａ・ｂ類に細別された。 

これらは形態上の他に、ａ類は最終的に丁寧なヘラミガキが加えられ、表面が平滑になって

いるのに対し、ｂ類はヘラミガキが丁寧でなく、粗雑な作りとなっているなどの違いがある。 

第２類：小型のもの(第236・237図14～61)、これらは細くて薄手のものである。 

これらの中で、大きさを測定できるものが18点あり、長さ3.8～8.2cm、径1.3～1.9cm、貫通

孔0.4～0.8cmである。このように、長さでは多少幅があるが、ほぼ一定している。破損品で長

さが測定できないものも径は１～２cmにおさまり、細い管状である特徴を示している。重さを

測定できるものは14点あり、6.6～23.1gである。いずれも25g以下で、第１類が170～180gで

あるのに対し、極めて軽い。 

以上のように、第２類は細い管状で軽量という点で共通している。ただ、これらは厳密な区

別は難しいが、形態上円筒状のものと紡錘状のものがある。仕上げのヘラミガキなどで比較す

ると、前者は粗雑なものと丁寧なものとがあるが、後者は丁寧なものが多い。 

次に、第１・２類の年代について考えてみたい。 

第１類はａ類が第50・69号住居跡、ｂ類が第65号住居跡から出土している。第50号住居跡か

らは古代の第Ⅷ群土器（表杉ノ入式）が出土している。第69号住居跡は時期が不明であるが、 
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国分寺下層式期の第63号住居跡に切られており、それ以前のものと考えられる。第65号住居跡

は栗囲式期の第73号住居跡を切り、国分寺下層式期の第61号住居跡に切られている。以上のよ

うに、第１類は出土量が少ないため厳密な年代の決定は難しいが、住居跡の出土状況から考え

ると栗囲式期から表杉ノ入式期のものと推定される。 

第２類は第53号住居跡から８点出土している。第53号住居跡からは古代の第Ⅲ群土器（住社

式期）が出土しており、土錘もほぼこの時期のものと考えられる。この他第２類は、まとまり

はあまりみられないが、古代第Ⅷ群土器（表杉ノ入式期）の出土する住居跡からも出土してお

り、第２類は各時期にわたって使用されたものと考えられる。なお、第２類は名取市西野田遺

跡でも表杉ノ入式期の住居跡からまとまって出土している。 

以上のように第１類は栗囲式期～表杉ノ入式期、第２類は住社式期～表杉ノ入式期のものと

推定された。第１類が住社式期に遡るか否かについては、資料が少なかったためわからなかっ

た。栗囲式期から表杉ノ入式期までは両者が併存しており、時期による違いは見い出せなかっ

た。なお、第53号住居跡から出土した土錘（第237図47）は内部に紐（Ｌ ）が残っていた。 

鞴の羽口 

鞴の羽口は竪穴住居跡・基本層位から４点出土している(第238図１～４)。すべては破損品

あるが、残存部から推定して、直径５cmほどの円筒形をしていると思われる。先端は焼けただ

れ、溶鉄滓が付着している。器面調整は火熱を受けているためよくわからない。 
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次に、鞴の羽口の年代について考えてみたい。 

第40号住居跡から古代の第Ⅲ群土器(住社式)、第12・15号住居跡から古代の第Ⅷ群土器 (表

杉ノ入式)、Ⅰ-101 区第Ⅲ層から古代の第Ⅱ(塩釜式)・Ⅴ(栗囲式)群土器とともに出土してい

る。出土状況にまとまりはみられない。これらのことから、不明な点もあるが、古代の第Ⅲ群

から第Ⅷ群土器の時期（住社～表杉ノ入式期）には存在したものと推定される。Ⅰ-101区第Ⅲ

層から出土したものは、古代の土器第Ⅱ群土器と第Ⅴ群土器のどちらに伴ったか明らかでない

が、後者の可能性がある。なお、鞴の羽口の形態は時期によって違いはみられなかった。 

紡錘車 

紡錘車は溝と基本層位から２点出土している (第238図5・6)。５は厚手の円盤状をしたもの

で残存部から径4.5cm、高さ2.3cmと推定される。中央に径１cmの貫通孔がある。表面は摩滅し

ており、器面調整は不明である。６は下面4.5cm、上面2.5cm、高さ2.0cmの円錐台形で､中央に

径0.5cmの貫通孔がある。表面は丁寧なヘラミガキが施され、平滑な面になっている。これらが

出土した溝や基本層位では伴出する土器を特定できないため、年代については不明である。 

土製模造品(第239図) 

土製模造品は竪穴住居跡と基本層位（第Ⅰ～第Ⅲ層）から26点出土している。土製模造品で

は勾玉・丸玉・管玉・鏡？・小形手揑ね土器がある。以下、これらの遺物について述べること

にする。 

勾玉：６点出土している(第239図1～6)。破損しているものが多く、完形品は１点だけであ

る。いずれも、「コ」字形をしており、上方に１個貫通孔がある。太身で大形のもの（太さが

1.2cm以上：１～５）と細身で小形のもの（太さが0.8cm：６）がある。長さを測定できるもの

は前者に１点あり、その長さは4.1cmである。この他に、破損しているため、長さを測定できな

かったものの中に、形態・大きさ等が類似したものが２点（２・３）あり、ほぼ同様なものと

思われる。これらの勾玉はすべて、表面がヘラミガキによって仕上げられている。しかし、両

者を比較すると仕上げのヘラミガキは前者が粗雑であるのに対して、後者では非常に丁寧で表

面が平滑な面をなしている。なお、６は朱塗りされている。 

丸玉：13点出土している(第239図7～19)。完形品が多く、破損品はわずか２点である。大形

のもの(７～10)と小形のもの(11～19)があり、中央に貫通孔がある。大きさを測定できるもの

では前者は径3.2～5cm、後者は1.1～2.3cmである。いずれも、表面はヘラミガキによって仕上

げられている。両者を比較すると、前者は粗雑なヘラミガキであるのに対し、後者では丁寧な

ヘラミガキによって平滑な面に仕上げられ、特に小形のものでは、黒色処理されている。 
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管玉：１点出土している(第239図20)｡破損しているが、径は1.2cmで、中央に2mmの貫通孔が

ある。表面は丁寧なヘラミガキによって平滑な面に仕上げられ、黒色処理されている。 

鏡？：１点出土している(第239図21)｡1/2ほど欠損しているが、平面形は不整な楕円形をなす

ものと思われる。断面形は背の低いカマボコ状をしている。表裏両面に植物葉、茎状の圧痕が

みられる。 

小形手揑ね土器：５点出土している(第239図22～26)｡いずれも欠損品であるが、口径５～７

cm、器高２～４cmのものである。底部が丸底のもの(22～24)と平底のもの(25・26)がある。両

者はいずれも粗雑な作りで、指頭状のオサエ痕が認められる。平底のものは底部外面に手持ち

ヘラケズリが施されている。 

以上のように土製模造品には勾玉(６点)・丸玉(13点)・管玉(１点)・鏡(１点)・小形手揑ね

土器(５点)がある。 

次に、これらの土製模造品の年代について考えてみたい。 

第73号住居跡から勾玉(３点)、丸玉(２点)がまとまって出土した。第73号住居跡は古代の第

Ⅳ群土器（栗囲式）が出土している。また、古代の第Ⅵ群土器(国分寺下層式)・第Ⅷ群土器

（表杉ノ入式）が出土した竪穴住居跡にもみられるが、それらの場合はすべて１点のみで出土

状況に規則性がみられず、混入の可能性もある。 

以上のようなことから、土製模造品の年代については確実なものとして栗囲式期と推定され

るものがある他は前述したように、不明である。また、古川市留沼遺跡（手塚均：1980.3）は

手揑ね土器・丸玉(留沼遺跡では土錘としている)が出土しており、古式土師器（塩釜式）に伴

うものと考えられている。本遺跡では塩釜式期までさかのぼる資料は得られなかったが、丸玉･

小形手揑ね土器の中には留沼遺跡に類似したものがあり、それらは、塩釜式期の段階まで遡

る可能性がある。 
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石製品 

石製品には打製石器 (不定形石器・石鍬・石核・剥片)･摩製石器 (太型蛤刃石斧・扁平片刃

石斧・石庖丁)･礫石器 (摩石)･砥石・紡錘車・石製模造品などがある。 

打製石器 

打製石器には不定形石器・石鍬がある。その他に剥片・石核もある。 

不定形石器 (第240図２～７)：剥片の周縁に調整剥離を加えているものである。２・６は

剥片の末端に、３は側縁に、４は下端から側縁に調整剥離を加えて刃部状にしている。７は鋭

い縁辺に調整剥離を加え、その部分を刃潰し状に鈍くしている。 

石鍬 (第240図８)：大形の剥片に調整剥離を加え、短冊形の石鍬にしている。素材の剥片は

縦長で末端が僅かに折れている。背面は自然面である。打面側を刃部に、末端側を基部として

いる。刃部は背面側から深く、側縁は腹面側と一部背面側から浅く調整剥離が加えられており、

基部にも部分的に調整剥離が加えられている。また、この石鍬は刃部が強く摩耗しており、背

面側に著しい。 

石核 (第240図１)：礫の周囲から剥片を剥離している。正面側には顕著な剥片剥離の痕跡が

みられるが、裏面側は大部分が自然面である。正面側の剥離面は打面を約90°ずつ転移して剥

片剥離がなされたことを示している。 

以上の他に剥片が数点あるが、折れているものが多い。また、これらの打製石器は、縄文・

弥生時代に一般的なものである。今回の調査では、弥生土器は出土しているが、明確な縄文土

器の出土はない。このことから、これらの石器群は弥生時代のものと考えられる。 

摩製石器 

摩製石器としては、太型蛤刃石斧・扁平片刃石斧・石庖丁がある。 

太型蛤刃石斧 (第241図１)：胴下部から刃部の破片で、基部と胴上部を欠いている。大形の

もので、全体に丸味を持ち、太く重量感がある。 

扁平片刃石斧 (第241図２・３)：２は胴下部から刃部の破片である。全体が丁寧な研磨によ

って仕上げられ、刃部は鋭い。また、刃部は摩耗し、刃縁に直交する線条痕が顕著にみられる｡

３は２に比べ、小形である。刃部は鋭いが、全体に仕上げは２ほど丁寧でなく、基部や胴部に

前段階の敲打痕を残している。 

石庖丁 (第241図４～７)：６は小形で、刃部の外弯するものである。棟も外弯し、全体が楕 
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円形をしている。身から刃部へは稜を形成しながら顕著に移行する。紐孔と棟の間が部分的に

破損している。７は大形で、長さが６の２倍程ある。刃部は大きく外弯する。棟は直線的であ

るが、僅かに中央部が脹んでいる。身から刃部への移行は緩やかである。刃縁は中央部を中心

として、全体的に摩耗が著しい。紐孔は両側から穿孔されている。紐孔の上部（棟側）は摩耗

しており、紐擦れの痕跡と考えられる。 

４は片側の破片で、刃部は外弯するが、身から刃部へは稜を形成しながら移行する。棟は直

線的である。５は中央部の破片で、刃部・棟の形状も破損が著しく不明である。 

以上の磨製石器はいずれも弥生時代特有のものである。弥生土器は、大泉式・円田式・天王

山式のものが出土している。量的には天王山式が最も多い。この点、これらの石器は天王山式

期の可能性があるが、共伴関係の明らかなものがないので、細かな時期の特定はできない。 

管玉（第240図9） 

管玉は、径1.7cm、中央に約0.2cmの貫通孔がある。丁寧な研磨がなされている。 

礫石器 

礫石器としては磨石が１点ある(第242図1)｡この磨石は下面が磨面となり､擦痕も観察される。

上面には敲打によると推定される凹みがあり、凹石としても使用された可能性がある。 

磨石は、縄文・弥生時代に一般的にみられるものであるが、清水遺跡では弥生土器は出土す

るものの縄文土器はない。したがって、この磨石は弥生時代のものと考えられる。 

石製紡錘車（第242図２・３） 

２・３は厚手の円盤状のものであるが、断面形は台形状をしている。全体が研磨され丁寧に 
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仕上げられている。 

２は第10号溝から古代の第Ⅴ群土器とともに出土していることから、古墳時代後期栗囲式期

のものと考えられる。３も２と同様の形態であることからほぼ同じ時期の可能性がある。 

石製模造品 

石製模造品は竪穴住居跡と基本層位から出土しているが、その出土状況にまとまりは認めら

れなかった。 

石製模造品では有孔円板 (５点)・剣形品（３点）がある。 

有孔円板：完形品が２点、欠損品が３点ある。円形 (第243図３～５)のものと不整な円形

(第243図１・２) のもので、扁平な円板に小さな貫通孔がある。両者とも、小孔は１個のもの

と２個のものがあり、前者は中央に、後者は左右対称の位置にある。２個の小孔をもつものは

３点あり、そのうち２点は１cm、１点は1.7cmと孔の間隔にちがいがみられた。孔はすべて一

方向から穿孔されている。大きさは大きいもので径3.0cm、小さいもので径 2.3cm､厚さは 0.2

～0.4cmである。孔の大きさはほとんど径0.2cmで一定している。 

周辺部には調整剥離痕が認められる。表裏両面及び側面は研磨されており、全面に擦痕が観

察される。 
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剣形品：完形品が２点、基部がわずかに欠損しているもの１点がある (第243図６～８)。い

ずれも、柳葉形をしており、先端が尖っている。基部には１個の小孔がある。一面に鎬状の稜

をもち、横断面が三角形のもの（６）と稜がなく横断面が長方形のもの（７・８）がある。前

者の大きさは長さ 5.2cm､最大幅２cm､最大厚 0.7cm である｡後者の大きさは大きいもので長さ

5.2cm、最大幅2.6cm、小さいものは長さ4.2cm、最大幅2.0cm、厚さは0.4～0.5cm である。孔の

大きさは径0.15～0.2cmである。 

穿孔の方法・製作時の擦痕は有孔円板と同じである。 

以上のように石製模造品について述べてきた。次に、これらの年代について考えてみたい。 

すでに述べている通り、竪穴住居跡・基本層位から出土しているが、出土状況にまとまりが

みられず、また、供伴する土師器もみいだせなかった。したがって、これらの石器模造品では

その所属時期を明らかにすることができなかった。そこで他の遺跡の例を参考にして、年代を

推定してみたい。 

県内では丸森町矢ノ目遺跡(伊東信雄：1957.3)･仙台市岩切鴻ノ巣遺跡（白鳥・加藤：1974.3）

亘理町宮前遺跡 (宮教委：1975.3)･大河原町台ノ山遺跡（阿部・千葉：1980.1）などに例

がみられる。これらの遺跡では有孔円板・剣形品は南小泉式期のものとされている。 

それにしたがえば、本遺跡出土の石製模造品も南小泉式期に属するものと考えておきたい｡ 

砥 石 

砥石は合計24点出土している。これらの砥石を石材の粒度組成・砥面・石質などについて検

討してみたい。 

第１類：石材粒子が均質なシルト質状のもの(第244図１～12) 

素材の整形は丁寧で一部に敲打調整痕の認められるものもあるが自然面を残さず、小片にな

るまで使用している。砥面は、平坦な面と皿状に凹んだ面になっているものの両者がある。

また後者の中には研磨溝が認められるもの（９・11）がある。これは先端の鋭いものを研ぐ時

に使用したものと思われる。 

６は完形品で、長さ8.9cm、幅３cm、厚さ1.2cmの短冊形をしている。上端中央に径４mmの貫

通孔が１個あり、この孔に紐を通して携帯用に使用したものと考えられる。 

砥面として使用された面の数は２面 (上下両面)・４面 (上下両面・両側面)・５面 (上下両

面・両側面・下端面)・６面（上下両面・両側面・上下端面）があり、４面以上のものが多い。 

石質は全て細粒石英安山岩質凝灰岩である。 

第２類：石材粒子が均質な砂質状のもの（第245図７～12） 
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素材の整形は粗雑で自然面や敲打痕を残す場合がある。砥面の形態は第１類と似ているが､

第１類ほど丁寧には使いこまれず平坦な面を残すものが多い。この中には研磨溝が認められるも

の（12）がある。この使用痕はすでに述べているように第１類と同様なものと考えられる。 

砥面として使用された面の数は２面 (上・片側面)、３面 (上下両面・片側面、上・両側面)､

４面 (上下両面・両側面)、６面（上下両面・両側面、上下両端面）があり、３面以上のもの

が多い。 

石質は全て石英安山岩質凝灰岩である。 

第３類：石材粒子が不均質で砂質シルト状のもの（第245図１～６） 

素材の整形が丁寧で、小片になるまで使用されているものと整形が粗雑で敲打痕や自然面を

残すものとがあるが、前者が多い。 

砥面の形態は第１類と似ている。１は砥面の上下両面に敲打による凹みが認められ、砥石以

外の用途に使用されたと思われるものである。 

砥面として使用された面の数は２面 (上・片側面)、４面 (上下両面・両側面)、５面（上下

両面・両側面・上端面）がある。 

石質は全て石英安山岩質凝灰岩である 

以上のように砥石は３類に分けられた。次に３類に分けられた砥石のうちその石材の粒子・

砥面の整形・石質を比較してみたい。 

第１類は石材粒子が均質なシルト質状のもので、丁寧な整形を受け、小片になるまで使いこ

まれている。石質はすべて細粒石英安山岩質凝灰岩である。このような特徴は仕上げ砥的なも

のと考えられる。第２類は石材粒子が均質な砂質状のもので、粗雑な整形を受け、使い方も粗

い。石質はすべて石英安山岩質凝灰岩である。このような特徴は粗砥的なものと考えられる。

第３類は石材粒子が不均質な砂質シルト状のもので、整形は丁寧なものと粗雑なものがある。

また、これらは小片になるまで使いこまれているものと、粗雑な使い方をされているものとが

ある。石質はすべて石英安山岩質凝灰岩である。このように、第３類は第１類と第２類の中間

的な特徴をもつもので、中砥的なものと考えられる。 

次に、これらの砥石の年代について述べる。 

第１類は、第７・16・40・48・50・102号住居跡から出土している｡第40号住居跡は第Ⅲ群土

器 (住社式期)、第102号住居跡は第Ⅶ群土器 (国分寺下層式期)、第７・16・48・50号住居跡

は第Ⅷ群土器（表杉ノ入式期）が出土している。したがって、第１類の砥石は古墳時代後期か

ら平安時代に一般的に使用されたものと考えられる。第２類は第26号住居跡から第Ⅷ群土器

（表杉ノ入式期）とともに出土しており、平安時代のものと考えられる。第３類は第４・80号

住居跡から第Ⅵ群土器（国分寺下層式）とともに出土しており、奈良時代のものと考えられる｡ 
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第２・３類は時期的に限られているが、これは資料的な制約によるもので、実際には第１～

３類が一組となって古代の利器研磨に使用されていたのではないかと推定される。 

不明石製品（第246図） 

全体が直方体状のもので、その上部に孔のあいたつまみがついている。全体が研磨され、

丁寧に仕上げられているが、一面だけ敲打調整のままになっている。孔は両側から穿孔されて

いる。石材は石英安山岩である。この石製品は時期・性格などについては、不明である。 
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鉄製品 

鉄製品は相当量出土しているが、銹のため原形を失っているものも多い。ここでは、比較

的保存がよく、原形を留めているものについて述べることにする。 

直刀・小刀子（第247図１～12） 

直刀は２点ある。１は完形品で、平棟・平造りの直刀である。鋒はフクラ枯である。区は刃･

棟の両側にある両区で、直角に切り込まれている。区の部分には把鎺
つかはばき

の一部が残っている。茎

尻に近い部分には目釘孔があり、鉄製の目釘も残っている。次に計測値を述べる。全長23.9cm・

刃長16.9cm・茎長7.0cm・先幅1.3cm・元幅2.0cm・茎元幅1.6cm・茎先幅1.0cm・先重ね0.4cm・

元重ね0.5cm・茎元重ね0.5cm・茎先重ね0.4cm・目釘孔径0.25cmである。把鎺は鉄製で幅1.3cm・

厚さ 0.05cmの薄い板状にしたものを環状にまいたもので、刀身の元幅と元重ねから推定す

ると、長径2.2cm・短径1.1cm程のものと考えられる。なお、把鎺と茎の間には把の木質の一部

が遺存している。２は刀身の鋒の部分である。平棟・平造りで、鋒はフクラ枯である。計測

値が先幅1.3cm・先重ね0.3cmを示すことから、刀子と推定される。 

小刀子は８点ある。鋒の部分が５点（３～７）・区の部分が１点（８）・刃から茎にかけて

の部分が２点（９～10）である。完形品がないため、全体の形状についてはわからないが、す

べて平棟・平造りのものである。 次に各々について述べる。 

３～７は鋒の部分が残っていた。いずれもフクラ枯で、先幅は 0.7cm 前後､先重ねは 0.2～

0.3cmである。刃長は最も保存のよい６で、12.5cmまで確認できる。 

８は区の部分が残っており、棟・刃の両側に確認できる。刃区は直角に切り込まれている。

棟区はやや斜めに切り込まれた状態を示しているが、保存状態が良くないため、はっきりしな

い。計測可能な部分では、茎幅0.6cm・元重ね0.3cm・茎元重ね0.2cmである。 

９は把鎺が茎元の部分に残っている。把鎺が残っている部分の刀身を観察すると両区である。

棟区は直角に切り込まれているが、刃区は把鎺に隠れて観察できない。計測可能な部分では、

元幅1.1cm・茎元幅0.8cm・元重ね0.4cm・茎元重ね0.4cmである。茎の長さは4.5cmまで確認で

きる。茎尻に近いものと考えられる。把鎺は幅0.7cm・厚さ0.05cmの薄い板状の鉄を環状にま

いたもので、長径1.5cm・短径1.3cmである。把鎺と茎の間には把の木質が残っている。 

10は茎が把木に刺さった状態のものである。折れてしまい、刀身の部分と分かれてしまった｡

茎は茎尻の部分が欠けているが、ほぼ完全なものである。計測値は茎元幅0.8cm・茎先幅0.7cm・

茎元重ね0.4cm・茎先幅0.4cmである。把は、細い木の幹か枝である。特に加工されていない自 
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然のままのもので、太さ1.5cm・長さ10cmある。把縁に鎺はない。９に比べ簡略な様式のもの

である。 

これらの他に、単独で出土した鉄製の把鎺が２点ある。11は幅0.7cm・厚さ0.1cmの薄い板状

のものを環状にまいており、約2/5程残っている。全体形を復元すると長径 2.5cm・短径 2.0cm

と推定される。大きさからみて、この把鎺は直刀に使用されたものと考えられる。12は幅0.4cm・

厚さ 0.05cmの薄い板状の鉄を半円状にまいたものであるが、その末端は外方にとびだして

いる。大きさは長径1.4cm・短径1.3cmである。この把鎺は大きさから、小刀子のものと推定さ

れるが、形態が半円状で末端がとび出している点小刀子のものとは異なる。他の工具類に使用

された可能性もある。 

次に、以上で述べた直刀・小刀子の年代について検討してみたい。直刀は、２が第65号住居

跡から出土し、第65号住居跡は第Ⅶ群土器を出土する第61号住居跡に切られ、第Ⅳ群土器を出

土する第73号住居跡を切っていることから古墳時代後期から奈良時代のものと考えられる。

小刀子は、３が第53号住居跡から第Ⅲ群土器とともに出土しており古墳時代後期（住社式期）

のものと考えられる。５は第 42 号住居跡から第Ⅳ群土器とともに出土しており古墳時代後期

（栗囲式期）のものと考えられる。３･10･12 は第 58 号住居跡から第Ⅶ群土器とともに出土し

ており奈良時代（国分寺下層式期）のものと考えられる。４・９は第47・第65号住居跡から第

Ⅷ群土器とともに出土しており、平安時代（表杉ノ入式期）のものと考えられる。これ以外の

資料は土器との伴出関係が不明である。 

直刀・小刀子の年代的関係を整理すると次のようになる。 

１. 直刀は古墳時代後期（栗囲式期）から奈良時代（国分寺下層式期）のものである。 

２. 小刀子は古墳時代後期（住社式期）から平安時代（表杉ノ入式期）のものまであり、こ

れらに形態上大きな相違はみられない。なお、小刀子における、把鎺の有無については資料が

少ないので今後の検討課題としたい。 

鉄鏃（第248図１～９） 

鉄鏃は９点ある。種類別にわけると平根式鉄鏃（１～３）・尖根式鉄鏃（４～８）・雁又式

鉄鏃（９）となる。 

平根式鉄鏃：１は無茎平根式の鉄鏃で、鏃身は縦長の五角形をしている。基部は凹基で両側

が逆刺になっている。鏃身基部から中央部には、鏃身を挾んだ矢柄の痕跡が残っている。鏃身

先端と逆刺の一部を欠くが、大きさは長さ4.3cm・幅2.3cmと推定され、厚さは0.4cmである。 

２・３は有茎平根式の鉄鏃で、鏃身は２がやや縦長の五角形、３が寸詰まりの五角形をして

いる。両側の逆刺は２が長く、３は短い。鏃身の大きさは、２が長さ3.7cm・幅 2.4cm と推定

され、厚さは0.25cmである。３は長さ3.1cm・厚さ0.35cmで、幅は2.8cmと推定される。 
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尖根式鉄鏃：すべて有茎尖根式の鉄鏃である。鏃身の形状に二種ある。４は鏃身が三角形を

しており、長い逆刺をもつものである。茎には両区状の段がある。逆刺の先端と茎尻を欠くが

ほぼ完形で、大きさは全長13.3cm・鏃身長5.5cm・幅3.6cm・厚さ0.5cmである。５～８は、鏃

身が三角形で逆刺が極めて小さいものである。完形品が１点（７）あり、茎には区状の段はな

い。大きさは全長10.8cm・鏃身長2.9cm・幅2.0cm・厚さ0.3～0.4cmである。５・６・８につい

ては鏃身の大きさのみ記す。５は長さ3.0cm・幅2.3cm・厚さ0.5cm、６は長さ1.6cm (推定)･幅

1.3cm・厚さ0.3cm、８は長さ2.3cm (推定)・幅1.8cm・厚さ0.5cmである。 

雁又式鉄鏃：９は銹のため全体的に脹らみ細かな形状は把握しがたいが、鏃先端の開きは直

線的である。また、鏃身と茎の境に区状の段の存在を推定させる変化がある。現状での鏃身の

大きさは、長さ6.3cm・幅3.6cm・厚さ1.3cmである。長さ・幅については大きな違いはないが､

厚さについては、銹の部分が多く、大分小さい値になるものと推測される。 

次に、以上で述べた鉄鏃の年代について検討してみたい。出土状況から年代が推定できる資

料は少ないが、尖根式鉄鏃の７は第42号住居跡から第Ⅳ群土器とともに出土しており古墳時代

後期(栗囲式期)のものと考えられる。６は第59号住居跡から出土している。第59号住居跡は、第

Ⅲ群土器を出土する第40号住居跡を切り、第Ⅶ群土器を出土する第58号住居跡に切られている

と推定されることから、古墳時代後期（住社式期）から奈良時代（国分寺下層式）に挾まれた

時期のものと考えられる。雁又式銑鏃の９は、第18号住居跡から第Ⅷ群土器とともに出土して

いることから、平安時代（表杉ノ入式期）のものと考えられる。 

このように、尖根式の鉄鏃は栗囲式期、雁又式の鉄鏃は表杉ノ入式期のそれぞれを中心とした

時期にみられる。平根式のものについては今回は不明であったが、古代のものである可能性が

強い。 

鉾（第248図10） 

鉄製の鉾である。鉾身（穂）と袋部からなるが、鉾身鋒部・袋基部を欠いている。鉾身は断

面が正方形に近い菱形で、強い鎬が通っている。袋部と接続する部分から鋒部に向って、幅が

大きくなる。袋部は幾分つぶれているが、断面は円形と考えられる。袋部には鉾柄が残ってい

るが、保存が悪く、木質か否か判別できない。残存している大きさは、長さ 12.5cm・鉾身幅

1.9cm・厚さ1.8cm、鉾身と袋部の接続する部分の直径が1.1cmで、比較的小形である。 

この鉾は第62号住居跡の東壁沿いから出土している。第62号住居跡からは第Ⅵ群土器が出土

しているが、遺構の項で述べたように、住居跡北東壁部分はその下の第73号住居跡を誤って掘

り過ぎた可能性が強い。したがって、今となっては、この鉾が第62号住居跡か第73号住居跡の

いずれのものなのかわからなくなった。第73号住居跡からは第Ⅳ群土器が出土していることか 
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ら、ここでは古墳時代後期（栗囲式期）から奈良時代（国分寺下層式期）頃のものと考えてお

きたい。 

槍？（第248図11・12） 

12 は、中央に鎬の通る身と、断面長方形の基部からなる。身の鋒部と基部端を欠いている｡正

確な名称は不明だが、構造的には槍に似ている。現存の大きさは、長さ 12.0cm・身幅 1.1cm･厚

さ0.7cmである。11も12の基部と同様な形状を示すものである。これらの年代は出土状況から

はわからない。 

鋤先（第249図１～３） 

鋤先は３点ある。いずれも鋤の外縁に装着する片刃のものである。刃部が平坦で大形のもの

(１)と刃部が外弯する小形のもの（２・３）がある。１は側縁が大きく開くもので、大きさは

長さ16cm・幅18.7cmである。２は側縁がほぼ平行なもので、大きさは長さ14cm・幅10cmである｡

３は上部を欠いているが２と同様な形状と推定されるものである。現存長・幅とも９cmである｡ 

次にこれらの年代について検討する。１は第 18 号住居跡、２は第７号住居跡で第Ⅷ群土器と

ともに出土しており、平安時代（表杉ノ入式期）のものと考えられる。３は出土状況から年代

推定はできないが、２と同様の形状を示すことからほぼ同じ頃のものと推定される。 

鎌（第250図１～６） 

鎌は６点ある。刃部と基部からなり、すべて基端部を斜めに折りまげているものである。１

は直刃のもので、棟も刃と平行で直線的になっている。先端が僅かに欠けているが、長さは

13.6cmと推定され、刃部幅２～2.4cm・基部幅2.8cm・棟の厚さ0.3～0.4cmである。２～６は､

内弯刃のものである。２は保存が良く、完形品である。刃部は弧状に研ぎ出され、棟は刃部に

沿いながら緩かに弯曲している。大きさは、長さ10.5cm・刃部幅1.7～1.8cm・基部幅2.5cm･棟

の厚さ0.4～0.5cmである。３～６も２と同様な形状を示しており、大きさのみを記すことにす

る。３は長さが9.0cm (推定)・刃部幅1.7～2.0cm・基部幅2.7cm・棟の厚さ0.3～0.4cmである｡

４は現存長5.5cm・刃部幅1.8cm・棟の厚さ0.4cmである。５は現存長4.2cm・刃部幅1.8cm・棟

の厚さ0.2cmである。６は現存長5.8cm・刃部幅1.5cm・基部幅2.2cm・棟の厚さ0.2cmである。 

次に、これらの鎌の年代について検討してみたい。１・２は第 58 号住居跡、４は第８号住居

跡から第Ⅶ群土器とともに出土しており、奈良時代（国分寺下層式期）のものと考えられる。

第 58 号住居跡の例は奈良時代において、直刃のものと内弯刃のものの両者が存在したことを示

している。１・２・４以外のものは時期がよくわからないが、２・４と様式的に同じであるこ 
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とから古代のものである可能性が強い。 

釘（第250図７～11） 

釘は６点ある。いずれも断面が方形の角釘で、頭部が打たれ、やや幅広になっている。大き

さの点で大・小２種類がある。７～９は小形で、長さが７～９cm・太さ0.6～0.7cmのものであ

る。10・11は大形で、長さ15～16cm・太さ1.0～1.5cmのものである。これらの釘は出土状況に

よって年代を推定するのは困難であるが、出土地区・形状などから古代のものと考えられる。 

紡錘車（第250図16） 

紡錘車は１点ある。鉄製円盤に細い鉄の棒を指し込んだものである。円盤は直径4.0cm･中心

部の厚さ0.6cm・縁辺の厚さ0.2cmである。棒は断面が円形で、直径は0.6cm・現存長は23.5cm

ある。この紡錘車は第１号住居跡から出土した。しかし、第１号住居跡は第Ⅰ～Ⅷ群土器が混

在していたため、古代のものと考えられるものの正確な時期は不明である。 

その他の鉄製品（第250図12～15・17・18） 

12は軸部と袋部からなる。柄を装着する工具の一部と考えられるが、種類を特定できない。 

13は12の軸部と似た形状のものである。15は刃部と基部からなる薄手の刃物である。刃部は

内弯し、弧状に研ぎ出されている。基部と刃部の境の棟は段になっている。18は鉸具の一部と

考えられる。17は不明である。これらの中で12・13は第58号住居跡から第Ⅶ群土器とともに出

土しており、奈良時代（国分寺下層式期）のものと考えられる。他のものは、古代の可能性は

あるが、出土状況から年代を推定するのは困難である。 
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木製品 

独 楽（第251図７） 

上面を平坦に削り、胴を短い円筒状にし、下部を逆円錐状にロクロで挽き出している。上面

にはロクロの爪の跡（４個１組）が顕著に残っている。肩は斜目に削り落されている。また、

二次的なものとして上面に凹みがあるが、中央から僅かにずれている。下部の尖った部分(底)

は摩滅が著しく、かなり遊具として使用されたものと考えられる。大きさは、直径7.5cm､高さ

5.2cmである。 

盤 （第251図３） 

口縁・胴部を欠く。底部内面は平坦で、外面には低い高台が削り出されている。高台部分の

径は9.4cmである。 

曲物容器（第251図２） 

底板は円形で縁は僅かに科目になっている。縁側面には曲物側板をとめる孔が２個ずつ６対

ある。また、この底板は左側1/3の所で割れており、それを補修したと考えられる孔が２個ず

つ１対ある。曲物側板は板目材を使用したもので、重ねあわせの部分は樹皮で綴じられている｡

全体の大きさは、直径18cm、高さ15.3cmである。 

横槌状木製品（第251図６） 

細い木の幹の両端を切断し、削って横槌状にしたものである。両端部の切断は、小さい単位

でなされている。身は皮を剥いだそのままのもので、柄は端部に向って大きく斜目に削られて

いる。柄の端部は身と同様に皮を剥いだそのままのものである。大きさは、長さ16.5cm、身の

直径４cm、柄端部の直径3.7cmである。 

不明木製品Ⅰ（第251図５） 

木を棒状に削りあげたもので、段や整形の削りがある。農具あるいは工具の一部かと思われ

るが破損のため不明である。現在長は27.5cm、直径は３cmである。 

不明木製品Ⅱ（第251図１） 

厚い板状のもので、両側に近い部分で幅が僅かに広くなり、端部で再び狭くなる。端部付近 
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には孔があけられている。左右がほぼ対称な形状をしている。他の木器に較べ、材は節などが

目立ち、あまり良好なものでない。一部に切り傷や焼け焦げ痕がある。片側端部は欠けている

が、推定される大きさは長さ68cm、幅4.5～5.3cm、厚さ2.8cmである。 

竹製品 

横 笛（第251図４） 

器面は全体が薄く削られ均一にされ、節の部分も僅かな凹凸を残し滑らかにされている。両

端は丁寧に切りそろえられ、その縁は整えられている。吹孔は楕円形をしており大きさが 1.2

×0.9cm で指でおさえる孔よりは大きい。音を整える孔は楕円形をしているが吹孔より僅かに

小さく、大きさは 1.0×0.7cm である。この孔は５個までは確認できるが、その他は破損のため

はっきりしない。端部までの長さから推定すると、６個の可能性が強い。全体の大きさは、長

さ30cm、直径２cmである。 

以上の木製品・竹製品は盤を除き第 31 号土壙（井戸跡）の井戸枠内から第Ⅷ群土器（表杉ノ

入式土器）とともに出土しており平安時代のものと推定される。盤は、井戸掘り方埋土から第

Ⅳ群土器(栗囲式)・第Ⅷ群土器（表杉ノ入式）とともに出土している。第Ⅳ群土器は量が少な

く、第Ⅷ群土器が大部分であることから、この盤も平安時代のものである可能性が強い。 
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Ⅹ．遺構の検討 

今回の調査で検出された遺構には、住居跡・井戸跡・土壙・溝・遺物包含層がある。遺構の

形状や遺物の出土状況については、既に出土土器と併せて報告してある。ここでは、土器群の

検討結果と遺構相互の重複関係に基づいて、遺構の年代を検討してみたい。 

住居跡 

今回の調査で出土した土器は検討の結果、第Ⅰ～Ⅷ群の土器として整理され、編年的位置づ

けが行なわれた。すなわち、第Ⅰ・Ⅱ群土器は古墳時代前期 (塩釜式期)､第Ⅲ群土器は古墳時

代後期前半 (住社式期)､第Ⅳ・Ⅴ群土器は古墳時代後期後半 (栗囲式期)､第Ⅵ群土器は奈良時

代前半 (国分寺下層式期)､第Ⅶ群土器は奈良時代終末 (国分寺下層式期)､第Ⅷ群土器は平安時

代（表杉ノ入式期）である。住居跡における土器群の出土状態を、床面・細部と堆積土にわけ

て記載したのが第198表である｡これは､床面・細部出土土器は住居使用最終時もしくは住居廃

絶直後に廃棄されたもの、堆積土出土土器は住居廃絶後の埋没開始時からその終了時までの間

に廃棄もしくは流入したもので、両者に時間差があるものと考えたからである。しかし、実際 
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には、床面・細部出土土器と堆積土出土土器は一部混入したと考えられるものを除けばほと

んど差が認められない。したがって、今回調査した住居跡では、住居使用最終時からその後の

埋没終了時までの間に、土器の型式変化を引き起こす程の時間差はなかったものと考えられる。

そこで、原則としては床面・細部出土土器を基準にするが、その資料がない場合は堆積土出土

土器によって住居跡の年代を推定することにする。その結果は次のとおりである。 

古墳時代前期（塩釜式期） 

第Ⅱ群土器期：第20・22号住居跡 

古墳時代後期前半（住社式期） 

第Ⅲ群土器期：第40・53号住居跡 

古墳時代後期後半（栗囲式期） 

第Ⅳ群土器期：第30・37・42・73号住居跡 

第Ⅴ群土器期：第105号住居跡？ 

奈良時代（国分寺下層式期） 

第Ⅵ群土器期：第10・32・62・80・102号住居跡 

第Ⅵ～Ⅶ群土器期：第17・56・59・71・90号住居跡（※第Ⅵ・Ⅶ群土器に一部入る可能性あり） 

第Ⅶ群土器期：第８・58号住居跡 
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平安時代（表杉ノ入式期） 

第ⅧＡ群土器期：第３・７・12・13・16・89号住居跡 

第ⅧＢ群土器期：第６・15号住居跡 

第ⅧＣ群土器期：第23・24・26・27・50号住居跡 

次に、住居跡群の重複関係を検討してみたい。重複関係のみられる住居跡について切り合い

によって、新旧関係を示したのが第252図である。第252図に示された新旧関係と土器群によっ

て推定された住居跡の年代を比較してみると、相互に矛盾するところはない。したがって、上

述した住居跡の年代推定は妥当なものと考えられる。なお、土器群によって直接年代推定でき

なかった住居跡についても、重複関係からある程度の年代推定が可能である。その結果は、住

居の規模・構造とともに第199・200表に土器群期で示した。 

井戸跡 

井戸跡は４基ある。これらの井戸跡について、出土土器・重複関係から年代を検討してみた

い。 

第12号土壙（井戸跡）：第12号土壙は、構造的な面から井戸跡と考えられたが、その年代を

明確に示す遺物は出土していない。このため、正確な年代は明らかにできないが、第38号住居

跡を切っていることから古墳時代前期以降のものと考えられる。その下限時期は不明であるが、

構造などから古代のものである可能性が強い。 

第20号土壙（井戸跡）：第20号土壙は構造的を面から井戸跡と考えられたが、井戸粋が残っ

ていなかった。このため、土壙内から土師器と須恵器が出土したが、これらが、井戸枠内のも

のか、井戸枠外の掘り方埋土のものか区別できない。土師器は第Ⅷ（Ａ・Ｂ）群土器の坏で、

須恵器は内面に返りのある蓋で、両者の年代は相違している。ここでは、新しい年代を示し量

的に多い第Ⅷ群土器を井戸埋没時のものと考えたい。したがってこの井戸跡は平安時代（表杉

ノ入式期）前半のものと推定される。なお、この第20号土壙は第64・73号住居跡を切っており､

土器による年代観と矛盾しない。妥当なものと考えられる。 

第31号土壙（井戸跡）：第31号土壙は板組みの井戸枠が残っていたため、掘り方埋土と井戸

枠内から出土した土器を区別することができた。井戸掘り方埋土からは第Ⅳ・Ⅷ（Ａ・Ｂ）群

土器の土師器、井戸枠内からは第Ⅷ（Ａ・Ｂ）群土器の土師器が出土した。掘り方埋土の第Ⅳ

群土器は１点だけで、混入したものと考えられる。井戸掘り方埋土・井戸枠内出土土器はいず

れも第Ⅷ（Ａ・Ｂ）群土器で、その中に､第ⅧＣ群土器は含んでいない｡したがって、この井戸

跡は平安時代（表杉ノ入式期）前半のものと推定される。 

第四次調査井戸跡：この井戸跡は曲物の井戸枠が残っていた。前述した三基の井戸跡と較べ 
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小規模なもので構造も相違している。井戸基底部からは中世陶器の甕胴部破片が出土している

ことから、中世のものと推定される。 

土 壙 

土壙の中で､遺物がまとまって出土したのは第9号溝内第1号土壙である｡この土壙からは､多

量の第ⅧＣ群土器がまとめて捨てられた状態で出土した。したがって、この第９溝内第１号土

壙は平安時代(表杉ノ入式期)後半のものと推定される。この他の土壙については、出土遺物が

少なく年代推定は困難であるが、おおむね古代のものと考えておきたい。 

焼土遺構 

焼土遺構からは遺物の出土はみられず、住居跡群と離れた地点に位置しており、年代の推定

はできない。 

溝 

溝の中で、年代推定が可能なのは第10号溝とＡ溝である｡第10号溝は壁付近から第Ⅱ群土器､

溝全体から第Ⅳ群土器が出土している。このことは、溝構築後古墳時代前期（塩釜式期）から

埋まりはじめ、古墳時代後期(栗囲式期)にはほぼ埋まり切ったことを示している。なお、この

第10号溝は埋没後、平安時代の第26号住居跡が構築されている。 

Ａ溝からは第Ⅳ群土器が出土し、古墳時代後期（栗囲式）に埋ったものと推定される。この

Ａ溝も、埋没後奈良時代の第102号住居跡が構築されている。 

これら以外の溝については出土遺物が少なく年代の推定は難しい。溝として説明を加えたも

のからは、土師器・須恵器の他に一部中世陶器が出土し､それ以降のものは含んでいない。した

がって、年代の限定はできないものの、いずれの溝も中世頃には埋り切ったものと考えられる。 

第Ⅱ区南端遺物包含層 

第Ⅱ区南端遺物包含層は旧河道の北岸斜面に形成されたものである。底面は粗砂で、その上

に炭化物を含む黒褐色シルトと黄褐色シルトが互層となって堆積し、多量の遺物が出土した。

出土遺物を検討すると、第Ⅳ・Ⅴ層から塩釜式土器 (第Ⅰ群土器)､第Ⅲ層から塩釜式土器 (第

Ⅱ群土器)､栗囲式土器が層位的に出土している。また、第Ⅲ層堆積前後に旧河道は窪地状にな

っている。このことは、旧河道が塩釜式期に埋り始め、栗囲式期にはほぼ埋ってしまったこと

を示している。また、この付近には栗囲式期から国分寺下層式期の住居跡があり、旧河道の埋

没とともに住居が構築されるようになったものと考えられる。 
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Ⅺ．遺跡の構成 

清水遺跡は名取市田高字清水に位置し､名取川流域自然堤防群の中の､増田川北部旧河道によ

って形成されたと推定される自然堤防上に立地している。弯曲しながら連続する低湿地状の浅

い窪地として痕跡を留める旧河道の一部と、その両岸の自然堤防から、密集した状態で遺構が

検出され、多量の遺物が出土している。これらの遺構・遺物は弥生時代から中世におよぶもの

で、清水遺跡の集落跡が非常に長い歴史的過程の中で形成されたことを示している。 

もちろん、今回の調査は東北新幹線路線敷に限られるもので、遺跡全域におよぶものではな

い。しかし、幅16m・南北約600mにおよぶ調査で、清水遺跡の歴史的過程の一端は把握し得た

ものと思う。ここでは、調査範囲における限界を踏まえながら、遺跡の歴史的な構成について

述べてみたい。 

弥生時代 

清水遺跡から発見された最も古い遺物は弥生時代中期の大泉式土器である。大泉式土器は僅

か７点で、いずれも破片である。しかし、これらの資料は清水遺跡の歴史が弥生時代中期初頭

に遡ることを示している。弥生土器で比較的量が多いのは、後期の天王山式土器である。破片

の他に復元された土器が２点ある。 

弥生時代特有の石器として、石鍬・石庖丁などの農具、太型蛤刃石斧・扁平片刃石斧などの

石器が発見されている。遺構こそ検出されなかったが、弥生時代の人々が清水遺跡で農耕を営

み、生活を行なっていたことは知ることができる。 

また、年代の限定はできなかったが、後北Ｃ２式土器が出土している。現状では弥生時代終末

から古墳時代中期初頭までのものとせざるを得ないが、この頃北方との交流があったことは見

逃せない事実である。 

古墳時代 

古墳時代は集落の誕生から成長の時期である。竪穴住居跡や遺物包含層が検出され、出土遺

物も前時期に較べ次第に増加する。 

前期（塩釜式期）：前期の土器群は、第Ⅰ群土器と第Ⅱ群土器である。両者は北側自然堤防

南端（旧河道北斜面）の遺物包含層において層位的に出土し、時期差のあることが判明した。 

住居跡は第Ⅱ群土器の段階のものが３軒検出され、北側自然堤防南側に立地している。比較

的保存の良い第22・34号住居跡は平面形が正方形で、住居対角線上に４個の柱穴が配されてい 
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る。規模は両者とも約35㎡前後と推定される。第20号住居跡は保存が悪いため柱穴は検出され

なかったが、ほぼ同様な構造で、規模はやや小さいと考えられる。 

後期前半（住社式期）：後期前半の住居跡は２軒検出され、北側自然堤防中央に立地してい

る。第40号住居跡は、一部他の遺構に切られているが、保存は良い。平面形は隈丸正方形で、

住居対角線上に４個の柱穴が配されている。この柱穴は掘り方が柱痕跡よりもはるかに大きい。

住居北壁にはカマドが設置されている。このカマドは燃焼部全体を粘土で築き、焚き口両側に

楕円礫を据えその上に大形の楕円礫を天井石としてのせたもので、底面には支脚として円礫が

立てられている。煙道の有無については判明しなかった。住居の規模は約50㎡で、大型のも

のである。第53号住居跡は他の遺構に切られている部分が多く、第40号住居跡程保存は良くな

い。柱穴は住居対角線上と推定される位置に４個配されているが、柱穴の掘り方と柱痕跡の大

きさにあまりちがいはない。柱穴配置と残存する壁・床面から、平面形は正方形と推定され、

第40号住居跡とほぼ同じ構造のものと考えられる。しかし、規模は約30㎡で、第40号住居跡と

較べるとかなり小さい。 

両者の住居跡からは、この時期の土器の基礎資料ともなる第Ⅲ群土器がまとまって出土して

いる。 

後期後半（栗囲式期）：後期後半の住居跡は、５軒検出され、北側自然堤防中央を中心とし

てその周囲に立地している。立地の点で注意すべきことは、その範囲が広くなったことととも

に、旧河道埋没層上にも１軒（105号住居跡）みられることである｡前期から埋まりはじめた旧

河道が、この時期には住居構築可能な状態になったことを示している。しかし、この地区は北

側自然堤防と較べれば一段低く住居跡も１軒だけで、その北側にはほぼ同じ時期の遺物を出土

する遺物包含層（第Ⅲ層）が形成されていることから、周囲には未だ埋まり切らない窪地や低

湿状の部分が残っていたものと推定される。 

この時期の住居跡は、いずれも平面形が正方形で、カマドが北・西壁に設置され、柱穴が住

居対角線上に４個配されている。カマドは、前時期（第40号住居跡）と近似するもので、燃

焼部全体を粘土で築き、焚き口両側に楕円礫を据えその上に大形の楕円礫を天井石としてのせ

ている。底面には支脚として礫を立てており、その上に土師器甕を覆せているもの（第 42 号住

居跡）もある。煙道は地山掘り抜き式のもので、保存が良い場合先端がピット状になっている

（第37号住居跡）。柱穴は、特に掘り方の大きいもの（第42号住居跡）もあるが、その他は柱痕

跡より僅かに大きい程度である。このような住居の構造は前時期（後期前半）のものと基本的

な点で共通している。しかし、規模をみるといずれも15～30㎡で、かなり小形である。 

栗囲式土器は古い段階のもの（第Ⅳ群土器）と新しい段階のもの（第Ⅴ群土器）がある。古

い段階と新しい段階のものでは、遺構や遺物の出土状態にやや相違がみられる。すなわち、古 
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い段階の第42・73号住居跡などは北側自然堤防の最も地盤の安定した中央部にあり、新しい段

階の遺構(第105号住居跡？・第10号溝・Ａ溝・遺物包含層第Ⅳ層)は北側自然堤防の南側や旧

河道埋没地区に集中する傾向がある。また、栗囲式期の新しい段階とされる第Ⅴ群土器は在地

性の強い内面黒色処理された土師器坏に関東地方の鬼高式後葉の土師器坏に類似するものが伴

っている。また、第Ⅴ群土器は、それ以前の時期のものと較べ須恵器が非常に多い。土師器や

須恵器のあり方を見ると、この時期に一つの大きい歴史的変化があったものと考えられる。 

奈良・平安時代 

奈良時代（国分寺下層式期）：奈良時代の住居跡は16軒検出され急激な増加がみられる。立

地は、北側自然堤防全域に広がり (10軒)､さらに南側自然堤防にもおよぶようになる (４軒)。

集落の拡大・発展の時期とも言える。また、この他に出土遺物が少なく年代を推定できなかっ

たものに、住居跡の切り合い関係からこの時期に含まれる可能性のみられるものが北側自然堤

防に数軒ある。住居跡の数はさらに多かったものと考えられる。 

国分寺下層式土器は第Ⅵ群土器の段階と第Ⅶ群土器の段階のものとにわかれる。しかし、中

には両者の中間的様相を示すものや、遺物量が少ないため両者のどちらに含めるべきか明確に

判断できないものも多い。したがって、この時期の住居跡については全体的特性を述べ、細分

された時期の判明するもので補正することにしたい。 

奈良時代の住居跡は、平面形が正方形で柱穴が住居対角線上に４個配されるものが多い。し

かし、それも終末期（第Ⅶ群土器期）のものになると柱穴が不明瞭になる (第８・52・58・61

号住居跡)｡カマドは、北・東壁の中央部に設置される。構造は燃焼部を粘土で築き、地山掘り

抜き式の長い煙道をもつものが多い。カマドに石を使うのは極めて希である。その中で、第58

号住居跡は奈良時代終末のものであるが、カマド燃焼部を凝灰岩切石で築き、粘土を覆せて仕

上げている。使用されている石が、礫ではなく凝灰岩切石であるなど、極めて特殊なものと言

える。この住居跡は第Ⅶ土器がまとまって出土した他に鉄器類も多い。住居の規模をみると、

特に大きいもの（第80号住居跡：約52㎡）を除けば、約８～20㎡のものが多い。 

以上のように、住居跡は前時期に較べ著しい増加はあるものの、規模の画一・縮小化・構造

の簡略化の傾向がみられる。 

また遺物で注意しなければならないのは硯である。第102号住居跡から第Ⅶ群土器とともに須

恵器蓋の転用硯が出土している｡この他時期を限定できないが、円面硯２点・須恵器蓋転用硯１

点･須恵器甕転用硯1点が出土し､その一部は奈良時代のものと考えられる。円面硯は一般に官衙

や寺院とそれらに供給する窯跡から発見され、集落跡では類例が少ない。集落跡の場合、官衙

や寺院に隣接したり何らかの関連があると考えられるものに限られることが多い。清水遺跡で 
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は、円面硯が奈良時代と平安時代のいずれのものか明確にできなかったが、転用硯は奈良時代

に使用が開始されたことは確実である。この点、奈良時代以降硯の使用がかなり定着したもの

であったことを認めないわけにはいかない。このことは遺跡の性格を考える上で極めて重要で

ある。この時期の遺跡の性格について、現段階で簡単に結論を出すことは難しいが、官衙や寺

院から位置的に遠く離れていること、古墳時代以来の伝統の上に発展してきた集落であること

を考えると、他の集落に対し特別な役割を担っていた可能性がある。 

平安時代（表杉ノ入式期）：平安時代の住居跡は22軒検出されている。しかし、平安時代は

時期的に長く、一様なあり方を示しているわけでない。平安時代の土器は第Ⅷ群土器（表杉ノ

入式）であるが、それらはＡ➝Ｂ➝Ｃ群の変遷が考えられた。Ａ・Ｂ群土器は平安時代の前半､

Ｃ群土器は後半のものである。この時期区分に基づいて住居・集落のあり方を検討してみたい｡ 

前半期の住居跡は北側の自然堤防では北側から４軒検出されただけであるが、南側自然堤

防ではその全域におよぶ範囲から 13 軒検出された。北側自然堤防では集落の縮小がみられるの

に対し、南側自然堤防では発展を示している。前半期の住居・集落のあり方を南側自然堤防に

ついて検討する。南側自然堤防で、この時期の住居跡はＡ群土器期とＢ群土器期にわかれ、重

複しているものも多い。しかし、住居の構造の点では大きく変るものでない。すなわち、住居

平面形は正方形ないしは長方形で、原則としてカマドを備えている。カマドは北・東壁に設置

され燃焼部を粘土で築き、地山掘り抜き式の長い煙道をもつものが大部分であるが、例外的に

地山を掘り込んで燃焼部奥・側壁をつくりその上を粘土で築いているものや (第２号住居跡)、

焚き口に礫を使用しているもの（第14号住居跡）が１例ずつみられる。柱穴は住居対角線上で

４個確認されたものもあるが、不明確なものが多い。住居の規模は、約20～40㎡の比較的大形

のものと約７～16㎡の小形のものがある。大形のものは数が少なくかなりバラツキがみられる

が、小形のものは数が多く集中する傾向にある。このような住居の特性は、奈良時代の住居構

造を踏襲しさらに簡略・小形化がおし進められたものと考えられる。 

この時期の遺構として注意しなければならないのは、第 13 号住居跡と井戸跡の存在である。

第13号住居跡としたものは平面形が隈丸長方形で面積が約6.5㎡と小規模で住居対角線上に４個

の柱穴が配され､住居中央に掘り方根固め石を伴う上面平坦な大石(直径約 45cm)が据えられて

いる。平面形・規模・柱穴の位置など他の住居跡と相違する点が多く、さらにカマドが設置さ

れていないことから、日常的な生活を営む住居と考えることはできない。大石は構造・埋置方

法・規模などの点で建物跡の礎石と似ている。しかし、竪穴住居状の施設内にあること、単独

で存在することは、礎石として不自然である。大石の上面が平坦なことからすれば、台として

使用された可能性もある。その性格について、結論を得ることは現段階では困難であるが、構

造・埋置方法の堅固さからすると、かなり特殊なものと考えられる。類例の増加を待って今後 
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の検討課題としたい。 

井戸跡は、住居群の南端にある。規模が大きく、構造も基底部に白砂と礫を敷き詰めその上

に厚い板材を組みあげるなど優れたものである。南側自然堤防地区の集落発展に伴って構築さ

れたものと考えられる。井戸跡内からは曲物容器・木製盤などの他に木製独楽・竹製横笛など

の遊具や楽器が出土している｡当時の生活の一端を知ることができる。また、井戸跡内からは筆

力にあふれた文字で「宮」と墨書された須恵器坏も出土している｡｢宮｣ は皇族・神社などの施

設・地名を指すのが一般的であるが、それが具体的に何を示すのかはわからない。 

南側自然堤防の集落は、井戸の廃絶からそう遠くない時期に急激な衰退をむかえる。すなわ

ち、奈良時代から平安時代前半に急速な発展を遂げながら、平安時代後半の明瞭な遺構を残し

ていないのである。この点、北側自然堤防の集落はやや異なった様相を示している。平安時代

前半期に集落は縮小するものの、数軒の住居はあり、井戸も構築されている。もちろん、この

井戸（第20号土壙）は南側自然堤防の集落にみられたような大規模なものではない。しかし、

ここで注意しなければならないことは、後半期になっても住居が営まれ続けることである。 

後半期の住居跡は北側自然堤防の北側で１軒、南側で４軒検出されている。南側には第ⅧＣ

群土器の一括資料を出土した第９号溝内第１号土壙もある。住居跡の規模・構造は、前半期の

ものと特に変るところはない。 

古代における住居・集落跡の特性 

清水遺跡における古代の住居・集落跡の変化を歴史的推移に従って述べてきた。ここでは、

北側自然堤防・南側自然堤防の両地区における集落の消長・住居構造の変化を整理し、さらに

住居配置（集落構成）の変化について述べることにする。 

１. 北側自然堤防地区の集落は古墳時代前期から始まり、後期前半以降発展を続け、奈良時

代には最盛期に達する｡平安時代前半期になると集落は縮小するが、後半まで絶えることなく継

続する。この地区は、長い歴史の過程で形成された伝統的集落とも言える。 

２. 南側自然堤防地区の集落は、それ以前の歴史的伝統とは別に奈良時代に急激に出現し、

平安時代前半期に最盛期に達する。しかし、平安時代後半には急激に衰退する。この地区の集

落は北側自然堤防地区に較べ限られた時期にその歴史的使命を果したものと考えられる。 

３. 北側自然堤防地区・南側自然堤防地区の両者において、奈良時代は集落の拡大・発展期

である。しかし、このことを住居構造の面から見ると、簡略化・省力化の開始の時期とも言え

る。カマドは石と粘土を組みあわせた堅固なものから、一部の例外を除き簡単な粘土だけで築

くものに変ってしまう。また柱穴は規模が縮小し、その痕跡を留めにくくなる。住居の規模も、

一部に古墳時代以来の大規模なものもあるが、大部分は小規模なものになってしまう。 
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次に集落における住居配置を方向の点から検討して

みたい｡第257図は各時期の住居南北軸の方向角を示し

たものである。古墳時代の住居跡はＧＮ－10°～20°－Ｅ

とＧＮ－10°～30°－Ｗの方向で真北に対する指向性は特

にみられない。それに対し、奈良時代と平安時代前半

の住居跡はいずれも真北から12°以内の方向を指し、特

にＧＮ－４°－ＥからＧＮ－10°－Ｗの間に集中する｡この

ことは､真北方向に対する指向性を強く示している。と

ころが、平安時代後半になるとＧＮ－１°－ＷからＧＮ－

23°－Ｗを指し､再び真北に対する指向性は失なわれてし

まう。清水遺跡の集落は平坦な自然堤防上に立地する

ことから、地形的な条件によって住居の方向が規制さ

れたとは考えられない。真北方向に対する指向が奈良

時代と平安時代前半のものにだけみられることは社会

的・歴史的条件によってなされたものと考えられる。

この時期における真北への指向性は、条里地割の方向

性と共通する。直接、条里地割を示す区画の溝は検出

されなかったが、住居の方向にみられる規則性はその

可能性を示唆するものである。 
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中 世 

中世の遺構としては北側自然堤防に近い旧河道北部(埋没層上)から井戸跡が検出されている｡

曲物を井戸枠として使用しているもので、古代の井戸と較べると規模は小さい。この周辺から

は中世の陶磁器も出土しており、建物跡こそ検出されなかったが生活の場であったと推定され

る。 
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