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第６節 土壙墓とその出土遺物 

第４遺物包含層の单側で３基の土壙墓がまとまって発見された。今回、提示した土壙墓は土

壙を掘り、堆積土が人為的に埋め戻され、さらに装身具などの副葬品が出土するものを取り上

げた。 

第１土壙墓 （第555図） 

ＣＲ－45区の地山面で伏せた浅鉢が確認された。土壙の平面形は地山の石などで不明瞭な部

分もあるが、单北約110cm、東西約 70cmの長楕円形、深さは約 15cmある。土壙の周囲には偏平

な石が配されているが石のない部分や地山の石もあり規則的な配置ではない。土壙の北端には

口径42cm、器高17.2cm、底径14cmの四脚の付く完形の浅鉢が埋設されている。掘り方底面は北

側から单側に傾斜している。底面には偏平な石が２個あり、その間から耳栓が１点出土してい

る。なお、偏平な石の上には狭い範囲ではあるが多量の炭化物が堆積していた。 

注）残存脂肪分析のため土器下の２層下部とその外側の３層下部、それに土壙周辺の土層を

採取している。なお、耳栓の説明は土製品の頄で行う。 

埋設土器（第 556図１）：胴部から口縁部にかけて直線的に外傾し、底部には四脚が付く

（浅鉢Ｋ1 類）。口縁部にはＡ突起とその両側に二個一対の小突起があり、それが４対ある。

口唇部上端の小突起間には切れ込みが入れてある。胴中央部には平行沈線が巡り、胴下部とを

区画している。胴上部の文様は沈線によって工字文が描かれている。胴下部にはＬＲ縄文が施

されている。下端には三条の平行沈線が巡り底部とを区画している。底面には四脚があり、そ

れを結ぶ十字状の平行沈線が引かれ、その交点に隆線が貼付されている。口縁の内面には平行

沈線が巡り、Ａ突起下では三角形状の沈線になっている。 

第２土壙墓 （第555図） 

第１土壙墓の北側約３ｍ、ＣＲ－43・44区の地山面で伏せた浅鉢が確認された。土壙の平面

形は地山の石などで不明瞭な部分もあるが、東西約115cm、单北約70cmの長楕円形で深さは約

14cmある。土壙掘り方に沿って大きな石が据えられているが規則的な配置ではない。土壙西端

には口径38.8cm、器高20.4cm、底径10cmの完形の浅鉢が埋設されている。土器は北・東側では

口縁部が底面、单・西側では掘り方に沿った配石に接している。そのため、斜位に埋設された

ものと思われる。掘り方底面は東側部分が西側より数 cm高い。土器下で底面より約３cm上で赤

色顔料の塗ってある小玉が42個以上出土した。 

注）残存脂肪分析のため土器下の１層下部とその外側の２層下部、それに土壙周辺の土層を

採取している。なお、小玉の説明は土製品の頄で行う。 

埋設土器（第556図２）：口縁部が直立し、胴上半で膨らみ、胴下部に向かって緩やかにす 
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ぼまる。底部は平底で木葉痕が見られる（浅鉢Ｋ1 類）。口唇部上端には◇状刻目が施され、

頸部には三条の平行沈線が巡る。胴部にはＬＲ縄文が施されている。内面の口縁部には二条の

平行沈線が巡る。 

第３土壙墓 （第555図） 

第２土壙墓の北西約３ｍ、ＣＱ－43区の地山面で伏せた皿が確認された。土壙の平面形は攪

乱穴によって大部分が破壊されているため不明である。土壙の壁沿いに口径28.5cm、器高5.4cm、

底径 16.8cmの皿が底面より数 cm上に埋設されている。 

注）残存脂肪分析のため土器下の土層を採取している。 
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埋設土器（第556図３）：胴下端から口縁部にかけて内湾しながら立ち上がる（皿Ｂ4類）。

口縁部は波状口縁で、波底部は刻線されている。胴部の文様は平行沈線で上下を区画し、その

中に平滑で直線的な雲形文が施され、ＬＲ縄文が充塡されている。文様卖位は２卖位と推定さ

れる。内面の胴下部には段が巡る。 

 

 

第７節 埋設土器遺構とその出土遺物 

第１・４遺物包含層周辺を中心にして 13 基の埋設土器遺構が検出された。埋設土器遺構と

したものは埋設される土器の大きさとほぼ同じか、やや大きめの掘り方を持ち土器が何らかの

容器として使用されたものを取り扱った。なお、残存脂肪分析の方法で埋設土器の用途を明ら

かにするため下記の遺構から土層を採取した（第３・７・８埋設）。土層の採取にあたっては

埋設土器内の下部の土層とそれに対比させるために埋設土器周辺の土層も採取している。 

第１埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＮ－47区の地山面で埋設土器が確認された。土器の周囲には径約35cmの円形で、深さ約10cm

の掘り方が検出された。土器は底部を欠いたもので掘り方中央よりやや東寄りに正位の状態

に据えられている。土器下部は掘り方底面にほぼ接している。 

注）埋設土器は整理の際確認できなかった。 

第２埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＯ－46区の地山面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約 30cmの円形で、深さ

約10cmの掘り方が検出された。土器は底部が穿孔（焼成後）され、掘り方中央よりやや北寄り

に正位の状態に据えられている。底部は掘り方底面より数 cm浮いている。 

埋設土器（第560図１）：胴上部が欠損した鉢で胴部にはＬＲ縄文が施されている。 
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第３埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＰ－46・47区の地山面で埋設土器が確認された。埋設土器のまわりには約 30×40cmの楕

円形で、深さ約15cmの掘り方が検出された。土器は底部が残存するもので、掘り方中央に正位

の状態に据えられている。底部はほぼ掘り方底面に接している。土器の周囲には径５～30cmの

石が配置されているが石のない部分もあり規則的な配置ではない。また、土器内上部には径

５～10cmの石が混入しており配石が落ち込んだ可能性もある。土器内埋め土の下部から赤色顔

料も認められた。また、底部付近には褐色土層が堆積していた。この土層は底部の欠損部を覆

っていることや掘り方埋め土とも土層が類似していることから人為的な堆積と思われる。 

注）調査時には底部の破片が発見されなかった。このことから埋設時にはすでに底部が欠損

した状態で据えられていたと考えられる。 

埋設土器（第560図４）：胴上部が欠損した深鉢で胴下部までＬＲ縄文が施されている。内

面の胴下部には煤状の炭化物が帯状に付着している。 

第４埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＱ－43区の地山面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約 40cmの円形で、深さ

約10cmの掘り方が検出された。土器は底部を欠いた胴部破片で、掘り方中央部に正位の状態に

据えられている。土器下端は底面より僅かに浮いている。 

埋設土器（第560図２）：胴部にＬＲ縄文が施されている。 

第５埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＲ－42区の地山面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約 20cmの円形で、深さ

約10cmの掘り方が検出された。掘り方底面は東から西に傾いており、土器底部もそれに沿って

いる。土器は胴下部から底部の破片で、正位の状態に据えられている。 

埋設土器（第561図３）：胴部にＬＲ縄文が施されている。 

第６埋設土器遺構 （第558図） 

ＣＱ－42区の第４遺物包含層２層上面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約38cm

の円形で、深さ約 36cmの掘り方が検出された。土器は胴上半部が欠損した深鉢で正位の状態

に据えられている。底部には穿孔はなく、ほぼ掘り方底面に接している。 

埋設土器（第561図１）：胴部に羽状縄文（ＲＬ・ＬＲ）が施されている。 

第７埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＱ－42区の第４遺物包含層２層上面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約40cm

の円形で、深さ約 29cmの掘り方が検出された。掘り方の单壁ほど緩やかに立ち上がり、土器

もそれに沿っている。しかし、底部が水平に据えられていることから本来は正位の状態に据え

られていたと考えられる。埋設された土器は完形の深鉢で、底部は掘り方底面に接している。 
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底部は穿孔されていない。埋設土器内には逆さになった底部欠損の深鉢が上からずり落ちた状

態で発見された。また、この土器下には人為的な堆積土と考えられる土層があることから、合

わせ口の土器として使用された可能性が高い。 

埋設土器（第562図１）：口縁部が直立し、胴下部に向かって緩やかにすぼまる。底部はや

や上げ底風である（深鉢Ｆ16類）。大きさは口径40.5cm、器高40.6cm、底径8.7cmである。外面

は無文（ナデ調整）、内面は上半でヨコミガキ、下半でミガキが施されている。外面の胴中央

部、内面の胴下部に煤状の炭化物が帯状に付着している。第 562図２は埋設土器内で発見され

たものである。口縁部が内傾し、上端が僅かに外反する。胴上半部が膨らみ、胴下部ですぼま

る（深鉢Ｅ2 類）。口頸部の文様は口唇部に小波状の刻み目、その下部には４本の平行沈線が

巡る。上端の平行沈線内に連続した刻み目が施されている。胴部には羽状縄文（２本撚り

ＲＬ・ＬＲ）、内面の器面調整は口頸部が丁寧なヨコミガキ、胴上部から下部へは丁寧なタテ

ミガキが施されている。 

第８埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＱ－41区の第４遺物包含層２層上面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には径約40cm

の円形で、深さ約 31cmの掘り方が検出された。土器は完形の深鉢で斜位に埋設されている。

底部は掘り方底面より約５cm浮いている。埋設土器内でその口縁部破片の一部が底部付近で発

見されたことから埋設土器は埋設時からある一定時間空洞であったと思われる。 

埋設土器（第563図１）：口縁部が直立し、胴下部に向かって緩やかにすぼまる。底部は平

底である（深鉢Ｆ16類）。大きさは口径32.4cm、器高38cm、底径9.2cmである。口縁部上端から

胴下部まで羽状縄文（ＬＲ・ＲＬ）が施されている。第563図２・４は埋設土器内から出土した

土器である。２は口縁部が直立する深鉢である。口唇部には二個一位の小突起があり、その直

下に半円上の線刻が見られる。口縁部には入組三叉文と平行沈線、胴部にはＲＬ縄文が施され

ている。３・４は羽状縄文（ＲＬ・ＬＲ）が施されている。 

第９埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＰ－41区の第４遺物包含層２層上面で埋設土器が確認された。埋設土器の周囲には地山礫

や攪乱穴によって不明な部分もあるが30×20cmの楕円形で、深さ約５cmの掘り方が検出された。

胴下部から底部の破片が正位の状態で埋設されているが半分ほど破壊されている。底部は掘り

方底面に接している。 

注）埋設土器は整理時、確認できなかった。 

第10埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＤ－51区の地山面で埋設土器が確認された。埋設土器のまわりにはそれに接するような径

約30cmの円形で、深さ約37cmの掘り方が検出された。土器は完形の深鉢で正位の状態に据えら 
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れている。底部には穿孔がなく、掘り方底面に接している。 

埋設土器（第561図２）：口縁部が内湾し、胴中央部に向かって膨らみ、胴下部ですぼまる｡

底部は上げ底である（深鉢Ａ7類）。大きさは口径25cm、器高35cm、底径６cmである。口縁部

上端から胴下端まで羽状縄文（ＲＬ・ＬＲ）、胴下端から底部までヨコミガキが施されている｡

内面は口縁部から胴上半までヨコミガキ、それ以下がタテ方向のナデ・ミガキが施されている｡

内外面の胴中央部から下部にかけて被膜状の炭化物が帯状に付着している。 

第11埋設土器遺構 （第559図） 

ＢＲ－40区の第３遺物包含層上面で埋設土器が確認された。土器の周りにはそれよりもやや

大きめの85×70cmの楕円形で、深さ約35cmの掘り方が検出された。土器は底部が欠損している

深鉢で逆位の状態に据えられている。口縁部は２～３cm掘り方底面に食い込んでいる。 

埋設土器（第564図１）：口縁部が外反し、胴上半部で緩やかに膨らみ、胴下部ですぼまる

（深鉢Ｃ4Ｃ類）。口縁部は無文で胴部にＬＲ縄文が施されている。 

第12埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＬ－49 区の第１遺物包含層の 72ｂ層上面で埋設土器が確認された。土器の周りには径約

28cm の円形で、深さ約 12cm の掘り方が検出された。胴部から底部の破片が正位の状態に据

えられている。底部は掘り方底面に接している。 

埋設土器（第564図２）：胴部にＬＲ縄文が施されている。 

第13埋設土器遺構 （第559図） 

ＣＪ－51区の第１遺物包含層のＡ（旧表土）層中で埋設土器が確認された。土器の周囲には

30×25cmの楕円形で、深さ約17cmの掘り方が検出された。胴部の破片が正位の状態で埋設され

ていた。土器下端は掘り方底面に接している。土器内部の埋め土は地山ブロックを多く含み、

しまりもあることから人為的に埋められた可能性もある。 

埋設土器（第565図）：胴部にＬＲ縄文が施されている。 
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第８節 その他の遺構とその出土遺物 

１．焼土遺構 

台地上部の北・单側の緩斜面から２基の焼土遺構が検出された。何れも表土下の地山面で確

認している。 

第１焼土遺構 （第556図） 

ＡＰ－40・41区に位置している。平面形は 105×105cmの隅丸方形である。底面は確認面か

ら約 30cmあり、平坦である。单側の壁面は焼けているが北側の壁面や底面はほとんど焼けてい

ない。遺物が出土していないため時期は不明である。 

第２焼土遺構 （第556図） 

ＢＡ－53区に位置している。平面形は135×100cmの隅丸長方形である。底面は確認面から約

18cmあり、西壁沿いが５cmほど低い。壁は馬蹄形に焼け、一部東壁際の底面も焼けている。遺

物が出土していないため時期は不明である。 

２．石組炉 （第556図） 

台地上部の地山面で１基検出された。ＢＦ－48・48区に位置し、掘り方の平面形は径１ｍの

円形を呈している。確認面から底面までの深さは約30cmである。底面・側壁には30～40cmの上

面が平らな礫を敷き並べ、その間に小さな礫を埋めている。これらの石は掘り方底面に接して

いる。西側の側壁部分には石が見られなかったが他の側壁では底面から側壁まで石組されてい

る。さらに、堆積土中に焼け石が多量に混入されていたことから推定して西側の側壁石は崩れ

ていると思われる。西側の底面上には狭い範囲に木炭層が堆積している。石は何れも火熱を受

けている。遺物が出土していないため時期は不明である。 

３．敷石遺構 （第567図） 

１基検出された。台地下部のＣＱ－42区に位置し、第21住居跡の炉を切っている。90×60cm

の範囲内に20～30cmの上面が平らな円・角礫が密に敷かれている。また、西端では並べられた

礫に接して角礫（15cm）が立っている。敷石下からは平面形が隅丸長方形で、大きさが 125×

77cm、深さ約20cmの掘り方が確認された。遺物が出土していないが第21住居跡を切っているこ

とや上部に第４遺物包含層が覆っていたことから後期末から晩期前葉の時期と推定される。 

４．配石遺構 （第567図） 

台地下部のＣＯ－45・46区の地山面で１基検出された。配石は上面が平らな礫を「∩」字状

に並べている。また、配石に沿って70×65cm、深さ22cmの浅い土壙状の掘り方が確認された。

堆積土中から縄文土器片が尐量出土しているが、時期は不明である。 
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５．土壙 

台地上部の平坦面（ＡＲ～ＢＨ区）と台地下部（ＣＨ～ＣＰ区）で多数発見された。平面形・

規模などは多様で堆積状況も不明なものが多い。ここではフラスコ状土壙・Ｔピット・調査時

に19埋設として取り上げたものだけを記述し、その他の土壙については一覧表（第 25・26表）

で示す。 
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フラスコ状土壙 （第566図） 

台地上部の平坦面で３基のフラスコ状土壙が検出された。遺構の確認は何れも地山面である。 

第14土壙 

ＢＮ－45・46に位置する。底面の平面形は不整な楕円形で頸部にくびれを持つ。底面の大

きさは130×110cm、確認面からの深さは54cmある。堆積土中から縄文土器片（胴部：地文）が

尐量出土しいるが時期は不明である。 

第38土壙 

ＢＮ－47区に位置する。底面の平面形は不整な円形で頸部にくびれを持つ。底面の大きさは 
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100×80cm、確認面からの深さは 67cmある。堆積土中から縄文土器片（口・胴部：地文、底

部：網代痕）が尐量出土しているが時期は不明である。 

第49土壙 

ＡＱ－45区に位置する。底面の平面形は不整な円形で頸部にくびれを持つ。底面の大きさは

90×84cm、確認面からの深さは 39cmある。底面近くになると炭化物が多量に混入されている。

出土遺物がなく、時期は不明である。 

Ｔピット （86土壙、第 567図） 

第１住居跡の西側で確認した。平面形は溝状をした長楕円形で長さ約 2.65ｍ、幅約 45cm深さ

約90cmである。断面形は「Ｕ」字形をしている。出土遺物がなく、時期は不明である。 

土壙 （19埋設、第567図） 

ＣＨ－50区の地山面で確認した。平面形は 85×75cmの不整な楕円形である。底面までの深さ

は 22cmで、底面は舟底状を呈する。土壙中央部から斜位の状態で深鉢が発見された（第 568図

16）。土器底部は底面より約４cm浮いている。 

６．焼け面 

台地上部の平坦面で１箇所、台地下部の平坦面で２箇所、計３箇所の焼け面が確認された。

これらについては一覧表（第 24表）で示す。 
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第９節 土製品 

摺萩遺跡から発見された土製品は土偶 24 点、土面２点、土版５点、冠状土製品１点、耳飾

り５点、小玉42点、垂飾品１点、円盤状土製品96点、不明土製品３点の計179点である。これ

らの土製品はおもに第１・４遺物包含層、第16・17住居、第１・２土壙墓などから出土してい

る。以下、種類毎に述べる。 

土偶 （第573図～第576図５） 

土偶の総数は 24 点である。このうち、完形品は１点だけで、それ以外は破損品である。こ

れらの土偶の大部分は第１遺物包含層から土器・石器など他の遺物と共に発見されることが多

く、まとまって出土するという状況でもない。さらには特殊な遺構からも出土していない。こ

こでは大部分が破損品という点から頭・胴・腕・脚部毎に特徴を個別的に説明する。 

頭部：５点出土している。その内１点が中空、その他のものは中実している。第573図１は

大形品で沈線によって目を大きく表現した中空の遮光器土偶である。顔面には遮光器状の大き

な目が顔の大半を占め、両目の中央に隆帯状に盛り上がった鼻がある。鼻は剥落しているため

その形は不明である。鼻の直下に楕円形に表現された口がある。左目の脇には耳を表現したと

思われる張り出し部があり、中央に刻み目が施されている。目の周辺、口、耳の部分には連続

刺突文が加えられている。頸部に隆帯状の凸帯が巡り、それを沈線で区画している。さらに、

咽の部分にはボタン状の隆帯が貼付され、刻み目が施されている。内部には１～２ｃｍ前後の

粘土紐を輪状に積み上げた痕跡が認められる。 

第573図２は中形品で、おむすび形の顔をした板状土偶である。頭部に円筒状の突起が左右

に見られ、平行沈線が巡る。顔は沈線によって区画され、その中で目は沈線、鼻は窪みで表現

されている。また、目の脇には耳を表現したと思われる張り出し部がある。頸部には平行沈線

が巡る。胸に乳房があり、直下にＶ字状の沈線が描かれている。下腹部は膨らみがなく、両脇

腹に向かって弧線文が描かれている。腰の部分に沈線が巡り脚部とを区画している。腕は上腕

部が水平に張り出し、手に向かって直角に折れ曲がる。指や手首の表現は見られない。腕部・

後頭部から背中の上半部には沈線による工字文が描かれている。 

第573図３は唯一の完形品である。頭・手・足は段や沈線によって抽象的に表現された中形

の板状土偶である。腕は十字に広げ、脚は大きく開いている。胸には下方に垂れ下がった突起

状の乳房がある。正中線は隆帯で、頸部から下腹部へまっすぐに延び、上・下端に瘤状の貼付

文が付く。正中線状には連続刻目、瘤状貼付文には刺突文が加えられている。背中には磨消縄

文が施され、ヘラミガキによって丁寧に作られている。第574図１は頭部、第575図１は左腕部

で、これと同様な形態の土偶と思われる。 
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第574図２は小形品で、顔の表現のない「のっぺらぼう」の板状土偶である。頭部は半円状

で、頸部の部分に細い沈線が巡る。胴部には正中線がなく、突起状の乳房がある。腰の部分に

は２本の細い平行沈線が施されている。裏側は腰の部分に沈線が引かれているだけでやや粗雑

に作られている。 

胴部：２点出土し、すべて中実している。第574図４は板状土偶で、隆帯による正中線が下

腹部付近まで延びている。正中線の両脇には弧状沈線文が描かれている。 

第574図３は胴部が柱状に作られ、胸には突起状の乳房がある。沈線で描かれた正中線は乳

房間から下腹部に向かって延びている。両肩には二段に連続刺突文が施されている。背中にも

それと同様な刺突文が加えられている。ヘラミガキによって丁寧に作られている。 

腕部：５点出土しており、すべて内部が中実している。板状のもの（第574図５、第 575図

１）と柱状のもの（第575図２～４）がある。前者の５は沈線文が描かれ、赤色顔料が塗られ

ている。なお、破損部にアスファルトが付着している。後者は無文で手や手首の表現は見られ

ない。４には破損部にアスファルトが付着している。 

脚部：６点出土し、その内４点が中空、他の２点は中実した柱状のものである。第 575図５

～８は中空で沈線によって文様が描かれている。５・６・８は脚部下にくびれ部があり足首が

表現されている。第575図９・10は中実した柱状のものである。９は無文で脚部下に沈線状の

くびれ部があり、足首が表現されている。10は沈線による同心円状の文様が描かれている。 

以上のほかに、第575図11、第576図１～５は内部の中実した柱状のものである。第575図11､

第576図１・２・５は太いことから脚部、第576図３・４は細いことから腕部と推定される。５

は連続した刺突文が加えられているが、他のものは無文である。 

土面（第576図６・７） 

第１遺物包含層の12ｃ層から２点出土している。６は眉から鼻にかけての顔の中心部分の破

片である。幅の広い粘土紐の貼付によって眉・鼻が表現されている。眉の部分には連続刻目文

が加えられている。鼻先は欠損しているが頬から約２ｃｍあり、高い。目は大半が欠損してい

る。孔は推定で径 1.5ｃｍあり、目の周囲はやや盛り上がっている。表面はヘラミガキによって

丁寧に作られている。裏面は浅く窪み、多尐凹凸した面になっている。 

７は頭部から右耳にかけての破片である。粘土紐貼付によって隆帯状に眉・耳が表現されて

いる。眉は無文で頬から５ｍｍ程の高さがある。目の部分は欠損しているが孔が穿たれてい

る。目の大きさは不明であるが、周りには細い沈線が巡る。耳は中央に切り込みが入れられ、

その脇に８×５ｍｍの楕円形をした紐掛孔が見られる。裏面は浅く窪む。表裏面はミガキに

よって平滑に仕上げられている。 
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土版（第577図） 

第16住居跡から２点、第17住居跡から１点、第１遺物包含層から２点の計５点出土している｡

形は長楕円形のもの（１～３・５）と方形と推定されるもの（４）とがある。何れも板状で両

面に同一文様が施されている。前者の１～３には中央の縦位沈線を挟んで左右対称の文様が描

かれている。１は縦位沈線を挟んで４～５条の弧状沈線文が３段描かれている。さらに、側面

には１条の沈線が巡る。上端には焼成前の貫通孔がある。大きさは長径10.9ｃｍ、最大幅7.5ｃｍ

である。赤色顔料が全面に塗られている。２も１と同様な文様が描かれているものと推定され

る。３は縦位沈線を挟んで２段のコ状沈線文が描かれ、さらに上部には連続刺突文が２段施さ

れている。大きさは長径６ｃｍ、最大幅 5.3ｃｍである。５は上半分寄りに突起状に粘土を貼付

し乳房を表現している。その周りに細い沈線で文様を描いているが、摩滅のためどのような文

様か不明である。後者の４は破片のため文様は確かでないが多状の弧状沈線文が描かれている

と思われる。側面には沈線が施され、それを挟んで連続刺突文が加えられている。 

冠状土製品 （第578図） 

第１遺物包含層の第１層から１点出土している。頭部が欠損しているためその形は不明であ

る。底部は三角形をしており、底辺が湾曲する。文様は幅の狭い沈線で工字文が描かれている｡

底面は長楕円形で中央部に１条の沈線が施されている。最大幅は約13.2ｃｍである。 

小玉（第579図） 

第２土壙墓の伏せてあった浅鉢の下からまとまって出土している。図示できたものは 42 点

であるがその他細片になって図化できなかったものもある。 

小玉の形はカーテンレールの留め金具状のもの（１～17）と臼状のもの（18～42）の２種類

あり、何れも軽くて小さい。前者は中央に長軸に直行して１～２ｍｍの貫通孔があり、上・

下部の境は浅くくびれる。大きさは長軸７～９ｍｍ、重さは0.1～0.2ｇである。後者は長軸に

平行して１ｍｍ前後の貫通孔があり、中央部が浅くくびれる。大きさは前者よりもやや小さ

く長軸５～７ｍｍ、重さは 0.1ｇである。貫通孔は何れも焼成前に穿孔されている。このほか

小玉のすべてに赤色顔料が全面に塗られている。 
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耳飾り（第580図１～５） 

５点出土している。１・２は円盤状を呈し、内面が大きく抉られた、いわゆる臼形の耳飾り

である。中央部に焼成前の貫通孔がある。１は磨消縄文、２は玉抱き三叉文の文様が施されて

いる。２は径約3.6ｃｍ、重さ 19.8ｇ、全面に赤色顔料が塗られている。３・４はキノコ形を

した耳飾りである。大きさはいずれも長径約 2.1ｃｍ、全面に赤色顔料が塗られている。３は長

軸に平行して焼成前の貫通孔がある。孔の大きさは径３～４ｍｍである。５は中央部が空白

で環状に作られている。断面形は「く」字形になっている。内外面ともヘラミガキが施されて

いる。 

垂飾品（第580図６） 

小判形を呈し、長径 4.1ｃｍ、最大幅 2.6ｃｍである。断面形はレンズ状になっている。中央よ

りやや上部中央に焼成前の貫通孔がある。孔は径５ｍｍ前後である。この孔に接して横位の

沈線が１条巡る。 

不明土製品（第580図７～９） 

７は「∩」字状を呈し、上端中央部に三角形状の切れ込みを入れている。その直下に２条に

平行沈線が引かれ、両側面に連続刻み目が施されている。 

８は文様などいっさいなく、粗雑な作りのものである。動物形の土製品かとも思われる。背

中と思われる部分は首から尾の向かって緩やかに下がっている。腹部に前後脚と思われる部分

があるが剥落しているため形は不明である。 

９は形が不明だが表面に沈線による文様が描かれている。 

円盤状土製品（第581・582図） 

円盤状土製品は第１・４遺物包含層などから 96 点出土している。円盤状土製品の製作方法

は土器の粘土積み上げ痕の部分を利用し、さらにその周縁部を大きく打ち欠いている。形態は

楕 
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円形や隅丸方形のものもあるが大部分は円形に近い形に仕上げられている。この中には周縁部

を打ち欠いた後に全周、または一部を研磨したものが全体の１／３程ある（研磨の範囲は矢印

で示した）。円盤状土製品の素材となる土器片は胴部破片と推定されるものが大半であるが口

縁部破片（第581図４・９～11）、底部破片（第582図29）も尐量ある。文様のあるもの、地

文・無文のものがあるが、その中で地文のものが多い。このほか、第581図16・30、第582図

19・24は土器使用時に付着した炭化物も見られる。大きさは径が2.3～６ｃｍのものまである

が 5ｃｍを越える大型のものや３ｃｍ以下の小形のものは尐なく、４ｃｍ以内の中形のものが多

い。重さは2.3～26.2ｇのものまであり何れにも集中しない。 
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第 10節 石製品 

円盤状石製品 

偏平な礫の周囲を打ち欠いて円盤状を呈する石器を円盤状石製品とした。 

一製作技術あるいは使用痕による分類（類型１） 

Ａ：縁辺が平坦なもの 

１ 平坦部が広く最大幅に近いもの 

２ 平坦部が狭く最大幅の半分以下のもの 表裏面に剥離が入り平坦部が狭くなったも

のである 

ａ 平坦部が普通の剥離により形成されているもの 

ｂ 両極剥離によるもの 

ｃ 切断によるもの 

ｄ 敲打によるもの 

ｅ 自然面のもの 

？ 不明 

Ｂ：縁辺が鋭利なもの 

１ 片刃状 

２ 両刃状 

二平面形態による分類（類型２） 

イ：角張らず円形に近いもの 

ロ：角張った円形・多角形状を呈する 

ハ：角張った長楕円形 

一の分類は縁辺の状態で行ったが、一個体の縁辺の全周が必ずしも同様の状態ではないので、

その個体で最も多い割合を占める状態を類型とした。（例：Ａ1ｄ 65％,Ａ2ｄ 25％,Ｂ1 5％,

Ｂ2 5％→Ａ1ｄ類） また複数の状態が同じ割合で見られる場合は両方の類型に含めた。（例：

Ａ1ｂ 40％,Ａ2ａ 20％,Ｂ1 40％→Ａ1ｂ類,Ｂ類） 
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石刀・石剣・石棒（第589～第 591図） 

粘板岩・ホルンフェルスなどを素材として刀剣状・棒状に加工されたものを一括した。この

うち断面形が偏平な形状のものを石刀・石剣類、丸みがあるものを石棒類として区別した。こ

れらの製作方法はいずれもまず敲打によって素材の形態を整えた後、研磨によって表面全体を

仕上げている。研磨痕の方向は石刀・石剣類と石棒でやや異なる。石刀・石剣類では刀身部は

長軸方向に対して斜めで、把部や身部では横方向のものが多い。これに対し石棒類では長軸方

向に平行である。また、前段階の敲打痕は研磨によって消され部分的に残存するだけである。

残存するものでは未端部では端部側から、側縁部では側辺側から加撃されているようである。 

石刀・石剣類（第589，590図、第591図１,２） 

粘板岩・ホルンフェルスなどを素材とし、刀剣状に加工され、断面形が偏平なものを石刀・

石剣類とした。石刀・石剣類の断面形は部位によって変化するため両刃・片刃を識別し石刀・

石剣類として区別することはできなかった。完成品は１点だけである。破損品は残存する部位

によって(1)把部、(2)切先部、(3)刀身部の三種類に分けられ以下のような特徴がみられる。 

(1)把部；把部は断面形が長方形で、刀身部から暫移し、明確な関部がみられるものはない。

把頭部はいずれもふくらみ、楕円形・方形・台形・半円形などの形態がみられる。また、把頭

部に文様のあるもの（第589図１～６）とないもの（７，８）とがある。これらの文様は彫り

の深い沈線で描かれており、把頭が楕円形・方形・台形のものでは基本的に把頭の上下に平行

沈線が引かれ（１～５）、その間に三叉状（３）・鋸歯状（４）の文様が加えられたものもあ

る。把頭が半円形のものでは「Ｔ」字状の文様を囲むように「Ｕ」字状の文様が描かれている。 

(2)切先部；切先部は刃部が反らないもの（第589図９）と、反るもの（第589図10，11、第

590 図１～３）とがある。反りのあるものはいずれも内反りである。このうち刀身が薄く偏平

なもの（第590図１）の先端部付近には数条の沈線がみられる。また、切先部が幅広く肥厚す

るもの（第590図２，３）の先端部には刻み目が加えられている。刃部の研ぎ出しは不明瞭で

両刃、片刃いずれとも断定しがたい。 

(3)刀身部；刃部に反りのないもの（第590図４～７）と反るもの（第590図８～11、第591図

１，２）とがある。反りのあるものはいずれも内反り気味である。刃部の研ぎ出しは不明瞭で

両刃、片刃いずれとも断定しがたい。このうち断面形が長方形のもの（第590図11）は把の中

間部の破片である可能性もある。 

石棒類（第591図３～８） 

粘板岩・ホルンフェルスなどを素材として棒状に加工され、断面が太く丸みのあるものを石

棒類とした。完成品がなく、全体形は不明である。破損品は残存する部位によって(1)端部、

(2)刀身部があり以下のような特徴が見られる。 
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(1)端部；末端が細くすぼまり収束するもの（第 591 図３，５）と断面が方形に近く把状を

呈するもの(４)とがある。前者では数条の沈線がみられるもの(３)沈線とくびれ部がみられる

もの(５)とがある。３と４は同一固体とみられ、一端が把状で、他端が細くすぼまり収束する

形態になるようである。 

(2)刀身部；刀身部が反るものはない。断面形は丸みのある楕円形でいずれも両端にわずか

な稜がみとめられる。 

両頭石斧（第591図９，10） 

粘板岩製の棒状の石器で、両端に磨製石斧のような刃部が付くものを両頭石斧と呼称した。

９は両端が欠損しているが、石材や中間部の断面形は(10)に類似し、両端に鋭い刃部を持つも

のとみられる。 

箆状石製品（第592図１～４） 

石棒・石刀・石剣の破損品で、薄く剥離した細長い破片を再加工したものを「箆状石製品」

と仮称して一括した。末端に急角度の剥離を加えている。いずれも縁辺を敲打して整形した後､

研磨している。特に１～３は断面がカマボコ形を呈し、形態的には骨箆に類似している。 

独鈷石状石製品（第592図５） 

両端に斧状の刃部をもち、その中間がくびれる形態のものを「独鈷石状石製品」と仮称した｡

大きな剥離によって概形を整えた後、くびれと側面を細かい敲打で整え、刃部を研磨している｡

両端の刃部には使用によるとみられる刃こぼれがみとめられる。 

擦切具（第592図６） 

板状の石材の縁辺に薄い刃部が作出されたものを「擦切具」と仮称した。薄い粘板岩を素材

とし、端部を敲打によって整形した後、側面部を薄く研磨して刃部を作り出している。刃部に

は調整による研磨痕とみられる斜めの擦痕と使用によるとみられる横方向の擦痕が重なってみ

とめられる。 

石冠（第592図７～10） 

石冠としてものの定義は明確でないが、図示した４点を石冠とした。形態的には、Ⅰ；偏平

なもの(７，８)、Ⅱ；半球形のもの(９)、Ⅲ；把手の付くもの(10)の三種類がある。ただし、

(10)は把手部分のみの破片で全体形は不明である。 

Ⅰの半月形のものは２点ともほぼ全面に調整のための研磨痕がみとめられ、さらに外湾する

側の縁辺には横方向の擦痕がみとめられる。これと反対側の直線的な側は幅広でまるみを持ち､

こちら側を握り部とし、外湾する側の縁辺を刃部として擦り切りなどの作業に使用された可能

性がある。 

Ⅱの半球形のものは下面が平坦で、上部に十字の溝が刻まれたものである。このような特徴 
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は石錘としたものの中にも類似した特徴をもつものがある。しかし、本例は厚味があり、その

下端にさらに溝が巡り、下面には窪みがみられるなどの点で異なっている。 

把手部分のみの破片については表面の風化が著しく細部の形態や加工痕などは不明である。

これに類似した形態の把手の付く石冠や土冠は晩期後半に多く類例がみられ、これらは身部が

スタンプ状で上面が平坦なものやバナナ状で湾曲したものなどの形態である。その使用方法は

不明である。 

異形石器（第593図－１） 

剥片を素材とした翼状の形態の石器である。両面とも微細な交互剥離による入念な加工によ

って仕上げられている。 

有孔石製品（第593図２～８、第594図１～４） 

偏平な円形もしくは楕円形の石材に穿孔がなされたものを有孔石製品とした。孔の数は１孔

のものと２孔のものがある。いずれも両面から穿孔されていて孔の直径は３mm 前後である。

形態的には左右がほぼ対称なもの（第593図）と、非対称なもの（第594図１～４）とがある。 

前者（第593図）の平面形は整った円形もしくは楕円形で、立面形は平盤をもの（２，６）

と中央レンズ状にへこんでいるもの（３～５，７，８）とがある。素材の表面や周縁部は敲

打・研磨によって整形されたものが多いが、素材の形態をそのまま残したもの（３，５）もみ

られる。孔は中央部もしくは左右対称な位置にあり(１)では他に孔の周囲に弧状の浅い溝がみ

られる。 

後者（第594図１～４）は一定の形態をとらず、孔も片寄った位置にある。いずれも素材の

形態をそのまま残したもので、表面に研磨などの加工痕もみとめられない。ただし（第 594図

４）は２孔の間に条痕が多数みられる。 

石錘（第594図５～７） 

偏平な石材を擦り切るようにして溝状の窪みを設け、端に刻みを加えた石製品を石錘とした｡

溝が一条のもの(５)と十字のもの(６，７)とがあり両者は石材も異なっている。 

(５)は頁岩の小石を用い、素材の周縁を研磨し整形したものである。表裏面は素材の平坦面

そのままで溝以外に加工痕はみられない。 

（６，７）は凝灰岩製で、下面は平坦に研磨され、上面に十字の溝が切られている。石冠に

類似したものがある。 

岩版・線刻礫（第595図） 

（１）は線刻礫で端部には盲孔がみとめられる。（２～４）は岩版で加工され線刻による文

様がみられるものである。これらの文様や形態は土版に類似し、为な文様は渦巻や平行線など

を組み合わせて描かれている。いずれも表裏面、側面にかけて文様が描かれている。（２）は 
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片面にのみ文様が描かれている。これらの刻線はいずれも断面がＶ字形をなしていることから、

先端が鋭利な道具を用いて描かれたものと推定される。また曲線的な部分では、線と線の繫ぎ

目の部分が合致せずに飛び出した線が多く、文様が不鮮明になっている。これらはいずれも軟

質の凝灰岩製で加工や線刻が容易な石材が選ばれたものとみられる。しかし、そのために破損

や摩耗や表面の風化も著しい。 

岩版状石製品（第596図） 

偏平で平面形が隅丸長方形に加工されたもので、文様がみられないものを岩版状石製品と仮

称した。珪化木製で、表面には木の年輪にそって剥落した縞模様がみられる。周縁は敲打後、

研磨している。 
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第５章 西地区調査の成果 
 

第１節 斜面部の調査 

斜面部は为として第２次調査の対象となった地区で、丘陵が傾斜を緩やかにして東へ尾根状

に張りだす「付け根」の部分にあたる。東から入る大きな沢によって单北に大きく分けられて

おり、北側の尾根の東半部には第１次調査によって縄文時代の中期や晩期の集落などが形成さ

れていることが明らかになっている。单側の尾根にはさらに浅い沢が入っており、沢頭部分で

は比較的新しい時代の大規模な地滑りの痕跡がみられた。 

斜面部は面積が広大なため便宜的に、北側の尾根をＡ地区、单側の尾根で地滑りより北側の

部分をＢ地区、单側の部分をＣ地区とした（第597図）。 

斜面部には竪穴住居跡１軒、製鉄遺構２基、埋設土器遺構３基、窯跡82基、土壙34基などが

あり、いずれも地山面で検出された（第597図）。 

以下、遺構ごとに述べる。 

１ 竪穴住居跡 

Ｂ地区の傾斜が緩やかな裾部で１棟発見された。この单約 12ｍには第１・２製鉄遺構がある。 

〔第 23住居跡〕全体的に削平と攪乱を受けており、单辺の一部と北辺の大部分、東辺が不明で

ある（第598図）。单辺は土壙によって一部壊されている。 

平面形は残存部から方形と思われ、規模は西辺で 5.6ｍで、单辺で 3.4ｍ以上である。深さ

は最も残りの良い部分で15ｃｍ程である。掘り方を掘り、貼床をして住居としている。貼床は

厚さ２～４ｃｍ程で、西側に幅１ｍ程で残存している。 

周溝は幅20～40ｃｍで、床面からの深さは５ｃｍ前後である。埋土は褐色や暗褐色の自然堆

積土である。周溝内には径10～20ｃｍ程の小ピットがあり（１～６）、壁柱穴かと考えられる｡

为柱穴や竃については不明である。 

住居内堆積土は黒褐色や明褐色の自然堆積土である（第 598図）。 

床面上から土師器甕と縄文土器が出土しており、周溝内から赤焼土器坏が出土した（第 599

図）。１は赤焼土器坏で摩滅しているが、底部には糸切り痕が残る。２と３は土師器甕で同一

個体と思われ、２は内外面ともロクロ調整されている。４は縄文土器鉢の底部で内外面とも粗

いヘラミガキ調整が施されている。 

この他に焼け面とピット７～10がみられる（第598図）。焼け面は住居跡との関係は不明で

あるが、長径 0.8ｍ、短径 0.6ｍの楕円形で、深さは 10ｃｍ程であり、火熱で赤変し硬化してい

る。ピット７～10はいずれも住居使用時がそれよりも新しいもので、径40～60ｃｍ程の楕円形 
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で深さは 10～20ｃｍである。ピット７の埋土中より縄文土器の体部破片が、ピット 10の埋土中

より土師器坏と甕（第599図）が出土した。５は土師器坏で体部から口縁部にかけて内彎気味

に立ち上がるもので、口縁部外面は横ナデ調整されており、内面はヘラミガキ・黒色処理され

ている。６は土師器甕で口縁部は指頭によるオサエで作り出されており、短く外反する。体部

外面はヘラケズリ調整されている。この他小片で図示できないがロクロ調整された土師器坏の

口縁部がある。 

２ 製鉄遺構 

Ｂ地区の裾部で２基発見された（第600図）。 

〔第１製鉄遺構〕上部が削平され、製鉄炉の底部だけが残っている（第600図）。 

炉底部は直径 50ｃｍ程の円形で深さは 15ｃｍ程である。掘り方を掘り、底に厚さ５ｃｍ程に

砂を敷きその上にスサ入り粘土で底面や壁を作っている。壁や底面の厚さは 2～3ｃｍで、表

面は解けた鉄が付着し飴状になっている。 

炉内堆積土からフイゴの羽口の小片や鉄滓が出土した（図版 218）。 

これの周囲には３つの小ピットがあり（ピット１～３）、位置関係からこの製鉄遺構に伴うも

のと思われ、上屋が存在した可能性が考えられる。小ピットは径 20～30ｃｍで深さは30ｃｍ程

である。ピット１～ピット２の距離が約 2.8ｍであり、ピット２～ピット３の距離が約 2.0ｍで

ある。 

ピット２の埋土中より土師器甕が出土した。小片で摩滅しており詳細は不明である。 

〔第２製鉄遺構〕炉底部とそれに伴う土壙からなる（第 600図）。 

炉底部は長径60ｃｍ、短径40ｃｍの楕円形で、深さは15ｃｍ程である。掘り方を掘り、底に厚さ

２ｃｍ程に砂を敷きその上にスサ入り粘土で底面や壁を作っている。壁や底面の厚さは２

～４ｃｍで、表面は解けた鉄が付着し飴状になっている。单側は飴状になった部分が厚さ20ｃ

ｍ程あり、明瞭に区別できないものの炉体は何回か作り替えられている可能性がある。 

土壙は製鉄炉の单側を囲むように掘られており、長方形の一方の長辺の中央が窪んだ「凹」字

形をしている。底面には北辺の中央～東側を除いたほぼ全周に周溝が巡り、单東のコーナーか

らさらに单へ４ｍほど延びている。 

規模は長さ3.3ｍ、幅1.6ｍで、深さは最も深い部分で30ｃｍ程である。底面はほぼ平坦であり、

中央部から西側は解けた鉄が付着して飴状になっている。この面の下には炭化物層などがある

（第 600図）。 

堆積土は焼土や炭化物、鉄滓を多量に含む暗褐色土などである（第600図）。 

堆積土中より土師器坏、フイゴの羽口（第601図）、多量の鉄滓が出土した。１は土師器坏で

体部から口縁部にかけて内彎気味に立ち上がるもので、外面はロクロ調整されており、内面 
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はヘラミガキ調整されている。火熱のため脆くなっており、黒色処理はみられない。２はフイ

ゴの羽口でスサ入粘土で製作され、表面には鉄滓が付着している。外径は8.5ｃｍ程である。 

周溝は幅20ｃｍ程で土壙底面からの深さは５ｃｍ程である。堆積土は焼土や炭化物を含む黒

褐色土などで、フイゴの羽ロが出土した（第601図）。３はスサ入粘土で製作されており、外

径は 10ｃｍである。外面には細い溝状のものが付けられており、同様な羽口は松島町山下遺跡

（菊地 1982）や川崎町音無Ｂ遺跡（佐藤1986）でも出土している。 
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なお、第１製鉄遺構と第２製鉄遺構とは近接しており、同時には存在しえない。直接の重複

はなく新旧関係は不明であるが、第１製鉄遺構に伴うとみられる上屋のピットが土壙によって

壊されている可能性があることや土壙が人為的に埋め戻されてはいないことから第１号製鉄遺

構のほうが古い可能性が考えられる。 

３ 埋設土器遺構 

３基の埋設土器遺構が確認された。 

第20埋設土器遺構（602図） 

埋設土器を確認した時は45×40cmの円形で、深さ20cmの掘り方が検出された。土器は横位の

状態で発見され、底面より13cm浮いていた。 

埋設土器（603 図１）：胴下部にかけて膨らみ、口縁部が内傾気味に立ち上がる。口縁部は

無文で口唇部に連続刻み目が施されている。頸部には一条の平行沈線が巡り、胴部とを区画し

ている。胴部にはＬＲ縄文が施されている。 

第21埋設土器遺構（602図） 

土器を確認した段階では削平が著しく、胴下部だけが残存していた。土器は正位の状態で掘

り方底面に接して埋設されていた。底部は穿孔されていない。堆積土中から口縁部破片が出土

していることから、本来は完形品が埋設されていたものと考えられる。 

埋設土器（603 図２）：口縁部が内傾する。口縁部文様は隆沈線による横位渦巻き文が描か

れているものと推定される。頸部は無文で胴下部の文様は三本を一卖位とした沈線文が描かれ

ている。地文はＲＬ縄文で文様が描かれる前に施文されている。 

第22埋設土器遺構（602図） 

埋設土器を確認したときはその周囲に35×32の円形で深さ18cmの掘り方が検出された。土器

は底部が残存するもので、斜位状態で据えられている。土器底部は穿孔がなく、一部掘り方底

面に接している。埋設土器内から口縁・胴部破片が発見されたことから、本来は完形品が埋設

されたものと考えられる。 
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埋設土器（603図３）:口縁部が内傾するもので、隆沈線で渦巻き文が描かれているものと推

定される。また、文様を描く前に刺突文が施されている。胴部の文様は三本一卖位の沈線に

よって曲流渦巻き文が描かれている。地文はＬＲ縄文で文様が描かれる前に施文されている。 
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４ 窯跡 

窯跡としたものは土壙状に掘り窪めた底面や壁に焼け面がみられるもので、従来は「焼土遺

構」として報告される例の多いものである。82基発見され、Ａ地区に38基、Ｂ地区に19基、Ｃ

地区に 24基ある（第597図）。各窯跡の詳細は第27・28表に示した。 

なお、図は右側が斜面上方になるようにレイアウトした。 

【位置】これらは、ａ：尾根の頂部に存在するもの（第１・２・59・79窯跡）、ｂ：斜面に存

在するもの（第３～25窯跡など 59基）、ｃ：比較的傾斜が緩やかな裾部に存在するもの（第

26～28・40～47・49・71～77窯跡）があり、ｂが72％と大部分を占める（第597図）。 

なお、これらの中にはほぼ同レベルに等間隔で並び同時に使用されたと考えられるものもあ

る（第 15・21・22窯跡）（第 605図７）。 

【重複】これらには相互に重複しているものはない。一方、第66窯跡が第112土壙と（第613

図）、第80窯跡が第124土壙と重複しており（第607図８）、いずれも窯跡が土壙より新しい。

これ以外には他の遺構と重複しているものはない。 

【形状】平面形は底面の形態でみると、①：正方形に近いもの（第１・３・５・７・９窯跡な

ど23基）（第604図、第605図１～３）、②：長方形に近く長軸が斜面と直交するもの（横長長

方形）（第２・４・６・８窯跡など38基）（第605図４～９、第606図、第607図１～３）、

③：長方形に近く長軸が斜面に沿うもの（縦長長方形）（第 13・14・17・38・40・47・57・83

窯跡）（第607図４～８）、④：円形のもの（第56・62窯跡）（第607図９）があり、この他

に、残存状況が悪く不明なもの（第15・19窯跡など11基）がある。 

底面は平坦で概ね水平である。壁は急傾斜で立ち上がり、垂直に近いものもある。これらに

は第９窯跡を除いて焼け面や還元面以外の痕跡はみられない。第９窯跡には底面のほぼ中央に

長軸に沿った溝がみられる（第 604図４）。 

【規模】１辺が 0.6ｍ～2.1ｍのものがあり、長辺・短辺ともに長さ 1.0ｍ～1.5ｍの間に集中し

ている。深さは残存状況によって異なっているが、最も深いもので0.6ｍほどある。 

【構造】これらには煙り出しや焚き口の施設の痕跡の残るものはない。一方、第60窯跡では炭

化物や自然堆積層の上に地山の黄褐色土などがみられこの下面が赤く焼けていた（第 606図

１）。こういった状況からこの窯跡には天井が存在したと思われる。これ以外には天井の痕跡

の残るものはない。 

【焼け面の状況】焼け面は、ａ：よく焼けて赤変しているもの、このなかには硬化した部分や

還元された部分がみられるものもある、ｂ：赤変した痕跡がわずかに残るもの、に大別できる｡

底面はａが大部分で、ほぼ全面が焼けているものが多く、部分的に還元面が残るものもある（第

10・82窯跡）（第605図３）。壁面もａが大部分で各辺ともよく焼けているものが多く、 
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還元面が残るものもある（第４・７・８・10・11・12・16・32・40・41・47・68・75・82窯跡）

（第 604図３、第605図３・６、第606図１、第607図１・３・４・７）。 

【堆積土】これらの大部分には底面の直上に厚さ２～10ｃｍ程度の炭化物の層が堆積しており、

それより上部は炭化物や焼土等を若干含む暗褐色などの自然堆積土である。 

【出土遺物】第７窯跡から土師器坏・甕が、第12窯跡からは土師器甕が、第21窯跡から土師

器坏・甕が、第 31窯跡からは土師器甕が、第 38窯跡からは縄文土器が、第 49窯跡から土師器

坏が、第72窯跡からは土師器甕と縄文土器が、第75窯跡からは土師器坏・甕と縄文土器が出

土している（第608図）。いずれも小破片で摩滅しており、図示できるものは尐ない。１はロク

ロ調整された小型の甕で、２～５は縄文土器である。このほか、土師器坏はいずれもロクロ調

整されており、甕にもロクロ調整されたものがある。 
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５ 土壙 

土壙は 33 基発見された。これらには、Ａ：上部が楕円形で底面が長方形であり、横断面形

がロート状を呈するもの（第 91・92Ａ・92Ｂ・94～99・101・102・104～106・109・112・114・

119・122～124土壙）と、Ｂ：横断面形がフラスコ状を呈するもの（第 120土壙）、Ｃ：それ

以外のもの（第87・88・90・93・95・100・103・107・110・113Ａ・113Ｂ・115・120土壙）と

がある。 

Ａ 底面が長方形のもの（第609～613図） 

21基あり、Ａ地区に９基、Ｂ地区に２基、Ｃ地区に10基ある（第597図）。各土壙の詳細は

第29表に示した。 

【位置】全部が斜面に位置し、比較的急斜面にあるものが多く、まとまって存在する傾向があ

る。これらは長軸方向が斜面に対してａ：概ね直交するものとｂ：ほぼ平行するものとがある。

Ａ地区では離れて存在する第 94土壙を除いてすべてｂであり、Ｃ地区では同様に離れて存在す

る第 119・123・124土壙を除いてすべてａであり、まとまって存在しているものは同じような

方向性を示す。また、Ａ地区の第 96～99土壙はほぼ直線上に並んで存在している（第 597図）。 

【重複】第92Ａ土壙と第92Ｂ土壙が重複しており、第92Ａ土壙が新しい（第609図２）。これ

以外にはこの土壙同士の重複はない。第112土壙が第66窯跡と、第124土壙と第80窯跡が重複し

ており、いずれも土壙が古い。また、第102土壙が第103土壙と重複しており、第102土壙が新

しい（第611図1）。 

【形態】上部が長楕円形で、下部～底面が長方形のものがほとんどである。第99土壙は底面が

正方形に近いものである（第 610図２）。壁は上部では傾斜しながら立ち上がり、下部ではほ

とんど垂直に立ち上がる。したがって横断面形はロート状を呈する。 

【規模】上部は長径が 1.7ｍ～2.8ｍ、短径が 1.0ｍ～2.3ｍのものがあり、各土壙によってバラつ

きが大きい。下部は長辺が0.9ｍ～1.9ｍ、短辺が0.3ｍ～0.9ｍのものがあり、長辺が1.2ｍ前後

で短辺が0.5ｍ前後のものが多い。深さは1.1ｍ～2.1ｍで残存状況によって様々である。 

【底面の施設】大部分の底面に小ピットがみられる（第 91 土壙など 17 基）。106・122～124

号土壙にはみられない。 

小ピットはすべて斜めであり、直径５～20ｃｍで土壙底面からの深さは２～19ｃｍである。

小ピット内には木質が残っているもの（第 91・96土壙）（第 609図 1・4）があることからこ

れらは杭の痕跡と思われ、掘り方を持つものがないことからすべて打ち込みもしくは差込みに

よるものと思われる。 

小ピットは１～５個あり、大部分が短辺側にある。また、大部分は底面にあるが、底面付近

の壁にあるものもある（第102土壙）（第611図１）。これらを数と部位によってみてみると、 
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①：１個でコーナー付近にあるもの（第92Ｂ土壙）（第609図２）、②：１個で長辺側のほぼ

中央にあるもの（第104土壙）（第611図３）、③：２個で短辺の中央付近とその反対側のコ

ーナー付近にあるもの（第98土壙）（第610図３）、④：２個で対角線上のコーナー付近にあ

るもの（第112土壙）（第613図）、⑤：３個でそれぞれがコーナー付近にあるもの（第 94・

119土壙）（第 609図３）、⑥：３個で１個は短辺のほぼ中央にあり、２個は反対側のコーナ

ー付近にあるもの（第95・96土壙）（第609図４）、⑦：３個で２個が短辺のほぼ中央にあり、

１個が反対側のコーナー付近にあるもの（第101・102土壙）（第610図５、第611図１）、⑧：

４個でそれぞれが各コーナー付近にあるもの（第97・105・114土壙）（第610図４）、⑨：４

個で２個は短辺側のコーナー付近にあり、２個は反対側の短辺の中央付近にあるもの（第 92

Ａ・99・109土壙）（第 609図２、第 611図３）、⑩：５個で４個が各コーナー付近にあり、

１個が短辺の中央付近にあるもの（第91土壙）（第609図１）とがある。 

こういった土壙の調査方法として縦スライス方法があり（土井・沼崎 1985）、本遺跡でも第

112土壙で実施した（第 613図）。この結果、小ピットの痕跡は堆積土中から確認でき、斜め

上方に向って延びていた。また、杭の痕跡中には先端まで灰白色火山灰が充満していた。灰白

色火山灰は土壙の最上層に堆積したものであることから、杭は開口部近くまで延びていたと思

われる。第96土壙でも調査時に同様のことが確認された。 

【堆積土】すべてが自然堆積によるもので、人為的に埋め戻されたものはない。埋土は暗褐色

土や地山起源の黄褐色土で、薄い互層になっているものもある（第 92Ｂ・95・97 土壙）（第

609図）。また、堆積土の最上層には第119土壙を除いてすべてに灰白色火山灰層がある。 

一方、第109土壙では底面から 30ｃｍ程上に固くしまった面がみられ、ある程度埋まった後

に再使用された可能性が考えられる。 

前述のように杭の痕跡中に灰白色火山灰が充満しているものがあることから、これらの土壙

は比較的短期間で（木製の杭が腐朽するくらいの期間）埋まったと考えられる。 

なお、第97土壙付近では地滑りのため地山の上部がずれていた。 

【出土遺物】第95土壙から縄文土器と石器が出土した（第 612図）。１と２は口縁部で細い粘

土紐が貼り付けられており、ＬＲ縄文が施文されている。これらは縄文中期大木８ｂ式と思わ

れる。これ以外からは遺物は出土していない。 
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Ｂフラスコ状土壙 

１基確認した（第 614図）。底面の平面形は円形で、頸部にくびれをもつ。底面の大きさは

径約 80cm、確認面からの深さは 54cmである。堆積土は９層認められ、流れ込みや壁の崩落によ

る自然堆積である。堆積土から尐量の縄文土器、箆状・不定形石器が出土している。 

Ｃその他の土壙 

12基ある。Ａ地区に５基、Ｂ地区に４基、Ｃ地区に３基ある（第597図）。詳細は第30表に

示した。以下、为要なものについて説明する。 

第90・93・110土壙（第615図１・２・３）は焼け面がみられないものの形態や規模が窯跡

に類似していることから、未使用の窯であった可能性がある。 

第125土壙は大半が削平されているが、壁がほぼ垂直であり、底面が平坦で焼け面がみられ

ることから竪穴住居跡の可能性が考えられる。平面形は円形かと思われる。出土遺物がないた

め時期を特定できない。 

 

６ 表土出土遺物 

表土からは縄文土器や石器、土師器坏・甕、赤焼土器坏が出土している（第616図）。これ

らはいずれも小片で摩滅している。量的には整理用コンテナで１箱程である。 

縄文土器には胎土に繊維が含まれているものがあり（１・３）、縄文時代早期末～前期前半

頃のものと思われる。この他には沈線や刺突などで文様が描かれたもの（２・６～８）と縄文

だけのもの（４・５・９）とがあり、文様や縄文などの特徴からいずれも縄文時代晩期に属す

るものと思われる。 

石器には石鏃（10～12）、石匙（13）、尖頭器（14）、二次加工ある剥片（15）、両頭磨製

石斧（第591図10）、石刀（第 590図３）などがある。 
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第２節 考 察 

１ 住居跡 

１棟発見された。平面形は方形と思われ、周溝が巡りその中に壁柱穴がみられるが、为柱穴

や竃などについては不明である。ここでは年代や性格について検討する。 

〈年代〉堆積土や周溝埋土から土師器甕と赤焼土器坏等が出土した。土師器甕はロクロ調整さ

れており、赤焼土器坏は底径が小さいものである。ロクロ土師器は表杉ノ入式とされており、

平安時代のものと考えられている（氏家1957）。また、赤焼土器は表杉ノ入式土器と共伴する

ことが知られている。こういったことから竪穴住居跡の年代は概ね平安時代と考えられる。 

〈性格〉住居跡の北側約12ｍには製鉄遺構があり、両者はともに平安時代のものと考えられる。

住居跡は１棟しか存在せず集落を構成するものではない。こういったことから竪穴住居は製鉄

作業に関する作業小屋的なものであったと思われる。なお、このように推定した場合、住居内

にみられた焼け面は鍛冶に関するものの可能性が考えられる。 

２ 製鉄遺構 

２基あり、第１製鉄遺構では炉底部と上屋が、第２製鉄遺構では炉底部とそれに伴う土壙が

発見された。構造や年代等について検討する。 

〈構造〉いずれも上部構造は残っておらず不明である。しかし、底部の形態から円筒形の炉本

体が構築されていたものと考えられる。炉底部には砂を敷き、その上にスサ入粘土で炉本体を

構築している。こういった構築方法は平安時代の製鉄遺構（製錬炉）が発見されている仙台市

嶺山Ｃ遺跡（佐藤他1982）や松島町山下遺跡（菊地1982）でもみられ、平安時代の炉構築方法

としてはかなり一般的なものであったと思われる。 

炉の規模は残存部で第１製鉄遺構が直径が50ｃｍ以上であり、第２製鉄遺構が長径60ｃｍ、

短径 40ｃｍである。 

第２製鉄遺構では炉に伴う土壙がある。土壙の底面は炉と同様に溶けた鉄が飴状になってお

り、鉄滓等を掻きだしたものと思われる。 

〈年代〉第２製鉄遺構の土壙の底面付近から土師器坏が出土しており、ロクロ調整されている

ことから表杉ノ入式のものであり、平安時代のものと思われる（氏家1957）。第１製鉄遺構は

時期を決定できる出土遺物がないが、第２製鉄遺構よりは古く推定される。一方、ほぼ同位置

で操業されていることからそれ程時間的な隔たりはないものと思われる。したがってここでは

概ね両者とも平安時代のものと考えておきたい。 

〈原料〉黒川郡誌には江戸時代末頃から明治初年にかけて川で砂鉄を採集し宮床村石塚で製錬

したとの記述があり（黒川郡教育委員会1972）、本遺跡でも宮床川に産する砂鉄が原鉱として 
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利用された可能性がある。 

一方、製鉄には多量の木炭が必要であり、この付近に自生する雑木（为として松）が用いら

れたのであろう。上述の黒川郡誌には宮床村で製鉄が行なわれた理由として「此地方松木の豊

富なりしによる」ことをあげている。 

〈性格〉製鉄遺構は丘陵の裾部に立地する。こういった立地は嶺山Ｃ遺跡や山下遺跡とも共通

し、また原鉱や木炭の入手が容易であったと考えられることから、製鉄遺構は製錬炉（タタ

ラ）跡と思われる。 

３ 窯跡 

窯跡は82基発見された。構造や年代、性格などについて検討する。 

これらは底面や壁に焼け面を有するもので、大部分が斜面に存在し、地面を浅く掘り窪めて

作られている。平面形は方形を基調としており、規模は１辺が１～1.5ｍ程であり、底面は平坦

でほぼ水平である。焼け面は底部・壁ともによく焼けているものが多く、還元された部分があ

るものもある。また、大部分の底部の直上には炭化物の層がみられる。以上のようにこれらは

共通する部分が多く、同じ性質のものと考えられる。 

〈構造〉煙り出しや焚き口等の施設がみられるものはなく、焼け面は全面にあるものや壁の四

周にあるものが多い。こういったことからこれらの大部分は上部構造のないオープンなもので

あったと思われる。 

一方、第 60 窯跡には天井の崩壊土がみられ、天井が存在したことは確実である。煙り出し

や焚き口等の痕跡はみられないものの、天井の存在からこの窯跡にはこれらが存在したことは

確実であろう。 

以上のように窯跡には２種類の構造のものが存在することが明らかになった。 

〈年代〉第７・21・49・75窯跡からはロクロ土師器が出土している。また、第66窯跡と第80

窯跡は 10世紀前半頃降下したと考えられている（白鳥 1980）灰白色火山灰が入る土壙より新し

い。したがってこれらの窯跡の年代は概ね平安時代の中頃以降と考えられる。 

〈用途〉これらは焼け面の存在などから何かを焼成した施設であることは明らかである。こう

いった焼け面のある土壙は「焼土遺構」などとして各地で報告されており、用途については上

新田遺跡では土器焼成施設と考えられており（小井川1981）、境Ｂ遺跡では火葬のための施設

と考えられている（木元1988）。 

本遺跡の窯跡は、上新田遺跡例と比較すると規模が小さく形態が異なっており、さらに上新

田遺跡例では焼け面の状況から焚き口部や天井、煙出などの施設の存在が想定され構造も異

なっている。したがって上新田遺跡と同様に考えるわけにはいかない。一方、本遺跡からは人

骨は出土せず火葬のための施設ではないことは明らかである。 
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本遺跡の窯跡の大部分の底面には焼成時の取り残しと考えられる炭化物の層がみられたが、

他には尐量の流れ込みとみられる土器が出土しただけである。窯で何かが焼成されその何かを

全く取り残すことなく「炭」だけを取り残すのは不自然であるから、窯によって焼成されたも

のは木炭である可能性が考えられ、本遺跡の窯跡は木炭焼成用の炭窯であったと思われる。 

本遺跡では平安時代の製鉄遺構やこれと関連する竪穴住居跡が検出されている。製鉄には多

量の木炭が必要とされており、炭窯で焼かれた木炭はこれに使用されたと思われる。 

なお、江戸時代の例ではあるが、加計隅屋鉄山（広島県山県郡）では鍛冶作業用の木炭を

「地面に浅いくぼみをつくり、小木・枝類を積み重ねて点火し、燃つくと笹などで上覆いをし

て蒸焼き」（土井1985）にして制作していた。本遺跡でもこのような方法で操業していたと思

われ、いくつかの窯跡にみられる還元面はこういった「蒸焼き」の結果であると思われる。 

なお、第60窯跡のように天井などの存在するものの用途は不明である。 

４ 土壙 

土壙にはＡ～Ｃの３種類あり、Ａは底面が長方形のもので 21 基あり、Ｂはフラスコ状土壙

で１基あり、Ｃはその他のもので 13基ある。ここではＡの機能や年代について検討する。 

Ａの土壙はすべてが斜面部に存在し、形態は上部が長楕円形で下部が長方形を呈し、横断面

形がロート状のもので、規模は下部の長方形部で長辺が1.2ｍ前後で短辺が0.5ｍ前後のものが

多い。底面には小ピットがみられるものが多い。 

〈機能〉こういった形状のものは各地で検出されており、その性格については陥穴と考えら

れている（今村1973）。本遺跡で発見された土壙Ａも立地や形状が同様であり、陥穴と思われ

る。 

一方、底面にある小ピットは杭の痕跡で、すべて打ち込みあるいは差込みによるもので斜め

上方に向っている。また、この杭は開口部付近までのびていたことが分かるものがある。こう

いった杭は数が尐ない場合には落ちてきた動物に傷を負わせるためのもの、多数の場合には

「落ちた動物が跳び上がる姿勢をとらせないための仕掛」と考えられている（今村 1983）。本

遺跡の場合、杭の数は尐ないものの、開口部付近までのびていることや斜めにのびること、底

面の端にあることなどから、前者ではないことは明らかである。一方、陥穴の形態は下部の幅

が狭くなったものであり、落ちた動物は挟み込まれて動けなくなってしまいことさら「仕掛」

は必要なかったのではないかと思われ、後者であるとも断言はできない。したがって本遺跡

の場合、小ピットの機能については不明としておきたい。 

〈年代〉第95土壙から縄文時代中期の大木８ｂ式の土器が出土しており、これ以外から遺物は

出土していない。したがって陥穴は遺物の面からは縄文時代中期中頃より後のものであるとい

う限定しかできない。一方、ほとんどの陥穴の堆積土上部には灰白色火山灰層がある。した 
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がって火山灰降下時には陥穴は埋まり切ってはいなかったことが分かる。また、杭の痕跡中に

灰白色火山灰が充満しているものがある。これは杭が腐朽した後に火山灰が流れ込んだものと

理解できることから、陥穴の廃棄された時期は火山灰の降下以前で、杭が腐朽するくらいの比

較的短時間の隔たりしかない時期であると思われる。灰白色火山灰は10世紀の前半頃に降下し

たと考えられており（白鳥1980）、陥穴の年代もこの頃と考えられる。 

〈配置〉第 96～99土壙はほぼ直線上に並んでおり、配置されたものと思われる。また、第

101・102・109土壙と第 119・109・106・105・122・123・124土壙は配置された可能性が考えら

れる。陥穴の長軸はいずれも配置線に対して直交している。 
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第６章 考   察 
 

第１節 第１遺物包含層出土の土器 

１ 時期区分 

第１遺物包含層からは縄文時代後期末～晩期後葉の土器が層位的に出土した。また、本遺跡

からは早・前期の土器もわずかに出土し、中期後葉の集落が第１遺物包含層よりも台地の上方

に形成されている。そこで、早・前期をⅠ期、中期後葉をⅡ期とし、後期末からⅢ期として以

下項次に時期区分する。 

時期区分には、第４章第１節３「各層出土の土器」の冒頭（Ｐ.95）で述べたように、層位

的関係を良好に把握することができた第１遺物包含層北西部・单東部出土土器を用いる。そし

て、各層から出土した土器を第４章第１節２「土器の分類」で設定した型式別に集計し、器形・

形式・型式の組成と文様要素の構成の画期をもって時期区分することにした。 

第１遺物包含層北西部・单東部の各層出土土器の集計結果は第 31～48 表に示した。これら

の表をもとに、各器形・型式・文様要素の消長を第617～619図に示した。これらの図表を検討

した結果、75～67ｂ層、67～65ｂ層、65･64･23～15ｃ層、15～7層、6f～1層の５群が抽出され

た。ただし、これらの５群はそれぞれの境界において画然と分かれる訳ではない。すでに指摘

されているように、「型式の変化は漸移的であり、その変換期にあっては新旧型式のいずれか

に近い、あるいは中間的な要素をもつ土器が混在する段階も想定される」（東北歴史資料

館,1983）。したがって、本遺跡の第１遺物包含層は層位的にも土器型式の上でも連続して形成さ

れているので、各時期の古い段階の各層相互を比較すれば大きく違うが、時期の境界付近に形

成された各層には新旧両時期の土器が混在する傾向にある。どの層を時期の境界と見るかにつ

いては見解が分かれるかもしれない。しかし、各時期ごとに集計した結果の構成比を相互に比

較検討すれば、たとえ時期の境界と見た層が尐しずれようとも傾向性を見る上ではそれほど大

きな問題とはならないはずである。 

これら５群の編年的位置は、これまでの土器型式学的研究の成果をもとに、各群に含まれる

土器の为文様の特徴からみれば、以下のように位置づけられる。 

Ⅲ期 75～67ｂ層＝縄文時代後期末～晩期初頭（大洞Ｂ式期） 

Ⅳ期 67～65ｂ層＝縄文時代晩期前葉（大洞ＢＣ式期） 

Ⅴ期 65･64･23～15ｃ層＝縄文時代晩期中葉（大洞Ｃ1式期） 

Ⅵ期 15～7層＝縄文時代晩期中葉（大洞Ｃ2式旧段階） 

Ⅶ期 6f～1層＝縄文時代晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 
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なお、Ⅲ期の各層は北東にごく緩やかに傾斜し、Ⅳ期以降の各層は单東に緩やかに傾斜して

おり、Ⅲ期とⅣ期以降は層の堆積状況の違いによっても大別される。また、Ⅴ期とⅥ期の各層

は、地山ブロックを多量に含む規模の大きな15層を境界として、分布域も異なって形成されて

おり、広範囲にわたる多量の地山掘削土の廃棄に相前後して時期が異なっている。 

また、北西部のＡ層中と北西部・单東部各層下のＡ層上面から出土した土器についても、同

様の集計を行って検討した結果、その上層の所属時期とほぼ一致することが判明したので、こ

れらの土器についてはその上層の所属時期に含めて考察することにしたい。 

以下、この時期区分に従って集計した結果に基づき、各時期の様相と土器の諸属性の変遷に

ついて考察する。なお、時期別の組成を集計するにあたって、文様などの特徴からみて明らか

に他の時期の型式の混入とわかる場合にはそれを除外してある。また、相前後する時期に含ま

れる型式については、後出の時期の型式が先行する時期からの残存なのか、先行する時期に含

まれるものの混入なのか判断できない場合が多いので、それらは本来その時期に含まれる可能

性があるものとして集計した。 

 

２ 器形分類の検証 

第４章第１節２「土器の分類」で述べたように、土器の分類にあたっては、器形を上位の分

類基準とし、断面形態（プロポーション）を中位の分類基準とし、口唇部・口縁部などの細部

形態、文様帯の有無とそのあり方、地文などを下位の分類基準とした（以下、上位の各分類を

「器形」、中位の各分類を「形式」、下位の各分類を「型式」と呼ぶことにする）。上位の分

類基準とした器形については、深鉢形土器・鉢形土器・浅鉢形土器・皿形土器・壷形土器・注

口形土器・香炉形土器に分類した（以下、それぞれ深鉢・鉢・浅鉢・皿・壷・注口・香炉と略

称する）。このうち深鉢・鉢・浅鉢・皿については、長谷部言人提唱の「正方形九当分法」

（甲野,1953）や晩期後半の土器が多数検出されて器高/口径分布図が公表されている岩手県九

年橋遺跡出土土器をもとにした藤村東男による分類（藤村,1978）を参考に、器高/口径比が１

以上のものを深鉢、器高/口径比が１未満～1/2以上のものを鉢、器高/口径比が1/2未満～1/3

以上のものを浅鉢、器高/口径比が 1/3未満のものを皿に便宜的に分類した。そして、器高/口

径比が境界の１・1/2・1/3付近にあるものについては、それと同一型式のものがどの区分によ

り多く含まれているか検討した上で、その帰属を決定することにした。 

各時期の様相を述べる前に、前述の器形分類の妥当性を検証する。第620図に図示したⅢ期

～Ⅶ期の器高/口径分布図をみると、深鉢・鉢は器高/口径比が 3/2～2/3の間にほぼ入り、浅

鉢・皿は器高/口径比が1/2～3/20の間にほぼ入っている。器高10ｃｍ以下・口径16ｃｍ以下の

小型品を除けば、器高/口径比が 2/3～1/3の間に入る鉢・浅鉢が尐ないため、深鉢・鉢と浅 
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鉢・皿はかなり明瞭に分離される。また、壷は器高/口径比が4/1～3/2の間にほぼ入る。注口

は器高/口径比が 5/2～3/2の間にほぼ入るグループと１～2/3の間にほぼ入るグループに別れる。

前者はⅢ・Ⅳ期、後者がⅥ期の注口であり、時期が降ると寸詰まりとなる。なお、時期別に器

高/口径分布図を作成し、時期による器形区分の相違があるかどうか検討したが、明確には認

められなかった。 

次に、器高・口径・底径の三者の関係を同時に表した三角ダイヤグラム（第621図）を検討

する。前述の器高/口径分布図（第 620図）で明瞭に分離された深鉢・鉢、浅鉢・皿、壷、注口

はさらに明瞭に分離され、器高/口径分布図ではあまり明瞭に分離されなかった深鉢・鉢、浅

鉢・皿も分離される。深鉢・鉢・浅鉢・皿の区分を最初に器高/口径比で行ったため、これら

が器高/(器高＋口径＋底径)比で明瞭に分離されるのは当然だが、口径/(器高＋口径＋底径)比、 
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底径/(器高＋口径＋底径)比でも分離される。 

以上の器高/口径比、器高・口径・底径三者の比による器形区分の検討結果を踏まえ、深

鉢・鉢・浅鉢・皿の器形区分の様相を示せば以下のようになる。 

３ 各時期の様相 

【Ⅲ期 後期末～晩期初頭（大洞Ｂ式期）】（第622･623図） 

全組成に占める深鉢の比率は約70％と各時期を通じて最も多く（第634図）、その約2/3が深

鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）であり、深鉢Ｄ（胴上部～口縁部がＳ字状に

大きく外反する深鉢）も約24％を占めるが、深鉢Ａ（口縁部が内傾する深鉢）は約5％を占め

るにすぎない（第635図）。深鉢Ｆ・深鉢Ｄの占める比率は各時期を通じて最も高いが、深鉢

Ａの占める比率は最も低い。深鉢ＤはⅢ期に特徴的な形式の深鉢であり、山形突起・入組帯状 
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文で飾られた深鉢Ｄ1（第 622 図 3～5）と入組帯状文・メガネ状浮文で飾られた平縁の深鉢

Ｄ2（第622図6～8）からなる。深鉢Ｆでは地文のみの深鉢Ｆ12（第622図16～19）が大多数を

占める。玉抱三叉文で飾られた深鉢Ｆ3（第 622図 12～15）も多く、他には山形突起・入組帯状

文で飾られた深鉢Ｆ1（第622図11）や無文の深鉢Ｆ16（第623図1･2）がある。深鉢Ａには地文

のみの深鉢Ａ7（第622図2）と入組帯状文で飾られた深鉢Ａ1（第622図1）がある。 

深鉢ではその約 32％が装飾的な为文様で飾られており（第 635図）、しかもそれは小型品

～超大型品までの各段階の大きさのものに認められる（第 642･643図）。Ⅳ期以降は深鉢には

装飾的な为文様が尐なくなり、小型品にのみ認められるにすぎなくなる（第642･643図）ので､

こうした特徴はⅢ期の時期的な特徴を示している。また、各段の間隔が狭い羽状縄文が深鉢

Ａ7・深鉢Ｆ12の大型品に認められる（第622図2･18）。これも他の時期に認められないⅢ期

の時期的な特徴である。 

全組成に占める鉢の比率は約 16％と各時期を通じて最も低い（第 634 図）。鉢では約 86％

が鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる鉢）で占められており、他には鉢Ｃ（胴

上部～口縁部が強く内傾する鉢；第 623図 3･4）と鉢Ｄ（胴上部～口縁部がＳ字状に外反する

鉢；第623図5）がわずかに認められるにすぎない（第635図）。鉢Ｅでは玉抱三叉文で飾られ

た鉢Ｅ2（第623図7～11）と地文のみの鉢Ｅ19が为体を占め（第634･635図）、他には山形突起・

入組帯状文で飾られた鉢Ｅ1ａ（第623図6）や菱形文・半円状弧線で飾られた鉢Ｅ4ｂ（第623

図9）、無文の鉢Ｅ21などがある。 

浅鉢は約 5％を占める（第 634図）が、その中では浅鉢Ｅ（胴部が緩やかに内傾しながら口縁

部が外に開き気味に直立する浅鉢）が为体を占め、他に浅鉢Ｇ（口縁部と胴上部が屈曲し、口

縁部が大きく外反する浅鉢）がわずかに認められる（第 636図）。浅鉢Ｅは各時期を通じて認

められるが、Ⅲ期に最も盛行する（第636図）。浅鉢Ｅでは突起・各種の三叉文で飾られた浅

鉢Ｅ1（第 623図 13～15）が为体を占め（第 635･636図）、他に各種の三叉文で飾られた浅鉢

Ｅ2（第623図16）がある。一方、浅鉢ＧはⅢ期・Ⅳ期に特徴的な形式であり、浅鉢Ｇ5（第623

図16）がある。浅鉢Ｇ5は山形突起と３個１対の小突起を交互に７卖位配置し、その下位の口

縁部文様帯には玉抱三叉文、くびれ部文様帯には刻み目が充塡されたメガネ状浮文を施し、胴

上部文様帯には上下に半円状弧線・菱形文を付加した入組三叉文を繰り返し配置しており、台

付きと推定される。こうした特徴の浅鉢は他に類例が知られていない。 

皿の出土点数は4点と尐なく、皿Ａ（胴部～口縁部が直線的に外に開く皿）・皿Ｂ（胴部～

口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く平底の皿）・皿Ｃ（胴部～口縁部が緩やかに内傾し

ながら外に開く丸底ないし丸底気味の皿）が認められる（第 636 図）。無文の皿Ａ9（第 623

図24）は高い台部が付き、他に類例のない特異な形態をしている。皿Ｂには斜行する入組三叉

文・斜 
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行沈線を繰り返し配置する皿Ｂ1（第623図20･21）、ＬＲ縄文の施される皿Ｂ8がある。皿Ｃに

は平行沈線・縄文の施される皿Ｃ8がある（第623図23）。 

台部の付くものには鉢Ｅ2（第623図8･10）、浅鉢Ｅ1（第623図13）、浅鉢Ｅ2（第623図16）､

皿Ａ9（第623図13）があり、浅鉢Ｇ5（第623図16）、皿Ｂ1（第623図20･21）にも台部が付く

と推定される。上がどのような器形となるのかわからない台部も多く（第623図19）、台部の

付くものが多いこともⅢ期の時期的な特徴である。 

壷は出土点数が2点と尐なく、頚部に帯縄文・メガネ状浮文が施される壷Ｈ1（第 623図26）､

胴部にボタン状貼付文・同心円文・木葉状弧線文・瘤状貼付文・三叉文が繰り返し配置される

壷Ｘ1（第623図27）などがあるにすぎない。 

注口は約 5％を占め、各時期の中では比較的多い（第 634図）。注口の形式・型式の数は多

く、注口Ａ・注口Ｂ・注口Ｃ・注口Ｄ・注口Ｅの５形式、注口Ａ1(第 623図 28)・注口Ａ2(第

623図29)・注口Ｂ1(第623図31)・注口Ｃ1(第623図32)・注口Ｃ2(第628図33)・注口Ｄ1(第623

図 34)・注口Ｄ2(第 623図 35)・注口Ｅ(第 623図 36)の８型式がある。このうち胴上部に为文

様が施されるのは注口Ａ2･Ｂ1･Ｄ1･Ｄ2 で、入組文や各種の三叉文で飾られている。注口Ｃ2

は注口基部にのみ三叉文が施されて、他は無文である。注口Ｅは無文で、丁寧に器面調整され

ている。 

Ⅲ期は装飾的な为文様で飾られた土器が約49％と各時期を通じて最も多く、部分的装飾の土

器は約 3％と最も尐ない（第 638図）。为文様には入組帯状文、入組三叉文、玉抱三叉文など

があり、気仙沼市田柄貝塚の層位的出土例（宮城県教育委員会,1986）やこれまでの型式学的

研究の成果からみれば、これらは縄文時代後期末～晩期初頭（大洞Ｂ式期）に含められ、Ⅲ期

はさらに細分されることは確実である。しかし、地文のみの型式がそれぞれ細分されたどの時

期に含められるのか不明な部分が多いため、ここではⅢ期の細分は敢えて行わない。 

なお、75ｂ～72ｂ層では入組帯状文の土器が多く、72～67ｂ層では入組三叉文・玉抱三叉文

の土器が多いため、両者が層位的に分離される可能性が高い。しかし、これらの下層のＡ層上

面、特に 75～72ｂ層の下位のＡ層上面では両者が一部混在しており（第 180～182図）、両者の

層位的関係に矛盾が生じていたため、両者を一括して報告した。Ⅲ期の各層は包含層の縁辺部

に近く、Ⅵ期に形成された单西部の各層とも一部接していたため、あるいは発掘時の層の把握

の仕方や遺物の取り上げ方に誤りがあったのかもしれない（66ｆ層にⅥ期の皿Ｂ3 やⅤ期の鉢

Ｂ8 が若干混入しているのはそのためである）。包含層が形成される以前の旧地表面であるＡ

層上面やＡ層中から出土した資料は、どの層準より古いかは知り得ても、どの層準より新しい

かは厳密にはわからず、資料的には良好に発掘された各層よりは劣る（第４章第１節１「第１

遺物包含層の堆積状況とその形成過程」参照）。前述のこれら矛盾する資料を除けば、後期末

と大洞Ｂ式を層位的に分離することがほぼ可能である。 
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【Ⅳ期 晩期前葉（大洞ＢＣ式期）】（第624図） 

全組成に占める深鉢の比率はⅢ期には約 70％であったが、Ⅳ期には約 55％と減尐する（第

634図）。その約86％が深鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）であり、他に深鉢

Ａ(口縁部が内傾する深鉢)、深鉢Ｄ（胴上部～口縁部がＳ字状に大きく外反する深鉢）、深鉢

Ｇ(細長い円筒状を呈し、口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢)、深鉢Ｈ(胴上部がほぼ

まっすぐに立ち上がり、口縁部がわずかに外反する深鉢)がわずかあるにすぎない（第 635図）｡ 

深鉢Ｆでは地文のみの深鉢Ｆ12（第 624図 6）が大多数を占め(第 634･635図)、上下に菱形

文・半円状弧線が付加された入組文で飾られた深鉢Ｆ4(第624図2･3)が新たに出現する。山形

突起・入組帯状文で飾られた深鉢Ｄ1と玉抱三叉文で飾られた深鉢Ｆ3も尐数出土しているが、

これらはⅢ期に特徴的な型式であり、本来はⅢ期に属するものの混入と考えられる。したがっ

て、深鉢の約32％が装飾的な为文様で飾られていたⅢ期とは大きく異なって、Ⅳ期では深鉢に

は装飾的な为文様が尐なくなると言える(第635図)。また、深鉢の胎土には粒子のやや大きい

砂粒を含むものが多いが、Ⅴ期以降の深鉢に比べると、微細な胎土もやや多い(第648図)。な

お、口唇部に［2個1対の小突起＋突起間連結右下がり横走弧線＋3～4個の刻み目］を繰り返し

配置し、平行沈線間に直線的羊歯状文を配した深鉢Ａ3（第 624図 1）が单西部の 65ｃ下Ａ層上

面から出土しており、文様の特徴からみてⅣ期に含まれると考えられ、参考までに掲載した。 

深鉢の比率がⅢ期よりも減尐した分を補うかのように、鉢の比率が増大し、Ⅲ期の倍に近い

約30％を占めている(第634図)。その約72％が鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐに立ち上が

る鉢）で占められているが、新たに鉢Ａ（口縁部が屈曲気味に内傾する鉢）・鉢Ｂ（口縁部

がＳ字状に屈曲して外反する鉢）・鉢Ｆ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐないしやや内傾気

味に立ち上がり、口縁部がわずかに外反する鉢）が出現し、鉢の形式が多様となる（第635図）｡ 

鉢Ｅでは直線的羊歯状文で飾られる鉢Ｅ5ｃ（第 624図 14～16）や末端の噛み合わない羊歯

状文で飾られる鉢Ｅ5ｂ（第 624図 13）が为体を占める。鉢の为文様はこれら各種の羊歯状文

が为体であり、他には上下に菱形文・半円状弧線が付加された入組文で飾られた鉢Ｅ4ａ（第

624図 12）も認められる。また、三叉文で飾られた鉢Ｄ2･Ｅ2がⅣ期の層からも尐数出土して

いるが､本来はⅢ期に含まれるものの混入と考えられる。口縁部が部分的に装飾された鉢は

32％と増加し（第635図）、口唇部に［2個1対の小突起＋突起間連結右下がり横走弧線＋3～

4 個の刻み目］を繰り返し配置する鉢Ａ3(第 624 図－5)、口唇部に刻み目が充塡され、その

下位に平行沈線が施される鉢(第 624 図－11)(第 624 図－18･19)が新たに出現する。鉢の胎土

には微細な胎土が多く、海綿骨針を含むものも多い（第648図）。 

浅鉢は4％を占めるが、出土点数は3点と尐ない(第634図)。浅鉢Ｅ・浅鉢Ｇの2形式からな

る点はⅢ期と共通する。突起・入組三叉文で飾られた浅鉢Ｅ1、無文の浅鉢Ｅ12、装飾性に富 
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む浅鉢Ｇ4（第624図20）が各1点あり、浅鉢Ｅ1はⅢ期のものの混入と考えられる。浅鉢Ｇ4は口

唇部にＢ突起が記され、刻み目充塡帯と平行沈線に上下を区画された口縁部文様帯に玉抱三叉

文・三叉文・「の」字文を繰り返し配置し、上下を平行沈線で区画された胴上部文様帯には上

下向い合わせの「の」字文と入組三叉文を繰り返し配置している。これはⅢ期の玉抱三叉文・

三叉文に比べて装飾性に富み、三叉文以外の文様要素を付加している点が深鉢Ｆ4・鉢Ｅ4ａと

も共通している。したがって、Ⅲ期に含められるものが混入したのではなく、本来この時期に

含められるものと考えたい。 

皿は刻み目充塡帯と上下に半円状弧線・菱形文を付加した入組三叉文で飾られた皿Ｃ1が 1点

出土したのみである（第624図21）。 

壷も尐なく、無文の壷Ｅ3が3点出土している（第624図23～25）。 

注口はⅢ期には5形式あったが、Ⅳ期では注口Ｃ（胴上部が強く張り、丸底でつぶれた算盤

玉状を呈し、口縁部が長く内傾する）1 形式のみとなり、上下に菱形文や半円状弧線などを付

加した入組三叉文（ポジ文様は横位連結Ｘ字状文）で飾られた注口Ｃ3（第 624 図 26）・注

口Ｃ4（第624図27）がある。注口の胎土には微細な胎土のものが多い。 

为文様・部分的装飾の型式の約 80％には微細な良好な胎土が用いられており、その比率は各

時期を通じて最も高い。また、海綿骨針を含むものも多い。地文のみの型式では逆に粒子のや

や大きい砂粒を含む胎土が約 72％を占めているが、この比率は各時期を通じて最も低く、良好

な胎土もやや多く用いられている（第647図）。 

これまでの土器型式学的研究の成果（山内,1930 など）に照らせば、为文様に上下に半円状

弧線・菱形文を付加した入組三叉文や各種の羊歯状文があることから、Ⅳ期は縄文時代晩期前

葉（大洞ＢＣ式期）に相当する。 

【Ⅴ期 晩期中葉（大洞Ｃ1式期）】（第625図） 

全組成に占める深鉢の比率はⅣ期よりもさらに減尐し、Ⅲ期の約1/2にあたる約 37％を占め

るようになる（第634図）。その約86％が深鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）

であり、深鉢Ｆの比率はⅣ期と変わらない（第635図）。次いで深鉢Ａ（口縁部が内傾する深

鉢）が約 10％を占め、Ⅳ期のほぼ倍に増加している。深鉢Ｅ（口縁部が内傾し、口頚部が

「く」字状に屈曲して外反する深鉢）・深鉢Ⅰ（胴部～口縁部が直線的に外反する製塩土器）

が新たに出現するが、比率は低い。他には深鉢Ｇ（細長い円筒状を呈し、口縁部がほぼまっす

ぐに立ち上がる深鉢）があるが、この比率も低い。Ⅲ期に特徴的だった深鉢Ｄ（胴上部～口縁

部がＳ字状に大きく外反する深鉢）は認められない。 

深鉢Ｆでは地文のみの深鉢Ｆ12(第625図2･12)が大多数を占め、口唇部に［2個1対の小突

起＋突起間連結右下がり横走弧線＋3～4個の刻み目］を繰り返し配置する深鉢Ｆ6(第625図3)､ 
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口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施される深鉢Ｆ7(第625図6)が新たに出現

する(第635図)。深鉢Ｆ6の口縁部装飾はⅣ期に出現し、Ⅳ期では鉢Ａ3・鉢Ｂ11に施されてい

る。深鉢Ｆ6 はⅣ期に出現した可能性もあるが、残存率の高い資料がⅤ期に形成された層から

出土していることから、Ⅴ期に出現したと考えておきたい。一方、深鉢Ｆ7 はⅥ期に形成され

た層の下位の旧表土上面とⅦ期に形成された層の下位の旧表土上面からほぼ完形の資料が出土

しており、Ⅵ期・Ⅶ期にまで残存した可能性が高い。また、深鉢Ａでも口縁部の幅狭な無文帯

の下位に横位沈線を施す深鉢Ａ6 が新たに出現し、比率は低いがⅦ期まで残存する。なお、羊

歯状文で飾られた深鉢Ａ2(第 625図 1)・深鉢Ｆ5ａと口頸部文様帯に上下に菱形文・半円状弧

線を付加した深鉢Ｅ1が各 1点出土しているが、为文様の特徴からみて本来はⅣ期に属する可能

性が高いと考えられる。したがって、深鉢には装飾的な为文様で飾られていた型式が含まれな

くなると考えられる。これは、深鉢の約32％が装飾的な为文様で飾られていたⅢ期から深鉢を为

文様ではあまり飾らなくなるⅣ期へという大きな流れの延長線上にある必然の結果である(第

625図)。 

深鉢の胎土はⅣ期よりも良好な胎土がさらに尐なくなり、良好な胎土は約19％にすぎず、約

81％が粒子のやや荒い胎土である（第648図）。 

全組成に占める鉢の比率はⅣ期の約 30％から約 36％へと増加する（第 634 図）。そして、

Ⅳ期に引続き鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる鉢）が为体を占めるが、鉢Ｅ

の占める比率はⅣ期の約72％から約44％へと大幅に減尐し、Ⅳ期に出現した鉢Ａ（口縁部が屈

曲気味に内傾する鉢）・鉢Ｂ（口縁部がＳ字状に屈曲して外反する鉢）の占める比率が鉢Ｅ

の減尐分を補うかのように増加している（第635図）。他には鉢Ｄ（胴部上半～口縁部がＳ字

状に外反する鉢）・鉢Ｆ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐないしやや内傾気味に立ち上がり、

口縁部がわずかに外反する鉢）がⅣ期に引続き認められ、新たに鉢Ｈ（胴上部が直線的に立ち

上がり、口縁部がＳ字状に外反する鉢）が出現し、鉢の形式がさらに多様となる。 

为文様のある鉢には、直線的羊歯状文で飾られる鉢Ｅ5ｃや末端の噛み合う羊歯状文で飾ら

れる鉢Ａ1ａや上下に菱形文・半円状弧線が付加された入組文で飾られた鉢Ｅ3がある。これら

の为文様はⅣ期に特徴的なものであり、後述するようにⅤ期の浅鉢・皿の文様要素にⅣ期には

認められなかった雲形文や［ ＋ ＋ ］状彫去が認められることから、鉢Ｅ5ｃ･Ａ1ａ･Ｅ3 に

ついては本来はⅣ期に属するものが混入した可能性が高く、Ⅴ期の鉢には为文様は認められな

いと考えられる。これも深鉢と同様に、時期が降るにつれ装飾的な为文様の施される型式が次

第に減尐し、それに代わって部分的装飾文様の施される型式が次第に増加する、という大きな

流れの延長線上にある必然の結果である（第635図）。 

口縁部が部分的に装飾された鉢は61％とⅣ期のほぼ倍に増加し、口唇部に［2個1対の小突

起＋突起関連結右下がり横走弧線＋3～4個の刻み目］を繰り返し配置する鉢Ａ3(第 625図 8･ 
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9)・鉢Ｂ11、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施される鉢Ｅ16ａ・鉢Ｆ4

ｂ（第625図21）がⅣ期に引き続いて認められ、鉢Ｂ8（第625図10～15）・鉢Ｅ10・鉢Ｅ17

ｂ(第 625図 18)・鉢Ｈ2（第 625図 22）などが新たに出現する。これらのうち鉢Ａ3と鉢Ｂ8が

为体を占め、鉢Ｅ16ａ・鉢Ｅ10もやや多い(第 635図)。鉢Ｂ8は口唇部に連続横楕円形彫去が

充塡され、頸部に刻み目充塡帯と平行沈線が施されるもので、Ⅵ期の鉢Ｂ9ｂ(第 627図 2～6)

の祖型と考えられる。 

鉢の大きさはⅢ期～Ⅶ期の中で中型品が最も多く、小型品が尐なく、大型品が認められない

（第 644図）。また、鉢の胎土の約 50％が微細な胎土であるが、良好な胎土を多く用いたⅣ期

に比べるとその比率は減尐している（第648図）。 

浅鉢は約 6％を占め（第 634図）、浅鉢Ｅ（胴部が緩やかに内傾しながら口縁部がそのまま外

に開き気味に立ち上がる浅鉢）の比率がⅣ期よりも減尐し、それに代わって浅鉢Ａ（口縁部と

胴上部が大きく屈曲し、口縁部が内傾ないし内傾気味に立ち上がる浅鉢）・浅鉢Ｄ（胴部～口

縁部が直線的に外に開く浅鉢）が出現し、为体を占めている（第636図）。浅鉢ＡはⅤ期にの

み認めれ、Ⅴ期に特徴的な浅鉢形式である。なお、浅鉢Ａの口縁部形態は鉢Ａ（口縁部が屈曲

気味に内傾する鉢）と類似しており、鉢ＡはⅣ期に出現してⅤ期に盛行していることから、浅

鉢Ａの口縁部形態は鉢Ａの影響を受けていると推定される。 

浅鉢Ａには浅鉢Ａ1(第 625図 23･24)があり、刻み目充塡帯と平行沈線で上下を区画された

胴部文様帯にχ字状雲形文（ＬＲ縄文充塡）を繰り返し配置している。Ｘ字状雲形文はⅣ期に

盛行した上下に菱形文・弧線を付加した入組三叉文の系譜を引いており、文様の効果から見れ

ばⅣ期のネガ文様からポジ文様へと質的に転換したと考えられる（藤沼,1983,1989;林,1988）｡

浅鉢Ｄには浅鉢Ｄ1(第625図 25)・浅鉢Ｄ3(第625図27)がある。浅鉢Ｄ1には口唇部文様帯に

［ ＋ ＋ ］状彫去が繰り返し配置され、胴部文様帯に半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充

塡）が施されている。浅鉢Ｄ3 は口唇上端・口縁部に刻み目充塡帯が施され、弧線・彫去によ

る装飾的な小波状縁となっている。なお、浅鉢Ｇ（口縁部と胴上部が屈曲し、口縁部が大きく

外反する浅鉢）はⅤ期に形成された層からは出土していないが、Ⅵ期の当初に形成された 15 層

の下位の旧地表面から浅鉢Ｇ6が1点出土している（第625図26）。この浅鉢Ｇ6の口唇部の装飾

は浅鉢Ｄ3に類似しており、胴部文様帯には浅鉢Ａ1に類似するＸ字状・Ｋ字状雲形文（ＬＲ縄

文充塡）を繰り返し配置していることから、本来はⅤ期に属すると考えられる。 

浅鉢の約87％には良好な胎土が用いられており、海綿骨針を含むものの比率も各時期の中で

最も高い（第648図）。 

皿の占める比率はⅣ期以前では2％以下と尐なかったが、Ⅴ期には約14％と飛躍的に増大す

る(第634図)。皿の形式には皿Ａ(胴部～口縁部が直線的に外に開く平底の皿)・皿Ｂ(胴部～口 
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縁部が緩やかに内傾しながら外に開く平底の皿)・皿Ｃ(胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら

外に開く丸底ないしやや丸底の皿)がある。このうち皿Ａが約55％、皿Ｂが約14％、皿Ｃが約

31％を占めており、皿Ｂが为体を占めるⅥ期の形式構成とは大きく異なっている(第636図)。 

皿の 93％には装飾的な为文様が施されている（第 636図）。皿Ａでは、口唇部文様帯に

［ ＋ ＋ ］状彫去が繰り返し配置され、胴部文様帯に半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充

塡）が施されている皿Ａ2（第 625図 34～36）が为体である。他には皿Ａ1（第 625図 30）・

皿Ａ3（第 625図 31）・皿Ａ7（第 81図 2）がある。このうち、皿Ａ1・皿Ａ3の胴部文様帯に

は半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されており、皿Ａ1の口唇部文様帯には 2個 1対

の小突起・⑨状彫去・刻み目充塡帯、皿Ａ3の口唇部文様帯には沈線が施されている。また、

皿Ａ7 は口唇部文様帯に羊歯状文が施され、文様の特徴からみてⅣ期に属すと考えられる。皿

Ｂには､口唇部文様帯に［ ＋ ＋ ］状彫去とＡ突起が配置され、胴部文様帯に半肉彫り的な

雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されている皿Ｂ2ｂ・口唇部文様帯に連続横楕円形彫去、胴部文様

帯に半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されている皿Ｂ4・無文の皿Ｂ9（第 625図32）

がある。皿Ｃには胴部文様帯に半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施される皿Ｃ2(第 625

図33)・皿Ｃ3があり、皿Ｃ2の口縁部にはさらに刻み目充塡帯が施されている。 

皿の約 76％には良好な胎土が用いられており、輝石を含むものも約 18％と各時期の中で最

も多い（第648図）。また、胎土に雲母を含むものも2点あり、後述のような理由から搬入品と

考えられる。 

壷は約 5％を占めており（第 634図）、壷Ｂ（細頚球胴丸底壷）・壷Ｃ（口頚部ほぼ中央で

外湾する球胴壷）・壷Ｄ（短頚球胴壷）・壷Ｑ（頚部が外反する短頚広口球胴壷）の 4形式か

らなる（第 637 図）。装飾的な为文様の施される壷は認められないが、Ⅵ期に形成された 14

層の下位の旧地表面から出土した壷Ｘ3（第625図6）は、胴部文様帯に皿と同様な半肉彫り的

な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されており、Ⅴ期に属する可能性がある。 

壷の胎土も皿と同様に良好なものが多い（第 648 図）。海綿骨針や雲母を含むものもあり、

後者は後述のような理由から搬入品と考えられる。 

注口は認められないが、Ⅵ期に形成された12ｃ層下位の旧地表面から出土した注口Ｆ（第 629

図 11）は、浅鉢Ｄ1・皿Ａ2と同様に、口唇部文様帯に［ ＋ ＋ ］状彫去が配置され、胴

部文様帯に半肉彫り的な雲形文(ＬＲ縄文充塡)が施されており、Ⅴ期に属する可能性がある。 

香炉が 1点出土しており、肩部文様帯に［ ＋ ＋ ］状彫去が配置され、胴部文様帯に皿

と同様な半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されている（第625図45）。 

これまでの土器型式学的研究の成果（山内,1930 など）に照らせば、为文様が半肉彫り的な

雲形文（ＬＲ縄文充塡）で、口唇部文様帯に［ ＋ ＋ ］状彫去が繰り返し配置されるもの

があることから、Ⅴ期は縄文時代晩期中葉（大洞Ｃ1式期）に相当する。 
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【Ⅵ期 晩期中葉（大洞Ｃ2式旧段階）】（第626～629図） 

深鉢の占める比率はⅤ期とほぼ同じで、約 38％を占めている（第 634 図）。その約 58％が

深鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）であり、次いで深鉢Ａ（口縁部が内傾する

深鉢）が約36％を占めている（第 635図）。Ⅴ期には深鉢Ｆが約86％、深鉢Ａが約 10％占めて

いたので、深鉢Ｆの減尐した分を補うかのように深鉢Ａが増加したと言える（第635図）。こ

のことは深鉢Ｆと深鉢Ａの相対的な構成比が相互補完的であることを意味している。他には深

鉢Ｂ（口縁部が内傾し、口唇部がわずかに外反する深鉢）・深鉢Ｃ（口縁部がやや内傾し、口

頸部がＳ字状に短く緩やかに外反する深鉢）・深鉢Ｇ（細長い円筒状を呈し、口縁部がほぼま

っすぐに立ち上がる深鉢）があるが、これらの比率は低い（第635図）。 

深鉢Ｆでは地文のみの深鉢Ｆ12（第 626図 15･16）が大多数を占め、口唇部に刻み目が充塡さ

れ、その下位に平行沈線が施される深鉢Ｆ7（第 626図 14）・曲線的条線文を地文とする深鉢

Ｆ15がわずかに認められる（第 635図）。また、深鉢Ａでも地文のみの深鉢Ａ7（第 626図 3

～6）が大多数を占め、次いで口唇部に刻み目を充塡し、その下位に平行沈線を施す深鉢Ａ4

ａ（第 626図 1）がやや多い（第 635図）。他には、口縁部の幅狭な無文帯の下位に横位沈線

を施す深鉢Ａ6・無文の深鉢Ａ9（第626図7）がわずかに含まれる（第635図）。深鉢Ａ4ａの

文様要素は深鉢Ｆ7と同一であり、深鉢Ｆ7はⅤ期に出現している。そして、深鉢Ａは深鉢Ｆよ

りも後出で、両者の相対的割合は相互補完的である。したがって、深鉢Ｆ7 の文様要素が深鉢

Ａに転移して用いられるようになったと理解される。この深鉢Ａ4ａはⅦ期にはごくわずか認

められるのみであり、Ⅵ期に特徴的な深鉢型式の一つである。 

深鉢Ｂには深鉢Ｂ1（第626図8）・深鉢Ｂ2（第626図9･11）・深鉢Ｂ3（第626図10）・深

鉢Ｂ5ｂ（第626図12）がある。深鉢Ｂ1は为文様で飾られた唯一の深鉢型式であり、胴部文様

帯に雲形文（ＬＲ縄文充塡）、口唇部に 4卖位のＡ突起が配され、刻み目が充塡されている。

深鉢Ｂ2・深鉢Ｂ3の頚部文様帯には刻み目充塡帯が施され、深鉢Ｂ2の口唇部には横楕円形彫

去が充塡され、深鉢Ｂ3の口唇部には刻み目が充塡されている。深鉢Ｂ2の文様要素はⅤ期

の鉢Ｂ8（第625図13～15）と同一であり、Ⅵ期に出現した深鉢ＢとⅤ期に出現した鉢Ｂの口頚

部形態は同一である。したがって、鉢Ｂ8 の口頚部形態・文様要素が深鉢に転移して深鉢Ｂ2

が成立したと考えられる。また、深鉢Ｂ3の口頚部形態・文様要素はⅥ期の鉢Ｂ9ｂ（第 627図

2～5）と同一である。深鉢Ｂ5ｂはⅦ期に盛行する型式であり、Ⅵ期ではほぼ完形の資料が 1

点出土している（第626図12）。この深鉢Ｂ5ｂの口縁部内面には稜があり、Ⅶ期の深鉢Ｂ5ｂ

の口縁部内面には稜がないという若干の違いがある。 

深鉢ＣにはⅦ期に盛行する深鉢Ｃ1ｃ（第626図13）があり、出土点数は尐ないが、深鉢Ｂ5

ｂとともにⅥ期の深鉢の中で特異な存在である。 
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深鉢の胎土はⅤ期よりも良好な胎土がさらに尐なくなり、良好な胎土は約 8％にすぎず、約

92％が粒子のやや荒い胎土である（第648図）。 

全組成に占める鉢の比率はⅤ期の約 36％から約 32％へと若干減尐する（第 634 図）。Ⅴ期

に引続き鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる鉢）がその为体を占め、Ⅴ期の

約 44％から約 58％へと再び増加する（第 635 図）。Ⅳ期に出現してⅤ期に増加した鉢Ｂ（口

縁部がＳ字状に屈曲して外反する鉢）は、鉢Ｅに次いで約 32％と多く、Ⅵ期に最も盛行する

（第 635図）。そして、Ⅳ期に出現してⅤ期に盛行した鉢Ａ（口縁部が屈曲気味に内傾する鉢）

はほとんど認められなくなる（第 635図）。他には鉢Ｃ（胴部上半～口縁部が強く内傾する鉢）・

鉢Ｄ（胴部上半～口縁部がＳ字状に外反する鉢）・鉢Ｆ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐな

いしやや内傾気味に立ち上がり、口縁部がわずかに外反する鉢）・鉢Ｇ（胴上部～口縁部が

直線的に外反する鉢）がわずかにある（第635図）。 

口縁部が部分的に装飾された鉢はⅤ期の約61％から約78％にさらに増加し、口唇部に刻み目

が充塡され、その下位に平行沈線が施される鉢Ｅ16ａ（第 627図 11～13）が約 31％、口唇部に

刻み目が充塡され、頚部に刻み目充塡帯と平行沈線が施される鉢Ｂ9ｂ（第 627図 2～6）が約

29％と为体を占める（第635図）。鉢Ｅ16ａはⅣ期に出現し、Ⅵ期に盛行する（第635図）。鉢

Ｂ9ｂは口頸部形態・頸部文様帯の類似するⅤ期の鉢Ｂ8が祖型となって成立した型式と考えら

れる。この他、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施される鉢の型式には鉢

Ｂ12ｂ・鉢Ｅ6・鉢Ｅ16ｂ・鉢Ｆ4ａ・鉢Ｆ4ｂ（第 627図 14）などがあり、Ⅳ期に出現したこ

の口縁部装飾がⅥ期に盛行している。装飾的な为文様で飾られる鉢はⅤ期と同様に尐なく、鉢

Ｂ2ａ（第627図1）・鉢Ｅ6が尐数あるにすぎない。鉢Ｂ2ａの口唇部文様帯には、Ⅴ期に出現

した［ ＋ ＋ ］状彫去が繰り返し配置され、頚部文様帯には刻み目充塡帯、胴上部文様

帯には大腿骨文風の雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施されている。 

鉢の約49％には良好な胎土が用いられており、良好な胎土が約8％にすぎない深鉢とは対照

的である（第648図）。しかし、良好な胎土の占める比率は文様の有無によって異なっており､

为文様の施される鉢では約92％と高い比率を占め、部分的装飾の施される鉢でも約53％と高い

が、地文のみの鉢では約25％と低い（第648図）。 

浅鉢はⅥ期以外の各時期では約5～7％と安定した組成比を示しているが、Ⅵ期では出土点数

が5点と尐なく、構成比も約1％と低い（第634図）。Ⅵ期は第1遺物包含層の为体を占める時

期であり、遺物の出土点数も最も多いので、浅鉢の組成比が低いということはⅥ期の時期的特

徴をよく示している。浅鉢には口唇部・肩部に刻み目を充塡する浅鉢Ｂ14（第627図18）、無

文の浅鉢Ｂ17（第627図19）・浅鉢Ｅ9・浅鉢Ｅ12がある。 

全組成に占める皿の比率はⅤ期の約 14％から約 20％へとさらに増加し、各時期を通じて皿

が 
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最も盛行する(第634図)。浅鉢と皿の相対的を組成比は相互補完的に変遷しており、皿の増加

分は浅鉢の減尐分を補塡している(第634図)。Ⅴ期と同様に、皿の形式には皿Ａ(胴部～口縁部

が直線的に外に開く平底の皿)・皿Ｂ(胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く平底の

皿)・皿Ｃ(胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く丸底ないしやや丸底の皿)がある。た

だし、皿Ａが約 55％、皿Ｂが約 14％、皿Ｃが約 31％を占めていたⅥ期の皿の形式構成とは大き

く異なっており、皿Ａが約5％、皿Ｂが約84％、皿Ｃが約11％を占め、皿Ａ・皿Ｂに代わって

皿Ｂが为体を占めている(第636図)。皿の約96％には装飾的な为文様が施されている(第636図)。 

皿Ａには皿Ａ2・皿Ａ8がある。皿Ａ2はⅤ期に盛行する型式であり、約41％を占めていたが、

Ⅵ期では約 5％を占めるにすぎず（第 636図）、残存率の低い破片のみであることから、混入の

可能性が高い。皿Ａ8は横位沈線が施される以外は無文である。 

皿Ｂでは皿Ｂ3（第627図 23～28,第628図1～5）が約 50％と为体を占め、次いで皿Ｂ2ａ（第

627図26）・皿Ｂ4（第628図6･8）・皿Ｂ5（第628図7･9）がそれぞれ約10％前後とやや多い

（第 636図）。他に皿Ｂ2ｂ（第 627図 25）・皿Ｂ6（第 628図 13）がわずかに含まれる。これ

らの为文様は同一であり、いずれも上下を平行沈線で区画された胴部文様帯に平滑で直線的

な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が繰り返し配置されている。しかし、口唇部文様帯は異なっており、

これを基準に皿Ｂの各型式が細分される。すなわち、皿Ｂ2ｂには4卖位のＡ突起と［ ＋  

＋ ］状彫去、皿Ｂ4には連続横楕円形彫去、皿Ｂ3には4卖位のＡ突起と刻み目がそれぞれ充

塡され、皿Ｂ6の口唇部には何も施されない（図版206）。また、内面胴下部にも部分的に装飾

されるものもあり、①ＬＲ縄文が充塡される小隆帯、②縄文の施されない隆帯、③横位沈線、

④何も施されない、という区別があり、皿Ｂ3に①が多い。 

皿Ｃには皿Ｃ2・皿Ｃ3（第628図17）・皿Ｃ4（第628図12）・皿Ｃ7（第 628図14･16）・

皿Ｃ9（第 628図 15）がある。胴部文様帯に半肉彫り的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施される皿

Ｃ3はⅤ期に盛行する型式であり、Ⅴ期では約 21％を占めていたが、Ⅵ期では約 1.5％を占め

るにすぎず（第636図）、文様の点から見ても混入の可能性がある。皿Ｃ2についても混入の可

能性がある。皿Ｃ4の口唇部・胴部文様帯は皿Ｂ3と同一である。口縁部文様帯にＡ突起と横位

沈線が施される以外は無文の皿Ｃ7と無文の皿Ｃ9は、Ⅶ期に盛行する型式である（第 636図）。 

皿の約 72％には良好な胎土が用いられており、海綿骨針を含むものも約 12％と各時期の中

で最も多い（第648図）。また、胎土に雲母を含むものも1点あり、後述のような理由から搬入

品と考えられる。 

壷はⅤ期と同様に全体の約 6％を占めており（第 634図）、壷Ａ（口縁部が短く外反し、頚部

が長く直線的に内傾する球胴壷）・壷Ｂ（細頚球胴丸底壷）・壷Ｃ（口頚部ほぼ中央で外湾す

る球胴壷）・壷Ｄ（短頚球胴壷）・壷Ｅ（口縁部が外反しない直口球胴壷）・壷Ｆ（口縁部

がわず 
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かに外反する直口球胴壷）・壷Ｌ（短頚長胴壷）・壷Ｎ（無頚広口球胴壷）・壷Ｏ（頚部が

内傾する短頚広口球胴壷）・壷Ｐ（直口広口球胴壷）・壷Ｑ（頚部が外反する短頚広口球胴壷）

の11形式からなる。新たに壷Ａ・壷Ｆ・壷Ｌ・壷Ｎ・壷Ｏ・壷Ｐが出現し、壷の形式組成は各

時期を通じて最も多様となる（他に口頚部が欠損して器形不明な为文様の施される壷Ｘがある）。

このうち壷Ａが約 24％と为体を占め、次いで壷Ｅが約 13％とやや多く、他の形式はそれぞれ

3～5％前後と尐ない（第637図）。为体を占める壷ＡはⅥ期になって初めて登場し、Ⅶ期にも

为体を占めている。Ⅵ期・Ⅶ期の壷を代表する壷形式と言える。 

壷Ａには壷Ａ3（第628図 19～21）があり、壷の为体を占める（第 637図）。突起を配するⅦ

期の壷Ａ1・壷Ａ2（第628図 39～42）は認められない。他では壷Ｅ1（第628図18･22･25･26）・

壷Ｄ2（第 628図 23･24）・壷Ｆ3（第 628図 30）・壷Ｘ4（第 629図 5･7･8）がやや多い（第 637

図）。これらのうち壷Ｘ4を除けばすべて地文のみの壷である。装飾的な为文様の施される

壷は約 21％とやや多く、壷Ｘ3（第629図6）・壷Ｘ4（第629図5･7･8）・壷Ｑ1（第 629図2）

がある。いずれも平行沈線で上下を区画された胴上部文様帯に雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施さ

れ、朱漆が塗られ、胎土も良好なものが多い。壷Ｑ1（第 629図 2）は胴部が欠損しているが、

表土から出土した壷Ｑ1（第328図10）と同様な雲形文で飾られていると考えられる。両者は口

径が 33cm 前後と壷の中では特に大型で、特異である。また、その口唇部文様帯には、皿Ａ2･

Ｂ2ａ･Ｂ2ｂ、浅鉢Ｄ1と同様に、Ⅴ期に出現した［ ＋ ＋ ］状彫去が繰り返し配置されて

いる。 

壷の胎土にはあまり良好なものは用いられなくなり、良好な胎土の比率はⅤ期のほぼ半分に

減尐し、約32％を占めるにすぎない（第648図）。 

注口は約3％を占めるにすぎないが（第637図）、注口Ｆ（第629図11）1点を除けばすべて注

口Ｇ1（第629図12～16）からなる。注口Ｇ1はきわめて斉一性が高く、頸部文様帯には直線的

な鉢巻状雲形文（ＬＲ縄文充塡）を4卖位配し、胴部文様帯には直線的な雲形文（ＬＲ縄文充

塡）を 3卖位配し、口唇部文様帯・肩部文様帯には刻み目・彫去などが充塡されている。胎土

も良好なものが多く、朱漆や黒漆が塗られているものもある。注口Ｆは頚部文様帯には直線

的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が施され、その一部は注口Ｇ1 に類似する鉢巻状雲形文となって

いる。そして、胴部文様帯には雲形文（ＬＲ縄文）が施され、口唇部文様帯・肩部文様帯に⑨

状彫去などの彫去や刻み目が充塡されている。 

これまでの土器型式学的研究の成果に照らせば、为文様が平滑で直線的な雲形文（ＬＲ縄文

充塡）であることから、Ⅴ期は縄文時代晩期中葉（大洞Ｃ2式期）に相当する。そして、宮城

県内では『里浜貝塚Ⅱ』（東北歴史資料館,1983）で提唱された「大洞Ｃ2式旧段階（仮）」に

ほぼ相当し、里浜貝塚西畑地点出土土器群と類似している。 
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【Ⅶ期 晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）】（第758～761図） 

全組成に占める深鉢の比率はⅥ期とほぼ同じで、約39％を占めている（第634図）。その約

33％が深鉢Ａ（口縁部が内傾する深鉢）であり、次いで深鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち

上がる深鉢）が約26％、深鉢Ｃ（口縁部がやや内傾し、口頚部がＳ字状に短く緩やかに外反す

る深鉢）が約21％、深鉢Ｂ（口縁部が内傾し、口唇部がわずかに外反する深鉢）が約 17％を占

めている（第635図）。Ⅵ期と比較すると、深鉢Ｆが約半分に減り、深鉢Ａがほとんど変わら

ず、深鉢Ｂ・深鉢Ｃが増大している（第635図）。深鉢Ｂ・深鉢ＣはⅥ期に出現したが、Ⅶ期

に特徴的な深鉢形式と言える。この他、深鉢Ｅ（胴上部が内傾し、口頚部が「く」字状に屈曲

して外反する深鉢）・深鉢Ｈ（胴上部がほぼまっすぐに立ち上がり、口縁部がわずかに外反す

る深鉢）・深鉢Ｉ（胴部～口縁部が直線的に外反する製塩土器；第631図15）があるが、これら

の比率はいずれも低い（第635図）。 

深鉢Ａでは地文のみの深鉢Ａ7（第630図1～5）が大多数を占め、深鉢の約33％を占めてい

る（第 635図）。他には口唇部に刻み目を充塡し、その下位に平行沈線を施す深鉢Ａ4ａ、口縁

部の幅狭な無文帯の下位に横位沈線を施す深鉢Ａ6（第630図6）、無文の深鉢Ａ9（第 630図7）

がある。深鉢Ｆでも地文のみの深鉢Ｆ12（第631図10～12）が大多数を占め、深鉢の約 22％を

占めている（第635図）。その他、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施され

る深鉢Ｆ7（第630図9）、口唇部に刻み目が充塡されるのみの深鉢Ｆ8(第631図8)、縦位平行

条線文を地文とする深鉢Ｆ14がわずかに認められる。 

深鉢Ｂでは、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施される深鉢Ｂ5ｂ（第630

図8）が为体を占め、深鉢の約12％を占めている（第635図）。その他、深鉢Ｂ4（第630図9）・

深鉢Ｂ5ｃ（第 630図 10･11）・深鉢Ｂ6（第 630図 14）がある。深鉢Ｂ3・深鉢Ｂ4・深鉢Ｂ5

ｃの口唇部には刻み目が充塡され、深鉢Ｂ3の頚部文様帯には刻み目充塡帯、深鉢Ｂ4の頚部文

様帯には横楕円形彫去が施されている。 

深鉢Ｃでは口唇部に刻み目が充塡される深鉢Ｃ1ｃ（第 630図 13～16）、低い山形小波状縁

の深鉢Ｃ2ｃ（第635図1）が为体を占め、それぞれ深鉢の約7％を占めている（第630図）。他

には、口唇部に刻み目が充塡される深鉢Ｃ1ａ（第630図12）・深鉢Ｃ1ｂ、低い山形小波状縁の

深鉢Ｃ2ａ（第630図18）・深鉢Ｃ2ｂ（第630図17）・深鉢Ｃ2ｄ・深鉢Ｃ2ｅ（第631図2）、

山形波状縁の深鉢Ｃ3(第631図3)、平縁の深鉢Ｃ4ａ（第631図4）・深鉢Ｃ4ｂ（第 531図5･

6）が尐数あり、深鉢Ｃの型式は細分化が著しい。深鉢Ｃ1ａ･Ｃ1ｂ･Ｃ2ａ･Ｃ4ａには2個1対の

山形突起が 4卖位施され、特徴的である。深鉢Ｈには地文のみの深鉢Ｈ2（第 631図 13）、無

文の深鉢Ｈ3（第631図14）がある。 

深鉢Ｅには深鉢Ｅ5（第631図7）が1点あり、口唇部に小突起と横楕円形彫去、長い口頸部に 
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8条の太い平行沈線が施されている。深鉢Ｅ5・深鉢Ｉ（第 631図15）はⅦ期の土器群の中でか

なり異質であり、本遺跡を残した集団によって製作されたとは考えにくい。この点については

後で詳述する。 

深鉢の胎土はⅥ期よりも良好な胎土がさらに尐なくなり、良好な胎土は約 6％にすぎず、約

94％が粒子のやや荒い胎土である（第648図）。 

全組成に占める鉢の比率はⅥ期の約 32％から約 37％へと再び若干増加し、Ⅴ期の組成比と

ほぼ同じになる（第634図）。鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる鉢）は、Ⅵ

期には鉢の約 58％と为体を占めていたが、Ⅶ期にはⅥ期の半分以下の約 23％に減尐する（第

635図）。そして、それに代わってその減尐分を補うかのように、Ⅵ期には鉢の約2％しか占め

ていなかった鉢Ｄ（胴部上半～口縁部がＳ字状に外反する鉢）が約39％と为体を占めるように

なる（第635図）。また、Ⅵ期には鉢Ｅに次いで鉢の約32％と为体を占めた鉢Ｂ（口縁部がＳ

字状に屈曲して外反する鉢）は、Ⅶ期にはⅥ期の半分以下の約 15％に減尐する（第 635図）。

そして、それに代わってその減尐分を補うかのように、Ⅵ期には鉢の約 2％しか占めていなか

った鉢Ｆ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐないしやや内傾気味に立ち上がり、口縁部がわずか

に外反する鉢）が大幅に増加し、約14％を占めている（第635図）。他には鉢Ｃ（胴部上半～

口縁部が強く内傾する鉢）・鉢Ｇ（胴上部～口縁部が直線的に外反する鉢）がわずかにある。

鉢Ｄは各時期を通じて認められる形式であり、鉢ＦはⅣ期に出現した形式である。しかし、

鉢Ｄ・鉢ＦはⅦ期以前には尐なく、盛行するのはⅦ期であることから、両者はⅦ期に特徴的な

形式であると言える（第635図）。 

鉢の型式の数は 38 もあり、各時期を通じて最も型式の細分化が著しい（第 635 図）。为体

となる型式には、鉢Ｄでは鉢Ｄ6ａ（第632図14･15）・鉢Ｄ6ｂ（第632図16･17）・鉢Ｄ8（第

632図20･21）、鉢Ｅでは鉢Ｅ17ｂ（第632図22～24）・鉢Ｅ19（第632図25･26）、鉢Ｆでは

鉢Ｆ4ｂ（第632図27～29）があり、それぞれ8～15％前後を占めている（第635図）。その他、

鉢Ｂ9ｂ（第 632図4）・鉢Ｅ16ａ・鉢Ｂ9ａ（第632図5）がやや多い（第635図）。Ⅵ期に为

体を占めた鉢Ｂ9ｂ・Ｅ16ａは大幅に減尐し、新たに出現した鉢Ｄ6ａ・Ｄ6ｂやⅤ期に出現し

たがⅤ・Ⅵ期にはわずかしか占めなかった鉢Ｆ4ｂが为体を占めている（第 635 図）。鉢Ｅ19

を除けば、これらは口縁部に何らかの装飾が部分的に施されており、口縁部が部分的に装飾さ

れた鉢はⅥ期の約78％から約 84％にさらに増加している（第635図）。これら部分的装飾の施

される鉢の多くは、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が施されている（図版 203）。

これはⅥ期に盛行する鉢の文様要素であるが、Ⅶ期にも引き続き盛行している（第 640図）。

Ⅵ期には認められなかった鉢の文様要素にはＡ突起や2個1対の山形突起（図版203－17.20）

などの突起があり、鉢Ｂ9ａ･Ｄ6ａ･Ｄ7ａに施されている。これらの文様要素のうち、Ａ突起は

Ⅵ期では为に皿に用い 
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られていたが、Ⅶ期では鉢・壷にも用いられるようになる。また、2個 1対の山形突起はⅦ期

になって新たに出現した文様要素で、Ⅶ期の特徴の一つとなっている（第640図）。 

装飾的な为文様で飾られる鉢はⅤ･Ⅵ期と同様に尐なく、鉢Ｂ2ｂ（第632図1）・鉢Ｂ3ｂ（第

632図2）・鉢Ｂ4ａが尐数あるにすぎない。これも時期が降るにつれ、为文様の施される鉢型

式が次第に減尐し、代わって口縁部に部分的に装飾された鉢型式が増加する、という大きな流

れの延長線上にある必然の結果である（第635図）。鉢Ｂ2ｂは口縁部に［Ｂ突起＋Ａ突起＋Ｂ

突起］が4卖位配置され、頚部文様帯には刻み目充塡帯、胴上部文様帯には大腿骨文風の雲形

文（ＬＲ縄文充塡）が施されている。頚部・胴上部文様帯の文様はⅥ期に盛行する文様要素で

あり、口縁部の突起はⅦ期に盛行する文様要素である（第 639･640図）。Ⅵ期とⅦ期の過渡的

な特徴を併せ持っている。鉢Ｂ3ｂは口縁部に2個1対の小突起が4卖位配され、頚部文様帯に

はメガネ状浮文、平行沈線で上下を区画された胴上部文様帯には横位連続工字文（ＬＲ縄文

充塡）が施されている。一方、鉢Ｂ4ａには口縁部に 2個 1対の山形突起が 4卖位配されると

ともに刻み目が充塡され、頚部文様帯には刻み目充塡帯とメガネ状浮文、胴上部文様帯には

π字状工字文が施されている。刻み目充塡帯はⅥ期に盛行する文様要素であり、メガネ状浮

文・π字状工字文はⅦ期に特徴的な文様要素である（第 639･640図）。これもⅥ期とⅦ期の過

渡的な特徴を併せ持っている。 

鉢の約 21％には良好な胎土が用いられており、良好な胎土はⅥ期の半分以下に減尐したが、

良好な胎土が約 6％にすぎない深鉢とは対照的である（第 648図）。しかし、良好な胎土の占

める比率は文様の有無によって異なっており、为文様の施される鉢では約63％と高い比率を占

め、部分的装飾の施される鉢でも約 25％とやや高いが、地文のみの鉢では約5％と低い（第 648

図）。このように、文様の区別による胎土の相違はⅥ期と同様な傾向を示している。 

全組成に占める浅鉢の比率はⅥ期の約 1％から約 5％へと再び増加し、Ⅴ期の組成比とほぼ

同じになる（第634図）。浅鉢Ｂ（口頚部と胴上部が大きく屈曲し、口縁部が内傾ないしやや

内傾気味に直立し、口唇部がわずかに外反する浅鉢）が浅鉢の約42％と为体を占め、次いで浅

鉢Ｃ（口頚部と胴上部が大きく屈曲し、頚部が内傾ないしやや内傾気味に直立し、口縁部が外

反する浅鉢）が約20％、浅鉢Ｅ（胴部が緩やかに内傾しながら口縁部がそのまま外に開き気味

に立ち上がる浅鉢）が約16％、浅鉢Ｆ（胴部が緩やかにやや内傾気味に立ち上がり、口縁部が

わずかに外反する浅鉢）が約 15％と多い。他には、浅鉢Ｄ（胴部～口縁部が直線的に外に開く

浅鉢）があり、約 7％を占めている（第 636図）。浅鉢ＣはⅦ期になって初めて出現した形式

であるが、浅鉢Ｂには第１遺物包含層縁辺部から出土した羊歯状文の施される浅鉢Ｂ1があり、

为文様の特徴からみてⅤ期には出現していたことが知られる。しかし、盛行するのはⅦ期であ

り、Ⅶ期に出現した浅鉢ＣとともにⅦ期を代表する浅鉢形式である。 
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浅鉢の型式の数は 29 もあり、各時期を通じて最も型式の細分化が著しい（第 636 図）。こ

のうち、部分的装飾の施される型式が約 50％と为体を占め、次いで为文様の施される型式が

約 34％と多く、地文のみの型式が約 16％を占めている（第 636 図）。これもまた、深鉢・鉢

と同様に、時期が降るにつれて为文様の施される型式が次第に減尐し、それに代わって部分的

に装飾される型式が次第に増加する、という大きな流れの延長線上にある（第636図）。 

为文様の施される浅鉢には、頚部文様帯がメガネ状浮文、胴上部文様帯がＣ字状文（縄文非

充塡）や雲形文（ＬＲ縄文充塡）で飾られた浅鉢Ｂ2（第633図1）、頚部文様帯がメガネ状浮

文、胴上部文様帯が横楕円形区画文（ＬＲ縄文充塡）で飾られた浅鉢Ｂ3ｂ（第 633図 2･3）、

口頚部文様帯が突起・メガネ状浮文、胴上部文様帯がπ字状工字文で飾られた浅鉢Ｂ6（第633

図5）、口頚部文様帯が突起、胴上部文様帯が工字文で飾られた浅鉢Ｄ2（第633図19）、胴部

文様帯に工字文が施され、底部に小突起状の足が4卖位付く浅鉢Ｅ5（第633図22･23）、口縁

部文様帯がＡ突起・Ｂ突起・刻み目、胴上部文様帯が渦巻状沈線文で飾られた浅鉢Ｆ1（第633

図27）、口縁部文様帯がＡ突起・Ｂ突起・刻み目、胴上部文様帯が雲形文（ＬＲ縄文充塡）

で飾られてた浅鉢Ｆ2（第633図29）・浅鉢Ｆ3（第633図28）などがある。 

また、部分的装飾が施される浅鉢には、口唇部に刻み目が充塡され、その下位に平行沈線が

施される浅鉢Ｂ15（第633図 11）、口唇部に刻み目が充塡され、頚部文様帯にメガネ状浮文が

施される浅鉢Ｂ7（第 633 図 6･8）、口頚部文様帯にメガネ状浮文が施される浅鉢Ｂ9（第 633

図 7）、口縁部に突起、頚部文様帯に間延びしたメガネ状沈線文が施される浅鉢Ｃ1（第 633

図 12）、口縁部に2個1対の山形突起が4卖位配され、刻み目が充塡される浅鉢Ｃ2ａ（第633

図 13）・浅鉢Ｃ2ｂ（第 633図 15）・浅鉢Ｃ3（第 633図 14）、山形突起やＡ突起が 4卖位配

され、刻み目が充塡される浅鉢Ｄ5（第633図20）・浅鉢Ｅ7（第633図33）、低い山形波状縁

で飾られた浅鉢Ｃ4（第 633図 18）・浅鉢Ｃ5ａ・浅鉢Ｃ5ｂ（第 633図 16）・浅鉢Ｃ6ａ（第

633図17）、口縁部に［Ｂ突起＋Ａ突起＋Ｂ突起］が4卖位配され、胴部は縄文の浅鉢Ｆ4（第

633図32）・口縁部にＡ突起・Ｂ突起が4卖位配され、胴部は無文の浅鉢Ｆ5などがある。 

また、地文のみの浅鉢には、縄文の施される浅鉢Ｂ16（第 633図 9）・浅鉢Ｅ11（第 633図

24）、無文の浅鉢Ｂ17（第633図10）・浅鉢Ｅ12（第633図25･26）・浅鉢Ｄ6（第633図 21）・

浅鉢Ｆ6（第633図31）がある。 

为文様や部分的装飾で飾られる浅鉢の中には、頚部文様帯にメガネ状浮文が施される型式が

多く、浅鉢Ｂ2･Ｂ3ａ･Ｂ3ｂ･Ｂ6･Ｂ7･Ｂ9･Ｃ4 に認められる。このメガネ状浮文はⅢ期の深鉢に

施文されていたが、以後途絶えていた文様要素で、Ⅶ期では浅鉢に多用され、浅鉢の約 18％に

施文されている。また、浅鉢ＣはⅦ期に盛行する鉢Ｄの口頸部形態と同様であり、［2個 1対

の山形突起（4 卖位）＋刻み目充塡］や低い山形波状縁が両者の各型式に共通して認められ、

同時 
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性をよく示している。胴部が無文の浅鉢は約 21％と他の時期に比べて多く、浅鉢Ｂ9･Ｂ17･Ｃ3･

Ｄ6･Ｅ7･Ｅ12･Ｆ5･Ｆ6の胴部が無文である。 

また、口径 25cm 以上の大型の浅鉢が他の時期に比べると多く、特に浅鉢Ｂ15（第 633 図

11）・浅鉢Ｃ4（第633図18）・浅鉢Ｃ5ｂ(第633図16)は大型品が为体であり、特徴的である。 

浅鉢の約21％には良好な胎土が用いられており、良好な胎土が約6％にすぎない深鉢とは対

照的である。しかし、約82％の浅鉢に良好な胎土が用いられていたⅤ期と比較すると大きく減

尐している。これにも、①時期が降るにつれ、次第に良好な胎土を用いなくなる、という時期

的な傾向性と②浅鉢には深鉢に比べると良好な胎土をより多く用いる、という器形の相違によ

る傾向性の両者が反映している（第648図）。 

全組成に占める皿の比率はⅥ期の約20％から約7％へと大幅に減尐する。浅鉢と皿の相対的な

組成比は相互補完的に変遷しており、浅鉢の増加分は皿の減尐分をほぼ補塡している（第634図）。 

皿の形式には皿Ｂ（胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く平底の皿）・皿Ｃ（胴部

～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く丸底ないしやや丸底の皿）があり、Ⅵ期に約 5％占

めていた皿Ａ（胴部～口縁部が直線的に外に開く平底の皿）は消滅する。ただし、皿Ａが約

5％、皿Ｂが約84％、皿Ｃが約 11％を占めていたⅥ期の皿の形式構成とは異なって、皿Ｂが約

74％、皿Ｃが約26％を占め、皿Ｂが減尐して皿Ｃが増加している。また、Ⅵ期では装飾的な为

文様が皿の約96％に施されていたが、Ⅶ期では約72％に減尐し、部分的に装飾された皿がⅥ期

の約3％から約10％に、無文の皿はⅥ期の約1％から約10％に大幅に増加している（第636図）。 

皿の型式構成ではⅥ期に盛行した皿Ｂ3 が約 67％と为体を占めている（第 636 図）。皿Ｂ3

は口縁部にＡ突起が4卖位配されて刻み目が充塡され、上下を平行沈線で区画された胴部文様

帯に平滑で直線的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）が繰り返し配置されている。Ⅶ期の皿Ｂ3 の大多

数は残存率の低い破片であり、残存率の高い個体はⅦ期の層が形成される以前の旧地表面（Ａ

層）上面から出土したものが多い。Ⅶ期の層が形成される以前の旧地表面（Ａ層）上面は、Ⅵ

期の層が形成されている過程でも当時の地表面であったと考えられ、そこから出土した資料に

はⅥ期の資料が混入する可能性が高い。また、Ⅶ期に形成された層から出土した残存率の高い

個体はわずかに4点であり、それもⅥ期に形成された層の直上の6ｃ・6ｆ層から出土したもの

であり、それより上層からは残存率の高い個体は出土していない。したがって、Ⅶ期の層とⅦ

期の層の下位の旧地表面から出土した皿Ｂ3 は、本来はⅥ期に含まれるべきものの混入の可能

性が高く、仮にⅦ期に含まれているとしてもその比率は低いと考える。皿Ｂ5 についても同様

である。もし、この推定が正しいとするならば、前述の皿の構成比は大きく変わり、为文様の

施される皿がなくなって全組成に占める皿の比率が減尐し、皿Ｂの構成比は大幅に減尐して皿

Ｃが为体を占めることになる。そしてその場合には、胴部が無文の皿Ｂ7(第 633図 35)・皿 
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Ｃ6（第633図36）・皿Ｃ7（第633図37）・皿Ｃ9（第633図38）によって構成されているこ

とにもなり、浅鉢の大幅な増加による皿の大幅な減尐、皿の为文様の喪失と胴部無文化という

位置付けがなされることになる。また、無文の浅鉢・壷の増加も軌を一にしており、この推定

を裏付けている。 

壷はⅤ・Ⅵ期と同様に約 5％を占めており（第 634図）、壷Ａ（口縁部が短く外反し、頚部

が長く直線的に内傾する球胴壷）・壷Ｃ（口頸部ほぼ中央で外湾する球胴壷）・壷Ｄ（短頚球

胴壷）・壷Ｅ（口縁部が外反しない直口球胴壷）・壷Ｆ（口縁部がわずかに外反する直口球

胴壷）・壷Ｇ（短頚球胴丸底壷）・壷Ｊ（無頚長胴壷）・壷Ｋ（口縁部が外反しない短頚長胴

壷）・壷Ｌ（口縁部が短く外反する短頚長胴壷）・壷Ｐ（直口広口球胴壷）の10形式からなる。

新たに壷Ｇ・壷Ｊ・壷Ｋが出現し、壷の形式組成は各時期を通じて最も多様となるⅥ期に引き

続き多様である（他に口頚部が欠損して器形不明な为文様の施される壷Ｘがある）。このうち

壷ＡがⅥ期の倍に近い約45％と为体を占め、次いで壷Ｃが約13％とやや多く、他の形式はそれ

ぞれ 3～5％前後と尐ない（第 637図）。为体を占める壷ＡはⅥ期になって初めて登場した形式

であり、Ⅵ期にも为体を占めている。Ⅵ期・Ⅶ期の壷を代表する壷形式と言える。 

壷Ａには壷Ａ1(第633図 39)・壷Ａ2(第633図40～42)・壷Ａ3(第633図43)があり、壷Ａ1・

Ａ2壷の为体を占める。壷Ａ1･Ａ2の口縁部には各種の突起が配されており、壷Ｆ1（第633図

44）・壷Ｇ（第633図45）にも突起が配されている。こうした壷の突起はⅦ期になって初めて

出現した文様要素であり、鉢・浅鉢の突起とともにⅦ期の特色となっている。他では壷Ｃ1（第

633図 48）がやや多い。装飾的な为文様の施される壷は約 20％とやや多く、壷Ｆ1（第 633図

44）・壷Ｇ（第633図45）・壷Ｐ1（第127図8）・壷Ｘ4・壷Ｘ5（第633図46）・壷Ｘ6（第

328図 17）・壷Ｘ8（第 633図 47）がある。いずれも平行沈線で上下を区画された胴上部文様

帯に为文様が施されている。为文様にはＬＲ縄文が充塡される横位連続工字文（壷Ｆ1･Ｇ･Ｘ6）、

ＬＲ縄文が充塡される横楕円形区画文・袈裟襷状文(壷Ｘ5)、区画内無文の縦長楕円区画文

(壷Ｘ8)、ＬＲ縄文が充塡される平滑な直線的雲形文（壷Ｘ4）などがあり、横位連続工字文(Ｌ

Ｒ縄文充塡)が为体を占める。この横位連続工字文（ＬＲ縄文充塡）はⅦ期に出現し、鉢・

浅鉢・壷・注口に認められる文様要素であり、Ⅶ期を特色付ける为文様である（第 639図）。 

注口は約2％を占めるにすぎず（第634図）、注口Ｇ1・注口Ｇ2（第633図53）・注口Ｇ3(第

633 図 54)からなる。胴部文様帯に直線的な雲形文（ＬＲ縄文充塡）を施す注口Ｇ1(第 629 図

12～15)はⅥ期に盛行する型式であり、Ⅶ期でも为体を占めている。しかし、Ⅶ期の皿Ｂ3と同

様に、Ⅶ期の注口Ｇ1 の大多数は残存率の低い破片であり、残存率の高い個体はⅦ期の層が形

成される以前の旧地表面（Ａ層）上面から出土したものが多い。また、Ⅶ期に形成された層か

ら出土した残存率の高い個体はわずか3点であり、それもⅥ期に形成された層の直上の 6ｃ・ 
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6ｆ層から出土したものであり、それより上層からは残存率の高い個体は出土していない。し

たがって、Ⅶ期の層とⅦ期の層の下位の旧地表面から出土した注口Ｇ1も皿Ｂ3と同様に本来は

Ⅵ期に含まれるべきものの混入の可能性が高く、仮にⅦ期に含まれているとしてもその比率は

低いと考える。もし、この推定が正しいならば、前述の注口の構成比は大きく変わり、注口

Ｇ2（第633図53）・注口Ｇ3（第633図54）の2点のみによって構成されていることになる。

注口Ｇ2は口唇部に2個1対の山形突起が4卖位と刻み目が充塡され、頸部文様帯にはＬＲ縄文充

塡が充塡される横位連続工字文・逆π字状工字文（図版 207－23）、肩部文様帯にはメガネ

状浮文（図版207－24.25）、胴部文様帯にはＬＲ縄文充塡が充塡される横長楕円区画文（図版

207－24）が施されている。また、注口Ｇ3は底部が平底で、頚部・胴部には縄文のみが施され、

肩部文様帯に刻み目が充塡されるという特異な形態をしている。 

为文様の施される型式は全体の約12％と各時期を通じて最も尐なく、部分的装飾の施される

型式は約 49％と最も多い（第 638図）。前述したように、皿Ｂ3･Ｂ5や注口Ｇ1など雲形文（Ｌ

Ｒ縄文充塡）が施される型式が本来はⅥ期に含められるべきものの混入であるならば、为文様

の施される型式が全体の約5％、部分的装飾の施される型式が約54％、地文のみの型式が約41％

ということになる。为文様では横位連続工字文（ＬＲ縄文充塡）・横長楕円区画文（ＬＲ縄文

充塡）・縦長楕円区画文（区画内無文）・袈裟襷状文・π字状工字文・工字文がこの時期の特

徴をよく示している。このうち、横位連続工字文(ＬＲ縄文充塡)は鉢Ｂ3ａ・鉢Ｂ3ｂ・壷Ｆ1・

壷Ｇ・壷Ｘ6・注口Ｇ2に認められ、この時期の为体的な为文様となっている。この他の为体

的な文様要素には、鉢Ｂ3ａ・鉢Ｂ3ｂ・鉢Ｂ4ａ・浅鉢Ｂ2・浅鉢Ｂ3ａ・浅鉢Ｂ3ｂ・浅鉢

Ｃ4・壷Ｆ1・壷Ｇなどの頸部文様帯や注口Ｇ2 の肩部文様帯に施されるメガネ状浮文、深鉢

Ｃ1ａ・深鉢Ｃ1ｂ・鉢Ｄ6ａ・浅鉢Ｃ2ａ・浅鉢Ｃ2ｂ・注口Ｇ2などの口唇部文様帯に施され

る［4卖位の 2個1対の山形突起＋刻み目充塡］、深鉢Ｃ2ａ～Ｃ2ｅ・深鉢Ｃ3・鉢Ｂ13・浅鉢

Ｃ4・浅鉢Ｃ5ａ・浅鉢Ｃ5ｂ・浅鉢Ｃ6ａ・浅鉢Ｃ6ｂなどの口縁部文様帯に施される低い山

形小波状縁、深鉢・鉢・浅鉢・皿・壷の口縁部文様帯に施されるＡ突起・Ｂ突起・山形突起な

どの各種の突起がある。これらの文様要素が複数組合わさって施される型式も多い。たとえば、

メガネ状浮文は雲形文・Ｃ字状文（浅鉢Ｂ2）、横長楕円区画文(浅鉢Ｂ3ａ・浅鉢Ｂ3ｂ)、横

位連続工字文（鉢Ｂ3ａ・鉢Ｂ3ｂ・壷Ｆ1・壷Ｇ・注口Ｇ2）、π字状工字文(鉢Ｂ4ａ・鉢Ｂ4

ｂ)、［4卖位の 2個 1対の山形突起＋刻み目充塡］（鉢Ｂ4ａ・注口Ｇ2）、低い山形小波状

縁（浅鉢Ｃ4）、Ａ突起（鉢Ｂ4ｂ・壷Ｇ）・2 個 1 対の山形突起（鉢Ｂ3ｂ・鉢Ｂ4ａ）・

鳥嘴状突起（鉢Ｂ3ａ）などの突起とともに施されている。このことはこれらの文様要素の

共時性ないし短い時間幅の中での連続性を示している。なお、工字文の施される型式（浅鉢

Ｂ5ａ・浅鉢Ｂ5ｂ・浅鉢Ｅ5）は、第１遺物包含層の縁辺部に近いⅦ期の層やⅦ期の層の下位

の旧地表面、及び第１遺物包含層の周辺部から 
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尐数出土しており、前述のメガネ状浮文とともに施される他の为文様よりも後出で、本来はⅦ

期に含まれない可能性が高いと考えている。 

为文様の施される型式・部分的装飾の施される型式・地文のみの型式のどの地文構成を見て

も、Ⅵ期と比較すると無節縄文・無文の比率が増加し、新たにオオバコの花茎を回転施文した

擬縄文が出現している（第641図）。そして、縄文の施文の仕方も、丁寧に施文していたⅥ期

と比較すれば丁寧さに欠け、粗雑なものが多くなっている（第132図5,第149図1,第159図2

など）。 

以上のことから、これまでの土器型式学的研究の成果（山内,1930 など）に照らせば、Ⅶ期

は大洞Ｃ2式以降、大洞Ａ式期以前に位置づけられる。宮城県を中心とする東北地方单部にお

ける大洞Ｃ2式～大洞Ａ式に至る変遷については、①大洞Ｃ2式を二分して「大洞Ｃ2式旧段階

（仮）」と「大洞Ｃ2式新段階（仮）」を設定する見解（東北歴史資料館,1983）、②「大洞Ｃ2

式とＡ式の間に介在する未命名の型式」（林,1981）として「（仮称）山王Ⅵ層式」を設定す

る見解（林,1981･1988）、「晩期Ⅳ期からⅤ期への過渡的な土器型式」（注：晩期Ⅳ期は大洞

Ｃ2式、晩期Ⅴ期は大洞Ａ式にほぼ相当する）として山王遺跡Ⅵｈ層出土土器群を相当させる

見解（須藤,1987）がある。この地域で大洞Ｃ2式が細分される点に関しては、ほぼ共通理解が

得られているようである。しかし、その細分の仕方・内容・位置付けに関しては、統一見解は

ない。 

①の「大洞Ｃ2式旧段階（仮）」は、里浜貝塚西畑地点出土土器群の为体となる段階で、摺

萩Ⅵ期に相当する。一方、「大洞Ｃ2式新段階（仮）」は「（仮称）山王Ⅵ層式」に相当する

（東北歴史資料館,1983,）。なお、里浜貝塚西畑地点の上位の層からは、肩部が突出する浅鉢

や「浮線楕円文」（注：本稿のメガネ状浮文に相当）を頚部に配した深鉢・鉢が出土し、「曲

線による磨消縄文文様」が崩れていることなどから、（「大洞Ｃ2式新段階(仮)」につながる）

「変化のきざしが存在する可能性がうかがえる」と指摘されている（東北歴史資料館,1983）。 

②の「（仮称）山王Ⅵ層式」については、基準となる山王Ⅵ層出土土器群が未公表であり、

部分的にしか資料提示されていないため、実態がよくわからない。しかし、断片的ながらその

型式内容が述べられている。林（1988）によれば、「（仮称）山王Ⅵ層式」は以下のように定

義されると言う。「口縁部無紋帯と胴部地紋帯（ないし紋様帯）を眼鏡状浮文で区画した大形

浅鉢（口径40cm・高さ25cm以上）の出現、皿の消滅・小形精製深鉢（とりわけ台付）の消滅・

直線化した雲形文（大形浅鉢に目立つ）・磨り消し縄文による入組工字文、極度に発達したＡ

突起などがこの型式の示標となる。」とし、「仙台湾以北、北上川中流域、三陸沿岸」をこの

土器型式の分布圏としている〔注：「眼鏡状浮文」は摺萩Ⅶ期のメガネ状浮文、「磨り消し縄

文による入組工字文」は摺萩Ⅶ期の横位連続工字文（ＬＲ縄文充塡）に相当する〕。 
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この「（仮称）山王Ⅵ層式」については、「大洞Ｃ2式の最も新しい部分にするかあるいは

大洞Ａ式の最も古い段階に位置づけするのか問題があろうが、北上市九年橋遺跡にもあり、一

型式を構成する可能性がある。」（藤沼,1989）など、慎重な態度ながら「一定の地域的広が

りをもって存在する土器群である」（東北歴史資料館,1983）と見る意見が多い。 

林（1988）による「（仮称）山王Ⅵ層式」の示標は、摺萩Ⅶ期土器群に認められるものが多

い。そして、前述したように摺萩Ⅵ期と摺萩Ⅶ期の土器群は器形組成・形式組成・型式組成・

文様構成・地文構成が大きく異なっており、同一の土器型式の「細分」という次元では捉えら

れない。これだけ大きな相違点があれば、当然のことながら新たに土器型式を設定すべきだと

考える。しかし、山王Ⅵ層出土土器群は未公表であり、現時点では林（1988）の述べた「（仮

称）山王Ⅵ層式」の示標の妥当性を検証できない。また、山王Ⅶ層出土土器群の正式報告書作

成の整理過程で実見する機会を得たが、摺萩Ⅵ期土器群や里浜貝塚西畑地点出土土器群などの

「大洞Ｃ2式旧段階（仮）」（東北歴史資料館,1983）ではなく、むしろ摺萩Ⅶ期土器群に類似

しており、摺萩Ⅵ期土器群と摺萩Ⅶ期土器群との過渡的な様相が見受けられた。そして、山王

Ⅶ層出土土器群は、里浜貝塚西畑地点の上位の層から出土した土器群にほぼ相当するものと思

われる。したがって、山王Ⅶ層出土土器群が摺萩Ⅶ期土器群に先行し、「大洞Ｃ2式旧段階

（仮）」もさらに細分される可能性がある。 

この推定が正しいとするならば、宮城県を中心とする東北地方单部では、従来言われてきた

大洞Ｃ2 式が、摺萩Ⅵ期土器群・里浜貝塚西畑地点出土土器群などの「大洞Ｃ2 式旧段階

（仮）」（東北歴史資料館,1983）→山王Ⅶ層出土土器群の段階→山王Ⅵ層出土土器群の段階

の 3段階に「細分」されて大洞Ａ式に続くということになる。そして、その場合には摺萩Ⅶ期

土器群は、山王Ⅶ層出土土器群の段階と山王Ⅵ層出土土器群の段階の2段階を含むことになる

と推定される。しかし、山王Ⅶ層出土土器群は報告書が近刊であり、山王Ⅵ層出土土器群は正

式報告書作成に向けて整理作業中ということなので、山王Ⅵ層・Ⅶ層出土土器群の位置づけと

摺萩Ⅶ期土器群との対比についてはまだ流動的である。また、層位的に良好に発掘されて共時

性の高い資料が多数出土し、層位的にきちんと公表されたほぼ同時期と考えられる土器群が他

にはあまりないため、摺萩Ⅶ期に相当する土器群の分布圏も現時点でははっきりとは確定でき

ない。したがって、里浜貝塚西畑地点以外にはまとまった報告例が尐なかった「大洞Ｃ2 式旧

段階（仮）」の土器群とそれ以降の土器群とを摺萩遺跡で層位的に分離して把握することがで

き、従来言われてきた大洞Ｃ2 式が「細分」されて両者の内容を明らかにできたこと、そして

その「細分」は「同一土器型式の細分」という次元ではなく、別の土器型式として設定される

べき次元の問題であることのみを強調するにとどめたいと思う。そして、新たな土器型式の設

定は、摺萩Ⅶ期に相当する土器群の分布圏を再検討し、稿を改めて論じることにしたい。 
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４．器形・形式・型式組成と文様構成の変遷 

(1)器形組成の変遷 

各時期の器形組成を検討すると、以下のことがわかる（第 634図）。 

①各時期を通じて深鉢・鉢が 70～87％と为体を占めるが、時期が降るにつれ、両者の占める割

合が減尐する傾向にある。 

②Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）を除けば、浅鉢は各時期とも 5～7％と安定した組成比を示す。 

③皿はⅤ期（大洞Ｃ1式期）以降に増加し、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）にピークを迎え、Ⅶ期

（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に減尐する。 

④浅鉢・皿を合わせた組成比はⅤ期（大洞Ｃ1式期）以降に増加し、15～20％と安定している。

しかし、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）には浅鉢が極端に減尐して、皿がその減尐分を補うように

増加している。逆に、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には皿の減尐分

を補うかのように浅鉢が増加している。浅鉢・皿の組成比のあり方は相互補完的である。 

⑤壷はⅤ期（大洞Ｃ1式期）以降増加し、以後6％前後と安定した組成比を示す。 

⑥注口はⅣ期（大洞ＢＣ式期）を境に減尐する傾向にある。 

⑦香炉はきわめて出土点数が尐なく、特異な器形である。 

 

(2)各器形の形式組成の変遷 

土器の分類にあたっては、断面形態（プロポーション）を器形の下位にあたる中位の分類基

準とした。この形式組成を時期別に検討すると、以下のことがわかる。 

【深鉢の形成組成の変遷】（第 635図） 

①深鉢Ａ（口縁部が内傾する深鉢）と深鉢Ｆ（口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）が各

時期を通じて認められ、両者の相対的な割合は相互補完的である。すなわち、深鉢ＦはⅢ期

（後期末～大洞Ｂ式期）には深鉢の約66％を占めていたが、時期が降るにつれてその割合が減

尐する。一方、深鉢ＡはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）には約 5％しか占めていなかったが、時

期が降るに連れてその割合が増加し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に

は深鉢Ａと深鉢Ｆの組成比は逆転し、深鉢Ａが約33％、深鉢Ｆが約26％を占めるようになる。 

②深鉢Ｄ（胴上部から口縁部がＳ字状に大きく外反する深鉢）はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）

には約 17％を占めていたが、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）には約5％と減尐し、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）

以降には認められない。また、深鉢Ｂ（口縁部が内傾し、口唇部がわずかに外反する深鉢）と

深鉢Ｃ（胴上部がやや内傾し、口頚部がＳ字状に短く緩やかに外反する深鉢）はⅥ期（大洞

Ｃ2式期）に出現し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）にはそれぞれ組成

比が 7～8％を占める。深鉢ＤはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）に特徴的な形式であり、深鉢Ｂと 
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深鉢ＣはⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に特徴的な形式であると言え

る。 

③その他の組成比が尐ない深鉢の形式には、深鉢Ｅ（口縁部が内傾し、口頚部が「く」字状に

屈曲して外反する深鉢）・深鉢Ｇ（細長い円筒状を呈し、口縁部がほぼまっすぐに立ち上がる

深鉢）・深鉢Ｈ（胴上部がほぼまっすぐに立ち上がる深鉢）・深鉢Ⅰ（胴部～口縁部が直線的

に外傾する製塩土器）がある。深鉢ＥはⅤ期（大洞Ｃ1式期）、深鉢ＧはⅣ期（大洞ＢＣ式期）

～Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）、深鉢ＨはⅣ期とⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移

行期）、深鉢ⅠはⅤ期とⅦ期に認められる。 

【鉢の形式組成の変遷】（第 635図） 

①鉢Ｄ（胴部上半～口縁部がＳ字状に外反する鉢）と鉢Ｅ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐ、

ないしやや内傾気味に立ち上がる鉢）が各時期を通じて認められる。鉢Ｅは各時期を通じて为

体的な形式であるが、鉢ＤはⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）以前には尐なく、盛行するのはⅦ期

（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）である。 

②鉢Ａ（口縁部が屈曲気味に内傾する鉢）はⅣ期（大洞ＢＣ式期）に出現し、Ⅴ期（大洞Ｃ1

式期）には約11％を占める为体的な形式となるが、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）以降には認めら

れない。 

③鉢Ｂ（口縁部がＳ字状に屈曲して外反する鉢）と鉢Ｆ（胴上部～口縁部がほぼまっすぐ、な

いしやや内傾気味に立ち上がり、口縁部がわずかに外反する鉢）はⅣ期（大洞ＢＣ式期）に出

現し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）まで存続する。鉢ＢはⅥ期（大

洞Ｃ2式旧段階）を境に増減し、Ⅵ期には鉢Ｅに次ぐ为体的な形式となる。一方、鉢ＦはⅣ期

～Ⅵ期には尐なく、Ⅶ期には鉢Ｄ・鉢Ｅに次ぐ为体的な形式となる。 

④その他の組成比が尐ない鉢の形式には、鉢Ｃ（胴上部～口縁部が強く内傾する鉢）・鉢Ｇ

（胴上部～口縁部が直線的に外傾する鉢）・鉢Ｈ（胴上部が直線的に立ち上がり、口縁部が

Ｓ字状に外反する鉢）がある。鉢ＣはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）・

Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）、鉢ＧはⅥ期・Ⅶ期、鉢ＨはⅤ期（大

洞Ｃ1式期）・Ⅵ期に認められる。なお、鉢ＧはⅥ期にやや多いが、Ⅶ期に減尐する。 

【浅鉢の形式組成の変遷】（第 636図） 

①浅鉢Ｅ（胴部が緩やかに内傾しながら口縁部が外に開き気味に立ち上がる浅鉢）が各時期を通じ

て認められる。最も盛行するのはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）で、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）以降は次

第に減尐する。 

②特定の時期にのみ特徴的な浅鉢の形式には浅鉢Ａ（口縁部と胴上部が大きく屈曲し、口縁部

が内傾ないし内傾気味に直立する浅鉢）・浅鉢Ｂ（口縁部と胴上部が大きく屈曲し、口縁部が 
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内傾ないし内傾気味に直立し、口唇部がわずかに外反する浅鉢）・浅鉢Ｃ（口頚部と胴上部が

大きく屈曲し、頚部が内傾ないし内傾気味に直立し、口縁部が外反する浅鉢）・浅鉢Ｄ（胴部

～口縁部が直線的に外に開く浅鉢）がある。浅鉢Ａ・浅鉢ＤはⅤ期（大洞Ｃ1式期）に为体的

な形式であり、浅鉢Ｂ・浅鉢ＣはⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に为

体的な形式である。なお、浅鉢ＤはⅦ期に、浅鉢ＢはⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）にもわずかに

認められるが、浅鉢Ａ・浅鉢Ｃは他の時期には認められない。 

③その他の組成比が尐ない浅鉢の形式には、浅鉢Ｆ（胴部が緩やかにやや内傾気味に立ち上が

り、口縁部がわずかに外反する浅鉢）・浅鉢Ｇ（口縁部と胴上部が屈曲し、口縁部が大きく外

反する浅鉢）がある。両者は組成比こそ尐ないが、浅鉢ＧはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ

期（大洞ＢＣ式期）に特徴的な形式であり、浅鉢ＦはⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にか

けての移行期）に特徴的な形式である。 

【皿の形式組成の変遷】（第 634･636図） 

①皿Ｃ（胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く丸底ないし丸底気味の皿）が各時期を

通じて認められ、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）をピークに増減している。 

②皿Ｂ（胴部～口縁部が緩やかに内傾しながら外に開く平底の皿）はⅣ期（大洞ＢＣ式期）以

外の各時期に認められ、Ⅵ期（大洞Ｃ2期旧段階）をピークに増減している。特に、Ⅵ期に

は全組成の約17％を占め、Ⅵ期の为要構成形式となっている。 

③皿Ａ（胴部～口縁部が直線的に外に開く平底の皿）はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅴ期

（大洞Ｃ1式期）・Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）に認められる。Ⅴ期には全組成の約 8％を占め、

Ⅴ期の为要構成形式となっているが、Ⅲ期・Ⅵ期ではその占める割合は尐ない。 

【壺の形式組成の変遷】（第 637図） 

壷はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）・Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）以外

の各時期には尐ないため、時期的な変遷については不明確な点が多い。しかし、時期が降るに

つれて形式の数が増え、壷Ｃ（胴部ほぼ中央が強く張る球形胴で、口頚部ほぼ中央で外弯・外

反する壷）が次第に減尐し、壷Ａ（胴部ほぼ中央が強く張る球形胴で、頚部が長く直線的に内

傾し、口縁部が短く外反する壷）が次第に増加する傾向にあることを指摘できる。 

【注口の形式組成の変遷】（第 637図） 

注口も出土点数が尐なく、時期的な変遷については不明確な点が多い。しかし、壷とは逆に

時期が降るにつれ形式の数が減ること、注口Ｃ（胴上部が強く張り、丸底でつぶれた算盤玉状

を呈し、口縁部が長く内傾する注口）がⅣ期（大洞ＢＣ式期）に特徴的な形式であり、注口Ｇ

（胴部～底部が半球状を呈し、口縁部がわずかに外反する注口）がⅥ期（大洞Ｃ2 式旧段階）

に特徴的な形式であることを指摘できる。 
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(3)各器形の型式組成の変遷 

土器の分類は、器形→形式→型式という重層構造をもって行った。最も下位の型式組成を時

期別に検討すると、以下のことがわかる。なお、時期別の型式組成を集計するにあたって、文

様などの特徴からみて明らかに他の時期の型式の混入とわかる場合にはそれを除外してある。

また、相前後する時期に含まれる型式については、後出の時期の型式が先行する時期からの残

存なのか、本来は先行する時期に含まれるものの混入なのか判断できない場合が多いので、そ

れらは本来その時期に含まれるものとして集計した。 

【深鉢の型式組成の変遷】（第 634･635図） 

①地文に縄文が施され、他に何ら装飾のない深鉢Ａ7と深鉢Ｆ12が各時期を通じて認められ

る｡深鉢Ａ7と深鉢Ｆ12は深鉢Ａ・深鉢Ｆの为要型式であり、両者の組成比が前述の相互補完的

な深鉢Ａ・深鉢Ｆの組成比の変遷を決定付けている。深鉢Ｆ12はⅣ期（大洞ＢＣ式期）をピー

クに増減する。深鉢Ａ7はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）～Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）には組成比はわ

ずかだが次第に増加し、深鉢Ｆ12の組成比が減尐するⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）・Ⅶ期（大洞Ｃ

2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に逆に盛行する。 

②山形突起・入組帯状文で飾られた深鉢Ｄ1と玉抱三叉文で飾られた深鉢Ｆ3はⅢ期（後期

末～大洞Ｂ式期）に特徴的な型式である。両者はⅣ期（大洞ＢＣ式期）の層からも出土してい

るが、Ⅳ期を特徴付ける文様要素が上下に菱形文・楕円文などを付加した入組三叉文と羊歯状

文であることから、従来の土器研究の成果からみて、Ⅳ期の層から出土した深鉢Ｄ1 と深鉢Ｆ3

は混入である可能性が高い。また、入組帯状文で飾られる平縁の深鉢Ａ1・深鉢Ｆ1・深鉢

Ｄ2ａ・深鉢Ｄ2ｂ・深鉢Ｄ2ｃもわずかであるがⅢ期にのみ認められる。Ⅲ期にはこれら装飾

的な文様をもつ深鉢が深鉢の約 45％を占めている点が特異であり、Ⅳ期以降には装飾的な文様

を持つ深鉢がほとんど認められなくなる。 

③口唇部に刻み目が充塡される深鉢Ａ4ａはⅥ期（大洞Ｃ2 式旧段階）に出現し、深鉢の約

7％（全組成の約 2.5％）を占めるⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）の为要型式であるが、Ⅶ期（大洞

Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）にはほとんど認められない。 

④Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では、深鉢Ａ7・深鉢Ｆ12に次ぐ为

要型式として、口唇部に刻み目が充塡される深鉢Ｂ3・深鉢Ｂ5ｂ・深鉢Ｃ1ｃ、低い山形小波

状縁の深鉢Ｃ2ｃがある。これらの多くはⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）に出現するが、その組成比

はわずかである。 

⑤全般的にみると、時期が降るにつれて型式の数が次第に増加し、型式が細分化している。 

【鉢の型式組成の変遷】（第 634･635図） 

Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）～Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に比べ、Ⅲ期 
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（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）の鉢の出土点数が尐ないため、以下に述べる

Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）の様相については不確実な点が多い。 

①地文に縄文が施され、他に何ら装飾のない鉢Ｅ19が時期を通じて認められる。鉢の出土点

数が尐ないⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）を除けば、Ⅵ期（大洞Ｃ2

式期）をピークに増減している。 

②玉抱三叉文で飾られた鉢Ｅ2 はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）に特徴的な型式である。Ⅳ期

（大洞ＢＣ式期）を特徴付ける文様要素が上下に菱形文・楕円文などを付加した入組三叉文と

羊歯状文であることから、従来の土器研究の成果からみて、Ⅳ期の層から出土した鉢Ｅ2 は混

入である可能性が高い。 

③Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）では直線的な羊歯状文で飾られた鉢Ｅ5ｃが特徴的である。他には菱

形文・半円状弧線で飾られた鉢Ｅ4ａ・鉢Ｅ4ｂ、羊歯状文で飾られた鉢Ｄ3・鉢Ｅ5ｂ、口唇

部や口頚部に刻み目・平行沈線などが施される鉢Ａ3・鉢Ｂ11・鉢Ｅ14・鉢Ｅ16ａ・鉢Ｆ4ｂ

などがわずかに認められる。 

④Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では鉢Ａ3・鉢Ｂ8・鉢Ｅ10（小突起・刻み目・横楕円形彫去などが充塡

された口唇部の下位に刻み目充塡帯と平行沈線が施される鉢）が特徴的である。このうち、鉢

Ａ3はⅣ期（大洞ＢＣ式期）に出現しているが、点数は尐ない。また、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）の

層からは羊歯状文で飾られた鉢Ａ1ａ・鉢Ｅ5Ｃも出土しているが、Ⅳ期のものの混入である

可能性が高い。 

⑤Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では鉢Ｅ16ａ・鉢Ｅ17ｂ（口唇部に刻み目や横楕円形彫去が充塡さ

れ、その下位に平行沈線が施される鉢）、鉢Ｂ9ｂ（口唇部に刻み目や横楕円形彫去が充塡さ

れ、その下位に刻み目充塡帯と平行沈線が施される鉢）、鉢Ｇ4（地文に縄文のみが施される

鉢）が特徴的である。このうち、鉢Ｅ16ａはⅣ期（大洞ＢＣ式期）、鉢Ｅ17ｂはⅤ期（大洞

Ｃ1式期）に出現しているが、組成比は尐なく、为体的な型式となるのはⅥ期（大洞Ｃ2式旧

段階）である。 

⑥Ⅶ期（大洞Ｃ2 式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では鉢Ｄ6ｂ・鉢Ｅ16ａ・鉢Ｅ17

ｂ・鉢Ｆ4ｂ（口唇部に刻み目や横楕円形彫去が充塡され、その下位に平行沈線施される鉢）、

鉢Ｄ6ａ（口縁部に突起が配置され、口唇部に刻み目や横楕円形彫去が充塡され、その下位に

平行沈線が施される鉢）、鉢Ｂ9ｂ（口唇部に刻み目や横楕円形彫去が充塡され、その下位に

刻み目充塡帯と平行沈線が施される鉢）、鉢Ｄ8（地文に縄文のみが施される鉢）が特徴的で

ある。このうち、Ⅵ期（大洞Ｃ2 式旧段階）に盛行する鉢Ｂ9ｂと鉢Ｅ16ａはⅦ期（大洞Ｃ2

式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では組成比が尐なくなっている。また、鉢Ｄ8 と鉢

Ｅ17ｂはⅤ期（大洞Ｃ1式期）に出現しているが、組成比は尐なく、以後次第に増加している。 
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⑦全般的にみると、時期が降るにつれて型式の数が次第に増加し、型式が細分化している。 

【浅鉢の型式組成の変遷】（第 634･636図） 

①Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）では浅鉢Ｅ1（口縁部に突起や把手が配され、入組三叉文など

各種の三叉文と平行沈線で飾られた浅鉢）が特徴的である。浅鉢Ｅ1はⅣ期（大洞ＢＣ式期）

にも１点認められるが、Ⅲ期のものの混入である可能性が高い。 

②Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）では浅鉢が尐ないため、その組成について論ずることはできない。 

③Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では浅鉢Ａ1（刻み目充塡帯・平行沈線に上下を区画された胴部文様帯

にＸ字状文が繰り返し配置される浅鉢）、浅鉢Ｄ3（弧線・彫去による装飾的小破状縁と刻み

目充塡帯を特徴とする浅鉢）が特徴的である。 

④Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では浅鉢が尐ないため、その組成について論ずることはできない。 

⑤Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では浅鉢Ｂ15（口唇部に刻み目が充

塡され、その下位に平行沈線が施される浅鉢）、浅鉢Ｃ5ｂ（低い山形波状縁と平行沈線間の横

楕円形彫去で飾られた浅鉢）、浅鉢Ｂ3ｂ（頚部がメガネ状浮文、胴上部が横楕円形区画文で

飾られた浅鉢）が特徴的である。その他、組成比は低いが、頚部がメガネ状浮文で飾られた浅

鉢Ｂ2・浅鉢Ｂ3ａ・浅鉢Ｂ9や低い山形波状縁で飾られた浅鉢Ｃ4・浅鉢Ｃ5ａ・浅鉢Ｃ6ａ・

浅鉢Ｃ6ｂなど特徴的な型式が認められる。 

⑥全般的にみると、時期が降るにつれて型式の数が次第に増加し、型式が細分化している。特

に、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）の型式組成は細分化が著しい。 

【皿の型式組成の変遷】（第 634･636図） 

Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）～Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に比べ、Ⅲ期

（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）の皿の出土点数が尐ないため、Ⅲ期・Ⅳ期の

様相については不確実な点が多い。 

①Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では皿Ａ2（［ ＋ ＋ ］状彫去の繰り返しによる装飾的小波状縁と

半肉彫り的な直線的雲形文を配した皿）と皿Ｃ3（直線的雲形文を配した平縁の皿）が特徴的

である。皿Ａ2と皿Ｃ3はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）にもわずかであるが認められる。類似した

特徴を持つ皿がⅥ期にも認められるので、Ⅵ期の層から出土した皿Ａ2と皿Ｃ3が混入であるか

どうかは判断できない。 

②Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では皿Ｂ3（口唇部にＡ突起を４卖位配し、口唇端部に刻み目を充

塡し、胴部文様帯に平滑な雲形文を配した皿）が皿の約50％（全組成の約10％）も占めている｡

他には、皿Ｂ4（胴部文様帯が皿Ｂ3と同様で、連続横楕円形彫去による小波状縁の皿）、皿

Ｂ5（胴部文様帯が皿Ｂ3と同様で、口唇部にＢ突起が配され、突起間が三叉状沈線で連結され

た皿）、皿Ｂ2ａ（［ ＋ ＋ ］状彫去の繰り返しによる装飾的小波状縁と羊肉彫り的な直 
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線的雲形文を配した平縁の皿）が特徴的である。これらのうち、皿Ｂ4はⅤ期（大洞Ｃ1式期）

に出現し、皿Ｂ2ｂと類似した皿Ｂ2ａ（口唇部にＡ突起が４卖位配される以外は、皿Ｂ2ｂと

同様の皿）がⅤ期に出現し、Ⅵ期にも認められる。 

③Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では皿Ｂ3が皿の約67％（全組成の約

5％）を占めている。しかし、その大多数は残存率の低い破片であり、残存率の高い個体はⅦ

期の層が形成される以前の旧地表上面（Ａ層上面）から出土したものが多い。したがって、Ⅶ

期の層から出土した皿Ｂ3については、本来はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）に含まれるべきものの

混入である可能性が高いと考える。Ⅶ期では他に皿Ｃ7（口唇部にＡ突起が４卖位配される無

文の皿）と皿Ｃ9（無文・平縁の皿）が特徴的である。皿Ｃ7・皿Ｃ9 はⅥ期に出現するが組成

比は低く、盛行するのはⅦ期である。 

【壺の型式組成の変遷】（第 634･637図） 

壷はⅥ期（大洞Ｃ2旧段階）・Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）以外

の各時期には尐ないため、時期的な変遷については不明確な点が多い。 

①時期が降るにつれて形式・型式の数が増える傾向にある。 

②Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では壷Ｃ1・壷Ｄ2（口頚部が無文帯で、胴部に縄文が施される壷）が

特徴的である。両者はⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）まで存続するが､

次第に組成比が減尐する傾向にある。 

③Ⅵ期（大洞Ｃ2 式旧段階）では壷Ａ3・壷Ｄ2・壷Ｅ1・壷Ｆ3（いずれも口頚部が無文帯で、

胴部に縄文が施される壷）、壷Ｘ4（胴部文様帯に雲形文が施される壷）が特徴的である。 

④Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では壷Ａ3・壷Ｃ1・壷Ｅ1・壷

Ｆ3（いずれも口頚部が無文帯で、胴部に縄文が施される壷）、壷Ａ2（口縁部に突起が施され､

頚部が幅広い無文帯で、胴部に縄文が施される壷）、壷Ｘ6（胴部文様帯に横位連続工字文が

施される壷）が特徴的である。 

【注口の型式組成の変遷】（第 634･637図） 

注口も出土点数が尐なく、時期的な変遷については不明確な点が多い。 

①壷とは逆に、時期が降るにつれて形式・型式の数が減る。 

②Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）では胴部文様帯に入組文・三叉文が施される注口Ａ1・注口

Ｄ1・注口Ｄ2、無文の注口Ｃ2・注口Ｅが特徴的である。 

③Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）では口頚部文様帯・胴上部文様帯に菱形文・半円状弧線を付加した入

組三叉文が施される注口Ｃ3・注口Ｃ4が特徴的である。 

④Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）の層からは注口が出土していないため、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）の注口は

明かではないが、Ⅵ期（大洞Ｃ2式期）の層から出土した注口Ｆは、口唇部文様帯の特徴から 
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みれば、Ⅴ期に遡る可能性もある。 

⑤Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では注口Ｇ1（口唇部・肩部文様帯に連結Ｂ状小突起・刻み目が充

塡され、頚部文様帯に鉢巻状雲形文、胴部文様帯に直線的雲形文が施される注口）が为体的で

ある。 

⑥Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では注口Ｇ1が注口の約 8.9％（全組

成の約 2％）を占めている。しかし、その大多数は残存率の低い破片であり、残存率の高い個

体はⅦ期の層が形成される以前の旧地表上面（Ａ層上面）から出土したものである。したがっ

て、Ⅶ期の層から出土した注口Ｇ1については、本来はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）に含まれるべ

きものの混入である可能性が高いと考える。Ⅶ期では他に注口Ｇ2（口唇部文様帯に 2個 1対

の山形小突起と刻み目が充塡され、頚部文様帯に縄文が充塡される横位運続工字文と逆π字

状工字文、肩部文様帯にメガネ状浮文、胴上部文様帯に横楕円形区画文、胴下部に縄文が施さ

れる注口）、注口Ｈ（肩部文様帯に刻み目、他には縄文が施される平底の注口）が認められ

る。それぞれ出土点数は１点と尐ないが、特徴的な型式である。 

 

(4)文様構成の変遷 

各時期の文様を以下のように３大別する。 

文様Ａ：入組帯状文、各種の三叉文、羊歯状文、雲形文、横楕円形区画文、工字文などの装

飾的な为文様 

文様Ｂ：各種の突起・刻み目・彫去、平行沈線などの部分的な文様 

文様Ｃ：無節縄文、卖節縄文、羽状縄文、沈線文、無文などの地文 

文様Ａ・Ｂ・Ｃの構成を時期別に検討すると、以下のことがわかる。 

①深鉢ではⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）には約 43％占めていた文様ＡがⅣ期（大洞ＢＣ式

期）・Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）と減尐し、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）以降には認められなくなる。

また、Ⅲ期には約1％しか占めていなかった文様ＢはⅣ期以降次第に増加し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式

旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には約40％を占めるようになる。また、文様ＣはⅥ期を

ピークとして増減し、Ⅵ期には約 85％も占めている（第635図）。 

②鉢では文様ＡはⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）には約55％、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）には約 63％

占めていたが、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）以降は減尐し、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）・Ⅶ期（大洞Ｃ2

式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には約 2％しか占めなくなる。また、文様ＢはⅢ期に

は約 10％、Ⅳ期には約 32％占めていたが、Ⅴ期以降は急激に増加し、約 70～80％前後も占める

ようになる。文様ＣはⅢ期に約 34％を占めていたが、Ⅳ期には約 4％と減尐し、以後Ⅵ期を

ピークに増減するが、Ⅵ期でも約 20％を占めるにすぎない。鉢の文様Ａの変遷は深鉢の文様Ａ 



 

 
760 

の変遷と同様であるが、鉢の文様Ｂの変遷は深鉢の文様Ｃの変遷に類似し、鉢の文様Ｃの変遷

は深鉢の文様Ｂの変遷に類似している（第635図）。 

③浅鉢ではⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）に为体を占めていた浅鉢Ａが以後次第に減尐し、Ⅵ期

（大洞Ｃ2式旧段階）には認められなくなるが、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての

移行期）には再び増加し、約 34％を占めている。文様ＢはⅤ期（大洞Ｃ1式期）以降に認めら

れ、約30～40％占めている。文様ＣはⅣ期（大洞ＢＣ式期）以降に認められ、Ⅵ期をピークに

増減している（第636図）。 

④皿ではⅤ期（大洞Ｃ1式期）・Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）に文様Ａの構成比が約97％も占めて

いるが、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には約 72％に減尐し、それに

代わって文様Ｂが約18％、文様Ｃが約10％に増加している。なお、Ⅶ期の文様Ａは皿Ｂ3・皿

Ｂ5 で、前述したように、Ⅵ期の混入の可能性が高い。もし、そうであるならば、文様Ａはほ

とんど消滅し、文様Ｂ・文様Ｃで占められることになる（第 636図）。 

⑤壷では为体を占める文様Ｃが次第に減尐し、代わってⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）に出現した

文様Ａ・文様Ｂが次第に増加する。文様ＡはⅥ期・Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけ

ての移行期）に約20％、文様ＢはⅥ期に約5％、Ⅶ期に約25％を占めている（第637図）。 

⑥注口では各時期を通じて文様Ａが为体を占めているが、文様ＢがⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階

～大洞Ａ式にかけての移行期）に、文様ＣがⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）に認められる（第

720図）。 

文様Ａ・文様Ｂ・文様Ｃの構成の変遷を器形別にみると、①～⑥のような差異がある。これ

は、同一時期であっても器形によって文様Ａ・文様Ｂ・文様Ｃの選択性に差異があることに为

因があり、それに文様の選択性についての時期的な嗜好性も加わって複雑な傾向性を見せてい

る。器形を区別しないで文様Ａ・文様Ｂ・文様Ｃの構成の変遷をみると、文様Ａと文様Ｂを併

せた構成比は各時期を通じて約 52～62％とほぼ一定している。そして、両者の相対的な割合は

相互補完的であり、文様Ａの割合が時期が降るにつ

れ次第に減尐するのに対し、文様Ｂの割合は次第に

増加している（第638図）。 

次に、文様Ａ・Ｂ・Ｃそれぞれの構成の変遷を時

期別にみると、以下のことがわかる。 
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【文様Ａの主文様の変遷】（第 639図） 

①Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）では入組帯状文が約32％、入組三叉文・玉抱き三叉文が約 58％

を占める。 

②Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）では入組帯状文が約12％、入組三叉文・玉抱き三叉文が約30％、上下

に菱形文・半円状弧線などを付加した入組三叉文が約30％、羊歯状文が約28％を占める。 

③Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では羊歯状文が約6％、上下に菱形文・半円状弧線などを付加した入組

三叉文が約25％、雲形文が約 69％を占める。 

④Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では雲形文が約 100％を占める。Ⅴ期(大洞Ｃ1式期)の雲形文は半

肉彫り的な曲線的雲形文であるのに対し、Ⅵ期の雲形文は平滑な直線的雲形文が为体を占める。 

⑤Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では雲形文が約 73％、横楕円形区画

文が約5％、横位連続工字文が約9％、π字状工字文が約2.6％、工字文が約8％を占める。Ⅶ期

の雲形文は皿Ｂ3・皿Ｂ5・注口Ｇ1 に認められる。前述したように、これらの大多数は残存率

の低い破片であり、残存率の高い個体はⅦ期の層が形成される以前の旧地表上面（Ａ層上面）

から出土したものが多いので、Ⅶ期の層から出土した皿Ｂ3・皿Ｂ5・注口Ｇ1 については、本

来はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）に含まれるべきものが混入した可能性が高いと考えている。ま

た、工字文については、工字文の施される土器が

第１遺物包含層の縁辺部に近いⅦ期の層やⅦ期の

層の下位の旧地表面、及び第１遺物包含層の周辺

部から尐数出土しており、本来はⅦ期に含まれな

い可能性が高いと考えている。したがって、こう

した推定が正しいとすれば、Ⅶ期の为文様は横楕

円形区画文、横位連続工字文、π字状工字文など

によって構成されていることになる。 

【文様Ａ・Ｂの口縁部・口頸部文様の変遷】（第640図） 

①各時期とも平行沈線の占める比率が最も高く、平行沈線は各時期を通じて最も一般的な文様

要素である。 

②Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）では各種の山形突起が占める比率が高く、頚部の横楕円形彫

去・メガネ状浮文の占める比率も他の時期に比べて比較的高く、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）

の時期的特徴となっている。 

③Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）ではⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）に为体を占めた山形突起の占める比

率が極端に減尐する。そして、それに代わって口唇部に対する各種の刻み目（「2個 1対の小

突起＋右下がり横走弧線＋3～5個の刻み目充塡」や「深目の刻み目＋浅目の刻み目」の繰り 
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返し配置、刻み目充塡など）や頚部への刻み目充塡帯の占める比率が増している。特に、「2

個1対の小突起＋右下がり横走弧線＋3～5個の刻み目充塡」や「深目の刻み目＋浅目の刻み目」

の繰り返し配置は、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）・Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）のみに認められ、比率も高く、

時期的な特徴となっている。 

④Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）では口唇部に対する各種の刻み目（「2個 1対の小突起＋右下がり横

走弧線＋3～5個の刻み目充塡」や「深目の刻み目＋浅目の刻み目」の繰り返し配置、刻み目充

塡など）や彫去（連続横楕円形彫去や［ ＋ ＋ ］状彫去の繰り返し配置）、頚部の刻み目

充塡帯の占める比率が高く、時期的な特徴となっている。 

⑤Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）では口唇部の刻み目充塡、頚部の刻み目充塡帯、Ａ突起などが为

要な文様要素である。特に、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）に出現した口唇部の刻み目充塡はⅣ期（大

洞ＢＣ式期）以降の時期で最も多用されている。 

⑥Ⅶ期（大洞Ｃ2 式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では各種の突起（Ａ突起、Ｂ突起、

2 個 1対の山形突起）や低い山形波状縁、口唇部の刻み目充塡の占める比率が高く、時期的な

特徴となっている。また、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）に認められて以後途絶えていたメガネ

状浮文が再び認められるようになる。ただし、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）のメガネ状浮文が

深鉢に施文されたのに対し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では浅鉢

に認められる。また、Ａ突起はⅥ期（大洞Ｃ2 式旧段階）では皿に用いられていたのに対し、

Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では深鉢・鉢・浅鉢・皿・壷・注口に

用いられ、特に鉢・壷に多用されている、という相違がある。 
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(5)地文の変遷 

地文の様相を前述の文様Ａ（装飾的な为文様）・文様Ｂ（部分的な装飾文様）・文様Ｃ（地

文のみの文様）の区別ごとにみると、以下のことがわかる（第641図）。なお、破片も含めて

集計してあるので、残存率が低く、口縁部から胴部に至る長さが施文原体の幅よりも短い破片

も若干含まれている。したがって、ＬＲ縄文・ＲＬ縄文の本来の割合は集計値より若干尐なく

なり、その分だけ羽状縄文(ＬＲ,ＲＬ)・羽状縄文(ＲＬ,ＬＲ)の割合が若干増えるはずである。し

かし、残存率には時期的な相違が認められないので、地文構成の変遷を考察するのにはさほど

影響がないはずである。 

【文様Ａの地文の変遷】 

①各時期を通じてＬＲ縄文が为体を占め、平均すると約 91％にもなる。施文原体の一端が結節

ないし結束ないし自縛されている縄文は、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）の羽状縄文に１例認められる

のみである。節が小さく、幅の狭い原体が为に用いられている。 

②ＬＲ縄文以外では、Ｌ縄文、ＲＬ縄文、羽状縄文(ＬＲ,ＲＬ)・羽状縄文(ＲＬ,ＬＲ)、無文がわず

かに認められる。 

③羽状縄文の割合はⅣ期(大洞ＢＣ式期)に比較的高く、羊歯状文の施される鉢に多く認められ

る。 

④Ⅵ期（大洞Ｃ2式期）では特にＬＲ縄文の比率が約 98％と高く、Ⅵ期の文様Ａ（雲形文）の

施文にあたってはその地文に至るまで厳しく規制されていたことが窺える。 

【文様Ｂの地文の変遷】 

①Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）は点数が尐ないので地文の構成比につ

いては不確実であるが、他の時期ではいずれもＬＲ縄文、ＲＬ縄文、羽状縄文(ＬＲ,ＲＬ)・羽状

縄文(ＲＬ,ＬＲ)が多く用いられている。ＬＲ縄文はⅤ期（大洞Ｃ1式期）をピークに、羽状縄

文はⅥ期（大洞Ｃ2式旧段階）をピークに増減している。 

②Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）にはそれまであまり用いられてこな

かったＬ縄文・無文が増加し、新たにオオバコの花茎を回転施文した擬縄文が認められるよ

うになる（図版 208－9･10）。このオオバコの花茎を施文原体とする擬縄文は、北海道道東部

の縄文時代後期に認められることが近年注目され出したもので(北海道埋蔵文化財センター，

1985)、北海道以外で検出された例は本遺跡がはじめてである。しかし、本遺跡例は縄文時代

晩期末に属し、北海道道東部の後期出土例とは地域・時期が異なり、直接的な関連性は認めら

れない。Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）ではＬＲ縄文・羽状縄文が多用され、しかも口縁部と平行

してきれいに左→右方向に施文されている。しかし、Ⅶ期ではその規制も崩れてＬ縄文など

が多く用いられるようになり、施文の仕方もあまり丁寧でなくなってくる。擬縄文はそうした 
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時期的背景のもとで摺萩遺跡を残した当時の地域集団の間に自生的に発生したものと考えてお

きたい。 

【文様Ｃの地文の変遷】 

①無節縄文(Ｌ縄文・Ｒ縄文)はⅣ期（大洞ＢＣ式期）をピークに増減し、Ⅵ期（大洞Ｃ2式

期）に最も尐なくなるが、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には再び増加

する。 

②卖節縄文（ＬＲ縄文・ＲＬ縄文）はⅤ期（大

洞Ｃ1式期）をピークに増減する。 

③羽状縄文(ＬＲ,ＲＬ)・羽状縄文(ＲＬ,ＬＲ)

はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）～Ⅴ期（大洞Ｃ1

式期）にかけて次第に減尐し、再びⅥ期（大洞

Ｃ2式旧段階）に増加してⅦ期（大洞Ｃ2式旧段

階～大洞Ａ式にかけての移行期）に減尐する。

Ⅲ期・Ⅵ期は羽状縄文が多く用いられ、Ⅴ期・

Ⅶ期はそれほど多くは用いられない。Ⅲ期・Ⅵ

期の羽状縄文は各段が等間隔で口縁部と平行

するように特に丁寧に施文されているが、Ⅶ期

の羽状縄文はやや粗雑に施文されているもの

が多い。各段の間隔が狭い羽状縄文はⅢ期の深

鉢にのみ認められる。また、無節のＬ縄文・Ｒ

縄文のいずれかもしくは両者を含む羽状縄文

は、Ⅴ期を除く各時期に若干認められる。 

④無文の比率は各時期ともそれほど高くない

が、Ⅵ期（大洞Ｃ2 式旧段階）をピークに次第

に減尐し、Ⅶ期（大洞Ｃ2 式旧段階～大洞Ａ式

にかけての移行期）には再び増加して、全体の

約10％を占めている。 

⑤施文原体の一端が結節ないし結束ないし自

縛されている縄文は、無節縄文には尐なく、卖

節縄文・羽状縄文にやや多く認められる。こう

した縄文の比率はⅣ期（大洞ＢＣ式期）をピー

クに増減し、Ⅳ期では約23％を占めている（第 
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635図）。 

⑥３本撚りの縄文は卖節縄文・羽状縄文にわずか認められ、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）に２

点、Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）に４点、Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）に 28点、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階

～大洞Ａ式にかけての移行期）に 13点ある。Ⅵ期の地文のみの深鉢に比較的多く認められる。 

⑦各時期とも縄文の施文は口縁部→底部に向けて左→右方向に施文されている。底部→口縁部

に向けて施文されるのはⅦ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に１例認めら

れるのみであり、この施文方向も左→右方向である。また、横方向に回転施文して一周した終

わりの部分が右下がりとなっているものも多く認められる。これは、縄文の施文にあたって

「口縁部を上にして土器を時計回りに回転させながら、縄文原体を左→右方向に横に回転させ

て施文する」、という強い規制が摺萩遺跡を残した縄文時代後期末～晩期末にかけての人々に

働いていたことを物語るものであり、縄文時代人の右効き優勢（阿部,1988）の一端を窺わせ

ている。 

 

(6)各器形の大きさの変動 

【深鉢の大きさの変動】 

第620図に示したように、深鉢は1≦器高/口径比＜3/2の間にあり、器高と口径とはある一定

の相関関係のもとにあることが窺える。このことは、口径がわかれば器高はある程度狭い範囲

内に納まることを意味する。したがって、口径がわかる残存率1/6以上の破片についても集計

に加えることができ、口径・器高がわかる個体のみの尐ない集計よりも高い信頼性で各器形の

大きさについて考察することができる。なお、第620図と口径度数分布図（第642図）とを対照 
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すると、深鉢の大きさを以下のように区分することができる。 

小型品 ：口径＜17ｃｍ、器高＜18ｃｍ前後 

中型品 ：17≦口径＜26ｃｍ、18≦器高＜30ｃｍ前後 

大型品 ：26≦口径＜34ｃｍ、30≦器高＜40ｃｍ前後 

超大型品：34≦口径＜42ｃｍ、40≦器高＜45ｃｍ前後 

以上の区分に従って第642図を集計し直すと、以下のことがわかる（第643図）。 

①各時期を通じて中型品が最も多く、平均すると約50％を占めている。次いで、大型品が多く､

約31％を占めており、両者の占める割合が高い。小型品・超大型品はそれぞれ約12％、約8％

と尐ない。 

②Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）は最も小型品が尐なく、大型品・超大型品が比較的多い。 

③Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）は超大型品がなくなり、大型品も減って、小型品が増える。点数が尐

ないため、やや不確実だが、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）よりも全体的に小型化していると言

えようか。 

④Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）以降は小型品・中型品の比率が次第に減尐し、大型品・超大型品の比

率が増加している。 

⑤文様Ａ（为文様）の深鉢はⅢ期（後期末～

大洞Ｂ式期）では小型品～超大型品までの各

段階に認められるが、Ⅴ期（大洞Ｃ1 式期）

以降は小型品にわずかに認められるにすぎ

なくなる。 

⑥Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）に出現する文様Ｂ（部

分的装飾）の深鉢は、Ⅳ期では小型品のみに

認められるが、Ⅴ期（大洞Ｃ1 式期）以降で

は中型品・大型品に多く認められるようにな

る。 

⑦文様Ｃ（地文のみ）の深鉢はⅢ期（後期末

～大洞Ｂ式期）～Ⅴ期（大洞Ｃ1 式期）では

中型品以上の大きさのものに認められたが、

Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）・Ⅶ期（大洞Ｃ2式

旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では小

型品にも認められるようになる。 
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【鉢の大きさの変動】 

深鉢と同様の理由で作成した口径度数分布図と第620図とを対照すると、鉢の大きさを以下

のように区分することができる。 

小型品 ：口径＜12ｃｍ、器高＜10ｃｍ前後 

中型品 ：12≦口径＜20ｃｍ、10≦器高＜20ｃｍ前後 

大型品 ：20≦口径＜30ｃｍ、20≦器高＜25ｃｍ前後 

以上の区分に従って集計し直すと、以下のことがわかる（第 644図）。 

①各時期を通じて中型品が最も多く、平均すると約65％を占めている。小型品・大型品は平均

するとそれぞれ約 17％前後を占め

ている。 

②Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）～Ⅶ

期（大洞Ｃ2 式旧段階～大洞Ａ式に

かけての移行期）の中ではⅤ期（大

洞Ｃ1 式期）の構成が他の時期と比

較して大きく異なっている。Ⅴ期に

は中型品の比率が最も高く、小型品

の比率が最も低下し、大型品が認め

られない。Ⅴ期以降では中型品が減

尐し、その分だけ大型品が増加して

いる。 

③大別した文様の種類と大きさの

区分との関係は、深鉢ほどには明瞭

な相違点は認められなかった。 

 

【浅鉢の大きさの変動】 

深鉢と同様の理由で作成した口径度数分布図と第620図とを対照すると、浅鉢の大きさを以

下のように区分することができる。 

小型品：口径＜15ｃｍ前後、器高＜7ｃｍ前後 

中型品：12≦口径＜25ｃｍ、7≦器高＜10ｃｍ前後 

大型品：25≦口径＜42ｃｍ、10≦器高＜20ｃｍ前後 

以上の区分に従って集計し直すと、以下のことがわかる（第 645 図）。なお、Ⅵ期(大洞Ｃ2

式旧段階）以前の浅鉢の点数が尐ないため、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）～Ⅵ期とⅦ期（大洞 
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Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）とで比較する。 

①各時期を平均すると、小型品・中型品がそれぞれ約42％を占めており、大型品はそれほど多

くはない。 

②Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には小型品が増加し、中型品・大型

品がやや減尐している。しかし、口径がわからない残存率 1/6以下の破片には大型の浅鉢Ｃが

多く含まれており、Ⅵ朝（大洞Ｃ2式旧段階）には浅鉢がほとんど認められないため、大型品

が増加したかのような印象を得ている。 

③大別した文様の種類と大きさの区分との関係は、深鉢ほどには明瞭な相違点は認められな

かった。ただし、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）では文様Ａが大型品

に認められず、小型品に多いのに対

し、文様Ｂは小型品～大型品に認め

られ、中型品に多い。したがって、

大別した文様の種類によって大き

さが異なる可能性もある。 

 

 

 

 

【皿の大きさの変動】 

深鉢と同様の理由で作成した口径度数分布図と第620図とを対照すると、皿の大きさを以下

のように区分することができる。 

袖珍 ：口径＜5ｃｍ前後、器高＜2ｃｍ前後 

小型品：5≦口径＜20ｃｍ、2≦器高＜6ｃｍ前後 

中型品：20≦口径＜30ｃｍ、6≦器高＜10ｃｍ前後 

大型品：30≦口径＜35ｃｍ、6≦器高＜10ｃｍ前後 

以上の区分に従って集計し直すと、以下のことがわかる（第 646図）。 

①各時期とも小型品が約50％前後を占め、次いで中型品が多い。袖珍・大型品は尐ない。 

②Ⅵ期（大洞Ｃ2式期）以降は小型品がやや増加し、中型品・大型品がやや減尐している。 

③各時期を通じて多い文様Ａ（为文様）の皿はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）以外では小型品

～大型品に認められ、文様Ｂ（部分的装飾）の皿は小型品にのみ認められる。また、文様Ｃ

（地文のみ）の皿は袖珍～中型品に認められ、大型品には認められない。 
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(7)各器形の胎土 

各器形の胎土については、以下のように

含有物の大きさでＡ～Ｄの４段階、含有物の

構成で 1～4 の４種類に分類した。そして、

両者の分類を組み合わせてＡ1・Ｃ3などと

いうように表記した。なお、胎土は肉眼で土

器の割れ口を観察したが、観察者の違いによ

る相違を排除するために、観察者は一人に限

定した。 

 

 

 

上記の分類に従って集計すると、以下のことがわかる。 

①含有物の大きさのランクがＡ・Ｂの良好な胎土の比率は、Ⅳ期（大洞ＢＣ式期）をピークに

増減し、Ⅳ期では約55％を占めている。逆に、ランクＣの中程度の胎土の比率は、Ⅲ期（後期

末～大洞Ｂ式期）に約54％と最も高く、Ⅳ期に約86％と最も低くなり、以後次第に増加し、Ⅶ

期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には約 50％を占めている。また、ランク

Ｄの粗雑な胎土の比率もⅢ期で最も低く、以後次第に増加し、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞

Ａ式にかけての移行期）には約 21％を占めている。良好な胎土を多く用いるようになるⅣ期を

ピークに、次第にあまり胎土のよいものを多く用いなくなる傾向性が窺える（第647図）。 

②含有物の構成では砂礫のみを含む類型1が各時期を通じて为体を占め、平均すれば約 89％も

占めている。次いで、砂礫に海綿骨針を多く含む類型 2が約 5～13％前後を占めており、Ⅳ期

（大洞ＢＣ式期）～Ⅵ期（大洞Ｃ2式旧段階）に比較的構成比が高い。砂礫に輝石を含む類型 3､

砂礫に雲母を含む類型4は尐ないが、前者は(6)期（大洞Ｃ1式期）を中心に、後者はⅣ期（大洞

ＢＣ式期）を中心に増減する傾向性が窺える（第647図）。 

③含有物の大きさのランクと含有物の構成とを組み合わせた類型には、Ａ1･Ａ2･Ｂ1･Ｂ2･Ｂ3･

Ｂ2/Ｂ3･Ｂ4･Ｃ1･Ｃ2･Ｃ3･Ｃ4･Ｃ2/Ｃ4･Ｄ1･Ｄ2があり、各時期ともＣ1が最も構成比が多く、次いで 
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Ｂ1･Ｄ1･Ｂ2が多い。他の類型の構成比は低い。Ｃ1の構成比はⅣ期（大洞ＢＣ式期）～Ⅵ期（大

洞Ｃ2式旧段階）では約37％前後とほぼ一定しており、Ⅲ期（後期末～大洞Ｂ式期）･Ⅶ期（大

洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）には約 53％前後を占めている。また、Ｂ1とＤ1

は相互補完的であり、時期が降るにつれＢ1の構成比は次第に低くなり、逆にＤ1の構成比は次

第に高くなる（第647図）。 

④文様Ａ（为文様）、文様Ｂ（部分的装飾）、文様Ｃ（地文のみ）の区別ごとにみても①～③

と同様の傾向性が窺える（第 647図）。しかし、文様の区別によって胎土の構成に以下のよう

な変異が認められる。1)ランクＡ・Ｂの良好な胎土（特に胎土Ｂ1）は文様Ａでは各時期とも

多く用いられるのに対し、文様Ｃではあま

り用いられず、ランクＣ・Ｄの胎土（特に

胎土Ｃ1）が多く用いられている。文様Ｂ

は文様Ａと文様Ｃの中間的様相を示して

いる。2)含有物の構成では類型 2 が文様

Ａ・Ｂに各時期とも比較的多いのに対し、

文様Ｃでは類型2～4は各時期とも尐ない。 

⑤器形別にみると、文様Ａの占める比率が

高い皿・注口では、文様Ａ・文様Ｂ・文様

Ｃを併せた構成比・文様Ａの構成比の両者

で良好な胎土（特に胎土Ｂ1）の占める比

率が多く、やや荒い胎土（胎土Ｃ1･Ｄ1）

の占める比率が低い（第649図）。注口に

ついては文様Ｂ・文様Ｃが尐ないため比較

できないが、皿については文様Ｂ・文様Ｃ

それぞれの構成比でランクＢの微細な胎

土の占める比率が他の器形に比べて高い

（第 649図）。また、文様Ａ・文様Ｂの鉢・

浅鉢・壷でもランクＡ・Ｂの良好な胎土（特

にＢ1）の占める比率が高い（第 649図）。

また、深鉢は文様Ａ・文様Ｂ・文様Ｃいず

れの構成比でもランクＡ・Ｂの良好な胎土

（特にＢ1）の占める比率が低い（第 649

図）。しかし、その深鉢でもⅣ期（大洞Ｂ 
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Ｃ式期）では胎土Ｂ1の占める比率が約30％と高く、Ⅳ期をピークに増減している（第 648図）｡

そして、文様Ａ・文様Ｂの深鉢が文様Ｃの深鉢よりも良好な胎土を多く用いる、という文様の

区別の相違による胎土構成の相違だけではなく、①～③の時期的傾向性も窺える。鉢について

も深鉢と同様の傾向性が窺える（第648･649図）。なお、他の器形については時期別・文様別

にすると量的に尐なく、傾向性をみることができない。 

⑥大形品にはあまり良好な胎土は用いられていない。 

⑦以上の①～⑥より、時期・器形・文様・大きさが相互に影響し合いながら胎土が選択されて

いることがわかる。すなわち、1)時期が降るにつれて次第にあまり良好な胎土を用いなくなる､

2)皿・注口には良好な胎土を用い、深鉢にはそれほど良好な胎土を用いない、3)文様Ａ・文様

Ｂの型式には良好な胎土を多く用い、文様Ｃの型式にはあまり良好な胎土を用いない、4)大

形品にはあまり良好な胎土は用いられない、という傾向性が相互に影響して胎土が選択されて

いる。また、器形・文様の有無・大きさが胎土の選択に影響を与えていることから、胎土の選

択にあたっては用途も影響を与えていたと推定される。 

 

５ 土器の製作技術 

①粘土の選択 「７．各器形の胎土」で述べたように、土器の製作にあたっては、時期・器

形・文様の有無・大きさによる傾向性が相互に影響して胎土が選択されており、用途も影響を

与えていたと推定される。 

②成形 各時期を通じて全組成の 70～87％を占める深鉢・鉢は、輪積み痕跡の部分で外面か

ら内面に向けて下がるように割れ、割れ面の上端部が凸状、下端部が凹状を呈するものが多い

ことから、いずれも底部から口縁部に向けて粘土帯を環状に積み上げる紐作りによって成形さ

れ、内面側の粘土を押し下げ、外面側の粘土を押し上げるようにして粘土帯を接着しているこ

とがわかる。壷についても同様であり、幅狭い粘土帯を積み上げたことが明瞭にわかる例も

ある（図版 209-12）。また、浅鉢・皿・注口にも紐作りされていることがわかる例もある（図

版 209-11･13）。紐作り以外の成形には手捏ねがある。手捏ねは一部の袖珍土器の成形に用

いられているのみであり、粘土帯の積み上げによる紐作りが一般的である。こうした成形は各

時期を通じて認められ、縄文時代晩期の他の遺跡でも一般的に認められることから、縄文時代

晩期では一般的な成形手法であった可能性が高い。北海道七飯町聖山遺跡でも同様の成形手法

が用いられていることが既に指摘されている(芹沢編,1979)。この他、成形に伴う痕跡として、

底部内面の爪圧痕（図版 209-14）や壷の胴上部内面の指圧痕（図版 209-15）、注口・壷など

の内面の指頭によるオサエ痕跡（図版209-11･13）などがある。なお、網代底は5点（第143図

11第149図12、第189図、第202図1、第254図-5）、木の葉底は2点(第229図-6、第249図8)出 
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土したのみであるが、土器を成形する際に網代や木の葉を下敷・回転台に用いたことを示して

いる。 

③器面調整 

器面調整の種類には、ケズリ・ナデ・ミガキ・オサエなどがあり、各個体の土器には通常こ

れらの器面調整が複数用いられている。一般に深鉢・鉢・浅鉢の内面は、底部から高さ約 3/4

のまでの底部～胴上部にタテケズリ→丁寧なタテミガキが施され、口縁部から高さ約 1/4まで

の胴上部～口縁部にヨコケズリ→丁寧なヨコミガキが施されている（図版209-1;ケズリの代わ

りにナデが用いられたり、ケズリと共にナデが用いられる例もある）。また、外面の胴下部

～底部が無文の場合にはヨコケズリ→丁寧なヨコミガキが施され、底部内面もケズリ→ミガキ

が施されている。底部内面のミガキは不規則に行われるものが多いが、鉢Ｄ2・鉢Ｂ8・鉢Ｂ9

ｂなどの中には胴下部～底部中心に向けて放射状に丁寧なミガキが施されるものもある（図

版 210-2･3･4）。皿も内面に丁寧なミガキが施され、外面に磨消縄文がある場合には磨消部

に丁寧なミガキが施され、外面が無文の場合でも丁寧なミガキが施されている。壷・注口の内

面は、外側から見えて手の届く範囲に丁寧なミガキが施され、それ以外の箇所にはケズリやナ

デの痕跡がそのまま残っているものが多い（図版209-10･11･13）。壷・注口の外面の無文部分

は丁寧なミガキが施されている。 

こうした器面調整は文様の有無に関わらず各時期を通じて行われている。为文様の施される

土器を「精製土器」、为文様の施されない地文のみの土器を「粗製土器」と呼ぶことが多く、

両者の中間的様相の土器として幅狭い口縁部文様帯に部分的装飾が施される土器を「半精製土

器」と呼ぶという提唱もされている（鈴木,1975）。しかし、通常呼ばれている「精製土

器」・「粗製土器」という名称は、「为文様の施される土器」・「为文様の施されない土器」

という程度の意味しかない（林,1981）ので、器面調整から見れば両者は共に〈精製土器〉で

ある。したがって、为文様がないからといって「粗製土器」という言い方はできないので、本

稿では敢えて「精製土器」・「半精製土器」・「粗製土器」という区別はしない。 

 

６ 土器の用途 

土器の用途と密接に関連すると一般に考えられている属性には、①0.5～2ｍｍ前後の厚さの

被膜状炭化物（食物の煮こぼれによると思われるおこげ）、②それ以下の厚さの煤状炭化物、

③漆、④アスファルトなどの付着物、⑤２次加熱による火はね（剥落）痕や赤変、⑥補修孔、

⑦土器のかたちと大きさ、⑧器面調整、⑨胎土、⑩文様、⑪出土状況などがある。これらのう

ち、①・②・⑤は煮沸（煮炊き）などの調理用土器を示す示標であり、③は供献・供膳などの

食卓用土器ないし祭儀用土器を示す示標と考えられる。また、④・⑥は土器の一部が破損した 
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場合にも修繕して使い続けたこと、すなわち土器の扱い方の丁寧さを示す示標となる。⑦～⑪

の諸属性は、他の諸属性との関連性が明らかになったときに初めて機能と結び付けて語られる

べきものであり、その後に佐原（1979）の「器種」が明らかになるだろう。そこで、ここでは

①～⑥の諸属性について検討した結果、以下のことがわかった。〔なお、土器の機能（用途）

の名称・区分は佐原（1979）に依拠している。〕 

①残存率1/6以下の資料を含めた集計結果（第650図）をみると、被膜状炭化物は深鉢・鉢に

のみ認められ、深鉢では約6％、鉢では約21％を占めている。しかも、文様Ａ（为文様）・文

様Ｂ（部分的装飾）・文様Ｃ（地文のみ）の

いずれの類型にも認められ、鉢では文様Ｃよ

りも文様Ａ・文様Ｂの類型の方が高い付着率

である。そして、外面のみよりも内面・両面

により多く付着している。しかし、浅鉢・皿・

壷・注口には 1 点も認められない。また、煤

状炭化物は、深鉢・鉢に多く認められるが、

浅鉢ではあまり認められない。そして、皿に

はほとんど認められず、壷・注口にはまった

く認められない。外面胴部下半～底部の２次

加熱による剥落痕や赤変は深鉢・鉢にのみ認

められる。一方、漆は深鉢ではまったく認め

られず、鉢では 1 点認められるのに対し、浅

鉢・皿・壷・注口にはやや多く認められる。

山王遺跡・根岸遺跡などの宮城県内の縄文時

代晩期の泥炭層・低湿地遺跡に比べると、漆

の付着率は低い。しかし、台地上の遺物包含

層からの出土で、保存状態があまり良くない

ことを考えると、本来、浅鉢・皿・壷・注口

の多くには漆が塗られていたものと推定され

る。以上のことから、被膜状炭化物・煤状炭

化物が多く付着し、外面胴部下半～底部の２

次加熱による剥落痕や赤変も認められる深

鉢・鉢は煮沸（煮炊き）などの調理用土器で

あると考えられる。一方、被膜状炭化物が付 
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着せず、漆で飾られることが多い浅鉢・皿・注口は供献・供膳などの食卓用土器ないし祭儀用

土器、壷は貯蔵用土器であると考えられる。また、被膜状炭化物・煤状炭化物が付着しない深

鉢・鉢も多いが、これらについては調理用土器以外にも貯蔵用土器や運搬用土器が含まれてい

る可能性がある。ただし、口径のわかる深鉢・鉢についての集計結果（第651･652図）をみる

と、深鉢・鉢の約2/3に被膜状炭化物ないし煤状炭化物が付着している。したがって、深鉢・

鉢の大多数は煮沸（煮炊き）などの調理用土器であると考えられる。なお、浅鉢・皿には煤状

炭化物の認められるものも尐数あり、調理用土器が含まれる可能性も否定できない。しかし、

調理用土器の確実な示標である被膜状炭化物と外面胴部下半～底部の２次加熱による剥落痕や

赤変がまったく認められないこと、多くは漆塗りと考えられることから、浅鉢・皿の大多数は

供献・供膳などの食卓用土器ないし祭儀用土器であると考えられる。 

②口径のわかる深鉢・鉢について、大きさの区別によって付着物のあり方に相違があるかどう

か検討してみると、深鉢・鉢の小型品・中型品・大型品の多くに被膜状炭化物・煤状炭化物が 
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付着している点は共通するが、若干の相違点も認められる（第651･652図）。すなわち、被膜

状炭化物は深鉢では小型品、特に文様Ｃ（地文のみ）の小型品により多い。また鉢では中型

品、特に文様Ｂ（部分的装飾）の中型品により多い。また、被膜状炭化物・煤状炭化物の外

面・内面・両面の付着率は、大きさの区別や文様Ａ・文様Ｂ・文様Ｃの区別によって相違も認

められる。このことは、大多数が調理用土器と推定される深鉢・鉢の中にも、大きさ・文様の

区別に応じて、煮方や煮るものの種類に違いがあった可能性もあることを暗示している。 

③深鉢・鉢の被膜状炭化物・煤状炭化物の付着部位は、内外面とも口縁部より約2/3の範囲で

ある。そして、内面に付着する場合、同じ高さに帯状に付着しているものが大部分である（図

版209-16～19,210-1～11）。 

④アスファルトの付着は注口、特に注口部の基部に認められる。 

⑤補修孔は深鉢・鉢・浅鉢・皿に認められ、特に文様Ａ（为文様）の類型に多い。しかし、全

体的にみると尐なく、破損しても補修孔の施される比率はそれほど高くなかったと推定される。 

⑥やや特異な付着物として、壷内面の付着物がある（図版 210-12）。この壷の内面下半には黒

褐色の付着物が竹矢来状に巡っている。付着物の種類については、炭化物とも漆状膠着物とも

見受けられる。壷内面にこうした付着物がこのように付く類例は知らない。 

 

７ 搬入品 

一般に、器形・細部形態・文様・製作技術・胎土などがその遺跡のある時期の土器群と大き

く異なる場合、その土器を他の遺跡からの「搬入品」であると推定することが多い。ここでも

「搬入品」を同様に規定し、「搬入品」を抽出する。 

「搬入品」と見なされる土器は、以下の資料である。 

①深鉢Ⅰ（製塩土器） 

Ⅴ期（大洞Ｃ1式期）に口縁部破片 1点（第 80図 14）、Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式

にかけての移行期）にほぼ完形品 1点（第253図2、図版76-2）がある。後者は、1)粘土紐を

積み上げ、内外面を丁寧にヘラケズリ・ナデ調整して器厚約 3ｍｍ前後に薄く成形している（図

版209-3～6）、2)口唇部は内外から押さえつけられ薄く仕上げられて、不規則に小さく波打つ

(図版209-1･2)、3)器高・口径が大きい割には底部が小さく、やや丸底状となる(図版 209-6)、

ことなど、宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚出土の製塩土器の特徴（東北歴史資料館,1983）と一

致する。前者についてもこうした特徴を多く備えており、製塩土器と考えられる。本遺跡は当

時の海岸線から約50km内陸に入った山間部の台地上に立地している。したがって、この 2点の

製塩土器は、本遺跡と最短距離にあって縄文時代晩期の製塩の一大生産地であった松島湾沿岸

から搬入されたものと推定される。ただし、後者の製塩土器は両面に煤状炭化物が付着してお 
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り、器壁も剥離していない。こうした使用状況は里浜貝塚出土の製塩土器とは異なっており、

当初は製塩作業に用いられた可能性も否定できないが、廃棄される前には他の深鉢と同様の煮

沸に用いられたことを示している。この土器については、松島湾沿岸で「製塩土器」として製

作されたが、ほとんど製塩作業には用いられず、製品としての塩を中に入れて本遺跡に搬入さ

れた後、煮沸用土器に転用されたもの、と推定している。なお、宮城県内では内陸部に搬入さ

れた製塩土器として、遠田郡田尻町中沢目貝塚の大洞ＢＣ式期の層から出土した口縁部破片 1

点が報告されている（須藤編,1984）。 

②胎土に雲母を含む土器 

雲母は紙をはがすように薄く何枚にも剥げる特性を持っており、風化にも比較的弱い。鉱床

から産する雲母は別として、花崗岩・閃緑岩などの岩石に含まれる雲母はそれほど大きくな

い。ところが、胎土に含まれる雲母の大きさは1～1.5ｍｍ前後と大きいものが多い。このこと

は、雲母を含む粘土が花崗岩・閃緑岩などの原産地からそれほど離れていない所で生成したこ

とを示している。一般に礫器には遺跡の周辺に産する礫が多く用いられるが、本遺跡の礫器の

大多数には石英安山岩が用いられており、花崗岩・閃緑岩はまったく用いられていない。実際、

本遺跡の周辺にはこれらの岩石は露出していない。したがって、本遺跡の周辺には雲母を含む

粘土はないと判断される。 

この場合、以下の３つの可能性が考えられる。 

1)花崗岩・閃緑岩原産地ないしその周辺の遺跡で製作された土器が直接ないし間接的に搬入

される。 

2)花崗岩・閃緑岩原産地ないしその周辺の遺跡から、雲母を含む粘土が直接ないし間接的に

搬入され、本遺跡でその粘土を用いて土器が製作される。 

3)花崗岩・閃緑岩原産地ないしその周辺の遺跡から、雲母を含む原石が直接ないし間接的に

搬入され、本遺跡周辺の粘土に混和材として混ぜられ、土器が製作される。 

胎土に雲母を含む土器は各時期にわずか認められる。特にⅢ期（後期末～大洞Ｂ式期）・Ⅳ

期（大洞ＢＣ式期）には文様Ａ（为文様）・文様Ｂ（部分的装飾）の類型にやや多く認められ、

文様Ｃ（地文のみ）の類型にはほとんど認められない（第 647図）。一般に文様Ａ（为文様）・

文様Ｂ（部分的文様）の類型の分布圏は文様Ｃ（地文のみ）の類型の分布圏に比べるとより広

く、文様Ｃの類型の分布圏はより狭いと考えられている（佐藤,1985）。このことは、搬入・

搬出される頻度は文様Ａ・文様Ｂの類型が文様Ｃの類型に比べるとより高い、ということも意

味している。したがって、雲母を含む胎土が文様Ａ・文様Ｂの類型にやや多く認められ、文様

Ｃの類型にはほとんど認められないということは、1)の可能性がより高いということを意味し

ていると考えられる。また、胎土に雲母を含む土器の中には、注口Ｃ6（第 309図 
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13）のように細部形態や文様が同時期の他の類型に比べて異質な土器があり、搬入品である可

能性が高いことを裏付けている。なお、雲母を含む胎土はⅢ期（後期末～大洞Ｂ式）・Ⅳ期

（大洞ＢＣ式期）の土器を多く出土した第4遺物包含層にもやや多く認められ、Ⅲ期・Ⅳ期に

やや多く認められることは時期的な傾向性と考えられる。 

これら胎土に雲母を含む土器が搬入品であるならば、その製作地は花崗岩・閃緑岩原産地な

いしその周辺の遺跡ということになる。本遺跡と最も近い花崗岩・閃緑岩原産地には北上山

地、阿步隇山地、月山周辺の３地域があり、いずれも本遺跡から70～80km離れている。胎土に

雲母を含む土器は各時期にわずか認められるが、特に晩期前半のⅢ期・Ⅳ期の文様Ａ（为文様）・

文様Ｂ（部分的装飾）の類型にやや多く認められる。晩期前半には北上川中・上流域が中核地

帯となっており、文様や器形の特徴もこの地域のものと類似している。文様で飾られた土器が

本遺跡に搬入されるとしたならば、单の阿步隇山地や西の月山周辺からとは考えにくい。こ

れらの土器は北上川中・上流域から直接ないし間接的に搬入されたと考えておきたい。 

③深鉢Ｅ5 

Ⅶ期（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期）に 1点出土しており、口唇部に小突起

と横楕円形彫去、長い口頚部に 8条の太い平行沈線が施されている（第631図7）。この器形・

口頚部文様帯の特徴は、Ⅶ期の土器群の中でかなり異質である。同様の深鉢は岩手県北上市九

年橋遺跡で多数出土しており、岩手県单部に分布している（北上市教育委員会,1979）。九年

橋遺跡の時期は大洞Ｃ2 式～大洞Ａ式であり、本遺跡のⅦ期もこの時間幅の中にほぼ納まる。

この土器の胎土は本遺跡の土器の多くに用いられているものと同様であり、土器自体が搬入さ

れたかどうかはわからない。しかし、Ⅶ期の土器群の中で異質な存在であること、同型式の深

鉢の分布圏が岩手県单部にあることから、本遺跡を残した集団によって製作されたとは考えに

くい。土器自体が搬入されたか、岩手県单部の他集団からの婚入者が製作したと考えられる。 
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第２節 住居跡等出土の土器 

Ⅲ～Ⅶ期の土器群については述べてあるのでここではⅠ・Ⅱ期について年代を推定してみた

い。 

〔1〕Ⅰ期の土器 

Ⅰ期の土器として扱う土器は縄文早期から前期に比定されるものである。これらの土器は出

土量も尐なく（口縁部１点、胴部２点）、個別的に説明し位置づけを行う。 

第517図１は胎土に繊維が混入されている。口唇部に刺突文、その直下の隆線上には半截竹

管文が施されている。また、胴部には平行沈線文を組み合わせた幾何学的な文様が描かれてい

る。平行沈線による幾何学的な文様から早期末に比定される。 

第548図３・４は胎土に繊維が混入されている。３は縄文、４は重層ループ文が施されてお

り、前期前葉に位置づけられている。 

〔2〕Ⅱ期の土器 

Ⅱ期の土器として扱う土器は縄文中期後葉に比定されるものである。これらの土器群はおも

に住居跡から出土している。既に述べている通り、器形全体の特徴など推定できる資料も尐な

く、個別的に説明し位置づけを行う。 

この時期の土器は出土量に比べ図示できた資料は尐ない。その理由として、土器が摩滅し、

さらに、細片のものが多い点にある。第480図１・２、第507図１、第476図２、第568図３は波

状口縁で、口縁部から胴部に隆沈線によって縦位渦巻き楕円文が描かれている。第 568図２は

平口縁で、口唇部に溝状文、口縁から胴部に変形楕円文の文様が描かれている。また、第 507

図４・５、第480図３～７は口縁上端が無文でその直化から胴部にかけて隆沈線や沈線によっ

て楕円文あるいは「∩」状文が描かれている。このほか胴部破片を見ると隆沈線や沈線によっ

て楕円文あるいは「∩」状文が描かれている。 

以上のように、隆沈線や沈線によって縦位渦巻き楕円文、楕円文あるいは「∩」状文が描か

れるものは大木９式土器に位置づけられている。 

第478図は口縁部が外反し、胴部が緩やかに膨らむ。文様は口縁上端が無文でその直下から

胴部にかけて「Ｓ」・「Ｕ」字状文が幅の広い沈線で描かれている。このような特徴をもつ土

器は大木10式土器に位置づけられている。 
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第３節 第１遺物包含層出土の石器 

第１遺物包含層からは全体が完全に発掘された結果、一万点を越す石器類が出土している

(第17表)。石器自体で、所属時期の推定、例えば旧石器時代か縄文時代か、あるいはさらに細

かくその初め頃か終り頃かを知ることはできても、それはよほど特徴的なものか、数量的な保

証がある場合に限られる。当包含層出土の石器は土器によって、縄文時代後期末から晩期後葉

にかけての時期に属し、さらにⅢからⅦの五つの時期に細分され、その細かな所属時期が判明

している。以下では上述の好条件を有する石器の、諸様相の変遷を明らかにすることに为眼を

おいて、定形石器、不定形石器、石核・剥片・砕片、石製品の項番で分析を行う。なお、用い

られた石材は、玉髄、珪質頁岩(以下では頁岩と記す)、流紋岩、珪質岩、鉄石英、安山岩、黒

耀石、珪化凝灰岩、石英安山岩、粘板岩などであるが、玉髄はすぐ近くに露頭があり、宮床川

の河原でも多くの原石を採集することが可能である(第１図)。石英安山岩なども河原の円礫と

して認められるが、そのほかの石材については原産地は不明である。玉髄は为要な石材であり､

当遺跡は玉髄原産地に立地するという特徴も有している。 

１．定形石器の分析 

第１遺物包含層出土の定形石器は合計1040点である。このうち735点(石鏃349点、石錐118点、

尖頭器172点、石匙69点、箆状石器25点、石斧2点)は先述のⅢ～Ⅶ期の５時期のいずれかに帰

属させることができた。これら定形石器の点数を時期別に整理すると第49表のようになる。 

これによって時期別の出土点数をみた場合、数量的に为体を占めるのはⅥ・Ⅶ期のものであ

る。全時期の点数に対して各時期の点数の占める数量的な比率をみると、Ⅲ期7％、Ⅳ期 6％、

Ⅴ期 9％、Ⅵ期50％、Ⅶ期28％でありⅥ・Ⅶ期の出土量がその大半を占めていることがわかる

(第653図)。このような出土量の比率は包含層の体積や共伴した土器の量の比率ともほぼ一致

するもので、石器の出土量が特殊な傾向を示しているわけではない。 
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次に全期間を通じた石器の器種組成をみると石鏃45％、石錘18％、尖頭器23％、石匙 8％、

箆状石器3％、石斧2％である。Ⅲ～Ⅶ期の時期別の組成には変化がみられるが、これについて

は他の遺跡との比較とともに後述する。なお、今回の調査で遺物の採取にあたってはウオータ

ー・セパレィションなどによるサンプリング・エラーの検証を行わなかった。したがって石鏃

などの相対的に小型の器種におけるサンプリング・エラーの率が高かったと推定されるものの、

その割合などは明確でない。しかし、尐なくとも器種組成に占める石鏃の割合はより高かっ

たとみることができる。 

(1)石鏃 

ａ．類型組成とその時期的変遷 

包含層から出土した石鏃で所属時期のわかるものは367点ある。これらは基部の形状・長・

幅・重量などの属性により24の類型に分けられた(第654･655図)。各類型の割合をみると、有

茎のⅠ類が90％近くを占め、無茎のものは尐ない(第656図-1)。 

類型組成を時期別に集計し比較してみると第656図のようになる。なおここでは時期の下限

しか押えられない旧表土上面、表土出土のものは集計から除外した。その結果、Ⅰｆ類、Ⅲａ

類の資料はいずれも時期が不明確で、どの時期にも含まれていない。各時期の組成の特徴をま

とめると以下のようになる。 

Ⅲ期（第 656 図-2）；19 点ある。Ⅰa2、Ⅰa3、Ⅰb1～Ⅰb4、Ⅰd1、Ⅲb、Ⅳb～Ⅳe 類の 12

類型が出土している。Ⅰb類が 5点、Ⅳ類が5点でⅠb類、Ⅳ類の占める割合が高い。 

Ⅳ期（第656図-3）；20点ある。Ⅰa1、Ⅰa2、Ⅰa4、Ⅰb1、Ⅰb2，Ⅰc1、Ⅰd1、Ⅰe1類と

Ⅳb～e類の11類型が出土している。このうちⅠ類は8点あるが、小型のものはⅠa4類が1点

だけで、他はいずれも大型の類型（Ⅰa1，2、Ⅰb1，2、Ⅰc1，2、Ⅰd1，2）で占められて

いる。また凹基のⅣ類も4点あり組成の20％と相対的に高い割合を占めている。 

Ⅴ期（第656図-4）；40点ある。基部の形態ではⅡ・Ⅲ類(円基・平基)・Ⅳd類を除き、Ⅰ・

Ⅳ類のすべての形態が揃っている。このうちⅠ類はⅠa1，2、Ⅰb1，Ⅰc1，Ⅰd1、Ⅰe1類な

どの大型のものが29点中25点と多く、大型：小型の比率はおおよそ６：１である。また凹基の

Ⅳ類は 5点で、石鏃組成中の12％と比率が低下している。 

Ⅵ期（第656図-5）；出土総点数は186点で、Ⅲ～Ⅶ期の総点数のほぼ半数を占めている。基部

の形態ではⅠ・Ⅱ・Ⅳ類のすべての形態が揃っている。Ⅰ類のうち大型のものは121点、小型

のものは44点で、大型：小型の比率はほぼ３：１である。前の時期にひき続き大型の細身のも

のの比率がやはり高いが、小型のものの比率が増加している。また凹基のⅣ類は14点あるが、

石鏃組成中では７％に過ぎず比率がさらに低下している。 
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なお、この時期を層位的によ

り細かくみてゆくと单東部、单

西部の両地域ともに上層部と下

層部での類型組成の様相が明ら

かに異なっている。すなわち下

層部（单東部 15～12ｃ層・单西

部66ｅ2～59ａ～ｄ層）ではすで

にみたⅤ期に近い組成を示して

いるが、上層部（单東部 12ｂ4

～7層・单西部 58ｄ～51層）で

は次期のⅦ期に近い組成がみら

れる。具体的には、下層から上

層にゆくにつれⅠ類の各類の中

で小型のものの比率が増加し、

凹基のⅣ類の比率が低下する傾

向が指摘できる。 

Ⅶ期（第 656 図-6）；出土総

点数は 103 点で、Ⅲ～Ⅶ期の総

点数のおよそ 30％を占めている。 

基部の形態としてはⅠ類とⅡ

類、Ⅳｂ類がある。Ⅰ類は前の

時期に比べⅠａ3,4､Ⅰｂ3,4、Ⅰ

ｃ2、Ⅰｄ3，4類などの小型のも

のの比率が大きく増加し、大型

のものを上回っている。Ⅰ類の

うち大型のものは37点、小型の

ものは 53点で、大型：小型の比

率はほぼ１：1.5である。またⅣ

類の凹基のものは 2 点だけであ

る。 

以上のようにⅢ～Ⅶ期の各時

期の類型の組成を比較すると以 
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下のような指摘ができる。 

１；総点数に対する各時期の出土点数をみると90％近くはⅤ

～Ⅶ期のもので占められ、中でもⅥ期の大洞Ｃ2 式期旧

段階に属するものがその半数近くを占めている。 

２；各類型の組成をみると、Ⅰ類（凸基）は各時期を通じて

高い割合で存在し、とくにⅤ期以降は組成の大半を占め

ている。ただⅢ・Ⅳ期にはⅣ類（凹基）の割合も高く、

Ⅰ類と拮抗している。 

３；Ⅰ類の中の各類型の割合は時期によって変化する。 

ａ類（鏃身が茎より長く、基部に深いえぐりの入るもの）はⅣ

～Ⅶ期に多く、その中でもａ1，2類（大型のもの）はⅣ～

Ⅵ期に、ａ3，4類（小型のもの）はⅦ期に多い。 

ｂ類（基部のえぐりが浅いもの）はⅢ～Ⅴ期の古い時期に比率

が高く、以後のⅥ・Ⅶ期では総数に占める比率が低下する。

Ⅶ期にb3，4類（小型のもの）が増加する傾向はａ類と同

様である。 

ｃ類（茎基部にえぐりがないもの）はⅢ～Ⅴ期には尐なく、Ⅵ・Ⅶ期の新しい時期に比率が高

くなる。Ⅳ～Ⅵ期にはc1類（大型のもの）だけがみられ、Ⅵ・Ⅶ期にはc2類（小型のも

の）が多くなる傾向はａ，ｂ類と同様である。 

ｄ類（鏃身が茎よりも短く茎基部に深いえぐりが入るもの）もⅢ～Ⅵ期前半にはｄ1，2類（大

型のもの）が多く、Ⅵ後半～Ⅶ期またはｄ3，4類（小型のもの）が多くなる。 

ｅ類は点数が極めて尐なく一定の傾向を指摘することはできない。 

４；Ⅰ類はⅥ・Ⅶ期には小型・軽量化が顕著である（第 657図）。 

５；Ⅳ類（凹基）はⅢ～Ⅴ期の古い段階では組成の中で比較的大きな比率を占めている。し

かし、その比率は時期が下がるにつれ徐々に低下しⅦ期では103点中2点にすぎない。

また、Ⅳ類の中でもⅢ・Ⅳ期にはｃ，ｄ，ｅ類がⅥ・Ⅶ期にはａ,ｂ類が多くみられる。 

ｂ．使用石材 

時期不明のものも含む石鏃の石材の内訳をみると頁岩253点、玉髄147点、流紋岩18点、珪質

岩21点、鉄石英21点、黒耀石3点である。これらの使用石材を比較した場合、時期的な変動は

顕著でない。すなわち各時期とも頁岩が60％、玉髄が30％、流紋岩・珪質岩・鉄石英がそれぞ

れ5～10％の割合である。 

しかし、これを類型ごとに比較すると頁岩と玉髄の頻度に顕著な偏りがみとめられる。まず 
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Ⅰａ～ｃ類では、大小に関わらず鏃身が細身のものの頁岩の出現頻度が70～80％ときわめて高

く、逆に玉髄は20％前後と尐ない。一方、Ⅰａ～ｃ類で鏃身が幅広のものは頁岩が50％以下と

尐なく、玉髄が50～60％を占めている。またⅠd類（茎が鏃身より長いもの）も、全体的に頁

岩が 50％以下と尐なく、玉髄が多数を占めている。この他、Ⅳ類(凹基)も全体的に頁岩が50％

以下と尐ない。ただし、ここでは玉髄以外の流紋岩・珪質岩・鉄石英などの頻度も高く、むし

ろⅣ類については多種類の石材が同じような割合でみられる(第658図)。 

以上のように類型によって石材の頻度の相違が顕著であることから、石鏃の使用石材と形態

とが相関していることは明確である。これらの要因としていくつかのことが考えられる。まず

その大半が頁岩製のもので占められるⅠａ～ｃ，ｅ類の細身の類型や、それとは逆に大半が玉

髄製で占められる幅の広いⅠｄ類などは、石器の製作にあたって石材の選択がなされたことも

想定される。しかし、このような身幅に相関した頁岩と玉髄の比率の違いはむしろ、石材の加

工のし易さの違いに深く関係しているとみることもできる。すなわちそれぞれの石材から生産

される剥片の形態の違いや加工しやすさの相違が結果的に石鏃の身幅の違いとなって表われた

と考えることもできよう。 

現段階では形態が石材を規定しているのか、あるいは逆に石材が形態を規定しているのかを

識別することは困難である。その背後には石鏃の機能・使用方法・狩猟対象の相違などによる

器種分化あるいは石材の供給条件の変化などの要因が複雑に関係しているように思われる。 
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ｃ．アスファルト様付着物 

アスファルト様の付着物が基部に残存する石鏃は 38点ある(第 50表、第 659図)。Ⅰ類(有

茎)に36点、Ⅳ類(無茎凹基)に2点で、Ⅱ類(無茎円基)・Ⅲ類(無茎平基)では確認されなかっ

た。各類型の中の付着物の出現頻度をみると有茎のⅠ類が約 10％、無茎のⅣ類が4％で有茎鏃

の割合がやや高い。 

アスファルト様付着物の残存部位をみると、Ⅰ類ではいずれも基部のえぐりの部分から茎に

かけて残存し、鏃身まで及ぶ例はない。一方、Ⅳ類のものは基部の凹部から鏃身中央の下半部

に残存している。Ⅳ類はわずか 2点にすぎないがⅠ類とは明らかに異なった部位に付着物が残

存している。アスファルト様付着物は石鏃を矢柄に固定するために用いられた膠着物とみられ

るから、これらの相違は装着方法の相違を示していると推定される。凹基のⅣ類の装着方法と

しては宮城県中沢目貝塚例(1984；須藤他)などのように、矢柄に鏃身を挟み込んで固定したも

のと考えられる。また、Ⅰ類は茎部のみを固定したものとみられるが、装着方法の実態は不明

である。 

ところで、Ⅰ類でアスファルト様付着物がみられるものは欠損率が36点中21点と高く、この

うち基部が欠損したものは19点ある。これらの中には基部の破損面がアスファルト様の付着物

を明瞭に切っているものがある。逆に破損面に付着物が残る例はない。これらの破損状況は尐

なくとも矢として完成した後に破損したことを示している。そしてこれらの破損の原因は、次

にみる破損状況とも照らし合わせてみて、そのほとんどが使用時に受けた衝撃によって破損し

たものとみられる。したがって、アスファルト様付着物のみられる石鏃の破損率が高いのは、

これらが矢の完成品として実際に使用されたためと考えられる。 

摺萩遺跡でのアスファルト様付着物の残存状況は貝塚などの遺跡に比べ極端に悪い。した

がって本来は塗布されていたものでも廃棄後の剥落によって付着物が確認できないものも尐な

くないと考えられ、残存率がかなり低下していると考えられる。その条件として層中での状態

や素材の石材の違い、遺物の洗浄方法による残存率の相違などがあげられよう。実際、アス

ファルト様付着物がみとめられるのはほとんど頁岩製のものに限られ、他の石材では数点ずつ 
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みられるにすぎない。しかも頁岩以外の石材での付着物の残り方は、剥離面の微細な凹部にか

ろうじて残存しているものが多い。これは素材の石材表面の違いが付着物の残存率に深く関

わっていることを示唆していると考えられる。 

ｄ．破損状況 

石鏃の破損品は174点で総数の 38％にあたる。これらの破損状況を、先端部側が欠損したも

の(Ⅰ)、基部側が欠損したもの(Ⅱ)、基部側・先端部が欠損したもの(Ⅲ)とに分けてみた場合、

(Ⅰ)は50点、(Ⅱ)は72点、(Ⅲ)は52点ある。このうち鏃身部もしくは先端部のみの破片で基部

形態・類型が不明なものは16点ある(第50表)。 

類型ごとの破損率を比較すると、Ⅰａ類の各類がいずれも45％前後と高率で、Ⅰｂ，ｃ類も

30％前後と比較的高い。またⅣ類もバラツキがあるが比較的高い破損率を示している。これに

対し、Ⅰｄ，ｅ類は20％以下と欠損率が低い。欠損した部位についてみると、全体的に基部を

欠損したものが多いが、Ⅰａ2,3、Ⅰｂ1,2類やⅣ類の各類では先端部の欠損率が高い。またⅠ

ａ2類は基部・先端部の両端が欠損したものが多い。 

ところでこれらの破損品の中にはアスファルト様の付着物がみられるものが 17 点ある。破

損の状況からみて、これらはいずれも完成品として使用され、使用時の衝撃によって欠損した

ものとみられる。これら完成品を手掛かりとして個々の欠損状況を観察すると特徴的な「壊

れ方」がいくつかみられ、それに類似した「壊れ方」をした破損品が確認される(第 660 図)。

まず、基部・先端部がともに欠損しているものでは基部が折れ、先端部から基部方向に破損に

よる平坦な剥離面が延びているもの(1～16)。また、先端部のみが欠損しているものでは、先

端部から基部方向に桶状の剥離が入り鏃身の片側が欠損しているもの(17～19)がある。これら

のうちアスファルト様付着物がみられるものは前者に4点（5,9,15,16）、後者に1点(17)ある。

すくなくともこれらは完成品とみることができ、破損状況や付着物と折れ面との関係などから

いずれも使用時の衝撃によって欠損したものとみられる。 

この他、先端部もしくは基部が折れているもの(20～30)で付着物がみられるものがある(24

～29)。これら個々の破損の原因は不明であるが、田柄貝塚ではイノシシとニホンジカの骨に射

込まれた石鏃の先端部だけが残存している例が６例発見されている。里浜貝塚でも破損した石

鏃について、射込まれた獲物とともに遺跡に運び込まれ廃棄されたものが含まれていると推定

している(岡村他；1986)。これらの事例からみて、先端部や基部が折損したものの中にも獲物

に射込まれた過程で破損したものが含まれている可能性があろう。 

(2)石錐 

ａ．類型の組成とその時期的変遷 

石錐のうち、所属時期がわかるものは159点ある。形態により10類型に分けられる。各類 
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型の割合はいずれも 10％前後である(第 661図-1)。類型の組成を時期別に整理すると以下の

ようになる。 

Ⅲ期（第661図-2）；12点ある。Ⅱａ2、Ⅱｂ2類を除く７類型が数点ずつみられる。 

Ⅳ期（第661図-3）；10点ある。Ⅰａ、Ⅰｂ類を除く７類型が数点ずつみられる。Ⅰ類 3点、

Ⅱ類 7点でⅠ類：Ⅱ類はおおよそ１：２で、つまみ部が作出されたⅡａ，Ⅱｂ類が多い。 

Ⅴ期（第 661図-4）；8点ある。Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅱｂ3類を除く６類型が数点ずつみられる。

Ⅰ類 2点、Ⅱ類 6点でⅠ類：Ⅱ類は１：３で、つまみ部が明瞭に作出されたⅡａ，Ⅱｂ1類が

多い。 

Ⅵ期（第 661図-5）；出土点数は 55点で、総点数の 30％を占めている。すべての類型がみ

られ、Ⅰ類19点、Ⅱ類34点でⅠ類：Ⅱ類はおおよそ１：２である。 

Ⅶ期（第661図-6）；出土点数は 33点で、総点数のおよそ20％にあたる。Ⅰ類15点、Ⅱ類

17点でⅠ類とⅡ類はほぼ同数である。前の時期に比べⅠ類の比率が高い。 

以上のように各時期の石錐の類型組成を比較すると以下のような指摘ができる。 

１；総点数に対する各時期出土の点数の割合をみると、Ⅵ～Ⅶ期のものが半数近くを占めて

いる。しかし、Ⅵ～Ⅶ期のものが 80％前後を占める石鏃、石匙に比べその割合は低い。

尖頭器、箆状石器がこれに近い割合を示している。 

２；Ⅲ～Ⅴ期は出土点数が尐なく類型組成の比較は難しい。Ⅵ～Ⅶ期ではⅥ期にⅡ類（つ

まみ部の付くもの）が 60％以上を占めているが、Ⅶ期には 53％でⅠ類（棒状のもの）

とほぼ同数である。さらに、Ⅱ類の中でⅡａ類（つまみ部と錐部の境が明瞭なもの）と

Ⅱｂ類（つまみ部と錐部の境が不明瞭なもの）の割合をみるとⅥ期にはⅡａ類：Ⅱｂ

類は１：1.5でⅡｂ類が多いが、Ⅶ期には２：１で逆にⅡａ類の割合が高い。 

ｂ．使用石材 

石錐の石材をみると頁岩93点、玉髄63点、流紋岩5点、珪質岩2点、鉄石英3点で、その

割合は、頁岩が 56％、玉髄が 37％、流紋岩・珪質岩・鉄石英がそれぞれ 2％前後の割合であ

る。類型ごとに使用石材の割合を比較すると頁岩と玉髄の出現頻度に以下のような偏りがみと

められる（第662図）。まず錐部が細く長い形をとるⅠ類やⅡａ類では頁岩の頻度が 60～80％

で、玉髄は20％前後と尐ない。一方、錐部が短く鈍角な形態のⅡａ2、Ⅱｂ1，2類では頁岩が

40％以下で、玉髄が 60％前後を占めている。このような石材の出現頻度の相違は、前記した

石鏃Ⅰ類の細身のものと幅広のものの間にみられた頁岩と玉髄の比率に類似した傾向を示して

いる。すなわち錐部が細く長い形をとる形態のものに頁岩、錐部が短く鈍角な形をとる形態の

ものに玉髄がそれぞれ多いことは、それぞれの石材の加工しやすさと密接に関係していると推

定される。ただし石鏃においては同じ類型内でのわずかな幅の違いを示すに留まっているが、 
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石錐では明確な形態の相違として現れている。このことは石錘の形態が石材を規定したものと

考えることができ、製作に際して石材の選択が行われたことを示すものと考えられる。 

ｃ．破損 

石錐の破損品は 41点で石錐総数のおよそ 24％にあたる(第 51表)。類型ごとの破損率を比

較すると錐部が細長いⅡａ1類が約 48％と突出して高い欠損率を示している。他は数点ずつ

で 10％前後である。欠損部位とその状況をみるとⅠ類とⅡ類でやや異なる。まずⅠ類では一

端の先端部のみがわずかに欠損したものが 14点みられる。Ⅱ類ではつまみ部と錐部の付け根

部分で折れ、錐部が失われたものが 24点と多くみられる。このような錐部の折れの原因とし

ては、(1)錐部の整形の過程で折れたもの、(2)石錐の使用時に破損したもの、(3)その他、な

どが考えられる。ただし、個々の破損の原因の特定は困難である。 

ｄ．磨耗 

石錐としたものの中には肉眼での観察で端部に明瞭な磨耗がみとめられるものが多く 28 点

確認された(第 51表)。これを石材別にみると頁岩 15点、玉髄 10点、その他 3点で石材組成

の比率とほぼ一致し、磨耗と石材の相関はみとめられない。 

次に類型ごとに磨耗したものの割合をみるとⅠａ類が 6点で 33％、Ⅰｂ類が 5点で 39％

とそれぞれ高率である。また磨耗の度合いもⅠa,b 類のものがより顕著で中には両端がつるつ

るに磨耗したものもみられる。線状痕などの具体的な使用痕の検討はおこなっていないが、こ

のような磨耗は使用によって生じたものであろう。そしてそれが棒状をなすⅠ類でより顕著で

あることからみて、Ⅰ類の錐部に加えられた回転力や摩擦力はⅡ類より大きかったと推定され

る。 
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ｅ．製作方法 

石錐で素材面の残るものをみるといずれも剥片を素材としている。ただし、Ⅰ類には素材面

の残るものは尐なく、Ⅱ類に多い。それらを観察すると、Ⅱ類のつまみ部はほとんど打点側に

作出されている。ただし、剥片の使用方法や錐部の作出方法は類型によって異なる。まずⅡａ

類やⅡｂ2 類では縦長の剥片を素材とし、錐部は素材の打点と反対側の位置に作出されたもの

が多い。これに対し他のⅡ類では横長の剥片を素材として錐部が素材の側辺部に作出されたも

のが多い。また、Ⅱｂ2 類では小型で縦長の剥片を用い、打点の周辺につまみ部、その反対側

に錐部を作出した特徴的な製作方法がみられる。 

剥片の加工調整方法として折断調整がみられるものがⅡ類にある。折断部位には(1)つまみ

部の上端部を折断したもの、(2)つまみ部の側縁部を折断したもの、(3)錐部の一側縁を折断し

たもの、がある。(1)、(2)はつまみ部の整形を目的としたもので(1)はⅡａ1類に 7点、Ⅱａ2

類に 1点、Ⅱｂ1類に 2点でⅡａ1類に多くみられ、(2)はⅡａ2類にのみ 4点みられる。(3)

は尖端部の作出を目的としたものでⅡｂ3 類にのみ 6 点みられる(第３表)。これら折断調整

がみられるものの出現頻度は、石錐全体では 10％に過ぎない。しかし、類型別に限ってみる

と(1)はⅡａ1類で 28％、(2)はⅡａ2類で 14％、(3)はⅡｂ3類で 35％となり、それぞれの類

型に特徴的な折断調整の技法として捉えることができよう。 

(3)尖頭器 

ａ．類型組成とその時期的変遷 

尖頭器で所属時期がわかるものは229点ある。これらは形態などから17類に分けられた(第

664・655図)。類型の割合をみると左右非対称なⅡ類が多く、その中でも小型のⅡａ2,3のイ

類が多い（第 666図-1）。また破損品が多いが、後述するようにその大半もⅡａ2,3のイ類と

みられることから、その割合はさらに高かったと推定される。 

類型の組成を時期別に整理すると以下のようになる。 

Ⅲ期（第 666 図-2）；6 点ある。Ⅰａ2，Ⅰｂ2，Ⅱａ3，Ⅱｂ1 類の４類型と破損品がある。

左右対称なⅠ類の割合が高い。 

Ⅳ期（第 666図-3）；12点ある。Ⅰａ1，Ⅱａ2，Ⅱａ3，Ⅱｂ1，Ⅱｂ2類の５類型と破損

品がある。このうち破損品が 7点と多い。 

Ⅴ期（第 666図-4）；22点ある。Ⅰａ1類とⅡｂ3類を除きすべての類型がみられ、他に破

損品が 6点ある。このうちⅡ類の各類型では大型のもの（ロ類）だけで、小型のもの（イ類）

はほとんどみられない。 

Ⅵ期（第 666図-5）；出土点数は 83点で、総点数の約 35％を占めている。すべての類型が

ある。破損品は18点で総数の 22％にあたる。このうちⅡ類ではイ類（小型のもの）が 21点、 
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ロ類（大型のもの）が10点で、小型：大型の割合は２：１である。前の時期とは一転して小型

のものが大きな割合を占めている。なお、この時期を層位的により細かくみてゆくと下層部か

ら上層部にゆくにつれⅡ類各類の中で小型のものの比率が大きくなる傾向が指摘できる。 

Ⅶ期（第 666図-6）；出土点数は 49点で、総点数のおよそ 20％を占めている。すべての類

型がある。破損品は17点で、総数の35％を占めている。このうちⅡ類ではイ類（小型のもの）

が 15点、ロ類（大型のもの）が 5点で、小型：大型の割合は３：１である。小型のものの比

率が大きく増加し、大型なものはⅡｂ1 ロ類を除き、ほとんどみられなくなる。またⅠ類はそ

れまでⅡ類とほぼ同数であったのがこの時期にはⅡ類の 1/3以下と相対的に減尐している。 

以上のような各期の尖頭器について類型の組成を時期別に比較すると以下の指摘ができる。 

１；出土点数の割合をみると、Ⅴ～Ⅶ期のものが多く、この二時期の点数は総数の 55％を

占めている。この割合は石錐・箆状石器に類似しているが、80％を占める石鏃・石匙と

比べると低い。 

２；類型の組成を各時期を通じてみると、Ⅰ類（左右対称なもの）26％、Ⅱ類（左右非対称

なもの）47％、破損品 27％である。これを時期別に比較するとⅤ～Ⅶ期とⅧ期の間で

変化がみられる。すなわち、Ⅴ・Ⅵ期には三者の割合はおおよそ３：４：３であるが、

Ⅶ期には１：５：４となりⅠ類が顕著に減尐している。 

３；類型ごとに時期別の割合をみるとⅡａ2,3 類では小型のもの（イ類）と大型のもの（ロ

類）との比率が変化している。すなわちⅤ～Ⅵ期前半ではⅡａ1,2 類の大型のロ類が多

くみられるのに対し、Ⅵ期後半には小型のイ類が増加し、Ⅶ期には小型のイ類が大半を

占めている。なお、Ⅱｂ1 類では大型のロ類が各期でほぼ一定してみられ、Ⅱａ類とは

異なった様相を示しているようである。 

４；他の器種に比して破損品の割合が非常に高い。 

ｂ．使用石材 

尖頭器の石材には頁岩、玉髄、流紋岩、珪質岩、鉄石英、黒耀石がある。時期不明のものも

含めて、頁岩 109点、玉髄 112点、流紋岩 10点、珪質岩 4点、鉄石英 5点、黒耀石 1点であ

る。 

石材の使用頻度はⅠ類とⅡ類とで以下のような大きな相違がみられる(第 667図)。まずⅠ

類では頁岩34点、玉髄22点、流紋岩6点、珪質岩1点、鉄石英2点で頁岩の割合が高い。し

かしⅡ類では頁岩47点、玉髄 48点、流紋岩2点、珪質岩1点、鉄石英2点で頁岩と玉髄がほ

ぼ同数である。Ⅰ類では各類型とも頁岩が 50％、玉髄が 30％前後をそれぞれ占めるが、それ

以外の石材の比率も高く多様な石材を用いた傾向がほぼ一貫してうかがえる。これに対し、Ⅱ

類では各類型中の大型の類型と小型の類型で頁岩と玉髄がそれぞれ为体的に使い分けられ二極 
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分化を示している。大型の類型では頁岩が 60～80％、小型の類型では逆に玉髄が 60～80％で

ある。このような石材組成の相違は頁岩と玉髄とでは生産される剥片の大きさや加工しやすさ

が異なることによって生じたものと考えられる。 

ｃ．アスファルト様付着物 

アスファルト様付着物が残存するものは4点ある（第668図）。Ⅱａ1、Ⅱａ3イ類に各 1点、

Ⅱａ2イ類に 2点あり、いずれもⅡａ類の小型品である点で共通している（第 52表）。付着

物の残存状況をみると、左右非対称な側辺のうちの長軸を挟んで一側辺にだけ残存している。

上記の４例ではいずれもより大きく外湾している側に付着物がみとめられた。これらの付着物

が着柄に関係したものとみれば、尐なくともⅡａ類の尖頭器は付着物がみられない側の側辺部

を刃部として使用したものとみられる。ただし、これは厳密な使用痕の観察などを経たもので

はなく、今後の検討課題である。 

なお、このような付着物の残存状況の類例は秋田県平鹿遺跡（小玉他：1983）、岩手県九年

橋遺跡（藤村；1980）で確認されている。これらは「掻器・削器」として分類され、摺萩遺跡

のⅡａ類に比べると細身で薄手であり、やや異なった属性を示している。すなわち、平鹿、九

年橋両遺跡の「掻器・削器」は長：幅：厚がおおよそ８：３：１(cm)前後であるが、摺萩遺跡

の尖頭器Ⅱａ類では大型のもので４：３：１(cm)と幅が広く厚味がある点で顕著な差異がある。

しかし、左右が非対称であること、尖頭部が不明瞭なこと、付着物のみられる側と反対側の側

縁部がスクレイパー状であること、などの点では共通した特徴を示している。 
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ｄ．破損状況 

尖頭器の破損品は 65点で、その割合は尖頭器総数の 27％にあたりきわめて高率である（第

52表）。その大半は中程から半分以上が欠損しているため、類型を特定できない。しかし破

片の形態や大きさからみてⅡａ2，3類の破片がかなり多いようである。 

破損状況を整理してみると、(1)尖端部もしくは基部の末端部が折損したもの、(2)石器のな

かほどで長軸方向に沿って縦に折れたもの、(3)石器のなかほどで長軸に対し垂直方向に横折

れしたもの、などがある。(1)(2)のような破損状況は例数が尐ないがⅠ類に多い傾向が指摘さ

れる。すなわち(1)はⅠ類に 6点、Ⅱ類に 2点、(2)はⅠａ2類と推定されるものに 2点（第

358図、7,8）、Ⅱ類に1点(第358図9)ある。この他、破損品の大半は(3)の破損状況を示し、

いずれもほぼ半分以上が欠損している。このため帰属する類型が明確でないものが多いが、そ

のほとんどは残存する破片の形状からみてⅡａ2，3類の破損品と推定される。 

尖頭器としたものの具体的な使用方法は明確でないが、(1)は石鏃で確認されたような为軸

方向の加撃による破損に類似したもので、槍先などの刺突具として使用された可能性を示唆す

る破損状況とみられる。また、破損品の大半を占める(2)や(3)については製作・使用などのど

の過程で破損したかを特定することはできない。北海道聖山遺跡でも尖頭器に破損品の多いこ

とが指摘され、その大半は製作の過程で破損したものと推定されている。しかし、摺萩遺跡に

おける(3)の破損状況を示す尖頭器については、破損部位や破損の状況が極めて類似し、しか

も特定の類型に集中してみられることなどから、むしろ一定の使用状況の下で破損したもので

ある可能性が高いと考えられる。 
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ｅ．製作方法 

素材面の残るものをみるといずれも剥片を素材としている。両面加工を基本としているが、

Ⅱ類には背面の加工が一部にとどまるものが多くみられる。また、尖頭部や側縁部の加工をみ

るとⅠ類とⅡ類とでは以下のような顕著な相違がみられる。 

まずⅠ類では左右の対称性が強い二側縁によって鋭角的な尖頭部が作出されている。この両

側縁の加工は尖頭部の作出を目的としたもので、表裏面を左右とも基部側から先端部側に向

かって比較的奥に入る連続的な剥離が施されている。これに対しⅡ類では尖頭部の左右の対称

性が弱かったり、明確な尖頭部が作出されないものが多く見られる。そして尐なくとも一側縁

にはスクレイパー状の縁辺が作出されている。他方の側縁には急角度の剥離や折断調整が加え

られているものがみられる。これらのことから尖頭器Ⅱ類の尖頭部は必ずしも意図的に作出さ

れたものではなく、スクレイパー状の縁辺が作出される過程で形成されたものかもしれない。 

尖頭器としたものの中でもⅠ類は尖頭部の使用を目的として製作された石器であり、Ⅱ類は

スクレイパー状の縁辺の使用を目的として製作された石器であることが想定される。 

(4)石匙 

ａ．類型の組成とその時期的変遷 

石匙で時期がわかるものは67点ある。これらは形態などから10類型に分けられた。類型の

組成を時期的に整理すると以下のようになる。(第669図) 

Ⅲ期（第669図-2）；8点ある。Ⅰａ1、Ⅱａ、Ⅱｂ2イ，ロ類がみられる。 

Ⅳ期（第669図-3）；3点ある。Ⅰａ1、Ⅱｂ2イ類がみられる。 

Ⅴ期（第669図-4）；5点ある。Ⅰａ1、Ⅰｂ1、Ⅱａ、Ⅲ類がみられる。 

Ⅵ期（第 669図-5）；出土点数は 28点で、総点数の 42％を占めている。Ⅱｂ2ロ類を除く

すべての類型がみられる。Ⅰａ2 類の比率がやや高いようであるが、各類型の比率に大きな偏

りはない。 

Ⅶ期（第669図-6）；出土点数は 23点で、総点数のおよそ 34％にあたる。Ⅰａ1類を除く

すべての類型がみられる。Ⅰａ2、Ⅱｂ2ロ、Ⅲ類の比率が高い。 

以上のように各時期の石匙の類型組成を比較すると以下のような指摘ができる。 

１；総点数に対する各時期出土の点数の割合をみると、Ⅵ～Ⅶ期のものが 70％弱を占めて

いる。石錐・尖頭器・箆状石器などの器種が半数程度であるのに比べⅥ～Ⅶ期への集中

度が高い。 

２；各期を通じて類型の組成をみるとⅠ類(縦長)42点、約 38％、Ⅱ類(横長)44点、40％、

Ⅲ類（素材の剥片の縁辺を刃部としたもの）14 点、13％でⅠ、Ⅱ類がほぼ同数である。

さらに各類の中では、Ⅰａ2、Ⅱａ、Ⅲ類の割合がそれぞれ15％前後と高いようである｡ 
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３；類型の組成を時期別にみると、Ⅱａ類はⅢ～Ⅴ期に多く、逆に、Ⅰａ2 類はⅥ・Ⅶ期に

集中し、Ⅲ類はⅦ期に集中している。Ⅶ期の組成中でⅢ類が占める割合は約 26％と高

く時期的な変化が顕著に現れている。 

ｂ．使用石材 

時期不明なものも含む石匙の石材は、頁岩85点、玉髄16点、流紋岩9点、鉄石英1点であ

る。これらの石材の使用状況は時期による変動はみられず、頁岩が一貫して高い割合を示し

ている(第 670 図)。類型別にみると、素材の剥片の長・幅の差が小さいⅡｂ1・Ⅱｂ2 類で

玉髄の頻度が20％前後とやや高いが、他は70％以上が頁岩で占められている。 

ｃ．アスファルト様付着物 

アスファルト様付着物の痕跡が残存するものがⅠ類に 8点、Ⅱ類に 5点、Ⅲ類に 2点確認

された(第 668 図)。これらはいずれもつまみ部の形状がくびれの弱い、長胴形を呈するもの

である。付着物の有無に関わらず、つまみ部が長胴形を呈するものは21点あるが、付着物は

その70％にあたる 15点にみられる。これに対し、つまみ部のくびれの深いものには付着物

はみられず、付着物がつまみ部の形状と深く関わっていることが指摘される。 

付着物の残存は他の器種に比べ良好なものが多い。付着状況は、いずれもつまみ部の中程

の表裏に帯状に残存し、つまみ部頭部まで及んでいるものはない。この中に糸状の痕跡を残

すものが 5 点ある。これらの痕跡はいずれも表裏両面に残ることからみて、柄に装着・固定

したものではなく、紐状のものをつまみ部に巻き付けたもののようである。 

ｄ．破損 

破損品は 12 点で総数のおよそ 10％にあたる(第 53 表)。類型に関わらずつまみ部のくび

れ部分での欠損率が高い。他に部位は一定でないが、刃部に対し垂直方向に折れたものが 2

点ある。個々の破損の原因の特定は困難である。 

ｅ．磨耗 

肉眼での観察で、刃部の一部に使用の痕跡とみられる明瞭な光沢や磨耗がみとめられるも

のが3点確認された（第53表）。これらの磨耗はいずれも刃部の縁辺よりやや内側に認めら

れた。 
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ｆ．二重パティナ 

異なるパティナのみられるものが9点ある。他の器種にも数点ずつみられるが石匙では顕著

である。石材では頁岩が8点、玉髄が1点である。 

個々のパティナの新旧関係をみると、素材面は古く、刃部やつまみ部のくびれ部の細部の加

工に伴う剥離面は新しい傾向がある。しかし、実際には折断調整の折れ面のパティナが新しい

ものや、刃部の加工の剥離面でも中央のごく一部だけが新しいものなどもみられ、それぞれの

新旧関係は多様であり複雑な様相を呈している。 

ｇ．製作方法 

素材の面の残るものをみるといずれも剥片を素材としている。例外として、偏平で細長い玉

髄の転石を素材とし、その一端にえぐりを入れ、側縁部に刃部が作出されたものがある（第

359図-7）。 

素材の用い方は類型により異なっている。まず、Ⅰａ類では縦長の剥片が为に用いられ、Ⅰ

ｂ、Ⅱ類で幅の広い剥片が用いられている。Ⅲ類には多様な形態の剥片が用いられている。 

また、Ⅰａ類はいずれも縦長の剥片の縁辺を刃部としている点は共通しているが、つまみ部

が打点側に作出されたものと、打点の反対側に作出されたものとがあり後者が多い。Ⅰｂ類は

幅の広い剥片を素材としている。刃部は打点と反対側に位置し、打点を挟んで、一方につまみ

部が作出され、他端は刃部の末端として尖る形態のものが多い。Ⅱ類は横長の剥片を素材とし、

刃部は打点と反対側の縁辺に作出されている。つまみ部は打点の近くに作出されたものが多い。 

これらに対し、Ⅲ類では小型で多様な形態の剥片が用いられ、つまみ部も任意の突出部に作

出されている。このような多様性は、Ⅲ類が定形石器の素材としては不向きとも考えられる不

定形な剥片を大きさや形にこだわらず選択したためであろう。これはまた利用度の低い石屑の

生成を最小限にとどめ、より多くの目的剥片を得るために素材選択の許容範囲を広げたものと

理解できる。ただし、ここでⅢ類の石材に着目すると 90％以上が頁岩で占められていること

が注意される。素材選択の許容範囲の拡大は为に頁岩においてなされているとみられる。 



 

 
824 

剥片の加工調整方法として「折断調整」がみられるものがある。折断部位には(1)縦長の剥

片の打点と反対側の末端部を折断除去したもの、(2)幅の広い剥片の打点部側を折断除去した

もの、がある。 

これらの折断調整がみられるものの出現頻度は、全体の 10％で、(1)はⅠａ類に 6 点（第

359図-4・5・7、第 360図-5、第 361図-6）、(2)はⅠｂ類に 1点、（第 362図-5）、Ⅱ類に

4点（第363図-4、第 365図-4、第 366図-5・8）、Ⅲ類に 2点（第 367図-8・9）ある。それ

ぞれの類型に特徴的な折断調整の技法として捉えることができよう。このうち(1)は素材の長

さの調節を目的としたものと考えられる。また、(2)は剥片の打点部を折断によって除去し、

つまみ部の作出が容易になるように意図したものと考えられる。 

この他、特徴的な調整方法として、つまみ部のえぐりを両極打法によって作出したものもあ

る（第 360図-8）。 

(5)箆状石器 

ａ．類型の組成とその時期的変遷 

第１包含層から出土した箆状石器は33点、箆状石器類品は9点、合計42点で、この内時期が

わかるものは26点である。各類型の出土状況を類型別・時期別・石材別に整理すると以下のよ

うになる。 

Ⅲ期；2点ある。Ⅰｃ類、箆状石器類品が各1点である。 

Ⅳ期；2点ある。Ⅰａ類と破損品が1点ずつみられる。 

Ⅴ期；Ⅰａ類が1点ある。 

Ⅵ期；Ⅰａ類が1点ある。箆状石器類品は5点である。 

Ⅶ期；出土点数は 11点で、総点数のおよそ 33％にあたる。全類型がある。このうちⅠａ類

が6点と大きな比率を占めている。 

以上のように各時期の箆状石器・箆状石器類品の類型組成を比較すると以下のような指摘が

できる。 

１；総点数に対する各時期出土の点数の割合をみると、Ⅵ～Ⅶ期のものが半数以上を占めて

いる。これは他の器種ともほぼ一致した傾向である。 

２；各期を通じて類型の組成をみるとⅠａ類は 15点で約 44％、Ⅰｂ類は 3点で 9％、Ⅰｃ

類は5点で15％、Ⅱ類は4点で12％、箆状石器類品は9点で27％でⅠａが多い。 

３；類型の組成を時期別にみるとⅠａ類はⅦ期に箆状石器類品はⅥ期に集中している。Ⅶ

期の組成中でⅠａ類が占める割合は約54％と高く時期的な変化が顕著に現れている。 

以上のように第１遺物包含層出土の箆状石器は全期間を通じてⅠａ類の割合が高い。 
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ｂ．使用石材 

箆状石器に使用されている石材として頁岩、玉髄、流紋岩、珪質岩、鉄石英がある。時期不

明のものも含む箆状石器全体の石材のうちわけをみると頁岩18点、玉髄17点、流紋岩1点、珪

質岩 2点、鉄石英3点である。頁岩が 43％、玉髄が41％、流紋岩・珪質岩・鉄石英がそれぞれ

5％前後の割合でみられる。これらの石材の使用状況は時期ごとでは大きな変動はみられない。

類型ごとに使用石材の比率を比較すると頁岩と玉髄の頻度に偏りがみとめられる。すなわちⅠ

ａ，ｂ類では頁岩、Ⅱ類や箆状石器類品では玉髄が多い。 
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(6)打製石斧 

第１包含層から出土した打製石斧は5点である。帰属する時期をみると、Ⅰ類がⅤ～Ⅵ期に

それぞれ1点、Ⅱ類はⅥ期に 2点である。使用石材は、Ⅰ類では頁岩、玉髄、流紋岩が、Ⅱ類

では凝灰岩、安山岩を素材とし変化に富んでいる。 

これらの製作方法をみると、Ⅰ類とⅡ類で顕著な相違がみられる。まず、Ⅰ類は剥片を素材

とした両面加工の石器で素材の面はほとんど残されていない。Ⅱ類は偏平で板状の石材を素材

とし、その周縁部に加工をほどこしたもので素材の自然面や節理面を大きく残している。 

Ⅰ類では刃部から側辺部に顕著なポリッシュがみられるものがある（第370図-3）。このポ

リッシュの中には石器の長軸方向に線状痕がみられ、使用によって生じたものとみられる。 

また、Ⅱ類の第370図-2の腹面中央に赤色顔料が付着していた。同様の例は里浜貝塚にもあ

り、この石器の一つの特徴とみられる。しかし、これが石器の機能とどのように関係するもの

かは明らかでなく、類例の増加を待って検討を重ねる必要がある。 

(7)定形石器の組成について 

第１包含層出土の定形石器の組成を概括的にみると、1）石鏃は有茎のものが为体を占める、

2）石錐に棒状のものが半数程度みられる、3）石匙は横長と縦長が半数ずつみられる、などの

特徴から、大きくみれば周辺地域の縄文時代後期から晩期にかけての遺跡に一般的に知られて

いる石器の在り方と共通した内容を示していると言える。しかし、これをⅢ～Ⅶ期の時期別に

みてみると、石器の組成に変化が認められる。ここでは第１包含層出土のⅢ～Ⅶ期に属する定

形石器の器種組成と類型組成について検討したい。 

ａ．器種組成について 

器種組成の時期的な変化として、以下のような傾向と特徴が指摘できる。 

１；石鏃の全期間の石器組成に占める割合は45％である。これを時期別にみるとⅢ～Ⅳ期は

30％前後であるが、Ⅴ～Ⅶ期には40～50％前後に増加する。 

２；石錐の全期間の石器組成に占める割合は 18％である。Ⅲ～Ⅳ期は 25％前後であるがⅤ

～Ⅶ期には10～15％前後と減尐する。 

３；尖頭器はⅠ類とⅡ類で異なった在り方を示す。まずⅠ類は全期間では 6％である。Ⅲ期

には5％であるがⅣ期には1％、Ⅴ期～Ⅵ期には9％前後、Ⅶ期には2％と増減する。Ⅱ

期は全期間では17％である。Ⅲ期には11％であるがⅣ～Ⅴ期には20～25％、Ⅵ期には16％、

Ⅶ期20％と、Ⅰ類とは逆の増減を示す。 

４；石匙は全期間では 8％を占めている。Ⅲ期には 15％、Ⅳ期～Ⅵ期は 7％前後と減尐し、

Ⅶ期には10％に微増する。 

５；箆状石器は全期間では3％にすぎない。Ⅲ期には8％、Ⅳ期には5％、Ⅴ期～Ⅵ期には 
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1％前後、Ⅶ期には5％である。 

６；石斧は全期間で1％で、Ⅴ・Ⅵに数点みられるにすぎない。 

これらの器種組成の変化をみると、Ⅴ期～Ⅵ期には石鏃と尖頭器Ⅰ類の刺突具類の割合が増

加し、その他の器種の割合が相対的に減尐している。しかし、その後のⅥ期からⅦ期にかけて

は、石鏃と尖頭器Ⅰ類の刺突具類の割合が減尐し、その他の器種の割合が増加してⅢ～Ⅳ期に

近い比率に戻っている。このように器種組成の変化ではⅤ・Ⅵ期の間に刺突具類の比率が一時

的に増加し、Ⅶ期に元に戻るという傾向がみられる。 

ｂ．類型組成について 

各器種の頄目でみてきたように各器種の中での類型の組成の変化はⅥ期とⅦ期の間で顕著

である。これを各器種ごとに概括すると以下のようになる。 

石鏃；各時期とも有茎鏃（Ⅰ類）を为体としながらも、時期が下がるにつれ無茎鏃（Ⅳ類）

の比率が減尐する。さらに有茎鏃の中ではⅥ期に大型のものが減尐し、Ⅶ期には小

型のものを为とした組成に変化し石鏃全体が小型・軽量化している（第657図）。 

石錐；両端が尖る棒状のもの（Ⅰ類）の比率がⅦ期に高まり、つまみ部をもつもの（Ⅱ類）

の比率が相対的に低下している。 

尖頭器；Ⅵ期からⅦ期にかけて左右対称な形態のもの（Ⅰ類）の比率が高くなっている。ま

た、左右が非対称なもの（Ⅱ類）は、Ⅴ期には大型の類型が为体であるが、Ⅵ期から

徐々に小型の類型の比率が高くなりⅦ期には小型のものを为体とした組成に変化し

小型・軽量化している。 

石匙；素材の剥片の縁辺を刃部としてそのまま利用したとみられるⅢ類がⅦ期に集中してい

る。 

箆状石器；Ⅶ期には刃部が斜位のもの（箆状石器類品）が過半数を占めているが、Ⅶ期には

Ⅰａ類がほぼ半数を占め類品の比率は低下している。 

以上のように類型組成の変化はⅥ期からⅦ期にかけて顕著である。変化の具体的な内容として

は石鏃や尖頭器の小型・軽量化、棒状の石錐や簡易な石匙の増加といった属性の変化がみられ

る。このような変化の前後の時期に前頄でみたような器種組成の変動がみられることは興味深

い事実である。すなわち、前頄でみたようにⅤ・Ⅵ期からⅦ期にかけての器種組成における刺

突具の増加後、再び減尐傾向に転ずるが、その変動の転換期に各器種内での類型組成の変化が

生じていることになる。 

ｃ．組成変化の意味 

Ⅴ・Ⅵ期において刺突具の比率が増加していることは狩猟活動の活発化に対応した石器生

産・消費量の一時的な変化とみることもできる。これらと各器種の類型組成の変化がどのよう 
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な関係にあるかは明確でない。しかし、器種組成や生産量の変化が各器種の属性の変動の一因

となった可能性は十分考えられよう。あるいは、刺突具を中心とした石器の増産と消費の拡大

などに対し、原石の石材の供給が追いつかず、その打開のために入手しやすい玉髄への石材の

変更・石器の小型化が進んだ可能性も考えられよう。 

石器組成が日常の狩猟・採集・生産活動の状況をある程度反映したものと考えるならば、組

成にみられる変化は縄文時代の社会や生活を知る上で極めて示唆に富むものである。しかし、

これらの変化の要因として、石器製作技法の改良や変化といった直接的な要素から、生態系の

変動による狩猟対象の変化、あるいは石器の原石の採集・供給・消費の変動にともなう変化な

ど様々な要因が複雑に関係していると考えられる。このことはまた組成の変化が卖一の遺跡内

に留まるものか、一定地域内に限られる変化なのか、あるいはより広汎な地域に及ぶものなの

かといった地域性の問題にも関係してくる。以上のような定形石器の組成の変動が、周辺地域

の当該時期の趨勢にしたがったものなのか、当遺跡に独特のものなのか他の遺跡と比較してみ

たい。 

ｄ．組成の比較 

東北地方において縄文時代後期～晩期における遺跡の調査例は多い。しかし、石器の帰属時

期の特定ができなかったり、サンプリング・エラーによる組成の欠落があるもの、器種認定の

食い違いなどがあって石器組成の相互比較が可能な遺跡はほとんどない。石器の詳細な時期的

変化を検討できる分析結果は尐ないと言える。したがってすでにみた組成変化が摺萩遺跡に固

有なものなのか、あるいは周辺地域に広くみられる傾向と軌を一にしたものなのかを認定する

作業は残念ながら困難であった。 

したがって、ここでは大きく東北地方の縄文時代後期末から弥生時代の遺跡を比較の対象と

し、定形石器の組成の比較検討を行いたい。なお貝塚といった遺跡の性格の違いはあるが、宮

城県気仙沼市田柄貝塚北西部包含層（笠原・茂木他；1986）や鳴瀬町里浜貝塚西畑地点（岡村

他；1982）などでは層位的な発掘調査と土層の水洗選別によって石器の採取がなされている。

これ以外の遺跡でサンプリング・エラーの尐ない石器組成が捉えられている例は今のところな

い。 

摺萩遺跡の第１遺物包含層出土の定形石器については器種・類型組成に占める小型の石器の

サンプリング・エラーがより高かったと推察される。このような遺跡の性格の違いやサンプリ

ング・エラーを考慮した上で摺萩遺跡第１遺物包含層と田柄貝塚北西部包含層、鳴瀬町里浜貝

塚西畑地点、あるいは東北地方の当該時期のいくつかの遺跡の定形石器の組成を比較してみる

と以下のような指摘ができる。（第673図） 

１；全体の組成としては摺萩遺跡をはじめ各遺跡とも石鏃、石錐が高い割合を占め、これに 
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石匙（掻器）、尖頭器（石槍）、石箆、石斧などが数パーセントずつみられるといった

組成を示している。（器種の認定には各遺跡によって相違があり、詳細な組成の比較は

できない） 

２；石鏃の全体に占める割合は各遺跡ともほぼ半数前後を占めているが、とくに田柄貝塚や

福島県一斗内遺跡（山内・福島：1982）では、石器全体の80％前後を石鏃が占めている。

これらと比較すると摺萩遺跡、特にそのⅢ・Ⅳ期は他の遺跡に比べても石鏃の割合が低

いようである。（なお、田柄貝塚北西部包含層の中でも、水洗選別によらずに石器を取

り上げたⅡ・Ⅲ期の層での石鏃の割合は他の遺跡と同様に 60％前後であり、これはエ

ラーによって組成に欠落が生じたものと理解されている。） 
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３；石錐や石匙（掻器）の割合は各遺跡で顕著に異なっている。石錐の割合が高い遺跡とし

て青森県八幡遺跡（八戸市教育委員会；1986）（縄文時代後期末～晩期中葉）、宮城

県里浜貝塚西畑地点（縄文時代晩期中葉）、新潟県鳥屋遺跡（石川・阿部他；1987）

（縄文時代晩期中葉～末）などがある。 

一方、石匙（掻器）の割合が高い遺跡として秋田県地方遺跡（石郷岡他；1987）（縄

文時代晩期）、岩手県東裏遺跡（相原・狩野；1980）（縄文時代後期末～晩期）などが

ある。 

４；石器組成を類型化すると、①石鏃の割合が高い遺跡（田柄貝塚、一斗内遺跡）、②石錘

の割合が高い遺跡（八幡遺跡、里浜貝塚西畑地点、鳥屋遺跡）、③石匙（掻器）の割合

が高い遺跡（地方遺跡、東裏遺跡）の３類がみられる。摺萩遺跡は③に類似した組成を

示している。 

これらに時期的な偏りや傾向性は認められない。ただし③がいずれも山間部に立地する遺

跡である点は注目される。里浜貝塚の石器組成の特色について、「石匙・箆状石器が尐ない

のは、この遺跡が海岸部に立地し、魚類遺体は多いが、シカ・イノシシなどのほ乳類遺体が

尐ないことと関係するかもしれない。」との指摘があり、傾聴すべきものと思われる。 

つぎに各器種の形態的特徴などを比較してみる。 

１；石鏃については各遺跡とも有茎鏃が为体を占める点で共通している。しかし、晩期前半

には比較的高い割合を占めている無茎鏃が、晩期後半から弥生時代初頭にかけて減尐し

ていく傾向は顕著で、鏃における型式の消長の一端を示しているとみられる。 

有茎鏃の中では基部形態についてその为体となる形状が時期によって変化するようで

ある。摺萩遺跡第１遺物包含層でみられるように晩期前半では基部のえぐりの浅い有茎

鏃（Ⅰｂ類）、晩期後半では基部のえぐりの深い有茎鏃（Ⅰａ類）が多い傾向がみられ

る。宮城県青木畑遺跡（加藤；1982）、同单小泉遺跡（佐藤他；1984）や新潟県下谷

地遺跡（佐藤；1984）などの弥生時代の石鏃をみると基部のえぐりがより深くなり「逆

刺」が形成される形態のものが为体となる。これら基部にみられるえぐりの変化は一連

のものとみることができ、縄文時代から弥生時代にかけての鏃の形式の変遷として捉え

ることができよう。 

長・幅・重量などの属性に関しては、摺萩遺跡では有茎鏃の中での大型品と小型品の

分化が顕著であるという点や、茎が鏃身よりも長い有茎鏃がⅦ期に顕著に増加する点な

どが注目された。このような傾向は他の遺跡のデーターでは明確でなく摺萩遺跡での石

鏃の大きな特徴とみることができる。ただし摺萩遺跡でのこれらの成果は石鏃を時期別

に細分した段階で初めて認識されたものである。他の遺跡における石鏃も時期的な細分

がなされればこのような傾向が捉えられる可能性は残されており、個々の遺跡で石鏃の 
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大きさ・重量にみられる分化や形態変化を時期的により詳細に検討してゆくことは今後

の課題と言えよう。 

２；石錐では棒状のものが、つまみ部の付くものとほぼ同数の割合でみられる点でやはり各

遺跡とも共通した在り方を示している。摺萩遺跡では棒状の石錐がⅦ期に顕著に増加す

る傾向が捉えられた。このような棒状の錐の増加傾向は東北地方单部の後続する縄文時

代終末期から弥生時代中期初頭にかけての諸遺跡では一層顕著である。北海道峠下聖山

遺跡（阿部他；1979）宮城県青木畑遺跡（加藤；1982）、新潟県鳥屋遺跡（石川・阿

部他；1988）同下谷地遺跡（佐藤他；1979）。摺萩遺跡Ⅶ期における棒状の錐の増加

傾向は、周辺地域の縄文時代終末期から弥生時代中期初頭にかけての石錐の形態変化の趨

勢の一端を示しているとみることができよう。 

３；摺萩遺跡において尖頭器としたものは、他の遺跡では器種の認定や分析方法に大きな違

いがみられ比較が難しい。具体的には摺萩遺跡の尖頭器に類似したものについて「尖頭

器・尖頭器様石器・石鏃・石槍」など様々な呼称や分類がなされている。また、とくに

尖頭器Ⅱ類に類似した石器について、岩手県九年橋遺跡・秋田県平鹿遺跡などでは刃部

の形状やアスファルトの付着状況などから機能的側面を推定し、「掻器・(楕円形)削

器」として器種を認定し分析している。 

属性に関して、摺萩遺跡に限ってみると石鏃と同様に晩期後葉～末にかけて小型化の

傾向が顕著である。またその破損品とみられるものが異常に多いことも特徴として注意

される。北海道峠下聖山遺跡では尖頭器の63％が破損品であり、これらの多くは製作時

の破損品である可能性が高いとされている（阿部他；1979）。しかし、この器種（と

くにⅡａ3 類）に限って、しかも類似した破損状況の破損品の割合が突出していること

は、一定の使用条件の下での破損品である可能性がより高いと考えられる。 

尖頭器Ⅱ類は岡村の言う「新器種」（岡村；1979）に相当するものである。加工の状

況やアスファルト様付着物の残存状況などからみれば秋田県平鹿遺跡（小玉他：1983）、

岩手県九年橋遺跡（藤村他；1977，1978，1979）にみられる着柄されたスクレイパーと

して使用されたと想定されている「掻器・削器」に類似した特徴を備えている。しかし、

長・幅・厚などの属性において摺萩遺跡のものはこれらと異なり直接対比することはで

きない。さらに晩期末に小型化するという変化については新たな知見であり、今後の資

料の増加を持って検討する必要があろう。 

４；石匙は、縦長のものと横長のもの、中間的なものの３者がほぼ同じ割合であられる点で

やはり多くの遺跡で共通している。 

摺萩遺跡では不定形な剥片の縁辺を刃部としたもの(Ⅲ類)が晩期末に増加する傾向が 
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捉えられ注目される。晩期末の北海道峠下聖山遺跡では「素材の第一次剥離面をそのま

ま利用した」刃部が70例中28例認められている。石匙が弥生時代に至って激減する器種

であることを考えるならば、この変化は石匙の器種としての消長に関わる重大な変化と

みることもできよう。 

５；箆状石器・打製石斧については点数が尐なく比較が難しい。 

以上、摺萩遺跡第１遺物包含層にみられる無茎鏃の減尐・有茎鏃の基部形態の変化・棒状の

石錘の増加・石匙Ⅲ類の増加などの変化は、周辺地域の晩期末から弥生時代にかけての遺跡で

も広範にみとめられる現象と考えられる。したがって、これらの変化は東北地方の縄文時代の

定形石器の組成が弥生時代の組成へと転換して行く過程での普遍性をもった変化として捉える

ことができよう。 

(8)定形石器の石材について 

摺萩遺跡では定形石器の石材として頁岩・玉髄・珪質岩・流紋岩・鉄岩英・黒耀石が使用さ

れている。全体の使用頻度では頁岩が半数以上を占めている。しかしその割合は器種によって

相違がみられる。石匙は頁岩が 70％以上を占めているが、石鏃・石錐は50％弱、尖頭器・箆状

石器では40％弱にすぎない(第674図)。 

このような器種による使用石材の相違がどのような要因によるものか他のいくつかの遺跡

と比較してみたい。なお、遺跡ごとに石材の同定基準が異なるため直接比較できないが、ここ

ではほぼ同じ同定基準によっていると考えられる里浜貝塚・田柄貝塚の例を示した(第674図)。

両者が三陸沿岸に位置する貝塚の遺跡であるという条件を考慮したうえで摺萩遺跡と比較して

みると以下のような指摘ができる。 

１；石鏃・石錐では、頁岩の比率は摺萩遺跡、里浜貝塚、田柄貝塚の項で高くなる。 

２；同じく石鏃・石錐では、玉髄・碧玉系の石材はこれに反比例し頁岩の比率と補完的な関

係にある。 
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３；尖頭器・石匙では、頁岩の比率は摺萩遺跡より田柄貝塚が高い。 

４；器種別にみると摺萩遺跡・田柄貝塚では石鏃・尖頭器の頁岩の割合が低く、石匙では逆

に高いという類似した傾向がみられる。 

以上の如く、遺跡間で使用石材の比率に顕著な相違がみられる。その相違の为な要因は頁岩

の多寡によるもので、これを補完するように玉髄・碧玉が用いられている。良好な石器の石材

の産地が近辺にない田柄貝塚では９割近くを占める頁岩系の石材の多くが奥羽山系産出の石材

である。これに対し、摺萩遺跡の場合は玉髄の産出地に近いという地理的条件が、玉髄の比率

を高めるうえで大きな要因として働いていると推定される。 

宮城県七ケ宿町大梁川遺跡(縄文時代中期後葉)の報告では剥片石器素材の供給について、良

質の頁岩系の石材が剥片の形で広範な地域(「石材流通圏」)に供給されていた可能性が指摘さ

れている。時期的に異なることから直接することはできないが、田柄貝塚については、このよ

うな「石材流通圏」を想定することも可能であろう。しかし、摺萩遺跡第１遺物包含層の場合

についてみれば、かなりの割合で石材が自給できたものと推定されるのである。 

この他、摺萩遺跡第１遺物包含層や田柄貝塚では各器種間で頁岩の割合に類似性がみとめら

れる。すなわち、石匙は高く、石鏃・尖頭器は低い傾向がみられる。これについては器種に

よって石材が選択されたためと考えられる。玉髄の割合が高い摺萩遺跡第１遺物包含層出土の

石器の中で、石匙のみ頁岩の割合が突出して高いことはとくに注目されよう。 

なお、青木畑・单小泉遺跡など、周辺地域の弥生時代の石器では頁岩の割合が極めて低く、

使用石材が多様化する傾向がみられる。これらと比較した場合、摺萩遺跡第１遺物包含層の頁

岩の割合は他の縄文晩期の遺跡に比べてやや低いものの、なお過半数以上を占めており決して

低いとは言えない。縄文時代から弥生時代への使用石材がどのような過程で変遷するものか、

石器組成の変遷とともに検討していく必要があろう。 

２．楔形石器、不定形石器の分析 

（1）楔形石器 

分析 

類型別の点数はⅠ類、Ⅱ類がほぼ同数で圧倒的に多い。Ⅲ類以下はⅣ類、Ⅶ類がやや目立つ

ほかは各類型ともわずかな点数である。 

全体で見ると石材は玉髄が用いられることが多いが、やや点数の多いⅦ類では玉髄はまった

く用いられていない。 

時期的にはやはりⅥ期、Ⅶ期に集中する。 

類型別の石材や時期的変遷は、前述のⅦ類以外は全体の傾向を反映している。 
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(2)不定形石器 

ａ．組成 

不定形石器はⅢ期からⅦ期の各期に見られる。不定形石器各類の時期ごとの組成を第 675図

に示した。剥片類などその他の石器と同様に、Ⅲ期からⅤ期の点数は尐なく明確なものではな

いが、時期ごとの組成の変化が認められる。Ⅲ期はⅠ類の比率が非常に高く、次いでⅡ類、Ⅲ

類、Ⅴ類が高い。しかしⅣ期になるとⅩⅣ類の比率が最も高くなり、Ⅴ類、Ⅷ類、Ⅹ類の比率

も高くなる。そしてⅤ期と点数の多いⅥ期以降は、時期の変遷による組成の変化はほとんど認

められず、Ⅰ類、ⅩⅣ類、ⅩⅤ類の比率が高く、Ⅶ類、Ⅸ類、ⅩⅢ類は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．石材 

○類型による石材の偏り 

第676図は各類型ごとの使用石材の比率をあらわしたものである。Ⅰ類からⅩⅤ類の合計で

の比率では玉髄と頁岩はほぼ同じ割合であるが、類型によって石材の用いられ形は異なる。玉

髄の多いものはⅧ類、Ⅹ類、ⅩⅡ類、頁岩の多いものはⅠ類、Ⅵ類、Ⅸ類、全体の中で最も

高い比率は占めないが流紋岩の多いものはⅣ類、Ⅵ類、ⅩⅢ類である。以上のように類型毎の

石材の偏った用いられ方が認められ、類型の独自性や石質の特質による選択性が存在した可能

性を示唆している。 

○不定形石器における時期による石材の変遷 

点数の多いⅥ期とⅦ期について各類型別の石材の比率を第 677図に示した。全体を通じた傾

向性として、Ⅵ期に比べてⅦ期における玉髄の比率の増加と頁岩の低下があげられる。しかし 
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頁岩や流紋岩の比率の高い類型（Ⅰ類、Ⅵ類）やⅧ類、ⅩⅠ類では逆に玉髄の比率は低下し

ている。 
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ｃ．各類型ごとの分析 

○不定形石器Ⅰ類・スクレイパー 

スクレイパーは 15の類型に細分できた。細分

類型ではＡ1a類、Ａ3a類、Ｂ1a類が多く、こ

れらのみで 60％以上を占める(第 79表)。刃部

の形態では直刃(Ａ類)と凸刃(Ｂ類)が、部位で

はサイド(1 類)と斜行(3 類)が、そして片刃(a

類)が多い。他の類型の不定形石器に比べて 5cm

をこえる大型の石器の割合が高い(第 678 図)

が、これらの中でもサイド(1類)が多数を占め

る。つまり素材の長軸に沿って長い刃部が形成

されることが多く、それらも大型の石器である

ということが可能である。 

石材との関係では、大型の石器には頁岩と流紋岩の割合が高く、大きさと石材の選択性に強

い関係がありそうである。 

不定形石器の中で占める比率は、全体の点数が尐なく非常に高い割合を占めるⅢ期を除いて

も各時期を通じて一定の高い割合を保ち、安定した器種といえよう。 

○不定形石器Ⅱ類・鋸歯縁石器 

鋸歯縁石器は 9つの類型に細分できた。細分

類型ではスクレイパーと同様にＡ1類、Ａ3類、

Ｂ1類が多く、これらで50％を占める(第79表)。

刃部の形成された部位などスクレイパーと共通

する点が多い。しかし石材の点では頁岩と玉髄

の比率はほぼ同じであり、頁岩の比率の高いス

クレイパーとは異なっている。これは大形のも

のの多いスクレイパーに比べて 5cmをこえるも

のの尐なさとの関係をうかがわせる(第 679図)。 

時期的には、Ⅳ期には認められないものの他

の時期には安定して比較的高い割合を保ってい

る。 

○不定形石器Ⅲ類・抉入石器 

抉入石器は4つの類型に細分できた。縦長の形態を呈するものが多く長軸とやや角度を持っ 
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た側辺に刃部が形成される。 

時期的にはⅢ期、Ⅴ期でやや高い比率を占める。 

○不定形石器Ⅳ類・部分交互剥離石器 

部分交互剥離石器は 7 つの

類型に細分できた。やはり直

刃(Ａ類)が多いが、その中で

もエンド(2類)と斜行(3類)が

他の不定形石器の類型に比べ

て高い比率を占める(第79表)。第680図は重

量分布図、第 681 図は石材別長幅相関分布図

である。重量では 10g 以下に集中がみられ、

20g と 25g を境として軽いものと重いものに

別れる傾向を示している。また 20g 以下のも

のについて第 681 図で線に囲ったが、これに

よると25gを越えて重いものはほとんど長さ、

幅が 4.5cm を越え、石材も流紋岩と凝灰岩が

多数を占める。この重さが25gを越えて長さ、

幅も 4.5cmをこえるものは14点あり、類型別

ではＡ2類6点、Ａ3類3点、Ｂ類(凸刃)の 1

類(サイド)2点、2類、3類、Ｃ類(尖刃)がそれぞれ1点、石材別では流紋岩7点、凝灰岩 2点、

玉髄 2点、頁岩、珪質岩、鉄石英がそれぞれ1点である。これらの所属する類型や石材には顕

著な偏りがあり、類型ではＡ2類8点のうち6点、石材では流紋岩9点のうち7点、凝灰岩は2

点とも大型である。当類型は交互剥離により作出された刃部を有するという共通の特徴がある

が、以上のように、大きさ、重さ、石材の点で大きく異なる二つのグループに分離することが

可能であった。これらは器種レベルでも異なる可能性が高く、大型のものはチョッピング・ト

ゥールということもできる。 

時期的には大型のもの、小型のものどちらも一定の比率を占め、時期が新しくなるにつれて

比率が高くなる傾向が伺われる。 

○不定形石器Ⅴ類・粗面加工石器 

粗面加工石器は平面形態により4つの類型に細分できた。各類型の点数はほぼ同数であるが、

石材別ではＡ類(尖頭器状)、Ｄ類(方形状)は頁岩の比率が高く、Ｂ類(亀甲状)、Ｃ類(縦長

状)は玉髄の比率が高い(第79表)。これらは時期とも相関があり、特にＡ類、Ｄ類はⅥ期に多 
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く見られる。 

大きさにはまとまりがあり、長さ

3～4.5cm、幅2～3.5cmの間に70％近

くのものが集中する(第682図)。 

Ⅳ期では高い比率を占めるが、時期が下るにつれて比率が低くなる傾向がある。 

○不定形石器Ⅵ類・トランシェ様石器 

トランシェ様石器は 7つの類型に細分できた。細分類型ではＡ3類が最も多く、Ａ2類が次

いでいる。平面形は台形状(Ａ類)を呈するものが多く、両側辺に急角度な面の残る、横断面

が横長方形状を呈するもの(3類)が多い(第79表)。 

長幅相関分布図(第683図)をみると、長さもしくは幅が5cmをこえるものとそれ以下のものに

大きく二分される傾向を示している。石材も、大型のものは流紋岩と頁岩に限られ、当類型

では割合の低い玉髄は含まれない。大型のものについてはＡ類各類とＢ2 類が認められ特定の

類型に集中する傾向はないが、Ａ2類がやや多くＡ2類7点のうち4点を占める。以上のように大

きさ、石材では二分される傾向を示しているが、部分交互剥離石器(Ⅳ類)のようにそれらと重

さの相関は明確ではない(第684図)。しかし重さが50gを越えるものもあり、大型のものは小

型のものと器種レベルで異なる可能性があることを指摘しておきたい。 

全体を通じた石材では頁岩の割合が高く、流紋岩は玉髄と同数である。流紋岩はさらに一点

を除いて長さが4.5cm以上であり、大きなものに限られる。 

Ⅴ期でやや高い比率を占める。 

○不定形石器Ⅶ類・尖頭状石器 

尖頭状石器は加工状況により四つの類型に細分できた。類型別ではＡ類(周辺両面加工)が 
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多いが突出したものではない(第79表)。平面形態は大きく分けて、斜軸の尖頭器状を呈し先端

部の断面が三角形を呈するもの、縦長の形態を呈するもの、三角形や五角形状を呈するものが

あり、それぞれ6点、4点、7点認められる。二次加工は先端部だけでなく器体全体になされる

が、加工状況と平面形態の相関はない。また大きさにもまとまりは見られない。 

石材は安山岩が一点あるほかは玉髄と頁岩が拮抗する。 

Ⅴ期以降低い割合ながら一定の比率を占めている。 

○不定形石器Ⅷ類・撥形石器 

撥形石器は六つの類型に細分できた。側辺

に折れ面状の急角度な面の認められるもの

が多く(Ａ1類、Ａ2類、Ｂ1類、Ｂ2類)、短

辺にのみ急角度な面のあるもの(Ｂ3 類)二

点を加えると、急角度な面のまったくないも

の(Ａ3類)は一点のみである。また両側辺に

急角度な面のあるもの(1 類)と一側辺のみ

に急角度な面のあるもの(2類)は1類がやや

多いがほぼ同数といえる点数である。短辺の

状態では急角度であるものが多い(Ｂ類)。各

類型とも玉髄の比率が高いが、両側辺に急角

度な面のないもの(3 類)は三点であるが全

て頁岩である(第79表)。 

大きさにはまとまりがみられ(第 685 図)、長さは散漫ながら 2.7～4.7cm に、幅はかなり集

中して 2～3.5cmに为に分布する。石材との関係では、玉髄、頁岩、流紋岩の項で幅広の傾向が

伺える。 

石材は全体的にみても玉髄の比率が非常に高い。 

Ⅳ期で高い比率を占める。 

○不定形石器Ⅸ類・小形円形周辺加工石器 

小形円形周辺加工石器は九点のみの出土であり、細分はなし得なかった。 

全体の点数は尐ないが、頁岩の比率が非常に高い。 

Ⅳ期にやや高い比率を占め、以降の比率は低い。 

○不定形石器Ⅹ類・部分急角度粗加工石器 

部分急角度粗加工石器は八つの類型に細分できた。Ａ3類が最も多い。刃部形態では直刃(Ａ

類)が多いが、加工部位(1類・サイド、2類・エンド、3類・斜行)に大きな差はない(第79表)。

平面形態にまとまりはなく、適当な剥片に粗い急角度の二次加工を施している。二次加工の意 
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味としては、他の側辺に鋭い縁辺があり、刃潰しのためと思われるもの(第393図-10)があり、

そのなかには鋭い縁辺に微細な剥離痕の認められるものもある(第393図-9、第394図-8)。しか

しこれらは七点のみであり、2類・エンドや 3類・斜行のなかにはエンド・スクレイパーのよう

な刃部を持つものがある(第394図-3,4,9)ように、その他の多くのものは刃部の作出のためと考

えられる。 

石材は玉髄の比率が高く、不定形石器の中でも最も玉髄の占める割合が高い。 

Ⅳ期に高い比率を占め、時期別の割合の変遷は不定形石器Ⅷ類に類似する。 

○不定形石器ⅩⅠ類・急角度細加工石器 

急角度細加工石器は四つの類型に細分できた。Ａ類(サイド)がやや多いものの各類型の点

数はほぼ拮抗する(第79表)。平面形態はやや縦長の傾向を示し、大きさは、長さ2～3.5cm、幅 1

～2.2cmに集中して小形である(第 686図)。二次加工の施されていない側辺に鋭い縁辺の認めら

れるものもあり(第 395 図-9.10.12.14)、僅か四点であるが刃潰しのための加工と思われるものも

ある。全周に二次加工が施された､2cm前後の非常に小形なものや(第395図-6.8、第396図-1.4)、

それらよりもやや大きなもの(第 395図-15、第 396図-2)はなんらかの平面形態を志向してい

るようでもあるが、点数が尐なく詳細は不明である。これら以外は、鋭かったと思われる縁辺

に二次加工が施され、刃部の作出、あるいは刃部の強化を図っている。以上のように、細かな

二次加工の意味として、刃潰し、整形、刃部作出などがあり、それぞれ4点､7点､17点である。 

石材は、小形の石器が多いものの頁岩の比率が高く、特にⅦ期に頁岩が増加し、時期の変遷

と共に玉髄の比率の高くなる全体的な傾向とは異なった傾向が認められる。 

Ⅲ期からⅣ期にかけて比率が低くなり、Ⅴ期には認められず、以降再び比率が高くなる傾向

が伺われる。 
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○不定形石器ⅩⅡ類・部分両面加工石器 

部分両面加工石器は二つの類型に細分できたが、Ｂ類(一側辺にのみ両面加工の施されるも

の)が多い(第79表)。両面加工の施された部位はサイド、斜行が多く、エンドは一点のみであ

る(第396図-9)。大きさは小形のものが多く、長さは2.4～3.4cm、幅は1.8～2.7cmに集中する(第

687図)。平面形態にはまとまりは認められない。 

石材は玉髄の割合が大変高い。 

Ⅳ期にはみられず、Ⅴ期以降も比率は時期が下るにつれて低くなっている。 

○不定形石器ⅩⅢ類・バルブ除去石器 

バルブ除去石器は点数が尐なく、細分はでき

なかった。この石器にはバルブを除去した二次

加工のみが施され、その背面側にも僅かに施さ

れる場合(第 396 図-14)を除いて、他の部分に

二次加工の施されることはない。そして他の側

辺の縁辺は鋭いことが多いが(全体の 60％.第

396図-14など)、圧倒的多数ではない。断面図

を見ても分かるように、この石器の二次加工は

バルブの高まりを取り除く目的でなされたこ

とは明らかであるが、それ以外の点については

不明である。 

大きさは、長さ 4～5cm、幅 3～4cm前後のやや大型のものと、長さ、幅 2～3cmの小さなものに

別れる傾向が伺われる(第688図)。 

石材は頁岩、玉髄、流紋岩がほぼ同数用いられている。 

当類もⅣ期には認められず、全期を通じても占める比率は低い。 

○不定形石器ⅩⅣ類・折断後調整石器 

折断後調整石器は五つの類型に細分できた。細分類型別ではＢ類(腹面に二次加工の施され

たもの)が最も多く、Ａ類(背面)、Ｃ類(背腹両面)はほぼ同数である。Ｂ類はさらに 1類(長軸

に沿った鋭い剥離面のあるもの)と 2類(長軸に沿った鋭い剥離面のな

いもの)に細分できたが、2類が非常に多い(第 79 表)。またこれらを

二次加工を施すための打面(折断面あるいはそれ相当の面)の位置によ

り、ａ:二次加工の打面が長軸に沿うもの、ｂ:短軸に沿うもの、ｃ:

両方あるもの、に分類した(第55表)。Ｂ1類はａしか認められず、Ａ.

Ｂ2類はａ.ｃ.ｂの項で多い。またＤ類はａが多くｃはない。これらに

対してＣ 
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類はｃが多く、背腹両面に剥離が及んだことも

考え合わせて、より剥離が進んだ段階というこ

ともできよう。全体では長軸に沿った打面から､

短軸方向に二次加工が施されることが多い。腹

面側に二次加工の施されているもの(Ｂ,Ｃ類…

84 点)の中で、バルブに加工の及んだものは僅

かに 10点であり、それらもバルブの除去を目的

としたものではなく、一側辺全体を連続して加

工した結果でのバルブ除去というものである

(第 397 図-8.9.10 など)。この点で不定形石器

ⅩⅢ類(バルブ除去石器)とは異なる。当類型の

二次加工はほとんど、器体の表裏面

に沿うように平面的になされるが、

その意図としてまず器体の厚さの

調整が考えられる。しかし石器を観

察しても、肥厚した部分をウートラ・パッセによって取り除いたものが僅かに認められるだけ

で、不定形石器各類型の厚さと比較しても(第56表)全体の平均よりも薄く、この結果が二次加

工によるものとも考えられない。またこれが刃部の作出を意図したものともみられない。平面

形態の特徴としては、37点(全体の約30％)のものに長軸に沿った鋭角的に交わる二側辺が認め

られ、その多くが二等辺三角形状を呈する点があげられる。これらの多くは折断により整形さ

れたものと思われるが(第397図-2.4.8.9.10.11、第398図-2.3.4.6.7)、二次加工の意図を明

確にすることのできない現段階では、細かな二次加工は折断と連続して整形を意図してなされ

たと推定しておく。またやや大型の石器で二次加工面も大きなものは、接合資料にもみられる

ように(第405図・接合資料六・七)石核の可能性がある(第397図-11、第398図-6.7)が類型の

中での明確な区別は出来なかった。Ｂ1類は縦長の器体(第 689図)に平行する鋭い縁辺をもつ

という特徴からも、折断と二次加工が整形を意図したと思われる。 

石材は、Ｂ2 類は玉髄が多いが、そのほかは頁岩が多いか同数である。全体的には頁岩と玉

髄はほぼ同じ数である。またここでも頁岩や流紋岩は玉髄に比べて大きい傾向が認められる(第

689図)。 

時期的には、Ⅳ期に非常に高い比率を占め、以降もⅤ期にやや低い割合を示す以外常に 20％

前後の高い比率を占める。石材との関係ではⅤ期まで頁岩と玉髄はほぼ同数であるが、Ⅵ期に

は頁岩や他の石材が多くなり、Ⅶ期は玉髄が多くなる。 
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ｄ．不定形石器における石材と大きさ 

不定形石器では類型により用いられる石材に偏りが認められたが、石器の大きさによっても

偏りがある。特にⅠ類、Ⅱ類、Ⅳ類、Ⅵ類では大型の石器には明瞭に頁岩や流紋岩などの玉髄

以外の石材が用いられている。またⅩⅣ類では玉髄は他の石材に比べて小さい傾向がある。時

期との関係では、全体的に時期が新しくなるにつれて玉髄の割合が高くなり、大きさも小さく

なるようである。 

玉髄は剥片の分析で後述するように、大きさの面では他の石材よりも大きい傾向がある。し

かし不定形石器では、大型のものの素材としては玉髄以外の石材が用いられており、石質など

との関係が考えられる。 

ｅ．不定形石器の分類について 

不定形石器の分類は加工の状況や平面形態によって行ったが、類型によって分類における着

眼点が異なる。以下では類型間の共通点や相違点を明らかにしながら、第１遺物包含層の不定

形石器の特徴について考察を加えたい。 

分類の基準として二次加工の特徴を用いたものは、Ⅰ類～Ⅴ類、Ⅹ類～ⅩⅣ類である。そし

てこれらのうちⅠ類～Ⅳ類は、それぞれスクレイパー状、鋸歯状、ノッチ状、交互剥離状の加

工が施され、その加工は刃部の作出と考えられる。 

Ⅹ類、ⅩⅠ類は、それぞれ粗い急角度の剥離や細かな急角度の剥離が、刃部の作出のほかに

刃潰しや整形のためにもなされている可能性がある。 

ⅩⅡ類の部分的になされた精緻な両面加工は、刃部の作出か両面加工石器の未成品か、いず

れとも断定しがたい場合が多い。 

Ⅴ類やⅩⅢ類、ⅩⅣ類は二次加工が整形のためと考えられる。しかしⅤ類は粗い面的加工が

全面に施されているが、平面形態には厳密なまとまりはない。ⅩⅢ類のバルブを除去するとい

う目的も一種の整形と思われるが、その意図がここで明確になったわけではない。ⅩⅣ類につ

いてもⅤ類と同様に、平面形態や大きさにまとまりは認められない。これらについてあるいは、

今回は抽出できなかったが、それぞれなんらかの目的に沿った共通の属性があるのかもしれな

い。またこれらに未成品が含まれているという可能性も否定できず、特に現段階ではその製作

意図がより不鮮明で、機能的な側面(刃部など)の推定が困難なⅤ類、ⅩⅡ類、ⅩⅢ類などは、

類型そのものが末成品のまとまりである可能性も考えられよう。同様なことは次に述べるⅧ類

やⅩⅣ類の一部にも当てはまる。 

Ⅵ類～Ⅸ類は平面形態や大きさに分類の基準を求めた。この中でⅥ類とⅧ類は平面形態や製

作技法で共通する点が多く、ⅩⅣ類とも類似している。折断面や急角度な面はⅥ類の 73％に認

められ、Ⅷ類で認められないのは僅かに一点のみである。ⅩⅣ類はいうまでもない。つまりこ 
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の三類型のほとんどは従来の折断調整石器に含まれ、その細分ということもできるのである

(阿子島:1979)。結果的に、いわゆる折断調整石器の中の、折断面から二次加工が施されたも

のがまず抽出され、それらがさらに短辺に鋭い一次剥離面の残るもの(Ⅵ類)、Ⅵ類以外で撥形

を呈するもの(Ⅷ類)、その他(ⅩⅣ類)に分けられ、前二者には折断面はないが同様の形態を呈

するものが含まれる、ということになっている。 

今回は折断面から二次加工が施されたもののみ抽出したが、石器群全体を見渡しても折断面

からの二次加工が非常に顕著であり、残念ながら今回はすることのできなかった折れ面のある

剥片を含めての分析の必要性を痛感する。また不定形石器の中からの未成品の抽出も大きな課

題である。 

 

３．接合資料 

(1)不定形石器の接合資料(第 404図) 

接合資料一 1・ＣＮ51-6ｂ(Ⅶ期)＋2・ＣＭ51-8ｂ(Ⅶ期) 

1・剥片と2・不定形石器ⅩⅣＢ1類が接合する。接合図左図右下に2のポジティブ・バルブ

が認められ、1と2の素材は同一の打面から剥離されている。しかし2が剥離される前に、中央

図上方からの剥離により新たに打面(もしくは作業面)が設けられ、剥片剥離作業がなされてい

る。この面を打面として腹面側に二次加工が施され、対応する縁辺からも二次加工が施されて

いる。2の背面に残る面はすべて腹面に切られており、二次加工は腹面に限定される。 

接合資料二 3・ＣＬ51-53(Ⅶ期)＋4・ＣＬ51-53(Ⅶ期) 

3・不定形石器ⅩⅠＣ類と 4・不定形石器ⅩⅣＡ類が接合する。4の右図が腹面で、背面側

上部の打面からの剥離のみが二次加工である。3の背面には腹面と逆方向の剥離が認められ、3

と4の素材の打面も異なる。したがってこれらが多面体の石核から剥離されたことが分かる。 

接合資料三 5・ＣＬ50-53(Ⅶ期)＋6・ＣＬ51-53(Ⅶ期) 

5・二次加工ある剥片と 6・不定形石器ＶＣ類が接合する。接合した状態ではポジティブ

な面は見られず、6は縦長の円盤状石核を素材としている。5は腹面で6と接合し、6から最後に

生産された剥片である。 

接合資料から復元される不定形石器の素材剥片の生産技術には、多面体の石核と円盤状の石

核から剥片を生産するものが認められる。 

(2)石核類の接合資料 

接合資料四(第405図) 1・ＣＬ48-75(Ⅲ期)＋2・ＣＪ49-Ａ(Ⅲ期) 

1・剥片と 2・石核が接合する。節理の非常に発達した石材で、石核は節理面にそって三分

割している。石核は板状を呈し、表裏両面を作業面として周縁から剥離作業がなされている。

石 
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核の素材面は残されていない。分割後石核の中央の破片には鋸歯状の二次加工が施されている。

1 の接合する剥片は非常に小さく、石核の剥離痕を見ても、有効な剥片はあまり剥離されてい

ない。 

接合資料五(第405図) 3・ＣＬ50-65(Ⅴ期)＋4・ＣＬ50-65(Ⅴ期) 

3・剥片と4・石核が接合する。石核の石材、形状、剥離面や生産された剥片の特徴などは接

合資料四に類似する。しかし、剥片剥離作業はほぼ片面に限られる。 

接合資料六(第405図)  5・ＣＬ50-65ｂ(Ⅳ期)＋6・ＣＬ50-65(Ⅴ期)＋7・ＣＬ50-Ａ上(Ⅳ

期以前) 

5.6・剥片と7・石核が接合する。ポジティブな面が接合図右図右側に認められ、7は剥片を

素材とする石核である。接合図左図右からの剥離は素材剥片の背面か石核の作業面かは不明で

ある。打面は剥片の側辺に設けられ、背面と腹面が作業面となっている。5 は中央部で折れて

いるものの、両極剥離により生産されている。 

接合資料七(第405図)  8・ＣＮ50-15(Ⅵ期)＋9・ＣＮ51-14(Ⅵ期) 

8・剥片と9・石核が接合する。剥片の末端に背面側からの剥離により打面が設けられ、背面

を作業面として剥片が剥離される。8 はウートラ・パッセを起こしている。また、9 の端部には

わずかな二次加工が施されている。 

接合資料八(第406図)  1・ＣＮ51-12ｂ(Ⅵ期)＋2・ＣＮ51-14(Ⅵ期)＋3・ＣＭ50-12ｂ(Ⅵ

期) 

1＋2の不定形石器ⅩⅣＢ2類と 3・石核が接合する。石核は剥片を素材とし、まずその末端

部に両極剥離により打面が設けられている。剥片の背面側を作業面として剥離された剥片は

ウートラ・パッセを起こしており、剥片は一枚しか剥離されていない。剥片の腹面側に二次加

工が施されているが、これにより半折したと思われる。 

接合資料九(第406図)  4・ＣＮ50-12ｂ(Ⅵ期)＋5・ＣＭ51-12ｂ(Ⅵ期) 

4・楔形石器と 5・石核が接合する。接合図右図がポジティブと思われる大きな素材面であ

る。すべての面がこの面を切っている。打面は素材の側面に設けられ、背面を作業面としてい

る。 

接合資料十(第406図)  6・ＣＭ52-6ｆ(Ⅶ期)＋7・ＣＭ52-6ｃ(Ⅶ期) 

6･7 の石核が打面部で接合する。接合図右図の上下の面はそれぞれポジティブであり、7 の

下のポジティブな面が新しいが、切断の後か前かは不明である。尐なくとも7は二つの素材の

段階を経て石核となっている。どちらも側辺を切断した後に剥離を開始しており、6 は両極剥

離により剥片が剥離されている。しかしいずれも多くの剥片は剥離していない。 

接合資料十一(第406図)  8・ＣＭ52-6ｃ(Ⅶ期)＋9・ＣＬ51-53ｂ下Ａ上(Ⅶ期) 
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8・剥片と9・石核が接合する。石核は礫を素材とする。8は打面作出のため剥離されたとも

考えられるが、接合図中央の面も 8と同じ面を打面としている。すなわち石核の最終作業面側

を打面としており、90度打面転移がなされた可能性もある。 

接合資料十二(第407図) 1・ＣＮ50-12ｂ(Ⅵ期)＋2・ＣＮ50-カクラン(不明)＋3・ＣＮ50-11

ｂ(Ⅵ期)＋4・ＣＮ50-12ｂ(Ⅵ期)＋5・ＣＮ52-6ｃ(Ⅶ期) 

1・2・4の剥片と 3・5の石核が接合する。石核はいずれも剥片を素材とする。②はポジテ

ィブな剥離であり、①はそれに先行するネガティブな剥離である。当資料は剥片素材の石核か

ら③の両極剥離により剥離されており、この剥離と同時に 1と2～5に分離している。ポジティ

ブな面を打面とした④の剥離後、1の剥離された面を打面として 2＋3の剥片が剥離され(⑤)、

これは石核に用いられている。5の石核からは 4の剥片とそれに連続して数枚の剥片が剥離さ

れ(⑥)、最後に下方からの剥離がなされている(⑦)。最後の剥離は両極剥離による可能性があ

る。2＋3の剥片の側辺を打面として、背面側から剥離された 2の剥片はウートラ・パッセを起

こしている。 

接合資料十三(第 408 図) 1・ＣＮ50-12ｂ(Ⅵ期)＋2・ＣＮ50-9ｃ(Ⅵ期)＋3・ＣＭ50-11

ｂ(Ⅵ期) 

1・2の剥片と3の石核が接合する。④の剥離はポジティブであり、この資料も剥片を素材と

する。④以前の①から③の剥離は多方向からなされ、④により剥離された剥片にも⑤、⑥そし

て1・2の剥片剥離など多方向からの剥離がなされている。剥離の進んだ3の石核は、不定形石

器ⅧＢ4類にも分類できる。 

接合資料十四(第409図) 1・ＣＬ49-70(Ⅲ期)＋2・ＣＬ49-70(Ⅲ期)＋3・ＣＬ48-71(Ⅲ期)＋

4・ＣＬ49-70(Ⅲ期)＋5・ＣＬ49-70(Ⅲ期)＋6・ＣＬ48-71(Ⅲ期) 

3・6の剥片、2の二次加工ある剥片と1・4・5の石核が接合する。これらは火熱を受けて多

くの破片に分割しており、その破片の一部に一から数回の打撃が加えられて剥片が剥離さ

れている。 

 

(3)接合資料にみられる剥片生産技術について 

接合資料に見られる剥片生産技術には以下のものが見られる。 

Ⅰ類 板状あるいは円盤状の石核の周縁から求心的に剥片を剥離する技術（接合資料

三・四・五） 

Ⅱ類 多面体・多打面の石核から剥片を剥離する技術（一・二・十一・十二・十三） 

Ⅲ類 剥片を素材としてその一辺に打面を設け、素材の背面あるいは腹面を作業面とし

て剥片を剥離する技術（六・七・八・九・十） 
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Ⅱ類の十二・十三とⅢ類はすべて剥片を石核の素材としている。それらのうち、Ⅱ類とⅢ類

…十二の3の石核の素材は同じⅡ類の技術により剥離されている。またⅢ類の中で七はⅠ類の

技術、八はⅡ類の技術、十の1はⅡ類の技術により、そして2はⅡ類の技術により剥離された剥

片を素材とした石核から、Ⅲ類の技術によってそれぞれ剥離された可能性が高い。十四は正確

には剥片を素材としていないが、剥片のように薄い破片の一辺を打面として、腹面に相当する

面に作業面を設けている（1・5）。したがって十四もⅢ類に含まれると考えられる。 

また六・十・十二の剥片剥離、八の打面作出には両極打法が用いられ、両極打法がかなりの

頻度で用いられている。 

接合資料から復元される剥片生産技術に普遍的にみられる特徴は、盤状あるいは板状の形態

をした石核の、細長い側辺を打面として、石核の表裏面に作業面を設けていることである。こ

れは両極打法の多用と関係があるのかもしれない。 

 

(4)その他の接合資料 

図示した以外に以下の接合資料がある。グリッド、層位の項で記す。 

1 ＣＬ49-74(Ⅲ期)＋ＣＬ49-74下Ａ上(Ⅲ期)頁岩・剥片が折れ面で接合 

2 ＣＬ50-Ａ(剥片・Ⅳ期以前)＋ＣＬ50-58ｂ(Ⅵ期・剥片)鉄石英 

3 ＣＯ50-17(剥片・Ⅴ期)＋ＣＯ50-18ａ(剥片・Ⅴ期)流紋岩 

4 ＣＮ50-18a(剥片・Ⅴ期)＋ＣＮ50-18ａ(剥片・Ⅴ期)玉髄 

5 ＣＫ49-65(剥片・Ⅴ期)＋ＣＬ49-63(剥片・Ⅵ期)頁岩 

6 ＣＭ51-8(Ⅵ期)＋ＣＭ52-8(Ⅵ期)珪化木・二次加工ある剥片が折れ面で接合 

7 ＣＮ51-7ａ(剥片・Ⅵ期)＋ＣＭ51-12ｂ(剥片・Ⅵ期)珪化木 

8 ＣＰ50-15(剥片・Ⅵ期)＋ＣＰ50-15下Ａ上(剥片・Ⅵ期)頁岩 

9 ＣＭ51-10(剥片・Ⅵ期)＋ＣＭ51-10(剥片・Ⅵ期)玉髄 

10 ＣＬ50-58ｂ(Ⅵ期)＋ＣＬ50-58ｂ(Ⅵ期)流紋岩・二次加工ある剥片が折れ面で接合 

11 ＣＯ50-12ｃ(剥片・Ⅵ期)＋ＣＯ50-12ｃ(剥片・Ⅵ期)＋ＣＭ51-12ｂ下Ａ上(剥片･Ⅵ期)

鉄石英 

12 ＣＭ51-10(石核・Ⅵ期)＋ＣＯ50-12ｃ(剥片・Ⅵ期)玉髄 

13 ＣＭ51-12ｂ(剥片・Ⅵ期)＋ＣＰ50-Ａ(剥片・不明)頁岩 

14 ＣＪ50-66ｅ2(剥片・Ⅵ期)＋ＣＪ50-Ａ(剥片・不明)珪質岩 

15 ＣＮ50-1(Ⅶ期)＋ＣＮ50-1(Ⅶ期)＋ＣＮ50-12ｂ(Ⅵ期)珪化木・石核が砕けたものが接合 

16 ＣＰ52-2(剥片・Ⅶ期)＋ＣＰ52-4(剥片・Ⅶ期)頁岩 

図示したものと合わせて合計三十組の接合資料が認められる。これらのうち同一層で接合し 
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ているものは八組であり、その他は異なる層から出土したものが接合している。しかし異なる

層であってもほとんどは互いに接する上下の層など非常に近接した層どうしの接合であり、離

れた層でも間に一層挟む程度である。時期を越えて接合するものは七組あり(接合資料一、六、

十一、十二、2、5、15)、特に 2はⅣ期以前とⅥ期が接合している。 

グリッド間の接合関係では同じグリッドもしくは隣りあるいは斜め隣りのグリッドで接合

するものが多く、間に一グリッド挟むものが四組、二グリッド挟むものが最も離れており、一

組のみである(14)。 

時期とグリッドの両方を大きく越えて接合するのは接合資料十二だけである。この資料は接

合した点数が比較的多いが、時期が新しくグリッドの異なる資料は石核一点のみ(第407図-5)

であり、この石核から最後に剥離された剥片はその他の資料と一緒に出土している。 

2 は非常に小さな剥片が接合し、先に剥離された剥片はⅣ期以前に属し、後に剥離された剥

片はⅥ期である。これらは同じグリッドから出土している。パティナの違いはなく、いずれに

も使用痕と思われる微細な剥離痕は認められない。 

第１遺物包含層出土の資料について接合を試みたが、石材の为体を成す玉髄については極く

一部のものを除いて母岩認定が不可能であり、全く接合はできなかった。そのほかの石材につ

いても接合できたのは上述した程度であり、全体の点数から見て、接合した資料数、組数共に

非常に尐量の接合にとどまった。また接合資料を伴う同一母岩の認定も、次に述べる石質が悪

く破片の多い五組にとどまった。従って多くの資料の接合や同一母岩の識別をもとにした剥片

生産技術の解明や廃棄パターンの復元などはできなかった。 

 

(5)接合資料と接合しない同一母岩について  廃棄について 

接合資料四・九・十二・十三・十四には、接合資料と接合しない同一母岩がある。石材は四

が鉄石英、その他は珪質化の非常に進んだ珪化木と珪質岩である。これらは決して良質の石材

とはいいがたく、すべて節理や石理が発達し、それに沿って剥離時に多くの破片が作出され、

良好な剥片はあまり剥離されていない。破片はそのまま使用することも石器の素材として用い

ることも困難であり、不要なものとして一括して廃棄されたと思われる。出土層やグリッドも

接合資料の説明で述べた範囲を越えるものはほとんどなく、かなりまとまって出土しており、

この推定を裏付けている。これらは石材が特徴的なために同一母岩の認定が比較的容易であっ

た。石質の良好でない玉髄も同様に、剥離時に多くの破片が作出されそれらは廃棄されたと思

われるが、母岩識別が不可能なため明確にはしえない。しかし接合資料と同様に廃棄された蓋

然性が高いと思われる。 
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４．石核、剥片、砕片、二次加工ある剥片、微細剥離痕ある剥片 

第１遺物包含層およびその周辺からは、非常に多数の石核、剥片、砕片が出土している。こ

れらの全資料を対象とした分析は行なえなかったため、以下ではⅢからⅦ期に分けられた各時

期を代表して、剥片の多く出土している層の資料を抽出して分析を行った（第61表）。抽出し

た層はⅢ期…70～75ｂ層（資料点数が尐ないためまとめて扱った）、Ⅳ期…65ｃ層、Ⅴ期…16

層、Ⅵ期…53層（单西部）・12ｂ層（单東部）、Ⅶ期…6ｃ層である。 

(1)石核の分析 

ａ．石核の石材 

石核は剥片、砕片に比べても玉髄の比率が非常に高い(第 690 図)。第 58 表に各層石材ごと

の石核一点当たりの重さを示した。どの石材よりも玉髄は重く大きいことが分かる。玉髄は原

産地が真近かにあり、石材の中での圧倒的な比率も当然のことと思われる｡これに対して玉髄に

比べて石質が良好で入手しにくいと考えられる頁岩は小さく、貴重品であったことを伺わせる。 

ｂ．石核の時期 

石核は剥片の数と比例し、特に偏る時期、層というものは認められない。 

石核は四類型に分類できたが、石核から判断したかぎりでは、それらから生産された剥片に

大きな相違点はないようである。以下では接合資料も合わせて、石核の類型がなにを原因とし

て異なってくるのかを明らかにするための分析を行ないたい。 

ｃ．石核の素材 

第 59表に各類型ごとに素材の判明するものの点数を示した。礫素材と判断したものは自然 
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面を多く残し、剥離はあまり進んでいない

ものである。ⅠＡ・Ⅱ・Ⅲ類には礫素材と

剥片素材の両方が認められる。特にⅢ類は

剥片素材のものが多い。ⅠＡ・Ⅲ類は素材

面の残存率も高い。また点数の尐ないⅣ類

を除いて、Ⅱ類は素材面の残存率が低く他

の類型に比べて剥離がより進んでいると思われる。 

ｄ．石核の厚さ 

第691図は各類型ごとの厚幅相関分布図である。ⅠＡ・Ⅲ類は薄く、Ⅱ類は厚い。またⅢ・

Ⅳ類は幅が狭い。ⅠＡ・Ⅲ類は薄いため、同一打面からさらに続けて剥片生産を行うことは

困難であり、残骸的な状況を示している。 

ｅ．石核の類型の違い 

ⅠＡ・Ⅲ類は共に打面が固定され、石核の側辺に平坦な打面が認められるものである。こ

れらは剥片や薄い礫を素材としているが、剥片や薄い礫を石核に用いた場合作業面は表裏面か

側面にしか設定できない。側面を作業面とすると、生産される剥片の形態はかなり限定され、

二次加工された石器を概観してもその様な剥片を素材とするものは見当たらない。したがって

ここで求める剥片は、表裏面を作業面としなければ得られないと思われる。厚さが薄い点から

も多面体の石核にはなり得ないのである。ⅠＢ類も剥片を素材とする比率がやや高くこれと

同じ状況が考えられる。これに対してⅡ類の多面体の石核は最も厚いが、かなり剥離も進んで

いる。剥片を素材としているものも認められるが、いずれにせよ素材はかなり厚かったと思わ

れる。つまりⅡ類の素材は分厚く、それ以外の素材は薄いということができよう。 

第692図は各類型ごとの長幅相関分布図である。ほぼ長幅比 4:3に集中するがⅢ・Ⅳ類は小

さく、ⅠＡ・ⅠＢ類はそれらに比べて大きい傾向が例える。これらは皆薄い素材を用いるこ

とが多いが、素材の大きさで異なる可能性がある。大きい素材の場合その周辺に打面を設定あ

る 
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いは作出することもできるが、小さいものでは困難であり、得られる剥片も小さいものとなろ

う。接合資料では、Ⅲ類の素材となった剥片の長さで4cmを越えるものはない。 

以上より、各類型の素材は厚さや大きさが異なる可能性が指摘できた。しかしこれらは意図

的に素材を選択してそれぞれ意味の違う剥片の生産を行ったのか、それとも素材が限定要因と

なり素材に見合った剥片生産工程をたどったのかは不明であり、乏しい接合資料や同一母岩の

認定の困難な状況では、この点を解明することは不可能であった。ここでは生産された剥片や

石核の作業面の状況から、後者であった可能性を指摘しておきたい。 

(2)剥片生産技術について 

接合資料と石核の分析により、以下の剥片生産技術が認められた。 

Ⅰ類 板状あるいは円盤状の石核の周縁から求心的に剥片を剥離する技術 

Ⅱ類 多面体・多打面の石核から剥片を剥離する技術 

Ⅲ類 剥片あるいは薄い礫を素材としてその一辺に打面を設け、素材の表裏面を作業面

として剥片を剥離する技術 

Ⅳ類 打面と作業面を交互に入れ替えながら剥片を剥離する技術 

接合資料ではⅢ類の技術が顕著であり、それらは剥片を石核の素材に用いることが多かった。

素材に用いられた剥片は様々な技術によって生産されたものであり、剥片生産技術は相互に関

係しあっている事まで明らかとなったが、これ以上の解明はなしえなかった。接合資料が尐な

く剥片生産技術の類型化は石核の類型に頼らざるをえない。石核は残核的な状況を示すものが

多く、これらから剥片生産技術の総体を復元することは不可能である。ここでは、以上の剥片

生産技術が存在した可能性を指摘するにとどめる。 

(3)剥片の分析 

剥片は第１遺物包含層およびその周辺から一万点以上の出土をみている。Ａ、Ａ上を除いた

第１遺物包含層からも合計4010点出土している。玉髄、頁岩以外の石材の剥片は資料数が極端

に尐ないため分析の対象とはしなかった。分析を行った資料数は第１遺物包含層出土の剥片の

15％強を占める。 

石核や接合資料の分析により明らかになったように、摺萩遺跡の第１遺物包含層における剥

片生産技術には、規格的な剥片を連続的に作出するものは認められない。それは剥片の特徴に

もあらわれている。つまり、剥片の平面形は縦長や横長など様々なものが認められ、全体では

形態に統一がない。背面にみられる剥離方向(背面構成)にも傾向性は認められない。これは玉

髄についても、頁岩についても、また時期別にみても同様であり、技術的な面や形態的な面で

の特徴の把握はできなかった。 

玉髄と頁岩の相違点としてまず大きさがあげられる。第 60 表は各時期各層の一点あたりの

重 
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さをあらわしたものである。Ⅳ期の 65ｃ層を除いて

玉髄のほうが重く、頁岩よりも大きいということがい

えよう。65ｃ層も頁岩と玉髄の差は非常に小さい。 

次に破損率を見てみると、第60表にあらわれている

ように、65ｃ層を除いて頁岩のほうが高い。頁岩と玉

髄の差はそれ程大きいものではないが、頁岩の剥片の

およそ半数は破損していることが分かる。石材の特質

の面からは、玉髄のほうが夾雑物を多く含み、節理が

発達しているため破損の確率は頁岩に比べてかなり高

いものと予想される。この点を考慮すると、頁岩の破損率の高さは特筆すべきものである。 

以上から、頁岩は小さく、破損しているものが多い、ということが可能であり、玉髄は頁岩

ほどではないが破損しているものが多いものの、頁岩に比べて大きいといえよう。これは石材

の原産地との関わり方と関係があると思われる。つまり、原産地が近く、豊富に石材を得るこ

とのできる玉髄は、より安易で軽んじて用いられていたのに対して、貴重な頁岩は小さくなる

か、破損のために素材としてもそのままでも用いることができなくなるまで利用されることが

多かったため、と考えられる。これは砕片の量や接合などにより確認されなければならないが､

それはなしえなかった。 

(4)剥片・砕片・石核 

剥片、砕片、石核それぞれの各層石材別の点数を第 61 表に示した。剥片と砕片の区別は 1cm

を境としておこない、長さ、幅共に1cm以下のものを砕片としてそれ以外を剥片とした。資料

数は手掘りにより得られた数である。焼土層・炭化物層や土器が上面に多量にならんで出土し

た層では、自然遺物の採集のため土壌のサンプリングを行ったが、その中から多くの砕片が採

集された(第 61 表のカッコ内)。この中からは剥片も採集された 18ａ層を除いて、剥片の点

数は手掘りによる点数とは大きく異なるものではない。しかし砕片については手掘りの結果と

は大変異なり、土壌サンプルによる点数が実態により近いのならば、手掘りにより得られた点

数はそれとは大きくかけ離れたものといえよう。しかしすべての層の点数が手掘りにより得ら

れたという点では皆同じレベルにあるということもできる。またサンプリングを行った層は

3・4ｂ・6ａ層を除き他はすべて焼土層や炭化物層であり人為堆積層と考えられる。これらの

点数が自然堆積層を含むすべての層を代表しているともいえない。砕片については以上の資料

的な限界を前提として、一部に土壌サンプルの点数を用いて参考にしつつ論を進める。 

ａ．石材について 

包含層全体でみた石材と剥片、砕片、石核との関係 
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第62表から第64表は石核、剥片、砕片の包含層各層および包含層とその周辺部出土で時期の

ある程度限定できるものすべての、石材別出土点数を示したものである。砕片は土壌サンプル

から水洗いして得られた資料も含めたため、包含層各層に比べて全砕片の点数は増えている。

第 690図はそれぞれの石材別比率グラフである。玉髄は剥片、砕片では 52から 58％を占めるが､

石核では全体の四分の三の75％を占めている。頁岩は15から40％にばらつきがあり、砕片では

占める割合が高く、石核では低い。これに対して流紋岩は砕片で低く剥片で高い。そのほか砕

片で鉄石英の占める割合がやや高い点が目立つ。珪質岩以下の占める割合はすべて 5％以下で

あり、それらを合計しても8％を越えることはない。 

玉髄は原産地が近く为要な石材であったことは、いずれの場合も50％を越えている事からも

明らかであるが、剥片、砕片に比べて石核で

高い割合を占めている。これは原産地の近さ

という要因のみでなく、石質的な要因或いは

社会的な要因など様々なことに起因する可

能性も考えられる。頁岩は砕片において割合 
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が高い。これは剥離時に砕けやすい石質とも関係があり注意を要するが、二次加工や石核の調

整など様々な調整と関係が深いのかもしれない。鉄石英についても同様である。 

流紋岩は逆に砕片での割合が低い。 

石材別にみた時期と剥片、砕片、石核の合計数との関係 

第693図、第694図はそれぞれ包含層各層出土の剥片、砕片、石核を合計した点数の累積グラ

フ、比率グラフである。Ⅵ期以降飛躍的に点数が増えているが、各石材もそれぞれ比例して点

数が増加している。しかし比率グラフで見てみると、Ⅲ期は点数が尐なく比較となりえないが､

Ⅳ期で玉髄の比率が低く50％をきっている。これに対してⅥ期以降は玉髄の割合は高い。頁岩

はほぼ 20％後半で安定した比率を保っている。流紋岩以下はⅣ期で全体の六分の一を占めてい

たが、時期が下るにつれて比率が低くなり、Ⅶ期で若干高くなるものの15％程度である。 Ⅳ

期は点数が尐なく明確なことはいえないが、Ⅴ期で他の時期に比べて比率の低かった玉髄は時

期が下るにつれて比率が高くなる。頁岩は安定した割合を占め、流紋岩以下の石材は玉髄とは

逆にⅣ期以降比率が低くなる。石材を時期別に、剥片、砕片、石核を卖純に合計した点数で見

ると、玉髄は時期が下るにつれて多く用いられるようになり、それと反比例して流紋岩以下の

石材の用いられる割合が低くなるといえる。 

石材別にみた時期と剥片、砕片、石核各々との関係 

第695図はそれぞれ包含層各層出土の剥片、砕片、石核と石材との関係を時期別にあらわし

た図である。剥片は第694図と同じ傾向を示している。砕片、石核は玉髄とその他の石材の、

時期ごとの割合の変遷が類似している。これらは剥片の在り方とは異なり、Ⅴ期で玉髄の比率

が低くなり以降高くなる。ちょうど剥片の在り方が一時期ずれた形となっている。 

個別にみると、砕片のⅤ期で頁岩が玉髄よりも多い点が目につく。石核ではいずれの時期も

玉髄は 60％をこえ、Ⅶ期では 80％をこえている。またⅤ期以前は点数が低いものの、頁岩より

も流紋岩の比率が高く20％近く占めることもある。この特徴は剥片や砕片には見られず、特に 
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頁岩は砕片での高い割合とは対照的である。 

玉髄の砕片と石核の変遷は類似し剥片とは異なる。これに対して頁岩はほぼ全期を通じて砕

片では比率が高く、石核では比率が低い。玉髄は石核での比率が剥片、砕片に比べて高く、頁

岩とは逆の様相を呈する。流紋岩のⅤ期以前の高い割合も注意を要する。 

層位別で玉髄、頁岩、流紋岩を中心にみると(第61表)、112層に分散するため明確な特徴は

把握し得ないが、点数の集中する剥片でやや特異な様相を示す層が認められる。いずれも点数

が10点を越える層で、Ⅵ期の 10層、Ⅳ期の66層、66ｆ層では頁岩が玉髄の数を上回っている。

10層は砕片でも頁岩の数が上回るが、石核は玉髄しかみられない。剥片でのその他の層の在り

方は全数での比率とほぼ同様である。砕片、石核では点数が尐なく明確な特徴は把握できない｡ 

ｂ．剥片、砕片、石核の比率について 

剥片、砕片、石核の比率を、土壌サンプルを採集した層についてのみあらわしたのが第 696 
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図である。手掘りにより得られたものも合計した点数をもとにした。Ⅶ期の各層は他の層とは

異なり自然堆積層である。3・6ａ層は他の層に比べて剥片の比率が高い。Ⅵ期の 7ｂ層も同

様である。これらと剥片の比率が 10％をこえる 9ｃ・55・55ｂ層はすべて全体の点数が尐な

い。また点数の多い層では砕片の比率が80から90％と非常に高い。 

層の特徴別には、自然堆積層では剥片の割合が相対的に高いが、4ｂ層のように割合の低い

層もある。また炭化物層・焼土層においては砕片の割合が非常に高いが、7ｂ層は剥片の割合

が高い。 

以上より、層の形成要因により各構成比が異なる可能性が指摘できよう。また同じ要因によ

り形成されたと考えられる層でも一部に構成比の異なる層も認められた砕片は点数が多いと

全体の中で占める割合も高く、剥片や石核は砕片の点数には比例しないことも明らかとなっ

た。 ただしサンプルはすべての層から採集したわけではなく、またⅣ期以前の層からはまっ

たく採集していない。したがって土壌サンプルを基にした考察については、その結果を全体に

普遍化することは出来ない。 

ｃ．剥片と石核の比率について 

剥片と石核の比率を、剥片の点数が50点以上の層について石核の点数を剥片の点数で割った

示数で求めた(第 61表)(石核剥片示数)。石核の比率の低い、示数が一桁の層はⅦ期の 7ｂ・

9ａ・10・12ｃ・53・62ｂ層とⅤ期の18ａ層である。また比率の高い、示数が20を越える層は

6ａ層のみである。7ｂ・9ａ・10・

18ａの各層はそれぞれ焼土層、地山

の層、炭化物層である。その他の層

はすべて示数が 10 台でありまとま

っている。 

時期別および全期の比率を第 697

図に円グラフであらわした。Ⅲ期は

点数が尐なく石核の比率がやや高い

もののほぼすべて石核の比率が10％

余りを占め、全期を通じて石核と剥

片の割合は一定であったといえる。

層の形成要因によっても比率が異なることは認められない。 

ｄ．剥片、石核、砕片の時期別の点数について 

剥片、石核、砕片はすべての層から均一に出土しているわけではなく、それらが集中する層

とまったく出土していない層が認められる。時期別には、Ⅵ期以降は層の数や面積の増加によ

り出土点数が急激に増加する。 
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剥片はほぼ各層から尐なくとも数点は出土している。Ⅳ期の 65ｃ層以

降100点を越える出土点数のある層があらわれ、Ⅶ期の半数以上の層か

らは 50 点以上出土している。しかしこれは層の面積に比例するもので

あり、石核についても同様である。ちなみに層の大きさを、グリッドの

大きさの四分の一(約 2㎡)以下を小、一グリッド(9㎡)以下を中、二グ

リッド(18㎡)以下を大、それ以上を特大として、卖純に面積を代表させ

て比べてみると、剥片が100点以上大量に出土している層は炭化物層で

ある 8層を除き、層の形成要因にかかわらず、すべて大もしくは特大の

層である。 

これに対してⅣ期の 67層以下、Ⅲ期の 69・70・71ａ層は大きさが大

の層であるが、剥片の数は尐なくすべて 25 点以下である。またⅥ期の 52

層、Ⅶ期の3・5・6ｆ層も同様である。 

層の形成要因と大きさの関係で見てみると、焼土層、炭化物層で大き

さが大の層からは 50 点以上の剥片が出土している。しかし、地山ブロ

ック層で大きさが大の 15層は 200点を越えているものの、同じ特徴を

持つ 5 層、9ａ層は点数が尐ない。焼土層、炭化物層、地山ブロック層

で中以下の層は18ａを除いて点数は尐ない。 

剥片とほぼ比例関係にある石核についても同様の傾向性が伺われる。 

焼土層、炭化物層は全期を通じて層の大きさと剥片、石核の点数はほ

ぼ比例するということができよう。 

Ⅳ期の65ｃ層以降は大きさに比例して剥片、石核の点数が多くなるが、地山ブロック層、自

然堆積層には例外も認められる。またⅣ期の67層以前の自然堆積層には大きさに比例せず点数

の尐ない層がある。これらの結果は層の形成要因からみれば当然のように思われる。 

焼土層や炭化物層からは土壌サンプルを採集したが、それらの中で焼けたものは尐なく(第

65表)、Ⅴ期の18ａ層を除いて全体の一割にも満たない。したがってこれらの焼けていない剥

片類は、同時に廃棄された焼土や炭化物のあった場所、言い換えれば炉などの中ではなく、そ

の近くに集中してあったものがまとまって捨てられた可能性が高い。 

第 66 表は剥片、砕片、石核の点数を各時期の層の数で割ったものである。Ⅲ期は一層あた

りの点数が尐ないが、Ⅳ期、Ⅴ期に非常に多くなる。Ⅵ期は平均するとⅣ期、Ⅴ期に近いが、

層の細かく別れる单西部は尐なく、单東部は、同じ单東部に新たに分布し点数の多いⅦ期と近

い点数を示す。Ⅶ期は幾つかの層が集まっている可能性のある1・2層を除いても、一層当たり

の点数は非常に多い。これらを分けると、一層当たりの点数の尐ないⅢ期、点数の多くなる

Ⅳ 
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期・Ⅴ期と小さい層の分布するⅥ期の单西部、そして一つの層の大きさが大きく点数がさらに

増加するⅥ期の单東部・Ⅶ期、とすることができる。 

(5)二次加工ある剥片 

剥片の一部に数回の調整剥離が施され、形態的にまとまりのないものを二次加工ある剥片と

した。包含層各層からは合計212点出土した。全時期を通じた石材別にみると（第698図）、剥

片に比べて玉髄の比率が低くなり、頁岩と珪質岩の比率が高くなっている。時期別ではⅣ期の

单西部とⅢ期で頁岩の比率が高い。ほぼ各層からまんべんなく認められ、特定の時期、層に集

中することはない。 

(6)微細剥離痕ある剥片 

剥片の縁辺に微細な剥離が連続的に認められるものを微細剥離痕ある剥片とした。いわゆる

u-フレである。包含層各層からは合計180点出土した。全時期を通じた石材別では、頁岩の比

率が高く60％以上を占め、剥片での高い比率に比して玉髄の比率は20％余りと大変低い点が目

につく（第698図）。時期別でも各時期、各層でも玉髄一点のみの出土を除いて、頁岩の割合

が高い。しかしこれは石質とも関係があり一概には比較できない点がある。玉髄は石質が堅く

微細な剥離痕が残りにくい可能性があるこ

とも否定できない。時期的には二次加工あ

る剥片と同じように、特定の時期、層に集

中するという傾向性は認められない。 

 

 

５．礫石器 

(1)時期・組成・石材 

器種、時期、石材の点数を第67表にあらわした。 

礫石器はⅢ期からⅦ期の各時期から出土している。時期別の点数では、剥片石器類と同様に

Ⅵ期、Ⅶ期の点数が多い。不定形石器

と礫石器の時期別の比率を第 699図に

示した。不定形石器では、Ⅲ期ではⅤ

期の間に点数は増える傾向にあるもの

の全体的な比率は低く、Ⅵ期以降点数

が増える。不定形石器に比べて礫石器

はⅢ期、Ⅳ期、Ⅶ期の割合が相対的に

高い。層別にみると(第61表)、一つの 
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層から集中して出土している

層はⅦ期の層と 65ｃ層(Ⅳ期)

が認められるのみである。集

中して礫石器の出土している

層は剥片類の分析の頄で述べ

た、大きさが大、もしくは特

大の層であり、層の大きさと

点数が比例する傾向があると

もいえよう。しかし他にも大

きな層が認められるが出土点

数は決して多くはない。した

がってこれらの層は他の層と

はやや異なった性格を有する

可能性があり、特に 65ｃ層は

注目すべき層である。 

類型別ではⅠ類が約 43％を

占め、次いでⅡ類、Ⅲ類が多

く、Ⅳ類以下の比率は低い。

石皿、砥石は二点のみである。 

時期と類型の関係は類型がⅠ類からⅢ類に偏るために、全体の時期別、類型別の特徴を把握

することは困難である。やはり出土点数の多い時期は類型も豊富である。 

使用痕は複数が重複する場合が多く、卖独の使用痕で構成されるものはⅠ類(磨面)63点を除

いて、Ⅸ類(凹み)4点、Ⅹ類(敲打)7点、ⅩⅡ類(溝状の凹み)2点、と僅かである。使用痕別

では、磨面の認められるもの(Ⅰ類～Ⅷ類)133点、敲凹(Ⅱ類、Ⅳ類、Ⅵ類、Ⅷ類)36点、凹み

(Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅶ類～Ⅸ類)41 点、敲打(Ⅴ類～Ⅷ類,Ⅹ類)35 点と、九割のものに磨面が認め

られ、その他は皆ほぼ一様に、およそ四分の一の割合を占める。磨面はその半分が卖独で認め

られる(133点中Ⅰ類63点)のに対してその他は卖独の比率が低く、敲凹は卖独で認められるこ

とはない。 

石材は石英安山岩が 90％近くに用いられ、非常に高い割合を占める(第 68表)。その他凝灰

岩系、砂岩系、頁岩系、花崗岩系の石材が僅かながら用いられているが、石質は安山岩に類似

するものが多く緻密な石材は非常に尐ない。類型別では、石英安山岩だけが用いられているⅡ

類、Ⅳ類～Ⅷ類、石英安山岩の比率が非常に高いⅠ類、Ⅲ類などに対して、磨面を除く使用痕

が、複合せず一種類しか認められないⅨ類以下は石英安山岩の比率が低い。特に機能を反映し 
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てⅩ類は緻密な石材が、ⅩⅡ類は細かく粗い石材が用いられている。 

(2)大きさ 

礫石器の完形品についての類型別の長幅相関分布図、厚幅相関分布図をそれぞれ第 700図、 
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第 701図に示した。長幅相関

分布図では図に示したように

大きく五つのグループに分か

れる傾向が認められた。多く

の点数の集中するイ群、ウ群

には各類型が認められるが、

小型のア群にはⅠ類、Ⅴ類、

Ⅹ類、縦長のエ群にはⅢ類、

ⅩⅡ類、大型のオ群にはⅠ類

～Ⅳ類、Ⅸ類というように偏

ったありかたを示す。類型別

には、点数は尐ないもののエ

群のⅩⅡ類、オ群のⅨ類は強

いまとまりがみられる。また

ア群のⅩ類にもややその傾向がある。Ⅰ類はエ群を除く各群に認められる。Ⅵ類、Ⅶ類、Ⅷ類

はイ群、ウ群にだけ分布し、特に幅6～8cmに集中する。他の群にも分布するが、Ⅱ類、Ⅲ類に

も同じ傾向が認められる。Ⅴ類はア群とウ群に分布が二分する。 

第 701 図では幅が 6～8cm に集中する傾向がより顕著に現れている。またⅨ類、Ⅹ類、ⅩⅡ

類はここでも分布の縁に位置する。 

(3)重さ 

第 702 図は類型別の重さの分

布図である。全類型では100g、

300～400g、500g、600g、750g、

1000g にピークがみられる。

点数の多いⅠ類はこれと同様

の分布を示す。以下特徴的な

分布を示すものとして、150g

以下と 750g に分布が二分し、

大きさを反映しているⅤ類、

400～500g に集中するⅦ類、

1000g 以上のⅨ類、などがあ

げられる。 
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(4)形態 

ほとんどのものが円形～長楕円形を呈し、明確な加工痕も見られず自然礫をそのまま用いて

いる。しかしⅠ類の第 416図-1、Ⅱ類の第419図-2、6は使い込まれたのか、六面体に近い形態

を呈する。ⅩⅠ類は明確な加工痕は認められないものの特異な形態を呈し、使用される前に

加工が施されたと考えられる。ⅩⅡ類もどちらも長方形を呈し、大きさにもまとまりがあり

加工によって形態が整えられている。Ⅸ類は破損や風化しているものが多いが、形態は不

整である。 

(5)類型と諸属性の相関について 

以上諸属性を見てきたが、Ⅰ類(磨面)を除いて卖独の使用痕で構成されるものは諸属性が全

体の中でも平均的ではなく、やや特異なありかたを示していることが明らかとなった（Ⅸ類、

Ⅹ類、ⅩⅡ類）。これはそれぞれの機能に、より適した諸属性が選択された結果と考えられ

る。複数の使用痕から構成されるものは必ず磨面と他の使用痕からなり、裏返せば、全体の九

割を占める磨面に適した属性がここにおける標準となっているともいえよう。またⅤ類のよう

に磨面は認められるもののⅩ類と諸属性が類似する類型もあり、それぞれの用い方に適した属

性が重なる部分で複数の使用痕が認められる例もある。 

Ⅸ類、ⅩⅠ類は形態、大きさ、重さの全ての面で手に持って使用することは困難であるこ

とを示し、下に置いて使用されたと考えられる。これら以外でも大きさでオ群の大型品は重さ

も1kgを越え、手に持っての使用はできないと思われる。したがって同様の使用痕が認められ

ても、諸属性を比較すると異なる点があり、厳密な意味での使用方法が異なっていた可能性が

ある。ⅩⅡ類は手に持っても使用可能な属性をあらわしている。 

敲凹は凹みとの区別が困難な使用痕である。敲凹が卖独で残されている石器はないが、敲凹

の認められる類型はⅨ類を除く凹みのある類型と大きさ、形態の面で類似する。しかし重さで

はやや軽い傾向性が伺われ、そのほとんどが磨面の中央部に認められる点など凹みとは若干の

相違点がある。可能性として敲凹は使用痕である凹みの形成過程の痕跡、あるいは異なる使用

の痕跡、などが考えられるがここではその判断材料は得られなかった。 

礫石器全体の中で焼けているものは47点(約32％)、破損しているものは33点(約22％)、焼け

ているかもしくは破損しているものは 63点(約 43％)である。焼けているものは脆く使用不能と

考えられるが、これと破損品を除く六割近くはまだ使用できる状態とも言える段階で廃棄され

ている。 

破損(破損とする積極的な証拠はなく、破損面に使用痕が認められるなど、剥片石器の論理

では意図的な加工ともいえるが、明確な加工痕もなく点数的にも尐ないためここでは破損とす

る)後の再利用と思われるのは、Ⅰ類(?)の破損面に凹みのあるもの(第421図-2)、破損後の磨 
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面の中央に敲凹あるいは凹みのあるもの(第418図-4、第420図-2)などがある。 

縄文時代の中期以前に顕著な、側面に認められる粗い磨面の残る石器は二点だけ存在した

(第416図-5…Ⅰ類、第419図-3…Ⅱ類)(「今熊野遺跡」小川ほか1986、「小梁川遺跡」佐藤・

伊藤 1988)。縄文時代晩期にはこの粗い磨面の認められる例はなく、台地の上部にある縄文時

代中期の住居跡付近から流れてきたか、あるいは晩期の人間が転用した可能性が考えられ

よう。 

また、赤色付着物の認められるものが一点あり、磨石の使用法の一端が推定できるが、これ

は当遺跡では特殊例と思われ、他には第16住居跡に一例あるのみである(第703図)。この他に

は礫石器類の加工対象物を直接的に示す例はない。 

６．磨製石斧、小型磨製石斧 

(1)磨製石斧 

ａ．類型別の点数・時期 

各類型の点数及びその時期別の点数を第 69 表に示した。各類型の点数は、不確定要素はあ

るものの、Ⅰ類の占める割合が高い。また時期的にはすべてⅢ期～Ⅶ期に所属するがⅤ期以降

に顕著となり、Ⅵ期に最も多い。これはⅠ類のありかたを反映するものであり、Ⅱ類はⅤ期以

降新しくなるほど点数が多くなる。しかし、この時期別の点数は遺物の総量と比例し、特筆す

べき時期的な偏りは見られない。 

ｂ．製作痕 

体部の擦痕を観察すると、ほとんどのものが右下がりである。これは聖山遺跡(岡村： 
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1979).田柄貝塚(笠原：1986)などで指摘されてい

る製作時の特徴と一致する。完形品が尐なく再使

用されたものが多いためか、すべて一部に敲打痕

を残し第 430図 4.12.第 432図 1などはその上に

擦痕が認められ製作過程を示している。また擦切りを示すような痕跡は認められない。 

ｃ．使用痕 

刃部を残す資料は 11 点ある。これらの刃部付近に残された擦痕は様々な方向を示すものが

多く(第430図5.12.第431図2.10.第432図1など)、擦痕の方向に傾向性は認められない。したがっ

て擦痕の在り方は一定の使用法を示すものではない。また明らかに刃部の表裏の擦痕の方向が

一致するものもない。完形品の第432図1は刃部が非常に鋭くほとんど磨耗していないのに対し

て、その他の刃部は磨耗しており、刃こぼれと思われる細かな剥離痕が認められる。また第 430

図 10・第 431図 11以外は刃部が磨耗あるいは剥離により片減りして左右非対称である。刃部

の断面形(両刃)や刃部の傾いている状況からみて、これらがアックス(縦斧)として用いられて

いた可能性が考えられよう。 

ｄ．着柄痕 

第 704 図は残存部位を示したものである。1.2.5 は基

部での破損、2.3.4は刃部での破損、6・7は中央部での

破損を示す。それぞれ18点、10点、3点であり基部での

破損が多い。これは着柄状態の一端を示すものと考えら

れる。その他にはアスファルトの付着などの直接的な着

柄痕跡は認められない。 

ｅ．再加工痕 

刃部側から剥離が入り、その後から研磨が施されてい

るものがある(第 431図 2.9.第 432図 4)。第 431図 2.9

は剥離痕が偏っており刃部の片減りの状況と一致する。従って使用による剥離痕を再研磨加工

したものと考えられる。 

第432図3はほぼ完形であり、刃部が片減りしている。この使用によると思われる剥離痕が敲

打により再加工されているが、敲石として再利用された結果かもしれない。 

その他の再加工状況 

イ・刃部がそのまま残り基部に再加工の施されたもの 第430図2.3.5第432図4 

ロ・刃部に剥離が施され、チョパー状あるいはチョピング・トゥール状に再加工されたもの

第430図10.11.第431図2.5.8.9 
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ハ・基部が残り、平坦な折れ面から器体に沿って剥離の施されたもの 第 430 図 4.6.第 431

図3.6 

ニ・基部と刃部に再加工の施されたもの 第431図4.第432図2 

ｆ．再使用痕 

明確に他の器種に再利用されたものは、凹石(第430図13),敲石(第431図1),楔形石器(第431図

10)がある。 

ｅのイ・ハ・ニには敲打痕が認められ、敲石として再利用された可能性が考えられる。し

かし石材や製作技術的に、剥離面・敲打痕の切り合い関係の観察が困難であり、厳密に磨製

石斧製作時の敲打と区別することは難しい。またロも同様に、使用による痕跡との区別が困

難であるが、第430図10.第431図5は明確に刃部作出のための剥離がなされている。また第431

図5は敲石にも用いられている。 

以上をまとめると、第１遺物包含層出土の磨製石斧は二つの類型に分けられるが、完形率

が低く、その完形のものもⅢ～Ⅳ期に属しⅤ期以降には認められない・着柄状況を示すのか

基部で破損することが多く、凹石・敲石・楔形石器に再利用されることが多い・ 

磨製石斧は、第１遺物包含層のほかに第３および第４遺物包含層、第16.17住居跡、第3.65土

壙から出土している。いずれも完形ではなく、使用痕、破損状態、再加工、再使用のありか

たは第一遺物包含層と類似する。しかし、第４遺物包含層(第463図4)、第16住居跡(第529

図2・第535図7)には刃部に表裏の方向が一致する使用痕が認められる。 

(2)小型磨製石斧 

いずれも所属時期はⅤ期以降であり、Ⅶ期が最も多い。 

Ⅰ類に基部が欠損したもの2点、Ⅱ類には半折した物が1点あるが、顕著な刃こぼれのよう

な、使用の痕跡を示すものは認められず、磨製石斧のように再加工の施されたものも認められ

ない。しかし8は、平面的に刃部と考えられる図の下部が平坦であり、基部と思われる上部が

薄く、刃こぼれのような細かな剥離痕が認められる。 

用いられた石材は、磨製石斧に比べ緻密であり、ほぼ全面研磨されている。 

Ⅰ類・Ⅱ類共に大きさ、重さが一定の範囲に集中し、まとまりのある資料である。 

 

第４節 第３・４遺物包含層出土の石器 

１．第３遺物包含層の石器 

第３遺物包含層からは合計21点の石器が出土している。その内訳は石匙2点、箆状石器1点、

石核2点、剥片11点、砕片3点、磨製石斧1点、円盤状石製品1点である。第３遺物包含層は七層

に分層されたが、出土点数が尐なく層毎あるいは全体の特徴の把握はできなかった。 
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２．第４遺物包含層出土の石器 

第４遺物包含層からは1269点の剥片石器と24点の礫石器が出土している。その内訳を第19表

に示した。これらは伴出した土器が第１遺物包含層のⅢ・Ⅳ期に相当するものであることから､

縄文時代晩期大洞Ｂ～Ｂｃ式期に属すると見られる。層の説明でも述べたように第４遺物包含

層は細かく分層できず、大まかな把えかたしか出来なかった。石器類の点数も尐ないためここ

では細かな分析は行わず、当該期の特徴を抽出することを目的とした。 

(1)定形石器 

第４遺物包含層からは47点の定形石器が出土している。これらのうち図化したのは石鏃10点、

石錐 4点、尖頭器3点、石匙 8点、箆状石器1点である。表土出土のものの一部や、破損の著

しいものについては図化せず一覧表に示すにとどめた（第85表）。以下では第１遺物包含層の

Ⅲ・Ⅳ期の石器を参考にして第４遺物包含層出土の石器をみてゆきたい。 

ａ．石鏃 

第４遺物包含層から出土した石鏃の類型をみるとⅠａ1 が 4 点、Ⅰａ3、Ⅳｃ類が各 2 点、

Ⅰｂ1、Ⅳｂ、Ⅳｅが各 1点出土している。Ⅰ類の大型の類型と凹基のⅣ類が石鏃組成中で高

い割合を占めている。これは第１遺物包含層でのⅢ・Ⅳ期の比率と類似した傾向である。 

類型ごとの使用石材をみるとⅣ類に玉髄のものが2点あるが他はいずれも頁岩である。 

ｂ．石錐 

石錐はⅠａ類 1点、Ⅱａ1類 3点、Ⅱｂ1類 6点である。Ⅱ類の比率が高く、第１遺物包含

層のⅢ・Ⅳ期に類似した傾向がみられる。 

類型ごとの使用石材の割合を比較すると、錐部が細く長い形をとるⅠ類・Ⅱａ類は頁岩、錐

部が短く鈍角な形態のⅡｂ1類は玉髄であり、明確に異なっている。 

ｃ．尖頭器 

尖頭器はⅠａ1、Ⅰｂ2、Ⅱｂ1ロ類が各 1点、Ⅱａ3イ類が 4点、破損品が 4点出土してい

る。破損品の割合は非常に高い。 

使用石材は頁岩4点、玉髄2点、鉄石英1点である。石材はⅠ類とⅡ類とで異なり、Ⅰ類は

頁岩のみであるが、Ⅱ類には頁岩以外の石材がみられる。 

破損品は4点で総数の36％にあたる。いずれも半数以上か欠損しているため類型を特定でき

ないが、破片の形態や大きさからみてⅡａ2・3類の可能性が高い。これらの破損状況は石器の

なかほどで長軸に対し垂直方向に横折れしたものである。 

ｄ．石匙 

石匙はⅠａ2類が 2点、Ⅱａ類が 5点、Ⅰａ1、Ⅰｂ1、Ⅱｂ1ロ類が各 1点ずつある。第

１包含層全期間と同様にⅠａ2、Ⅱａ類の割合が高い。 
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使用石材は頁岩 10点、玉髄 1点、流紋岩 1点である。これらの石材の使用状況はやはり第

１包含層全期間と同様に頁岩が高い割合である。 

ｅ．箆状石器 

Ⅰａ類が1点出土している。石材は頁岩である。 

(2)不定形石器 

不定形石器の定義、分類は第一遺物包含層に則った。合計 50 点出土している。類型別、石

材別の点数を第70表に示した。 

類型はⅥ類、Ⅸ類～ⅩⅠ類が見られず、やや偏りがあるようである。全層についての類型

別の割合を第705図に示した。第１遺物包含層と同様にⅩⅣ類、ⅩⅤ類の比率が高く、全層で

のⅠ類の高い比率も第１遺物包含層と同じ傾向を示している。第１遺物包含層と異なる点とし

てはⅡ類、Ⅷ類の高い割合があげられる。 

第４包含層でもⅧ類、ⅩⅣ類の比率が高く、第１遺物包含層でも指摘した、折断面や急角度

の面から二次加工が施されることが多い傾向が伺われる。 

(3)剥片 

剥片は合計1016点出土している。石材別の点数を第71表に示した。 

黒耀石が目立つ点が第１遺物包含層と異なるが、为体はやはり玉髄である。 

(4)石核 

石核は合計19点出土している。 

類型別ではⅣ類が認められず、Ⅲ類の比率がやや高いものの各類型の点数に大きな開きはな

い。 

石材は玉髄が14点で頁岩4点、流紋岩1点よりもかなり多い。 

(5)礫石器 

礫石器は合計24点出土している。類型別の割合は(第72表)点数が尐ないためか偏りが激しく、 
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Ⅰ類、Ⅲ類で全体の70％以上を占め、第１遺

物包含層で比較的高い比率を占めたⅡ類のほ

か、Ⅳ類、Ⅶ類、Ⅹ類～ⅩⅡ類は認められな

い。 

(6)磨製石斧・円盤状石製品 

磨製石斧は1点、円盤状石製品は 3点出土している。（第４章・第４節、第６章・第４節参

照） 

まとめ 

剥片石器類の定形石器は第１遺物包含層のⅢ期、Ⅳ期と類似した様相が認められた。 

不定形石器は第１遺物包含層に比べて点数が尐ないためか類型に偏りがあるが、認められる

類型の傾向性は第１遺物包含層と類似する。礫石器についても同様である。 

石材をみると、定形石器では頁岩の比率が非常に高く、不定形石器においても玉髄より高い

比率を占めている(第706図)。剥片では玉髄の比率が高く、第１遺物包含層の全剥片での玉髄

の比率よりも高い(第690図)。第１遺物包含層においては、古い時期では玉髄の比率が低く、

時期が新しくなるにつれて比率が高くなる傾向が認められた(第694図)が、第１遺物包含層の

古い時期に相当する当包含層の様相はそれとは異なるようである。 

第５節 住居跡出土の剥片類一括資料 

１．第６住居跡掘り込み部出土の剥片類一括資料 

第６住居跡掘り込み部底面の 60cm～45cmの範囲から、流紋岩を石材とする同一母岩の剥片、

石核類が合計 100点折り重なるように集積して出土した(第479図)。その内訳は、鋸歯縁石器 1

点、二次加工ある剥片1点、剥片87点、砕片7点、バルバースカー・チップ(バルバースカーの

破片)3点・石核1点である。これらのうち鋸歯縁石器1点、二次加工ある剥片1点、剥片61点、

バルバースカー・チップ3点(剥片のバルバースカーの部分に接合)、石核1点が接合し、ほぼ

原石の状態が復元できる資料となった。ただし折れ面で接合した剥片が5組あるため剥片は56

点である。またこれらとは接合しないが、剥片が2点接合したものが三組ある。砕片について

は、土壌をメッシュにかけるなどのサンプリング方法をとらなかったため正確な点数は不

明である。 

以下に接合資料について表形式で剥離工程項に示す。なお打面、作業面のＡ～Ｄは第 482，

483図のＡ～Ｄに一致し、さらに全体接合図を二分割して、Ａ面の左側を 1、右側を 2とした。

Ｂ～Ｄ面もＡ面に対応させてそれぞれ1、2とした。また、実測図で目の粗いスクリーン部は 
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これから剥離される剥片を示し、目の細かいものは、剥離された剥片が接合する部分を示す。 

①．剥離された剥片番号。 

②．①の剥片の前、間、後に剥離された剥片の最小の数。注記のないものは打面、作業面

が①と同じ。 

 

図   工 程  打面   作業面    ①   ② 

484    １   Ｂ1    Ａ1    1,2  前＞1 

２   Ｂ2    Ａ2    3,4,5,6 前＞4 

485    ３   Ａ1    Ｂ1    7,8,9  間＞3 

486    ４   Ａ2    Ｂ2    10,11,12 

487    ５   Ｂ1    Ａ1    13,14 

488    ６   Ａ1    Ｂ1    15,16,17 

489    ７   Ｂ2    Ａ2    18 

８   Ｂ1    Ａ1    19   前＞３ 

490    ９   Ｂ2    Ｃ2    20 

491    10   Ａ1.2   Ｂ1.221  22   前＞4 

492    11   Ｂ1    Ａ1    23 

12   Ｂ2    Ａ2    24,25 

493    13   Ａ1    Ｂ1    26   前＞２ 

14   Ｂ2    Ａ2    27 

15   Ｂ1    Ａ1    28 前＞３ 

16   Ｂ2    Ｃ2    29 

494    17   Ａ2    Ｂ2    30,31  前＞1 

495    18   Ｂ1    Ａ1    32,33  前＞３ 

496    19   Ａ2    Ｂ2    34,35,36 

497    20   Ａ1    Ｂ1    37,38  前＞1 

498    21   Ｂ1    Ａ1    39～45  前・間＞7後＞2 

499    22   Ａ1    Ｂ1    46    46～52間に打面Ｂ1,作業面Ｂ2の剥離1 

500    23   Ａ2    Ｄ2    47,48,49 前＞３ 

24   Ａ2    Ｂ2    50,51 
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501    25   Ａ1    Ｄ1    52 

26   Ｂ2    Ｃ2    53 

502    27   Ａ1    Ｄ1    54   前に打面Ｃ1,作業面Ｂ1の剥離＞3 

28   Ａ1    Ｂ1    55,56 前に打面Ａ1,作業面Ｂ1.Ｂ2.Ｄ1の剥離＞5 

29   Ａ2    Ｂ2    57 

30   Ｃ1    Ｂ1    58   前に打面Ａ1,作業面Ｂ1の剥離＞1、後＞ 

(1)剥離工程 

素材となった原石はおよそ25×18×15cmの大きさの角礫状を呈する。工程22まではＡ面とＢ

面を交互に打面、作業面としながら剥離作業が進む。そして工程 23以降は石核が小さくなった

ため、Ａ面を打面に固定して打面に接する三面が作業面となる。そして工程27からはＢ1面に

対してＡ1、Ｃ1二面の打面が設けられるが、打面と作業面のなす角度が小さくなり、残核は縦

長の円盤状に類似した形態を呈する。 

打面調整はなされず、打面が複数の剥離面からなるものも、打面が前段階の作業面であった

場合である(剥片番号12,27,39など)。しかし一部に頭部調整のようなものがみられる(剥片番号

18,19,22,34,50など)。 

(2)剥離された剥片の特徴 

各作業面から剥離された剥片の

点数は、Ａ面 24点、Ｂ面 26点、

Ｃ面 3点、Ｄ面 5点である。また

不確定であるが②の剥片の数はそ

れぞれ 23点、15点、0点、6点で

あり、ＢorＤ面も 5点ある。そし

てこれらを足すと 47点、41点、3

点、11 点となり、ＢorＤ面を加

えるとＡ面、Ｂ面の数は近似する。

第 707図は剥片類の長幅相関分布

図である。やや縦長の傾向を示し、

特にＢ面を作業面とする剥片に

その傾向がみられる。したがって

工程22以前もＡ面が打面として、

Ｂ面は作業面として意識されて

いた可能性がある。 
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接合資料も含めた全剥片の中で二次加工の施されたものは、Ｂ面から剥離された鋸歯縁石器

(剥片番号 15)と、Ａ面から剥離された二次加工ある剥片(剥片番号 24)の二点のみである。全

剥片の中での比率が非常に低く、二次加工の施された剥片の素材としての特徴の傾向性はつか

めない。また、使用の痕跡を示すような微細な剥離痕を残す剥片はない。 

接合した剥片とほぼ同数あるいはそれ以上の剥片は残存していない。これらの剥片の特徴は

不明であるが、石核に直接接合する 52以降の残存する剥片と、接合した状態から推定される残

存しない剥片を比較してみると、残存する剥片は自然面を残し分厚かったり(剥片番号 52.53)、

折れている(剥片番号55.56.57)のに対して残存しない剥片は縦長で薄い可能性がある。しかし

これは接合資料全体に普遍化できる傾向ではなく、確実なものでもない。鋸歯縁石器は分厚く

自然面を多く残す折れた剥片を素材としており、残存する剥片も十分石器の素材となりうるも

のである。その意味で、残存しない剥片が石器の素材として持ち去られたのならば、残存する

剥片と残存しない剥片は石器の素材となり得るという点では違いはない。 

(3)同一母岩の一括資料の性格について 

第６住居跡の掘り込み部から一括して出土した剥片類は、石器、剥片、砕片、バルバースカ

ー・チップ、石核という石器製作過程で作出されるものすべてから構成される。したがって石

器製作に付随するものすべてがここに残されており、選択されたものではない。この事はこの

場所で石器製作が行われていた蓋然性が高いことを示している。 

剥離された剥片の半数以上は残されていなく、他の場所に持ち去られているが、本遺跡のほ

かの場所ではこれと同一母岩の資料はまったく出土していない。他の遺跡に持ち去られたと思

われる。これは剥片生産後、随時必要に応じて適当な剥片を用いたというありかたではない。

砕片の数は不明であるが、この場所で一括して石器(Tool)製作が行われていた事も考えられ

よう。したがって残存する剥片としない剥片は石器の素材となりうるという点では区別し得な

いが、それ以外の相違点があった可能性がある。 

この場所で石器製作が行われていたか否かについては、例えば皮や編み物などの敷物の上で

石器製作を行った後、必要なものを選択して、残りを一括して掘り込み部に廃棄した事も考え

られる。この場合も当資料と同様の資料が残される。現段階では、剥片類の出土した場所が石

器製作の場があるいは一括廃棄の場かは明らかにはし得ない。 

２．第７住居跡出土の剥片類一括資料 

７住居跡の壁際の床面から頁岩の剥片が六点と黒耀石の不定形石器が一点、20cm×10cmの範

囲からややまとまって出土した(第503図)。剥片六点のすべての縁辺に微細な剥離痕が認めら

れるが、発掘時以降の破損の可能性のあるものを除いて確実なものは1・2・6である。いずれ

にしても明確な二次加工は施されていない。全体的に薄いためか1・2を除いて縁辺の一部 
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に折れ面が認められる。これらは接合はしないが、微細

剥離痕の明確な1・2・6と3・4・5の二つの母岩からな

る。第708図でも明らかなようにほぼ大きさにまとまり

があり、長さもしくは幅が 4～5cm以上ある。しかし背

面の観察からは規格的な剥片剥離技術は認められず、平

面形態にはまとまりはない。 

以上の事実から、これらは二つの母岩から一度に剥離

された剥片の中から、大きさなどの一定の基準で選択さ

れたものと推定され、使用後遺棄されたか、あるいはそ

のまま使用されたものと石器の素材として持ち込まれ

たものが遺棄された可能性が高い。 

３．第 20住居跡出土の剥片類一括資料 

第20住居跡の炉の掘り込み部から合計十二点の石器

が出土した(第 550図)。その内訳は不定形石器Ⅰ類(ス

クレイパー)三点、不定形石器Ⅲ類(ノッチ)二点、剥片

七点である。剥片の縁辺には明確な微細な剥離痕は認め

られない。石材はすべて頁岩であるが、不定形石器Ⅰ類

はそれぞれ母岩が異なる。また不定形石器Ⅲ類と剥片は

同一の母岩であり、剥片が二点接合する。つまり合計四

つの母岩からなる。剥片は全て、長さもしくは幅が4～5cm以上ある(第709図)が、背面の観察

からは規格的な剥片剥離技術は認められず、平面形態にはまとまりはない。 

以上の事実から、同一母岩の不定形石器Ⅲ類の素材と剥片は他の場所で一度に剥離されたも

のの中から選択されたと考えられるが、不定形石器Ⅰ類も含めて二次加工がどこでなされたか

は不明である。二次加工の施された器種にはまとまりがあり、かなり限定された使用行動が裏

にあるものと考えられる。これらは第７住居跡の例と同様に、使用後遺棄されたか、あるいは

そのまま使用されたものと石器の素材として持ち込まれたものが遺棄された可能性が高いが、

剥片の縁辺に微細な剥離痕が認められず、剥片は素材としてストックされていたのかもしれな

い。 
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第６節 土製品の年代 

土製品には土偶・土面・土版・冠状土製品・耳飾り・円盤状土製品などがある。ここでは共

伴する土器の年代から土製品の所属時期を検討する。 

土偶 

第574図3・第575図2・6は第16住、第576図5は第13住、第575図4は第４遺物包含層、そ

れ以外の土偶はすべて第１遺物包含層から出土している。 

第１遺物包含層出土の土偶 

Ⅲ期＝第575図9、Ⅳ・Ⅴ期＝第 573図1、Ⅵ期＝第573図3・第574図1・2・5・第575図

1、Ⅶ期＝第 573図 2・第 575図 8・10・第 576図 2・4、時期不明なもの＝第 574図 4・第 575

図3・5・7・11・第576図1・3がある。このうち時期不明とした第575図5は以下に述べる第

16住出土のものに類似していることからⅦ期、第575図7は第575図8に、第576図1・3は第

576図2・4に類似しておりⅦ期と思われる。 

第４遺物包含層出土の土偶 

Ⅲ・Ⅳ期＝第575図4 

住居跡出土の土偶 

16住：第 574図 3・第 575図 2・6、13住：第 576図 5は何れも堆積土から出土している。

堆積土の遺物はⅢ～Ⅶ期のものまであり時期を特定することは難かしいが、出土土器の大部分

がⅦ期であることからこれらの土偶もほぼ同時期と推定される。 

以上をまとめると、次の年代が推定される。 

Ⅲ期＝（後期末～大洞Ｂ式） 第575図9 

Ⅲ・Ⅳ期＝（後期末～大洞ＢＣ式） 第575図4 

Ⅳ・Ⅴ期＝（大洞ＢＣ式～大洞Ｃ1式） 第573図1 

Ⅵ期＝（大洞Ｃ2式旧段階） 第573図3、第574図1・2・5、第575図1 

Ⅶ期＝（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 第573図2、第574図3、第575図

2・6・7・8・10、第 576図1～5 

土面 

第576図6・7は第１遺物包含層の12Ｃ層から出土しており、Ⅵ期＝大洞Ｃ2旧段階に属する。

これらは何れも目にあたる部分に焼成前の孔があり、目を開いた土面と考えられる。7 は大き

さはわからないが耳の部分に紐通しの孔が穿孔されていたことから顔に被った実用的な仮面と

思われる。県内でこれらに類似した土面が沼津貝塚から 2点（宮城県：1981）、中沢目貝塚か

ら1点（須藤編：1984）出土している。前者は後期、後者は大洞ＢＣ式として位置づけされて

いる。 
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土版 

第577図1・2は第16住、第577図3は第17住でともに遺構確認面、第577図4・5は第１遺

物包含層のＡorＡ上層（旧表土）から出土している。このため、共伴する土器との関係が把

握できず時期決定は難しい。1・2・4と3に類似した形態や文様が山王囲遺跡（伊東・須藤編：

1985）から出土している。前者はⅦ層から出土しており大洞Ｃ2式、後者はⅤ層から出土して

おり大洞Ａ式に比定されていることから同様な時期と推定される。5 は時期を特定できないが

Ⅲ・Ⅳ期＝後期末～大洞ＢＣ式と推定される。 

なお、これらの土版の中には左右に貫通孔があり懸垂して使用していたと考えられるものの

ほかに貫通孔のないものもある。この違いは使用方法の相違を示しているかとも思われる。こ

のほか、5のように人体的特徴（乳房が付加）を表現したと思われるものもある。 

冠状土製品 

第578図は第１遺物包含層（1層）から出土し、Ⅶ期＝大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけて

の移行期に比定される。県内では沼津貝塚から2点、敷味貝塚から1点の冠状土製品、土製品

ではないが東宮貝塚から1点の冠状石製品が宮城県史34（宮城県：1981）に写真で紹介されて

いる。写真で見るかぎり冠状土製品・石製品とも本遺跡のものと形態が類似している。沼津貝

塚出土のものは頭部に沈線が巡り、底部が無文のものと底辺部に数条の平行沈線が引かれてい

るものがある。敷味貝塚出土のものは底部に平行沈線と曲線的な沈線文を組み合わせたもので

ある。東宮貝塚出土のものは底部に入組状の沈線文が施されている。これらの冠状土製品・石

製品の時期は何れも晩期とされている。現在のところ、出土例も尐なく、一般的な遺物ではな

いが県内では縄文晩期に製作されたものと考えられる。 

耳飾り 

第580図4は第１遺物包含層、第 580図1・2・5は第４遺物包含層、第590図3は第１土壙

墓から出土している。4はⅤ期＝大洞Ｃ1式、3はⅦ期＝大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけて

の移行期に比定される。1・2・5 はⅢ・Ⅳ期＝後期末～大洞ＢＣ式に位置づけられるが、この

うち 5は玉抱き三叉文の文様からⅢ期（大洞Ｂ式）に比定される。 

小玉 

第579図はすべて第２土壙墓から出土しており、Ⅶ期＝大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけて

の移行期に位置づけられる。 

垂飾品・不明土製品 

第580図6はⅢ～Ⅵ期＝後期末～大洞Ｃ2式旧段階、第580図8・9はⅥ期＝大洞Ｃ2式旧段階、

第580図7はⅦ期＝大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期に比定される。 
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円盤状土製品 

時期を特定できるものは第１・４遺物包含層、住居跡などから出土したものである。今回、

摺萩遺跡から出土した円盤状土製品は96点ある。これを時期毎に整理し、まとめたものが下記

の表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを見てもわかるように、後期末以降晩期末まで各時期を通じて尐量ずつ製作されており、

時期毎にあまり変化は見られない。どのような目的で製作されたがは不明であるが、縄文中期

末～後期前葉にかけて多量に製作され、その後、次第に減尐していくことが知られている。こ

のことから本遺跡の場合もこれらの傾向の中でとらえることができる。 

第７節 石製品 

１．円盤状石製品 

(1)素材 

石英安山岩の風化したものの一部は不明であるが、第583図2を除くすべての表裏面は自然面

であり、これらは盤状の礫を素材としている。第586図6,第16住居跡の第530図4はほぼ円形の

盤状の礫の一端に平坦面が設けられている。 

(2)分析 

各類型ごとの点数を第81表、第82表に示した。 

類型１では、Ａ1類が最も多く、三分の二のものの縁辺は平坦で幅広の割合が高い。 

分類一における各類型の出現率を見てみると、Ａ1が49点とほとんどのものにみられる。し 
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かし縁辺がすべてＡ1 のものは 9 点であり、す

べてＢのものも1点あるが、その他 42点の縁辺

は卖一の様相を示さない。 

Ａ1 の平坦面は両極剥離により形成されてい

るものが多く(Ａ1ｂ類 21 点)、普通の剥離によ

るもの(Ａ1ａ類 8点)以下他の類型は1～2点で

ある。またＡ2 の平坦面は普通の剥離によるも

のが多いが(Ａ2ａ類 4点)、幅が狭く観察が困

難なため両極剥離による可能性も否定できない。

Ａ2 における平坦面と表裏面に対する剥離の切

り合いを見てみると、ほぼすべて表裏面に対す

る剥離が平坦面を打面としており、平坦面が切られている（Ａ1ａ類 第583図3.5など Ａ1b

類 第584図1,第585図4,第586図1,第587図3,第530図1,第537図10・第546図8など Ａ

2類 第586図2,第587図2.4,第463図1など Ｂ類 第587図3.5,第588図2.4など）。し

たがってまず平坦面が形成され、その後に表裏面に剥離がなされたと思われる。このため平坦

面は狭くなり、Ａ2における平坦面の観察を困難にしている。 

第710図から第712図ははそれぞれ各類型の厚さ、重さの分布図、及び長幅相関分布図であ

る。第 710図と第711図をみると、Ｂ類は厚さが薄く、軽いほうに分布が偏っている。また、

第712図では、Ａ2,Ｂ類は5cmを中心に小さいほうに集中する傾向がある。 

Ａ2.Ｂ類は平坦面が形成された後に表裏面に剥離が施されている。その中で、第 29 図でも

明らかなように、Ｂ類は厚さが薄いために平坦面が残らずに縁辺が鋭くなったものとの解釈も

可能であろう。 

次に平面形態による分類（類型２）をみてみると（第 82 表）、ロが多くハが次いでいる。

ただし、イとロの区別は非常に難しく、厳密な基準を設けたものではない。ここでは円盤状石

製品の平面形は角張った円形が多く、長楕円形をするものも三分の一を占めると述べるにとど

める。またイ・ロとハの違いも明瞭なものではない。ロにはＡ1 類の占める割合が高く、ハに

はＡ2.Ｂ 
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類がイ・ロに比べて高い割合を占める。 

第 713 図は各類型の長幅相関分布図である。

6cmを越す大型のものは長い楕円形を呈するも

のが多く、これらはほとんどＡ1類である。 

またハにおいて特徴的なことは、表裏面に、

長軸に沿った対向する剥離が高い割合で認め

られることである(第584図1,第585図1.4,第586

図1.7,第587図2.4.5など)。これらは剥離面の

特徴からも両極打法により形成された可能性

が高い。またイ・ロでも同様の可能性のあるも

のが、第 584図 2.5,第586図 3.5,第587図 1.第588図 1,第463図 2,第 530図 1.第 537図 10

などにみられる。表裏面の剥離がほぼ全周をまわるものでも両極打法によると考えられるもの

が多く(第583図4.5,第585図3,第586図2,第588図3.4.7,第463図1,第546図8など)、円

盤状石製品のほとんどの表裏面の剥離面が両極打法により形成されたことを物語るものと思わ

れる。 

以上より、円盤状石製品は盤状の礫を素材として、まず両極打法により周辺に加工が施され

てほぼ円形に形作られ、その後表裏面に対しても両極打法により剥離が施されたことがわかる。

また積極的な証拠はないが、表裏面に対する剥離痕は使用による痕跡である可能性があること

を指摘しておきたい。 

第586図5,第585図1には敲打痕が認められる(Ａ1ｄ類)が、これは敲石に転用されたものであ

ろう。また僅かに一点であるが表裏面に擦痕の認められるものもある(第546図8)。 

２．石刀・石剣 

粘板岩・ホルンフェルスなどを素材として刀剣状に加工された石製品である。完形品は 1点

だけである。破損品には把頭部 7点、切先部5点、刀身部11点がある。出土層位から帰属時期

をみると、Ⅴ期2点、Ⅵ期5点、Ⅶ期10点でⅦ期のものが多い。 

把頭部には文様のあるものとないものとがあるが、文様のあるものはいずれも把頭の上下に

２条の平行沈線が引かれ、その間に三叉状・鋸歯状などの文様が加えられたものである。この

ように文様帯の上下を平行沈線で区画する文様構成は基本的に当該時期の土器と共通したもの

である。 

切先部および刃部では刃部が反らないものと、反るものがあり後者が多い。反りのあるもの

はいずれも内反り気味である点が注意される。また、これらの中に切先部付近に数条の沈線が

刻まれたものが1点、刻み目が加えられているものが2点ある。 
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３．石棒類 

完形品がなく、全体形は不明である。端部、身部の破片が6点ある。出土層位から帰属時期

をみると、Ⅲ期2点、Ⅵ期1点、Ⅶ期1点で、石刀・剣とは異なり古い時期にも尐なくないよ

うである。 

端部は末端が細くすぼまり収束するものと断面が方形に近く把状を呈するものとがあるが

男根形を呈するものはない。 

身部には反るものはみられず両端にわずかな稜がみとめられるものがある。また、身部に数

条の沈線が巡るものがあるが文様のあるものはない。 

４．両頭石斧 

粘板岩製の棒状の石器で、両端に磨製石斧のような刃部が付く。2 点あり、帰属時期は、Ⅲ

～Ⅳ期 1点、Ⅶ期1点である。 

両端に鋭い刃部を持ち実用的な機能を有した石器とみられる。第591図9は両端が欠損して

いるが、これは使用により破損した可能性が高い。 

５．箆状石製品 

石棒・石刀・石剣などの破損品を再加工した箆状の石製品である。4 点あり、うちⅤ・Ⅵ・

Ⅶ期に属するとみられるものが 1点ずつある。従来、このような石製品が一器種として認識さ

れた例はない。しかし、石棒・石刀・石剣などの破損品として一括されているものの中に類例

が含まれている可能性があると考えられる。 

形態が骨箆に類似しており、その機能も骨箆に類似するものと推測されるが明確ではない。 

６．独鈷石状石製品 

両端に斧状の刃部をもち、その中間がくびれる形態で「独鈷石」に類似している。1 点のみ

で時期的にはⅢ期に属す。両端の刃部には使用によるとみられる刃こぼれがみとめられる。 

７．擦切具 

刃部の形状は石冠としたものに類似しているが把部の形態や石材が異なる。1 点のみで他の

遺跡でも類例はみられない。出土層位からⅦ期に属するとみられる。 

刃部に使用によるとみられる横方向の擦痕がみとめられることから、対象物を擦り切るよう

な実用的な機能を有したと推定される。 

８．石冠 

石冠としたものの定義は明確でないが、図示した4点を石冠とした。形態的には、偏平な半

月形のもの、半球形のもの、把手の付くもの、の三種類がある。偏平な半月形のものと半球形

のものは16号住居跡出土でⅦ期に属し、把手の付くものはⅥ期に属す。 

また、半球形のものは、上部に刻まれた十字の溝や下面にみられる窪みがこの石器の機能に 
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関係した構造と考えられるがその機能を特定できない。 

把手部分のみの破片は全体の形態は不明である。これに類似した形態の把手の付く石冠や土

冠は晩期後半に多く類例がみられ、これらは身部がスタンプ状で下面が平坦なものやバナナ状

で湾曲したものなどの形態である。その使用方法は不明である。 

９．異形石器 

剥片を素材とした翼状の形態の石器である。1 点のみで出土層位からⅥ期に属するとみられ

る。 

10．有孔石製品 

偏平な円形もしくは楕円形の石材に穿孔がなされたものである。11点で、出土層位から帰属

時期をみるとⅢ期4点、Ⅳ期 1点、Ⅵ期2点である。Ⅲ・Ⅳ期の古い時期に多いようである。 

11．石錘 

偏平な石材を擦り切るようにして溝状の窪みを設け、刻みを加えた石製品である。3点あり､

Ⅵ期のものは1点、16号住居跡から出土したⅦ期のものが 2点ある。いずれも溝の部分に紐や

縄を懸け、錘として使用したと推定されるが明確でない。 

12．岩版・線刻礫 

偏平で平面形が隅丸長方形ないしは楕円形に加工され線刻による文様がみられる石製品で

ある。4点あるがいずれも破片である。Ⅳ期のものが2点、Ⅶ期のものが2点である。 

文様や形態は土版に類似し、为な文様は渦巻や平行線などを組み合わせて描かれているが全

容のわかるものはない。 

13．岩版状石製品 

偏平で平面形が隅丸長方形に加工されたもので、文様がみられないが岩版に類似した形態で

ある。1点あるが帰属時期は不明である。 
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第８節 縄文時代の遺構について 

１．遺構の年代 

調査によって発見された遺構は住居跡22軒、土壙墓3基、埋設土器遺構13基、焼土遺構、石

組炉、敷石遺構、配石遺構、土壙などである。これらの遺構の所属時期について、出土土器か

ら年代を推定してみたい。 

住居跡の年代 

住居跡から出土した土器については既に述べた通り、数軒の住居跡を除いてその量が非常に

尐ない。また、出土状況を見ると床面、細部のものが尐なく、堆積土のものが多い。しかし、

堆積土のものであってもその状況から推定して住居廃棄時に近い時期のものと思われる。ここ

ではこれらを含めてその時期を明らかにしてみたい。 

各住居跡内における土器の出土状況を整理すると下記のようになる。 

以上の住居跡の床面・細部から出土した土器を見ると、 

Ⅱ期＝（大木９式） 1・2・4・6・7・9・11・18～20・22住 

Ⅱ期＝（大木10式） 5住 

Ⅶ期＝（大洞Ｃ2～大洞Ａ式にかけての移行期） 16住 

このほか、住居跡の堆積土から出土した土器を見ると、 

Ⅱ期＝（大木９式） 3・8住 

Ⅲ期？＝（後期末～大洞Ｂ式） 21住（僅かな土器のため時期を特定できないが第４遺物包

含層下で発見されたことから） 

Ⅲ期＝（後期末～大洞Ｂ式） 14住（尐量の古い時期＝Ⅰ期や新しい時期＝Ⅳ期のものが混

入しているが大型の破片や図化できたものは後期末ないしは大洞Ｂ式のものであり、同時期と

推定される。）なお、14住を切っている15住は14住と同時期かそれよりも古い時期のものと推

定される。 

Ⅶ期＝（大洞Ｃ2～大洞Ａ式にかけての移行期） 13・17 住（13 住は尐量の古い時期＝Ⅲ

～Ⅶ期のものが混入しているが、大半の土器はⅦ期のものでありほぼ同時期と推定される。な

お、13住を切っている12住は13住と同時期かそれよりも古い時期のものと推定される。17住は

尐量の古い時期＝Ⅲ～Ⅶ期のものが混入しているが大部分はⅦ期の土器であり、同時期と推定

される。） 
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このほか、10住から遺物が出土していないが炉の構造が石組複式炉であることからⅡ期のも

のと考えられる。 

以上のことから、各住居跡の年代は次のように推定される。 

Ⅱ期＝中期後葉（木９式） 1～4・6～9・11・18～20・22住 

Ⅱ期＝中期末（木10式） 5住 

Ⅱ期＝中期後葉 10住 

Ⅲ期？＝後期末～晩期初頭（大洞Ｂ式） 14住・21住 

Ⅶ期＝晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 13・16・17住 

Ⅲ期かそれ以前 15住 

Ⅶ期かそれ以前 12住 

土壙墓の年代 

3 基の土壙墓が第４遺物包含層の单側にまとまって発見された。それぞれの土壙墓から埋葬

時に使用された土器が出土している。これらの土器を整理すると次のようになる。 

第１土壙墓 浅鉢Ｋ1類＝Ⅶ期、第２土壙墓 浅鉢Ｋ1類＝Ⅶ期、第３土壙墓 皿Ｂ4類＝Ⅵ

期、以上のことから下記の年代が推定される。 

Ⅵ期＝晩期中葉（大洞Ｃ2式旧段階） 第３土壙墓 

Ⅶ期＝晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 第１・２土壙墓 

埋設土器遺構の年代 

13基の埋設土器遺構が発見された。それらの土器をまとめると次のようになる。 

第７埋設土器遺構（深鉢Ｆ6類）＝Ⅵ期、第 10埋設土器遺構（深鉢Ａ7類）＝Ⅵ期、第 11埋

設土器遺構（深鉢Ｃ4ｃ類）＝Ⅶ期、第1～6・8・9・12・13埋設土器遺構＝不明 

以上の中で時期不明とした6・8・9埋設土器遺構は第４遺物包含層第２層上面で検出された。

第２層出土の土器はⅢ・Ⅳ期に位置づけられることからそれ以降の年代が考えられる。さらに、

周辺には第7埋設土器遺構や土壙墓などがあり、それらと密接な関係があると推定されること

からほぼⅥ・Ⅶ期の時期と思われる。第 12埋設土器遺構は第 1遺物包含層第 72ｂ層上面で確

認された。72層出土の土器はⅢ期の土器が出土していることからそれ以降の年代が考えられ

る。第 13埋設土器遺構は第１遺物包含層のＡ層（旧表土）で確認されている。この層からはⅢ

～Ⅶ期の土器が出土していることから同様の時期と推定される。第1～5埋設土器遺構は地山面

で確認しているため時期を特定することができなかったがこれらは上述した遺構の周辺にある

ことや地文の特徴からⅢ～Ⅶ期と思われる。 

以上の埋設土器の特徴から下記の年代が推定される。 

Ⅵ期＝晩期中葉（大洞Ｃ2式旧段階） 第7・10埋設土器遺構 
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Ⅶ期＝晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 第 11埋設土器遺

構 

Ⅲ～Ⅶ期＝後期末～晩期後葉（後期末～大洞Ａ式にかけての移行期） 第 1～5・12・13 埋

設土器遺構 

Ⅵ・Ⅶ期＝晩期中葉～後葉（大洞Ｃ2 式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期） 第 6・8・9

埋設土器遺構 

土壙の年代 

多数の土壙が発見されているが、その中で特徴が明らかなフラスコ状土壙3基（14・38・49

土壙）と64土壙（19埋設）について述べる。 

14・38 土壙は僅かに遺物が出土しているが時期は不明である。また、49 土壙は出土遺物が

なく時期は不明である。64土壙はⅣ期以降の時期と思われる。 

その他の遺構の年代 

焼土遺構 

2基検出されたが遺物が出土していないため時期は不明である。 

石組炉 

1基検出されたが遺物が出土していないため時期は不明である。 

敷石遺構 

1基検出された。遺物が出土していないため時期は不明だが、第 21住居よりも新しく、さら

に第４遺物包含層下で発見されていることから後期末～晩期前葉の時期と推定される。性格に

ついては不明である。 

配石遺構 

1基検出された。尐量の遺物が出土しているが時期・性格とも不明である。 
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２．遺構の検討 

ａ．縄文時代中期後葉の遺構 

遺構の構造やその年代については既に述べた通りである。調査区内からは 15 軒の住居跡や

数基の土壙が検出されただけで、遺物包含層・土壙墓などの遺構は確認されなかった。県内に

おいて、縄文時代の調査が進みその資料が蓄積されつつある中で、住居跡・遺物包含層・墓壙

などの遺構が遺跡内でそれらと強い対応関係をもって使い分けがなされている。このような中

で、本遺跡を見た場合、台地全体を調査したにもかかわらず他の遺構が確認されなかったのは

地表面から浅い部分に作られたために後世の削平で失われてしまったのかあるいは調査区北側

の急斜面に作られたのか、それともこれ以外の遺構が構築されなかったか問題が残る。 

住居跡の分布 

15軒の住居跡は台地上部の平坦面ないしはその周辺部の緩斜面に分布し（標高 82～88ｍ）、

比較的近接した場所に構築されている。住居跡には卖時期のもの、重複するものがある。この

ことから住居跡は複数の形で存在する形をとるものが一部ある。ただし、本遺跡では出土遺物

が尐ないため同一時期に何棟存在したかは不明であるが、複数棟が同時に存在していることや

近接した場所に構築されている点などから住居構築の選定にあたっては集落内での地域が限定

されていたとも考えられる。また、重複や拡張した例があまり見られないことから住居域は反

復して利用されることがなかったと思われる。 
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住居跡の特徴 

摺萩遺跡から発見された住居跡は 15 軒である。各住居跡の特徴を整理し、まとめたものが

第89表である。この表を見てもわかるように、住居跡には 1基あるいは2基の炉が構築されて

おり、この時期の特徴を示していると思われる。一方、平面形や床面上の施設である柱穴や周

溝などは重複・削平によって保存状態はあまりよくない。しかし、おおよそその時期の傾向を

とらえることもできる。ここではこれらの点についても検討する。 

平面形 

住居平面形は不明なものを除いて、円形や楕円形を呈しているが何れも円形を基調としてい

る。この中には平面形の一部が直線的に見えるものもある（第6・9住）。 

円形基調のもの  第3・4・6・7・8・9・11・19・20住（9軒） 

不 明 な も の  第1・2・5・10・18・22住（6軒） 

平面形が推定できた住居跡について、その規模を検討するとａ：長軸が 6ｍ以上のもの

（6・11・19・20住）、ｂ：長軸が 4～5ｍのもの（4住）、ｃ：長軸が 3ｍのもの（3住）が

ある。ａ・ｂは炉の構造が何らかの形で複式炉、ｃは卖式炉である。 

炉の構造 

各住居跡では基本的に炉は 1基構築されているが第 4・6住のように 2基構築される例もあ

る。各住居跡に付設されている炉を構造的な面からみると次のようになる。 

Ａ類：石組で区画されるもの 

１類：一方が開放した石囲い部からなるもの（第3住・4住2炉・6住2炉） 

２類：石組部（閉鎖）＋掘り込み部からなるもの（第9・20住） 

３類：石組部Ⅰ（閉鎖）＋石組部Ⅱ（開放）からなるもの（19住） 

４類：石組部（閉鎖）＋敷石石組部Ⅰ（閉鎖）＋敷石石組部Ⅱ＋掘り込み部からなるもの

（第1住） 

Ｂ類：埋設土器と石組で区画されるもの 

１類：土器埋設部＋石組部（閉鎖）＋掘り込み部からなるもの（第2住） 

２類：土器埋設部＋石組部Ⅰ（閉鎖）＋石組部Ⅱ（開放）＋掘り込み部からなるもの（第

6住1炉） 

３類：土器埋設部＋石組部Ⅰ（閉鎖）＋石組部Ⅱ（閉鎖）＋掘り込み部からなるもの（第

11住） 

４類：土器埋設部＋石組部Ⅰ（閉鎖）＋石組部Ⅱ（閉鎖）からなるもの（第7住） 

５類：土器埋設石組部＋敷石石組部＋掘り込み部からなるもの（第22住） 

Ｃ類：削平などのため完全な形で残っていないもの（第 4住1炉・5・10・18住） 
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以上の分類ではＡ1類が石組卖式炉、これに対してＡ2～Ａ4類は石組複式炉で、Ａ1類とＡ2

～Ａ4 類では炉の配置において違いがある。Ａ2～Ａ4 類の違いは石組部の後方に石組部・敷

石石組部・掘り込み部が付設されているか否かである。Ｂ類は土器埋設石組複式炉である。複

数の施設を持つ点でＡ2～Ａ4類と類似する。しかし、Ｂ類はこの石組複式炉とは土器埋設部が

付設されている点で相違が見られる。Ｂ1～Ｂ4類とＢ5類とでは前者が土器埋設部、後者は土

器埋設石組部であり違いがある。この中でＢ1～Ｂ4類の違いは土器埋設部の後方に石組部や掘

り込み部などが付設されているか否かである。埋設土器と石組部の関係はＢ2 類がやや離れて

いるが他の類はそれが近接している。また、特異なものとしてＡ3・Ｂ2類で見られるような石

組部の後方に取り付く大きな掘り込み部は第6住居跡のような作業場的な施設が付属したため

かとも考えられる。なお、Ｃ類として一括した炉で4住1炉・8・10住炉は石組複式炉でＡ2・

Ａ3類のいずれか、5・18住炉は土器埋設石組複式炉でＢ1～Ｂ4類のいずれかである。 

柱穴の配置 

柱穴は重複・削平などによって不明な住居跡が多い。この中で柱穴配置の確かな住居跡につ

いてはこの時期の住居構造を考えるうえで一応の傾向としてとらえることができる。柱穴配置

の明らかな住居跡は6軒である。柱穴配置をまとめると次のようになる。 

ａ：住居壁に沿って配列された壁柱穴のもの。いわゆる住居平面形を基に規則的な配置がな

されたもの（第3住）。 

ｂ：住居壁からやや内側で多角形に配列されたもの。いわゆる炉の中軸線を基に左右対称に

規則的な配置がなされたもの（第4・6・11・19・22住）。 

以上のように、柱穴配置の明らかな住居跡ではａが卖式炉、ｂが複式炉である。このことか

ら、この時期の柱穴配置は複式炉と強い対応関係が認められる。 

周溝 

周溝が構築されている住居跡は4軒、構築されていない住居跡は5軒、不明なもの 6軒であ

る。周溝が確認された住居跡では炉の掘り込み部に巡るもの（第9住）、炉の反対側を中心に

部分的に巡るもの（第6・19住）、確認されたが部分的であるため不明なもの（第8住）など

がある。これらの周溝は一定の幅で巡ることもなく、深さも一様ではない。 

なお、このほか出入口部が特定された住居跡（第3住）もある。 

以上の中期後葉に属する住居跡の特徴を簡卖にまとめると次のようになる。 

１：平面形は円形を基調としている。 

２：炉は石組卖式炉、石組複式炉、土器埋設石組複式炉の３タイプがあるが複式炉が为体を

なしている。 
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３：柱穴配置は２タイプあるが複式炉を意識して配置されている。 

このように、中期後葉の住居跡では特に炉の構造に特徴を見つけることができる。 

宮城県内の大木９式の住居分布と複式炉について 

摺萩遺跡から発見された住居跡は中期大木９式に属しているもの13軒、中期大木10式に属し

ているもの1軒、時期が特定（大木９～10式）できないもの 1軒である。ここでは大木９式の

住居跡から発見された炉跡について検討してみる。 

宮城県内で発見された縄文時代中期の住居跡については菅生田遺跡（丹羽他：1982）の報告

書において集成された時点でほぼ県内全域に分布している。その後、小梁川東遺跡（真山他：

1985）、大梁川遺跡（手塚他：1988）の２遺跡が追加されただけで時期的な遺跡数の増加や分

布には大きな違いは見られない。 

宮城県内で発見された大木９式の住居跡は田柄貝塚（手塚他：1986）、单最知遺跡（阿部・

遊佐：1980）、山前遺跡（宮教委：1976）、上深沢遺跡（宮教委：1978）、北前遺跡（佐藤・

斉野：1982）、湯坪遺跡（一条：1978）、荒町遺跡（志間：1958）の７遺跡が知られている。

これらの遺跡で発見された炉の構造をまとめてみると以下のようになる。 

宮城県東北部 

田柄貝塚：土器埋設石組複式炉（1軒）・不明（1軒）、单最知遺跡：石組卖式炉（1軒） 

宮城県西北部 

山前遺跡：土器埋設石組複式炉（1 軒）、上深沢遺跡：地床炉（3 軒）・石組卖式炉（1

軒）・石組複式炉（5軒）・土器埋設石組炉（1軒）・土器埋設複式炉（1軒）・土器埋設石組

複式炉（4軒）・不明（9軒）、本遺跡：石組卖式炉（1軒）・石組複式炉（4軒）・土器埋

設石組複式炉（8軒） 

宮城県单部 

北前遺跡：土器埋設石組複式炉（1軒）・石組複式炉（1軒）、湯坪遺跡：土器埋設石組複

式炉（1軒）、荒町遺跡：土器埋設石組複式炉（1軒） 

このように、県内の大木９式の炉の構造を見ると、宮城県東北部・西北部と宮城県单部では

それに違いが見られる。宮城県東北部・西北部では地床炉や卖式炉などの構造の簡卖な炉もあ

るが、複式炉のものが多い。一方、宮城県单部ではすべて複式炉で占められている。この違い

は宮城県東北部・西北部と宮城県单部との地域差としてとらえることもできる。 
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ｂ．縄文時代後期末～晩期の遺構 

調査区内から住居跡 7軒、土壙墓 3基、埋設土器遺構 13基、土壙数基、遺物包含層 4か所

が発見された。 

これらの遺構の配置を見れば、大略の遺構は台地下部に個々にまとまって検出されている。

地形的には住居跡群は台地下部でも最も高いところ（標高 81～83ｍ）で、尾根の平坦面に構築

されている。さらに、その住居跡群を取り囲む形で北・北西側の急斜面、東・单西の緩斜面に

遺物包含層が環状に配置され、その間に土壙墓・埋設土器遺構などが分布している。 

住居跡の分布 

7軒の住居跡は台地下端の緩斜面にある21住(1軒)を除き、他の住居跡はすべて台地下部の

平坦面にある。さらに、それらは何れも近接した場所に構築されている。また、住居跡は重複､

建て替えられたものがある。このことから住居跡群が近接して複数棟で存在する形を取る。し

たがって、集落内において住居跡の構築場所が選定されて、場の使い分けがなされていたと推

定される。なお、住居跡が一定の幅の中に複数で存在することは既に述べた。このことは複数

棟の同時存在の可能性を示唆しているものであるが、出土遺物からは同時存在を特定できる充

分な資料はない。しかし、平面配置から見れば晩期後葉において2棟の住居跡（12住＝16住、

13住＝17住）が同時存在したと見ることもできる。 

住居跡の特徴 

発見された住居跡は7軒である。各住居跡の特徴を整理し、まとめたものが第89表である。

この表を見てもわかるように、平面形は円形基調のもの（第 12・13・14・15・16住）と隅丸方 



 

 
918 

形のもの（第17住）がある。床面上にある施設としては炉・周溝・柱穴などがある。この中で､

炉については各住居跡に1基構築されておりこの時期の特徴を示していると思われる。炉は住

居跡のほぼ中央に構築されている。炉には地床炉（第 12・13・14・15・16住 1炉・21住）と

石囲い炉（第16住2炉）の２タイプがある。第17住の炉は削平のため不明である。なお、第16

住居跡では地床炉から石囲い炉に作り替えられている。 

宮城県内で後期前葉以降晩期末の遺跡で炉が発見された遺跡は本遺跡を含めて15遺跡あり、

ほぼ全域に分布している。これをまとめたものが第88表である。 

各遺跡を時期毎に見れば、後期前葉が3遺跡、後期中葉が2遺跡、後期後葉が2遺跡、後期

末～晩期初頭が2遺跡、晩期中葉が2遺跡、晩期後葉が 4遺跡、晩期中葉以降が1遺跡である｡

このように、各時期を通じて増減はあまり見られない。 

次に炉の構造を見ると、後期前葉から晩期初頭にかけての炉は基本的には石囲い炉（コ字形

石囲い炉・方形石囲い炉・円形石囲い炉の３タイプ）であるが、後期前葉に一部地床炉も見ら

れる。しかし、後期を通じて炉は基本的に企画性のある石囲い炉である。一方、晩期前葉から

後葉では石囲い炉（方形石囲い炉・円形石囲い炉の２タイプ）と地床炉の２種類の炉が見られ

る。このことは、企画性の強い石囲い炉が後期以降晩期まで継続して使用される一方で晩期に

なると地床炉も作られてくる。その結果として、晩期には石囲い炉と地床炉の２つのタイプの

炉が存在する形となっている。このように、石囲い炉から石囲い炉・地床炉に変化すること自

体に後期の住居跡との相違を示していると考えられる。 
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土壙墓の特徴 

土壙墓は第４遺物包含層のすぐ单側で3基まとまって発見された。すなわち、住居跡と遺物

包含層の間にあって、より遺物包含層に近い場所にある。これらの土壙墓は削平された第３土

壙墓を除いて、その平面形は長軸約110cmの長楕円形をしている。土壙墓は何れも遺体の頭部

や遺体そのものを覆うために用いられた土器が土壙の壁際に埋設されている。また、第１土壙

墓の土器下から耳栓1個、第２土壙墓の土器下から小玉42個以上出土し、副葬品と考えられる。

これらの副葬品は赤色顔料を塗っただけの装飾性の乏しいものであるが、身体を飾る行為（性

別・年齢を別にしても）が一般的に行われていた可能性もある。 

埋設土器遺構の特徴 

埋設土器遺構は第１・４遺物包含層とその周辺部、第３遺物包含層周辺部で 13 基発見され

た。为に、第１・４遺物包含層とその周辺部にまとまっている。その分布状況は土壙墓と類似

している。土器の埋設状況は正位状態11例、斜位・逆位状態が各1例で前者が圧倒的に多い。

土器の残存状況を見ると、完形のもの2個、口縁部から胴部までのもの1個、胴部のもの 3個、

胴部から底部のもの6個である。完形品以外で底部を欠いたものの大部分は埋設時にそのまま

埋設したと考えられるが、それ以外のものについては埋設時の状況が不明なため、本来の姿で

埋設していたかどうかは確かでない。埋設土器の大部分は二次的な加熱を受けた痕跡やスス

状・被膜状の炭化物が付着しているものが多い。また、焼成後に底部が穿孔されているものも

あることから、埋設土器は埋設用に特別に作った土器ではなく、日常生活に使用されていた土

器を転用したものである。本遺跡の埋設土器遺構からは人骨や副葬品は発見されなかったが、

赤色顔料と思われるもの、第 2・8埋設土器のように焼成後に底部が穿孔されているもの、第1・

3・4・11・12埋設土器のように底部を欠いたものは埋葬施設の可能性が強い。また、これ以外

のものについてもその可能性がある。 

このようなことから、選定された地域に土壙墓・埋設土器遺構が構築され、墓域が形成され

ていたと推定される。 

遺物包含層の特徴 

遺物包含層は住居分布域の外縁で 4か所確認された。このうち、全面調査した第１・４遺物

包含層を中心に説明し、試掘坑を入れただけの第２・３遺物包含層についても若干の記述を行

う。遺物包含層が形成された地形を見ると、第１・４遺物包含層は住居域の外縁にある東・单

側の緩斜面の平坦面、第２・３遺物包含層は北側急斜面にあり、共に自然地形上に形成されて

いる。第１・４遺物包含層から生活用具の各種（土器・石器・土製品・石製品）のほか、自然

遺物（獣骨・鳥骨・魚骨・貝「アサリ細片」・炭化したオニクルミ）、遺構を構築したときの

地山土や焼土層などが廃棄されていた。このようなことから、遺物包含層は集落に付属して形 
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遺物包含層の特徴 

遺物包含層は住居分布域の外縁で4か所確認された。このうち、全面調査した第１・４遺物

包含層を中心に説明し、試掘坑を入れただけの第２・３遺物包含層についても若干の記述を行

う。遺物包含層が形成された地形を見ると、第１・４遺物包含層は住居域の外縁にある東・单

側の緩斜面の平坦面、第２・３遺物包含層は北側急斜面にあり、共に自然地形土に形成されて

いる。第１・４遺物包含層から生活用具の各種（土器・石器・土製品・石製品）のほか、自然

遺物（獣骨・鳥骨・魚骨・貝「アサリ細片」・炭化したオニクルミ）、遺構を構築したときの

地山土や焼土層などが廃棄されていた。このようなことから、遺物包含層は集落に付属して形

成された廃棄の場所と考えられる。遺物包含層から出土する为体的な土器は第１遺物包含層で

は後期末～晩期後葉、第４遺物包含層では後期末～晩期前葉のものである。さらに、第２・３

遺物包含層については１ｍ四方の試掘坑の調査であるため正確さを欠くが、第２遺物包含層で

は後期末～晩期前葉、第３遺物包含層では晩期後葉の土器が多い。このことから、遺物廃棄の

場所は後期末～晩期前葉では第１・２・４遺物包含層の３地点が選定されていたが、晩期中葉

～後葉には第２・４遺物包含層の地点が廃棄場所から除外され、第１遺物包含層に加え新たに

第３遺物包含層の場所も選択されるようになった。即ち、平面的には、4 ヶ所の遺物包含層は

環状に配置されている。これを時期的に見れば、遺物包含層は一定期間を廃棄の場所として継

続的に利用し、その場を選択するにあたっては時期によって地域が限定されていたと考えられ

る。 

以上のように、日常生活の場としての住居跡、埋葬施設としての土壙墓・埋設土器遺構、ご

み捨て場としての遺物包含層が発見されたことにより、住居域・墓域・ごみ捨て場が集落内で

選択され、使い分けがなされていたと考えられる。 
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第９節 まとめ 

以上が宮床ダム建設に伴って発掘調査された摺萩遺跡の調査内容である。調査の結果、縄文

時代・平安時代の遺構と遺物が発見された。特に、縄文時代の集落の在り方や遺物包含層の形

成過程が把握された点、さらには、平安時代の製鉄遺構の状況も明らかになり貴重な資料が得

られた。 

ここでは、発見された遺構や遺物をもとに摺萩遺跡の調査概要を述べ、本報告のまとめとし

たい。 

摺萩遺跡は宮床川に面した丘陵斜面とそれから東向きに舌状に張り出した段丘上に立地す

る。 

調査面積は約30,000㎡でほぼ遺跡全体を発掘調査したことになる。 

縄文時代の遺構は西側丘陵で埋設土器遺構など僅かに確認されているが、大部分の遺構はそ

の東側の段丘で発見されている。これに対し、平安時代の遺構はすべて丘陵で確認されている｡ 

縄文時代 

摺萩遺跡の出土遺物で最も古いものはⅠ期(早・前期)の土器で数点出土しているだけである。

その後、摺萩遺跡で生活の痕跡が残されるのは中期中葉(大木８ｂ式期)になってからである。

当該期の遺構としては埋設土器遺構が2基確認されているだけで、日常生活の場との関係は不

明である。 

初めてこの台地に住居跡が造られ集落が形成されるのはⅡ期の中期後葉(大木９・10 式期)

である。この中で、大木９式期(15軒)のものが为体を占めている。当該期の住居跡では平面形

が円形、炉の構造が複式炉、柱穴は複式炉を意識した配置などの点で極めて強い企画性が見ら

れる。さらに、住居跡は地形的には台地上部の平坦面やその周辺に近接して構築されている。

住居間の重複や出土遺物が尐ないことから何軒卖位の住居跡で集落を構成していたかは不明で

あるが、住居域が長期に渡って繰り返し利用された結果、馬蹄形あるいは半円状に住居跡が配

置されたものと推定される。大木10式期では住居跡が1軒検出されただけである。このことは、

大木９式に見られた複数卖位の集落形態を構成する環境が既に失われていたと考えられる。そ

の後、後期前葉から後葉の間この台地に集落の痕跡は認められない。 

再びこの台地に集落が営まれるのは後期末から晩期(Ⅲ～Ⅶ期)である。当該期の遺構は台地

下部の平坦面に住居跡群、それを取り囲む形で遺物包含層が環状に形成(4か所の遺物包含層

は平面的には環状に配置されてはいるが時期によって廃棄場所が異なっている。)され、その

間に土壙墓・埋設土器遺構が分布している。 

多量の遺物が出土した第１遺物包含層では平面的な層の広がりと層位関係によって後期末

から晩期までの５群の土器(Ⅲ期＝後期末～大洞Ｂ式、Ⅳ期＝大洞ＢＣ式、Ⅴ期=大洞Ｃ1式、

Ⅵ期＝大洞Ｃ2式旧段階、Ⅶ期＝大洞Ｃ2式旧段階～大洞Ａ式にかけての移行期)に大別された｡ 
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その中で、Ⅵ・Ⅶ期の土器群は器形・形式・型式組成・文様・地文の構成などその内容に大き

な違いがあり、大洞Ｃ2式の細分ができた。なお、Ⅶ期に相当する土器群の分布あるいは全体

像が把握できたとはいえず今後の調査に待つところが多い。 

このほか、遺物包含層から出土した土器の中に地文にオオバコの花茎を回転施文した擬縄文、

土器底部に見られる木葉の圧痕が極く尐量発見されている。これらが採取できる自然環境は春

の終りから秋の初め頃と考えられる。つまり、土器製作もこのころを中心に行われていた可能

性がある。 

また、製塩土器(晩期の塩生産地である松島湾)、胎土に雲母を含む土器(北上川中・上流域)

などの存在から推定して海岸部や内陸部の集落と交易が行われていたと思われる。 

この時期で遺物包含層以外の遺構では大半がⅥ・Ⅶ期の幅でおさまる。当該期の遺構の中で､

住居跡の平面形は円形、炉は地床炉が多く、2 軒前後の小卖位からなる集団で集落を形成して

いた可能性がある。また、葬制に関連する施設である土壙墓・埋設土器遺構は選定された地域

にまとまって配置されていることから墓域を形成していたと推定される。 

このようなことから、晩期中葉以降、摺萩遺跡では日常生活の場としての住居跡、廃棄の場

と想定される遺物包含層、埋葬施設としての土壙墓・埋設土器遺構が集落内で選択され、場の

使い分けがなされている。 

定型石器は形態などの点においては他の遺跡の当該期の特徴と一致している。しかし細分さ

れた時期のなかにおいては細かな様相の変化が認められ、特にⅥ期からⅦ期にかけての変化が

顕著であり、それは石鏃や尖頭器の小形、軽量化、棒状の石錐、簡易な石匙の増加などに現れ

ている。石材では玉髄が多く用いられているが、不定型石器や石核、剥片などにくらべ割合は

高くない。器種によっても用いられる石材に偏りがあり、頁岩の割合で見ると、石匙では70％

以上、石鏃、石錐では50％弱、尖頭器、箆状石器では40％弱と形態や用途、石質などに関係し

た選択性が認められる。しかし細分時期における石材比率の目立った変化はない。 

帰属時期の判明した不定形石器は同様の定形石器よりも多くの点数が出土し、それらは形態

や加工の状況から15の類型に細分ができた。また石材、大きさなどの帰属性からも各類型の独

立性が認められた。定形石器のように細分時期での類型組成や形態などの顕著な変化はない。

石材では玉髄が高い割合を占めるが、大形の石器では玉髄以外の流紋岩や凝灰岩などが用いら

れる傾向がある。時期的には新しくなるにつれて玉髄が多くなり、石器自体の大きさもやや小

形化する傾向がある。 

剥片生産技術には为体をなす規格的なものは認められず、剥離された剥片の形態も不定形で

ある。剥片生産は剥片の形態にとらわれないで、石核の素材に合わせて適当な工程をたどった

ものと考えられる。これは縄文時代をほぼ通じた一般的な特徴である。 
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石核、剥片、砕片は層により出土点数の偏りがあるが、全体的な傾向としてⅣ期以降、層の

数、面積の増加に伴い点数は増加する。層の形成要因との関係では、焼土層、炭化物層は全期

を通じて層の大きさと剥片、石核の点数はほぼ比例し、地山ブロック層、自然堆積層は大きさ

に比例せず点数の尐ない傾向がある。石材別では、玉髄は石核において比率が非常に高く、頁

岩は石核において比率が低く砕片で高い。これは原産地との距離と石質が関係していると思わ

れ、容易に入手ができ質の良くない玉髄は浪費され、貴重品で良質の頁岩は大切に利用された

ことを示していると考えられる。 

礫石器は剥片石器に比べて点数は非常に尐なく、出土量は定形石器の五分の一である。その

90％に磨面が認められるが、石皿の点数は非常に尐ない。 

当遺跡では縄文時代晩期の石器群の様相が明らかになるだけでなく、細分された層位をもと

に、晩期の中での石器の細かな変遷を把握することができた。定形石器や石核などは他の遺跡

との比較、参考は出来たものの、不定形石器においてはそれはほとんど不可能であった。当該

期の石器群の様相をより明確にして、当時の生活様式や、究極的にはその社会にまで言及する

ためにも、石器群を一部だけ抽出して検討を加えるだけでなく、本報告で必ずしも明確となっ

たわけではないが、全体像を把握する努力がなされていかなければならないであろう。 

平安時代 

平安時代には住居跡1軒、製鉄遺構2基、窯跡82基、土壙38基が検出されている。この中で､

住居跡・窯跡は製鉄遺構に付属した施設で、日常的に集落が営まれていたとは考えられない。

出土土器の年代からこれらの遺構は平安時代の中頃に比定される。 
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