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第456図　No.15 鉄剣　鞘木　採取木片のSEM画像（木口面，柾目面，板目面）

胞からなる針葉樹材である。水平樹脂道，垂直樹脂道は
確認できない。樹脂細胞は晩材部に点在しているようだ
が不明瞭である。分野壁孔はヒノキ型で１分野に２～４
個見られる。早材から晩材への移行は緩やかで晩材幅は
狭い。放射柔細胞は単列で３～５細胞高が確認できる。
分野壁孔および早材から晩材への移行の特徴からヒノキ
亜科の材とした。

4-15．No.17鉄剣（第457図）
　観察箇所₁₇-aで断面が豚の鼻様に見える柄巻の糸が
観察された（第₄₅₈図・第₄₅₉図）。柄巻は，径約₃₇₀μm
の糸を別の糸で∞の形に巻いて仕上げた紐状であり，糸
ごとに残存状態が異なることから植物繊維に絹を巻いた
ものと推定した。

第457図　No.17 鉄剣の観察箇所

第458図　観察箇所17-aの顕微鏡画像（柄巻の糸）

第459図　観察箇所17-aの顕微鏡画像（柄巻の糸断面）



- 55 -

第461図　観察箇所18-aの顕微鏡画像（毛）

第463図　No19鉄剣の観察箇所

第464図　観察箇所19-aの顕微鏡画像（平織布）

4-17．No.19鉄剣（第463図）
　クリーニング後の観察箇所₁₉-aで平織の布が観察さ
れた（第₄₆₄図）。布は織密度₂₃×₁₇本であり，複層
あった可能性が考えられる。観察箇所₁₉-bと₁₉-cで撚
糸の痕跡が観察された（第₄₆₅図・第₄₆₆図）。劣化が著
しく詳細は不明である。
　剥落箇所不明破片から採取した木片のSEM画像で次
の特徴が観察された（第₄₆₇図）。
　木口面において直径約₄₀ ～ ₆₀μmの道管が単独また
は２～６個複合して分布する。道管の穿孔板は階段穿
孔で，放射組織は平伏細胞，方形細胞，直立細胞より
なる異性である。放射組織は１列～３列を確認できる。
道管および柔組織内にはラセン肥厚が見られる。広放
射組織は見られない。以上の特徴から広葉樹散孔材と
した。

第462図　観察箇所18-bの顕微鏡画像
（毛と皮革様物質）

4-16．No.18短剣（第460図）
　観察箇所₁₈-aで毛が観察された（第₄₆₁図）。毛の径
は約₂₀ ～ ₃₀μmで小型哺乳類の毛や大型哺乳類の下毛
の可能性が考えられた。観察箇所₁₈-bで劣化が進んで
おり判別は困難であるが 毛と皮革様物質が観察された

（第₄₆₂図）。

第460図　No.18短剣の観察箇所
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第465図　観察19-bの顕微鏡画像（撚糸の痕跡） 第466図　観察箇所19-cの顕微鏡画像（撚糸の痕跡）

第467図　No.19 鉄刀　柄木？　採取木片のSEM画像（木口面，柾目面，板目面）

4-18．No.20鉄剣（第468図・第469図）
　クリーニング後の観察箇所₂₀-a，₂₀-c，₂₀-dで布が
観察された（第₄₇₀図・第₄₇₂図・第₄₇₃図）。布観察箇
所₂₀-bで木質と布の痕跡が観察された（第₄₇₁図）。観
察箇所₂₀-eでは撚糸痕跡と塗膜状物質が観察された（第

第468図　No20鉄剣の観察箇所１ 第469図　No20鉄剣の観察箇所２と採取箇所

₄₇₄図）。観察箇所₂₀-fで皮革が観察された（第₄₇₅図）。
　採取した塗膜状物質のATR-FTIR結果より，漆に類似
したピーク形状は観察されたが₂₉₀₀cm-₁付近のピーク
が弱く，断定はできなかった（第₄₇₃図・第₄₇₆図）。
　柄木から採取した木片のSEM画像で次の特徴が観察
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第470図　観察箇所20-aの顕微鏡画像（布の痕跡）

第472図　観察箇所20-cの顕微鏡画像（布）

第473図　観察箇所20-dの顕微鏡画像（布）

第474図　観察箇所20-eの顕微鏡画像
（撚糸痕跡と塗膜）

第475図　観察箇所20-fの顕微鏡画像（皮革）

第471図　観察箇所20-bの顕微鏡画像
（木質と布の痕跡）

された（第₄₇₇図）。木口面において直径約₇₀ ～ ₈₀μm
の道管が単独または２～３個放射方向に複合して分布す
る。放射組織は平伏よりなる同性で６列～７列を確認で
きる。道管内にラセン肥厚と考えられる箇所が見られ

る。道管の穿孔板は不明瞭だが単穿孔のように見える。
広放射組織は見られない。道管径および放射組織の特徴
などから，広葉樹散孔材でカエデ属（イタヤカエデの可
能性が高い）と考えた。
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第476図　観察箇所20-eの採取片のATR-FTɪR結果

第477図　No.20 鉄刀　柄木　採取木片のSEM画像（木口面，柾目面，板目面）

第478図　No23鑷子状鉄器の観察箇所１ 第479図　No23鑷子状鉄器の観察箇所２

4-19．No.23鑷子状鉄器（第478図・第479図）
　観察箇所₂₃-aで毛と毛髄質が観察された（第₄₈₀図・
第₄₈₁図）。毛の太さは約₁₀₀μmであり，毛髄質の特徴
から大型哺乳類の毛（鹿毛の可能性が高い）と考えられ
る。観察箇所₂₃-bで皮革が観察された（第₄₈₂図）。
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第480図　観察箇所23-aの顕微鏡画像（毛）

第481図　観察箇所23-aの顕微鏡画像
(第480図の拡大：毛髄質)

第482図　観察箇所23-bの顕微鏡画像（皮革）

第483図　No25鉄鏃の観察箇所

第484図　観察箇所25-aの顕微鏡画像
（樹皮巻上の布痕跡）

第485図　観察箇所25-bの顕微鏡画像（木口）

4-20．No.25鉄鏃（第483図）
　観察箇所₂₅-aで樹皮巻の上に布の痕跡が観察された

（第₄₈₄図）。観察箇所₂₅-bで木質の木口が観察された
（第₄₈₅図）。木口面で維管束の分布が確認できることか
ら木質はタケ亜科とした。
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第486図　No.29鉄鏃の観察箇所１

第487図　No.29鉄鏃の観察箇所２

4-21．No.29鉄鏃（第486図・第487図）
　観察箇所₂₉-aでは紐の一部と想定される部分が観察
された（第₄₈₈図）。詳細は不明瞭であるが，糸は径
₅₇₀ ～ ₇₆₀μmの太さがあり，Ｓ撚りであった。観察箇
所₂₉-bと₂₉-cで太さの異なる糸で織られた布が観察さ
れた（第₄₈₉図・第₄₉₀図）。同様に織りは不明瞭である
が，糸は径₂₀₀ ～ ₃₀₀μmの太さで緻密な布であったと
考えられる。

第488図　観察箇所29-aの顕微鏡画像（紐）

第489図　観察箇所29-bの顕微鏡画像（布）

第490図　観察箇所29-cの顕微鏡画像（布）

第491図　No.31鉄鏃の観察箇所

4-22．No.31鉄鏃（第491図）
　観察箇所₃₁-aで樹皮巻の上に平織布の痕跡が観察さ
れた（第₄₉₂図）。布は，織密度₃₂×₂₃本であった。観
察箇所₃₁-bで木質の木口が観察された（第₄₉₃図）。木
口面で維管束の分布が確認できることから木質はタケ亜
科とした。
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第494図　No.35鉄鏃の観察箇所

第495図　観察箇所35-aの顕微鏡画像（木口）

第496図　No.39鉄鏃の観察箇所

第497図　観察箇所39-aの顕微鏡画像（直交縄連組織）

4-23．No.35鉄鏃（第494図）
　観察箇所₃₅-aで木質の木口が観察された（第₄₉₅図）。
木口面から維管束の分布が確認できることから木質はタ
ケ亜科とした。

4-24．No.39鉄鏃（第496図）
　観察箇所₃₉-a ～ dでNo.₅₈鉄鏃に観察されるものに類
似した直交縄連組織が観察された（第₄₉₇図～第₅₀₀図）。
直交縄連組織は撚りがかかっていない巾約₆₀₀μmの繊維
束とその下側に直交するより細い約₄₈₀μmの繊維束か
ら構成されていた。

第492図　観察箇所31-aの顕微鏡画像
（樹皮上の平織布）

第493図　観察箇所31-bの顕微鏡画像（木口）
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第498図　観察箇所39-bの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第499図　観察箇所39-cの顕微鏡画像（直交縄連組織）

　直交縄連組織から採取した破片のSEM画像で次の特
徴が観察された（第₅₀₁図）。劣化により組織は不明瞭で
あるが維管束らしき部分が見られる。イネ科の可能性が
考えられた。

第500図　観察箇所39-dの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第501図　No.39採取片のSEM画像（木口，繊維方向）

4-25．No.40鉄鏃（第502図・第503図）
　観察箇所₄₀-aで有機質と糸，布が観察された（第₅₀₄
図）。糸は約₂₈₀μmであった。観察箇所₄₀-bは有機質
が観察された（第₅₀₅図）。観察箇所₄₀-cで糸が観察さ
れた（第₅₀₆図）。糸は緩い撚りで約₄₈₀μmであった。
　観察箇所₄₀-dで木質の木口が観察された（第₅₀₇図）。
木口面から維管束の分布が確認できることから木質はタ
ケ亜科とした。

第502図　No.40鉄鏃の観察箇所１

第503図　No.40鉄鏃の観察箇所２
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第506図　観察箇所40-cの顕微鏡画像（糸）

第507図　観察箇所40-dの顕微鏡画像（木口）

第508図　No.41鉄鏃の観察箇所

第509図　観察箇所41-aの顕微鏡画像（毛と皮革）

4-26．No.41鉄鏃（第508図）
　観察箇所₄₁-aで毛と皮革が観察された（第₅₀₉図）。
毛の径は約₈₀μmで大型哺乳類の毛と考えられた。観察
箇所₄₀-bで木質の木口が観察された（第₅₁₀図）。木口
面から維管束の分布が確認できることから木質はタケ亜
科とした。

第504図　観察箇所40-aの顕微鏡画像（有機質，糸，布）

第505図　観察箇所40-bの顕微鏡画像（有機質）
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第510図　観察箇所41-bの顕微鏡画像（木口）

第511図　No.43鉄鏃の観察箇所

4-27．No43鉄鏃（第511図・第512図）
　観察箇所₄₃-aで布が観察された（第₅₁₃図）。
　採取した木片のSEM画像で次の特徴が観察された（第
₅₁₄図）。木口面において直径₃₀ ～ ₄₀μmの道管が単独
または放射方向に２個複合して分布する。放射組織は異

第512図　No.43鉄鏃の採取箇所

第513図　観察箇所43-aの顕微鏡画像（布）

第514図　No.43鉄鏃　採取木片のSEM画像（木口面，柾目面，板目面）

性で１～２列と考えられるが不明瞭である。道管の穿孔
板の形状は不明で広放射組織は見られない。よって，広
葉樹散孔材とした。
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第517図　観察箇所44-aの顕微鏡画像（樹皮巻）

第518図　観察箇所44-bの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第519図　観察箇所44-cの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第520図　観察箇所44-dの顕微鏡画像（直交縄連組織）

4-28．No44鉄鏃（第515図・第516図）
　観察箇所₄₄-aで樹皮巻が観察された（第₅₁₇図）。観
察箇所₄₄-b，₄₄-c，₄₄-dでNo.₅₈鉄鏃に観察されるも
のと類似した直交縄連組織が観察された（第₅₁₈図～第
₅₂₀図）。直交縄連組織は巾₁.₆mmであった。観察箇所
₄₄-eで毛が観察された（第₅₂₁図・第₅₂₂図）。毛髄質は
不明瞭であったが，₆₀ ～ ₉₀μmの径で大型哺乳類の毛
と考えられた。

第515図　No.44鉄鏃の観察箇所１

　直交縄連組織から採取した破片のSEM画像で次の特
徴が観察された（第₅₂₃図）。劣化により組織は不明瞭で
あるが維管束らしき部分が見られる。よって，イネ科の
可能性が考えられた。

第516図　No.44鉄鏃の観察箇所２と採取箇所
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第521図　観察箇所44-eの顕微鏡画像（毛）

第523図　No.44鉄鏃採取片のSEM画像（木口）

第522図　観察箇所44-eの顕微鏡画像
（毛：第521図の拡大）

第525図　観察箇所45-aの顕微鏡画像（皮革）

第524図　No.45鉄鏃の観察箇所

4-29．No45鉄鏃（第524図）
　観察箇所₄₅-aで皮革が観察された（第₅₂₅図）。観察
箇所₄₅-b，₄₅-cでNo.₅₈鉄鏃に観察されるものと類似
した直交縄連組織が観察された（第₅₂₆図・第₅₂₇図）。
直交縄連組織は緯糸の巾は₁.₂ ～ ₁.₆mmで編まれた部分
の巾は約₀.₈mmであった。

第526図　観察箇所45-bの顕微鏡画像（直交縄連組織）
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第528図　No.47 鉄鏃の観察箇所

第529図　観察箇所47-aの顕微鏡画像
(直交縄連組織上の布)

第530図　観察箇所47-bの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第531図　観察箇所47-cの顕微鏡画像（直交縄連組織）

第532図　観察箇所47-dの顕微鏡画像（毛）

4-30．No47鉄鏃（第528図）
　観察箇所₄₇-aで直交縄連組織上に布が観察された

（第₅₂₉図）。布は複層あるようだが詳細は不明瞭であっ
た。観察箇所₄₇-b，₄₇-cで直交縄連組織が観察された

（第₅₃₀図・第₅₃₁図）。直交縄連組織は緯糸の巾は約
₁.₆mmであった。

第527図　観察箇所45-cの顕微鏡画像（直交縄連組織）

　観察箇所₄₇-dで毛と考えられる部分が観察された（第
₅₃₂図・第₅₃₃図）。径は₃₀ ～ ₅₀μmであった。毛髄質
は不明瞭であるが，小型哺乳類の毛や大型哺乳類の下毛
などが考えられる。
　観察箇所₄₇-eで茎の木口が観察された（第₅₃₄図）。
木口面から維管束の分布が確認できることから木質はタ
ケ亜科とした。
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第533図　観察箇所47-dの顕微鏡画像
(毛髄質：第532図の拡大)

4-31．No.48鉄鏃（第535図）
　観察箇所₄₈-aで毛が観察された（第₅₃₆図・第₅₃₇
図）。毛は約₃₀μmで小型哺乳類の毛や大型哺乳類の下
毛の可能性が考えられた。観察箇所₄₈-bで皮革が観察
された（第₅₃₈図）。観察箇所₄₈-cで平織布が観察され
た（第₅₃₉図）。布は，織密度₂₄×₁₈本であった。

第534図　観察箇所47-eの顕微鏡画像（木口）

第535図　No.48鉄鏃の観察箇所

第536図　観察箇所48-aの顕微鏡画像（毛）

第537図　観察箇所48-aの顕微鏡画像
(断面：第536図の拡大)

第538図　観察箇所48-bの顕微鏡画像（皮革）
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第540図　No.53 鉄鏃の観察箇所

第541図　観察箇所53-aの顕微鏡画像（毛）

第542図　観察箇所53-bの顕微鏡画像
(木質上の有機質痕跡)

第543図　観察箇所53-cの顕微鏡画像（樹皮上の布痕跡）

第544図　観察箇所53-dの顕微鏡画像（木口）

4-32．No.53鉄鏃（第540図）
　観察箇所₅₃-aで観察箇所₄₈-aと同様な毛状付着物に
繫がる有機質の痕跡が観察された（第₅₄₁図）。付着物の
径は約₄₀μmであり，毛髄質は観察されなかった。観察
箇所₅₃-bで有機質の痕跡が観察された（第₅₄₂図）。
₅₃-cで樹皮上の布痕跡が観察された（第₅₄₃図）。

　観察箇所₅₃-dと₅₃-eで木質の木口が観察された（第
₅₄₄図・第₅₄₅図）。木口面から維管束の分布が確認でき
ることから木質はタケ亜科とした。

第539図　観察箇所48-cの顕微鏡画像（平織布）
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第545図　観察箇所53-eの顕微鏡画像（木口）

第546図　No.55鉄鏃の観察箇所

第547図　観察箇所55-aの顕微鏡画像（皮革と毛）

第548図　観察箇所55-aの顕微鏡画像
(第543図の拡大：毛髄質)

第549図　観察箇所55-bの顕微鏡画像
(直交縄連組織と布痕跡)

第550図　No.58鉄鏃の観察箇所

4-34．No.58鉄鏃（第550図）
　観察箇所₅₈-aと₅₈-bで直交縄連組織が観察された

（第₅₅₁図～第₅₅₄図）。₅₈-aの直交縄連組織は緯糸の巾
は₁.₂mmで編まれた部分の巾は約₀.₈mmであった。

4-33．No.55鉄鏃（第546図）
　観察箇所₅₅-aで皮革と毛，毛髄質が観察された（第
₅₄₇図・第₅₄₈図）。毛髄質は不明瞭であったが，毛の径
は₅₀ ～ ₈₀μmであり，大型哺乳類の毛と考えられた。
観察箇所₅₅-bで直交縄連組織の痕跡と布の痕跡が観察
された（第₅₄₉図）。
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第552図　観察箇所58-aの顕微鏡画像
(断面：第549図の拡大)

第553図　観察箇所58-bの顕微鏡画像（筵状有機質）

第554図　観察箇所58-bの顕微鏡画像
(断面：第551図の拡大)

第555図　No.58鉄鏃採取片の顕微鏡画像
(木口・繊維方向)

るが維管束らしき部分が見られる。イネ科の可能性が考
えられた。
　端部は明らかでないが，素材（イネ科）や編み（直交
縄連）の構造から筵等の可能性は考えられる。

第551図　観察箇所58-aの顕微鏡画像
(直交縄連組織の編織部分)

直交縄連組織

₅₈-bの直交縄連組織は緯糸の巾は₁.₉mmで編まれた部
分の巾は約₀.₉mmであった。
　茎部分から採取した筵状有機質のSEM画像で次の特徴
が観察された（第₅₅₅図）。筵状有機質の断面画像（第
₅₅₂図・第₅₅₄図）と同様に劣化により組織は不明瞭であ

参考文献
北村四郎・村田源　『原色日本植物図鑑・木本編』Ⅰ　₁₉₇₁
北村四郎・村田源　『原色日本植物図鑑・木本編』Ⅱ　₁₉₇₉
佐伯浩　『走査電子顕微鏡図説　木材の構造』　₁₉₈₂
島地謙・伊東隆夫　『図説木材組織』　₁₉₈₂
伊東隆夫　「日本産広葉樹材の解剖学的記載」Ⅳ　『木材研究・

資料』第₃₄号別刷　₁₉₉₈年　　
布目順郎　『目で見る繊維の考古学』　₁₉₉₂年

（文責：山田卓司）
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分析項目 樹種同定 塗膜分析 微小部情報 繊維種同定 掲載
番号

No.１ 異形鉄器
₅₈号地下式横穴墓 ‐ - 毛・皮革 大型哺乳類の毛

苧麻 ₁₂₀₀

No.２ 異形鉄器
₅₈号地下式横穴墓 広葉樹散孔材 - 毛・紐 大型哺乳類の毛 ₁₁₉₉

No.３ 異形鉄器
₁₂号地下式横穴墓 - - 平織布 - ₁₁₅₀

No.４ 鉇
₆₂号地下式横穴墓 - - 樹皮・２層の平織布 絹（生糸） ₁₂₀₁

No.５ ヤリ
₇₉号地下式横穴墓 - - 平織布・柄巻の撚糸 - ₁₂₄₃

No.６ 短剣
₅₇号地下式横穴墓 付着木質：タケ亜科 - 平織布・紐・木質 - ₁₁₉₈

No.７ ヤリ
₃₀号地下式横穴墓 柄木：広葉樹散孔材 - 柄巻の撚糸・平織布 絹（生糸） ₁₁₆₈

No.８ 短剣
₆₇号地下式横穴墓

柄木：広葉樹散孔材
（モチノキ科の可能性） - ４畝平組紐 絹（生糸） ₁₂₀₃

No.９ 鉄剣
₆₇号地下式横穴墓 - - 柄巻の糸，孔内の有機質

痕跡 絹と植物繊維か ₁₂₀₂

No.₁₀ 鉄剣
₅₁号地下式横穴墓

鞘木：針葉樹ヒノキ科
（スギの可能性）

柄木：広葉樹散孔材
黒色錆 布痕跡・柄巻の糸痕跡 - ₁₁₉₄

No.₁₁ 鉄剣
₅₁号地下式横穴墓 鞘木：針葉樹ヒノキ科 - （平織）布痕跡・柄巻の組

紐 - ₁₁₉₅

No.₁₂ 鉄剣
₇₁号地下式横穴墓 鞘木：ヒノキ亜科 - 樹皮・鹿角・柄巻の糸・

孔内の有機質痕跡 絹と植物繊維か ₁₂₄₁

No.₁₃ 鉄剣
調査区２ G-₂₂ - - 葉脈状の痕跡 - ₁₂₄₆

No.₁₅ 鉄剣
２号地下式横穴墓 鞘木：ヒノキ亜科 - 布・有機質痕跡 - ₁₁₂₂

No.₁₇ 鉄剣
₂₆号地下式横穴墓 - - 柄巻の糸 絹と植物繊維か ₁₁₆₄

No.₁₈ 短剣
₇₀号地下式横穴墓 - - 毛・皮革様物質

小型哺乳類の毛
または大型哺乳類

の下毛
₁₂₀₄

No.₁₉ 鉄剣
₁₂号地下式横穴墓 柄木?：広葉樹散孔材 - 平織布・撚糸の痕跡 - ₁₁₄₈

第78表　分析項目と推定結果一覧（１）
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分析項目 樹種同定 塗膜分析 微小部情報 繊維種同定 掲載
番号

No.₂₀ 鉄剣
₁₄号地下式横穴墓 柄木：カエデ属 漆膜の可能性 布・塗膜状物質・撚糸の

痕跡・皮革 - ₁₁₅₁

No.₂₃ 鑷子状鉄器
２号地下式横穴墓 - - 毛・皮革 鹿毛か ₁₁₂₅

No.₂₅ 鉄鏃
２号地下式横穴墓 タケ亜科 - 樹皮巻上に布痕跡 - ₁₁₂₆

No.₂₉ 鉄鏃
２号地下式横穴墓 - - 紐・布 - ₁₁₃₅

No.₃₁ 鉄鏃
２号地下式横穴墓 タケ亜科 - 樹皮上の平織布 - ₁₁₂₇

No.₃₅ 鉄鏃
２号地下式横穴墓 タケ亜科 - - - ₁₁₂₉

No.₃₉ 鉄鏃
₄₇号地下式横穴墓 直交縄連組織：イネ科 - 直交縄連組織 - ₁₁₉₀

No.₄₀ 鉄鏃
₄₇号地下式横穴墓 タケ亜科 - 有機質・布・糸 - ₁₁₉₁

No.₄₁ 鉄鏃
₄₇号地下式横穴墓 タケ亜科 - 毛・皮革 大型哺乳類の毛 ₁₁₈₄

No.₄₃ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 広葉樹散孔材 - 布 - ₁₂₄₀

No.₄₄ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 直交縄連組織：イネ科 - 直交縄連組織・毛 大型哺乳類の毛 ₁₂₂₄

No.₄₅ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 - - 皮革・直交縄連組織 - ₁₂₀₅

No.₄₇ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 タケ亜科 - 布・直交縄連組織・毛

小型哺乳類の毛
または大型哺乳類

の下毛
₁₂₀₇

No.₄₈ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 - - 毛・皮革・布

小型哺乳類の毛
または大型哺乳類

の下毛
₁₂₃₅

No.₅₃ 鉄鏃
₄₇号地下式横穴墓 タケ亜科 - 毛・布痕跡

小型哺乳類の毛
または大型哺乳類

の下毛

₁₁₇₆
₁₁₇₇

No.₅₅ 鉄鏃
₄₇号地下式横穴墓 - - 皮革・毛・直交縄連組織 大型哺乳類の毛 ₁₁₇₄

No.₅₈ 鉄鏃
₇₀号地下式横穴墓 直交縄連組織：イネ科 - 直交縄連組織 - ₁₂₃₆

第79表　分析項目と推定結果一覧（２）
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８　町田堀遺跡出土鉄器付着有機物の材質同定
　小林克也（株式会社パレオ・ラボ）

１．はじめに
　町田堀遺跡から出土した鉄器付着有機物の材質分析を
行った。

２．試料と方法
　試料は，Ｆ－₂₂区₄₇号地下式横穴墓玄室から出土し
た鉄鏃（試料No.₇₇），Ｆ－₂₂区₂₆号地下式横穴墓玄室
から出土した異形鉄器（試料No.₇₈），Ｇ・Ｈ－ ₁₉区₁₈
号地下式横穴墓竪坑から出土した異形鉄器（試料No.₈₅）
の₃点である。
　以下の分析を行い，試料ごとに報告を記載した。試料
分析内容は第₈₀表に記載した。
　樹種同定については，出土鉄器から樹種同定用に微小
片を採取し，材の横断面（木口），接線断面（板目），放
射断面（柾目）について，カミソリと手で割断面を作製
し，整形して試料台にカーボンテープで固定した。その
後イオンスパッタにて金蒸着を施し，走査型電子顕微鏡

（日本電子（株）製　JSM-₅₉₀₀LV）にて検鏡および写真
撮影を行なった。
　付着有機物については，マイクロスコープ（KEYENCE
社製　VHX-₁₀₀₀）および走査型電子顕微鏡（日本電子

（株）製　JSM-₅₉₀₀LV）を用いて鉄器に残存する有機質
を観察した。観察画像から有機物の種類等を考察した。

３．結果と考察
3-1．試料No.77　鉄鏃（第556図）
　観察箇所₇₇-aでは，直径₅₀ ～ ₁₀₀μmの多数の針状
の有機物が，複雑に絡みあう様子が確認できた（第₅₅₇
図）。針状の有機物を拡大すると毛髄質が確認でき，哺
乳類の毛と判断した（第₅₅₈図）。剥落した毛の一部を採
取し，断面を走査型電子顕微鏡にて観察したが，毛髄質
の形状は明瞭に確認できず，種の同定は行えなかった

（第₅₅₉図）。

　観察箇所₇₇-bでは，皮革と毛が観察された（第₅₆₀
図）。剥落した皮革の走査型電子顕微鏡による断面観察
では，皮革が鉄と置換されているため，不明瞭ではある
が，皮革を構成する膠原繊維が複雑に絡み合う様子が伺
える（第₅₆₁図）。
　観察箇所₇₇-cでは，樹皮が確認できた（第₅₆₂図）。
また観察箇所₇₇-ｄは肉眼観察で木質であることが確認

第556図　試料No.77　鉄鏃の観察箇所

第557図　観察箇所77-a（毛）

第558図　観察箇所77-a拡大（毛髄質）

第559図　毛髄質の拡大
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第560図　観察箇所77-b（皮革）

第561図　皮革の断面

第562図　観察箇所77-c（樹皮）

第563図　試料No.78　異形鉄器の観察箇所

第564図　顕微鏡観察78-a（皮革）

第565図　皮革の断面

できた。剥落した試料について，走査型電子顕微鏡観察
を行った結果，横断面では年輪界は確認できなかった
が，道管は確認できた。しかし接戦断面，放射断面では
劣化が進んでおり，材組織の形状観察が行えなかった。
そのため，広葉樹までの同定に留めた（第₅₆₈図-₁）。

3-2．試料No.78　異形鉄器（第563図）
　観察箇所₇₈-aでは，皮革が観察された（第₅₆₄図）。
剥落した皮革の走査型電子顕微鏡による断面観察では，
皮革が鉄と置換されているため，不明瞭ではあるが，皮
革を構成する膠原繊維が複雑に絡み合う様子が伺える

（第₅₆₅図）。
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第566図　試料No.85　異形鉄器の観察箇所

第567図　観察箇所85-a（樹皮）

　観察箇所₇₈-bは肉眼観察で木質であることが確認で
きた。剥落した試料について，走査型電子顕微鏡観察を
行った結果，横断面では年輪界を挟んで径の大きな道管
と径の小さな道管がみられ，環孔材であることが確認で
きた。また放射断面の小道管ではらせん肥厚が確認でき
たが，放射組織などのほかの材組織や接戦断面は劣化が
進んでおり，形状観察が行えなかった。そのため，環孔
材までの同定に留めた（第₅₆₈図-₂）。

3-3．試料No.85　異形鉄器（第566図）
　観察箇所₈₅-aでは，樹皮が確認できた（第₅₆₇図）。
また観察箇所₈₅-bは肉眼観察で木質であることが確認
できた。剥落した試料について，走査型電子顕微鏡観察
を行った結果，横断面では年輪界は確認できなかった
が，径の小さな道管が，やや密に散在しているのがみら
れ，散孔材であることが確認できた。接線断面では多列
の放射組織が確認できるが，劣化が著しく，放射組織の
列数や異性同性の区別ができなかった。そのため，散孔
材までの同定に留めた（第₅₆₈図-₃）。

第80表　町田堀遺跡出土鉄器付着有機物の材質同定結果

試料No. 地区 層位 出土場所
付着していた有機物 掲載

番号皮革 毛 樹皮 木質

77 F－22区 - 47号地下式横穴墓玄室 ◯ ◯ ◯ 広葉樹 1186

78 Ｆ－22区 - 26号地下式横穴墓玄室 ◯ 環孔材 1167

85 Ｇ・Ｈ－19区 Ⅰ層 18号地下式横穴墓竪坑 ◯ 散孔材 1162
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第568図　町田堀遺跡出土鉄器付着木材の走査型電子顕微鏡写真

1a-1c.広葉樹(77-d)，2a-2c.環孔材(78-b)，3a-3c.散孔材(85-b)
a:横断面，b:接線断面，c:放射断面

1c

2c

3c

1a

2a

3a

1b

2b

3b
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９　町田堀遺跡のテフラ分析
　パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに
　町田堀遺跡は，鹿児島県鹿屋市串良町細山田に位置
し，串良川と肝属川に挟まれるシラス台地に所在する。
調査区の位置する台地の標高は約₁₀₀m程度である。
　発掘調査により，縄文時代から古代までの遺構が検出
されている。遺構は，古墳時代の地下式横穴墓，弧状遺
構，溝状遺構，古道や縄文時代の竪穴住居，土坑，ピッ
ト，集石遺構などである。
　本報告では，遺構の埋土中に含まれている火山砕屑物
を抽出し，その鉱物組成や砕屑物の特徴などを捉えるこ
とによって，テフラであることを確認する。それらのテ
フラの特徴より，含有されるテフラを同定し，遺構およ
び遺物に関わる年代資料を作成する。

１．試料
　試料は，町田堀遺跡より採取された３点の遺構埋土で
ある。
　それぞれ１～３の試料番号が付されている。以下に，
各試料について述べる。
・試料番号１：５号竪穴住居跡
　調査区２の弥生時代の５号竪穴住居跡第２層から採取
された。遺構における層位から暗紫ゴラと推定されてい
る。試料の外観は，黒褐色の砂礫まじりシルトである。
礫の最大径は，約２㎜。
・試料番号２：６号竪穴住居跡
　調査区２の弥生時代の６号竪穴住居跡第２層から採取
された。遺構における層位から暗紫ゴラと推定されてい
る。試料の外観は，黒褐色の砂礫まじりシルトである。
礫の最大径は，約４㎜。
・試料番号３：１号溝状遺構
　調査区２の古墳時代の１号溝状遺構土層ポイントF-F’
から採取された。遺構における層位から青コラと推定さ
れている。試料の外観は，黒褐色の砂礫まじりシルトで
ある。礫の最大径は，約２㎜。

２．分析方法
　試料約₄₀gに水を加え超音波洗浄装置により分散，
₂₅₀メッシュの分析篩を用いて水洗し，粒径₁/₁₆㎜以下
の粒子を除去する。乾燥の後，篩別し，得られた粒径
₁/₄㎜ -₁/₈㎜の砂分をポリタングステン酸ナトリウム

（比重約₂.₉₆に調整）により重液分離，重鉱物を偏光顕
微鏡下にて₂₅₀粒に達するまで同定する。重鉱物同定の
際，不透明な粒については，斜め上方からの落射光下で
黒色金属光沢を呈するもののみを「不透明鉱物」とする。

「不透明鉱物」以外の不透明粒および変質等で同定の不
可能な粒子は「その他」とする。火山ガラス比は，重液
分離した軽鉱物分における砂粒を₂₅₀粒数え，その中の
火山ガラスの量比を求める。火山ガラスの形態分類は，
その形態によりバブル型・中間型・軽石型の３タイプに
分類した。各型の形態は，バブル型は薄手平板状，中間
型は表面に気泡の少ない厚手平板状あるいは破砕片状な
どの塊状ガラスであり，軽石型は小気泡を非常に多く
持った塊状および気泡の長く伸びた繊維束状のものとす
る。ただし，町田堀遺跡においては，火山ガラスを含ま
ずにスコリアを多く含む特徴を持つ，開聞岳から噴出し
たテフラが検出されると考えられる。そこでスコリアが
認められた場合には火山ガラスと同様に計数することに
した。
　屈折率の測定は，処理後に得られた軽鉱物分から摘出
した火山ガラスと重鉱物分から摘出した斜方輝石とを対
象とする。屈折率の測定は，古澤（₁₉₉₅）のMAIOTを
使用した温度変化法を用いる。

３．結果
（１）重鉱物・火山ガラス比分析
　結果を，第₈₁表，第₅₆₉図に記す。以下に各試料の重
鉱物組成および火山ガラス比を述べる。
・試料番号１：５号竪穴住居跡
　重鉱物組成は，カンラン石が多く含まれ，ついで不透
明鉱物，単斜輝石，斜方輝石が伴われ，極めて微量の角
閃石が含まれる。火山ガラス比は，スコリアが多く含ま
れ，バブル型火山ガラス，中間型火山ガラス，軽石型火
山ガラスが極めて微量含まれる。

第81表　重鉱物火山ガラス分析結果
試
料
番
号

試
料
の
詳
細

カ
ン
ラ
ン
石

斜
方
輝
石

単
斜
輝
石

角
閃
石

不
透
明
鉱
物

そ
の
他

合
計

バ
ブ
ル
型
火
山
ガ
ラ
ス

中
間
型
火
山
ガ
ラ
ス

軽
石
型
火
山
ガ
ラ
ス

ス
コ
リ
ア

そ
の
他

合
計

1 ５号竪穴住居跡 95 36 46 2 60 11 250 1 2 3 104 140 250
2 ６号竪穴住居跡 101 42 34 2 64 7 250 3 1 9 111 126 250
3 １号溝状遺構 11 125 48 1 58 7 250 2 2 24 90 132 250
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　また，分析処理で得られた₁/₄㎜以上の砂分について，
実体顕微鏡による観察を行ったところ（以下，全点同様
の観察を行った），微量のバブル型火山ガラスと軽石型
火山ガラス，多量のスコリアが多量混在していることが
確認された。バブル型火山ガラスと軽石型火山ガラス
は，無色透明のものが多く，まれに淡褐色を帯びたもの
も少量認められた。スコリアは，最大径約₂㎜で，黒色
で発泡不良が多く，ついで黒色で発泡やや不良が多く，
この他に灰褐色で発泡不良，赤色で発泡不良のものが微
量混在している。

・試料番号２：６号竪穴住居跡
　重鉱物組成は，カンラン石を主体とし，ついで不透明
鉱物が多く含まれ，斜方輝石，単斜輝石が伴われ，極め
て微量の角閃石が含まれる。火山ガラス比は，スコリア
が多く含まれ，バブル型火山ガラス，中間型火山ガラ
ス，軽石型火山ガラスが極めて微量含まれる。
　₁/₄㎜以上の砂分では，微量のバブル型火山ガラスと
軽石型火山ガラス，スコリアが多量混在していること
が確認された。バブル型火山ガラスと軽石型火山ガラ
スは，無色透明のものが多く，まれに褐色や淡褐色を
帯びたものも少量認められた。スコリアは，最大径約
₁.₈㎜で，黒色で発泡不良が多く，ついで黒色で発泡や
や不良が多く，この他に赤色で発泡不良が微量混在し
ている。

・試料番号３：１号溝状遺構
　重鉱物組成は，斜方輝石を主体とし，不透明鉱物，単
斜輝石，カンラン石などを伴う組成を示す。火山ガラス
比は，スコリアが多く含まれ，バブル型火山ガラス，中
間型火山ガラス，軽石型火山ガラスが伴われる。ただ
し，軽石型火山ガラスにやや富む組成を示す。
　₁/₄㎜以上の砂分について，微量のバブル型火山ガラ
スと軽石型火山ガラス，微量の軽石，多量のスコリアが
混在していることが確認された。バブル型火山ガラスや
軽石型火山ガラスは，多くが無色透明であるが，淡褐色
や褐色を帯びたものも少量認められた。軽石は，最大径
₁.₁㎜で，白色で発泡良好，斜方輝石の斑晶を包有して
いる。スコリアは，最大径約₂.₅㎜で，黒色で発泡不良
が多く，ついで，灰褐色で発泡やや不良のスコリアがや
や多く含まれ，黒色で発泡やや不良，灰黒色で発泡不
良，赤色で発泡不良が微量混在している。

（２）屈折率測定
　上述の結果のとおり，火山ガラスは，微量の検出で
あったため，火山ガラスの屈折率は，計数にばらつきが
あるものの全点で実施している。以下に，試料ごとに記
載を行う。

１）火山ガラス
　火山ガラスの屈折率測定結果を第₅₇₀図に記す。
・試料番号１：５号竪穴住居跡
　n₁.₄₉₉の低屈折率の値と，n₁.₅₁₁-₁.₅₁₂の高屈折率の
レンジを示す。計数が少ないため，モードは不明瞭であ
る。
・試料番号２：６号竪穴住居跡
　n₁.₄₉₆-₁.₅₀₀までの低屈折率のレンジと，n₁.₅₀₄-
₁.₅₁₀までの比較的高屈折率のレンジとに明瞭に分かれ
る。モードは不明瞭であるが，n₁.₅₀₅およびn₁.₅₁₀前後
の２つであるとみられる。
・試料番号３：１号溝状遺構
　n₁.₄₉₇-₁.₅₀₀までの低屈折率のレンジと，n₁.₅₀₅のレ
ンジ，n₁.₅₀₉-n₁.₅₁₄までの比較的高屈折率のレンジと
に明瞭に分かれる。モードは，n₁.₅₁₁前後であると考え
られる。

２）斜方輝石
　斜方輝石の屈折率測定結果を第₅₇₁図に記す。
・試料番号１：５号竪穴住居跡
　γ₁.₆₉₉-₁.₇₁₃のレンジで，モードはγ₁.₇₀₄とγ₁.₇₁₁
前後であると考えられる。
・試料番号２：６号竪穴住居跡
　γ₁.₇₀₃-₁.₇₁₃のレンジで，モードはγ₁.₇₁₁前後であ
ると考えられる。
・試料番号３：１号溝状遺構
　γ₁.₇₀₁-₁.₇₁₄のレンジで，モードはγ₁.₇₀₇前後であ
ると考えられる。

４．考察
　試料番号１および２は，分析により確認された砕屑物
の特徴を考慮すると，カンラン石を主な重鉱物とするス
コリア質のテフラであると判断される。町田堀遺跡の地
理的位置と九州南部におけるテフラの分布を考慮すれ
ば，これらのスコリア質テフラは，開聞岳を給源とする
テフラに対比される。
　藤野・小林（₁₉₉₂;₁₉₉₇）などの記載に従えば，開聞岳
の火山活動はスコリアの噴出と溶岩の流出を繰り返した
とされている。テフラ層については，約₄,₀₀₀年前の噴
火によるKm１から平安時代の噴火によるKm₁₂までを
区分しており，噴出物の主体はスコリアと岩片および細
粒火山灰からなるとしている。また，各テフラ層の中で
給源からやや離れた地域に降下堆積し，硬く固結した状
態の火山灰を「コラ」であるとしており，Km１には黄
ゴラ，Km４には灰コラ，Km９には暗紫コラ，Km₁₁に
は青コラ，Km₁₂には紫コラとよばれる火山灰層がそれ
ぞれ挟まれている。各コラの噴出年代については，奥野

（₂₀₀₂）により暦年代が示されており，黄ゴラは₄,₄₀₀年
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第569図　重鉱物組成および火山ガラス比分析結果

第570図　火山ガラス屈折率 第571図　斜方輝石の屈折率
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前，灰コラは₃,₄₀₀年前，暗紫コラは₁,₉₀₀年前，青コラ
は７世紀，紫コラはAD₈₇₄年とされている。
　当社では，上述した開聞岳のテフラの標準試料を所有
しており，それらのスコリアの色調，発泡度，量比の組
み合わせ，斜方輝石の屈折率に関するデータとの比較か
ら，開聞岳のテフラのある程度の対比・同定が可能であ
る。
　試料番号１および２の分析結果は，火山ガラスが殆ど
含まれずにスコリアが多く含まれ，カンラン石が多く含
まれることから開聞岳のテフラに対比される。これら
は，黒色発泡不良のスコリアが多く，ついで黒色発泡や
や不良のスコリアが多いという色調および発泡度から，
暗紫コラに対比される。
　試料番号１の斜方輝石の低屈折率のレンジにおいて
も，暗紫コラに由来するものであると考えられる。ただ
し，暗紫コラの斜方輝石の屈折率は，青コラや紫コラに
比べて比較的屈折率が低く，本試料のモードがγ₁.₇₁₁
前後に高屈折率のレンジが認められることから，鬼界-
アカホヤテフラ（K-Ah:町田・新井,₁₉₇₈）の斜方輝石も
混入していると考えられる。
　試料番号２の斜方輝石の屈折率のレンジは，試料番号
１よりも高い値を示す。斜方輝石のモードはγ₁.₇₁₁付
近に認められることから，K-Ahの斜方輝石が混入して
いることが考えられる。おそらく，試料番号２に含まれ
る暗紫コラに由来する斜方輝石は，屈折率測定において
K-Ahの斜方輝石に対して相対的に計数が少なくなった
と考えられる。このように試料番号２の分析値からは，
暗紫コラの識別は困難であるが，検出されたスコリアの
色調と発泡度を見ると，黒色発泡不良のスコリアや黒色
発泡やや不良のスコリアが多い特徴から，暗紫コラに対
比されるといってよい。試料番号１および２に微量含ま
れる火山ガラスは，その屈折率から，低屈折率のレンジ
が，シラスに由来する火山ガラス，比較的高屈折率のレ
ンジが，K-Ahの火山ガラスに対比される。
　試料番号３は，斜方輝石を主な重鉱物とし，少量のカ
ンラン石が認められた。スコリアが多く含まれているこ
とから，開聞岳起源のテフラと推定される。試料番号３
は，火山ガラスの量比が他の試料に比べて多いという点
や，主な重鉱物として斜方輝石が含まれるという特徴が
ある。
　火山ガラスの形態，色調および屈折率，主な重鉱物と
して斜方輝石を示す組成より，本試料には，K-Ahが多
く混在していると考えられる。これは，周囲からの流入
または，溝内に最下部に堆積するアカホヤの掘り返しな
どの影響が考えられ，K-Ahに由来する斜方輝石が多い
重鉱物組成であり，相対的にカンラン石の量比が減少し
たと考えられる。すなわち，本来の重鉱物組成を示して
いない可能性がある。

　この試料番号は３，調査時の所見により，青コラに対
比されている。青コラは，斜長石斑晶を多く含む特徴が
他のコラと区別する指標となっているが，本試料のスコ
リアはそのような特徴が認められない。また，このスコ
リアは，黒色発泡不良のスコリアについで灰褐色発泡や
や不良のスコリアが多く含まれるという組成を示すこと
から，青コラより下位の暗紫コラともその組成が異なっ
ている。
　ところで，斜方輝石の屈折率は，K-Ahの斜方輝石の
γ₁.₇₁₀-₁.₇₁₅のレンジに対比されるが，γ₁.₇₀₇前後の
低いモードは，当社保有の紫コラの斜方輝石のモードと
ほぼ類似している。紫コラは，暗紫コラと異なるスコリ
アの色調や発泡度，それらの量比の特徴，斜方輝石の屈
折率のモードを考慮すると，試料番号３に確認される開
聞岳のテフラは，紫コラに対比される可能性がある。
　一方，₁/₄㎜の砂分に微量混在している軽石であるが，
これは開聞岳以外の給源が考えられる。調査区内の土層
では，池田湖カルデラ起源のテフラである池田湖テフラ

（Ik:成尾・小林,₁₉₈₃）に由来する軽石がⅢ層に散在し
ており，試料番号３の火山ガラスおよび斜方輝石の屈折
率は，Ikに由来する火山ガラスや斜方輝石のレンジと
も該当する。また，試料番号３の重鉱物に微量含まれる
角閃石も，IKに由来するとも考えられる。したがって，
試料番号３の微細な軽石は，Ikのテフラに由来する可
能性もあるが，桜島起源のテフラに由来する可能性も排
除できない。引き続き，各層位のテフラの検討や出土遺
物の検討などをもとに総合的な検証が望まれる。
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図版1　重鉱物・火山ガラス

１．重鉱物　５号竪穴住居跡

３．重鉱物　６号竪穴住居跡

５．重鉱物　１号溝状遺構

２．火山ガラス　５号竪穴住居跡

４．火山ガラス　６号竪穴住居跡

６．火山ガラス　１号溝状遺構
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第572図　重鉱物・火山ガラス
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第５章　総括

　町田堀遺跡は昭和₅₀年代に実施された大隅地区分布
調査により認識された遺跡で，弥生時代の土器片等が採
取されている。平成₂₄年に県内遺跡事前調査により，
縄文時代後期･弥生時代・古墳時代の遺物が確認され
た。また，古墳時代の地下式横穴墓の存在も確認された
ものである。大隅地区分布調査によって，串良川に面す
る台地縁辺部に数多くの遺跡が発見されているが，東九
州自動車道の建設に伴いそれらの遺跡が調査されること
になり，鹿屋市串良町細山田地区において石縊遺跡・
十三塚遺跡・立小野堀遺跡・田原迫ノ上遺跡・牧山遺
跡・町田堀遺跡・川久保遺跡・小牧遺跡等が相次いで調
査され，現在も調査が継続している。
　町田堀遺跡は平成₂₅年度に調査が実施され，縄文時
代後期・晩期，弥生時代前期・中期，古墳時代の遺構遺
物が出土している。
　縄文時代後期では，後期後半と考えられる中岳Ⅱ式土
器に伴う竪穴住居跡３軒，落とし穴２基，石斧集積遺構
２基，集石遺構₁₁基，埋設土器₁₂基，土坑・ピットが
検出されており，縄文時代後期後半の中岳Ⅱ式土器の時
期の様相が明らかになった。また，２号住居跡から出土
した石刀は当時の精神文化を窺える資料であると共に，
これまで表採資料が多く時期判定が困難な石刀が中岳Ⅱ
式土器に伴うことが明らかで，縄文時代後期後半に位置
づけることが出来る貴重な資料である。石刀には朱が塗
られその上に漆が塗られていることも判明している。そ
の他にヒスイ製の垂飾・小玉が出土している点も特筆さ
れる。ヒスイは分析の結果，新潟県糸魚川で産出される
ものであることが判明しており，当時の広範な交流が窺
えるものである。
　鹿児島県内で縄文時代のヒスイが出土している遺跡に
ついてみると，南さつま市（旧加世田市）上加世田遺跡

（縄文時代晩期）の獣形勾玉と日置市東市来町市ノ原遺
跡の勾玉（縄文時代），垂水市柊原遺跡（縄文時代晩期），
薩摩郡さつま町の水天向遺跡（縄文時代晩期），西之表
市の現和巣遺跡の大珠の５例のみである。
　埋設土器₁₂基についてみると，₁₁号埋設土器を除い
てほとんどが調査区１（Ｅ～Ｈ－₁₃ ～ ₁₆区）の集中し
ている。また，石斧集積遺構２基もこの調査区におい
て検出され，ここが特殊な場所で会ったことが推測さ
れる。
　打製石斧が破損品も含めて₇₂₄点出土していることも
特筆すべき点である。扁平打製石斧は土掘り具と考えら
れ，これだけの数が出土していることから農耕に近い作
業が行われていたものと考えられる。

　弥生時代についてみると，遺物量は少ないが調査区４
を中心に前期の土器が出土している。
　弥生時代中期では，調査区２の範囲に竪穴住居跡３軒
が検出されている。いずれも埋土の上層に開聞岳起源の
暗紫コラ（約₂,₀₀₀年前）の堆積が認められる。暗紫コラ
は錦江町（旧大根占町）山ノ口遺跡の山ノ口式土器や軽
石製品に付着しているのが古くより知られており，弥生
時代中期の山ノ口式土器とほぼ同時期であると言われて
きたものである。大隅半島は開聞岳の西側に位置するた
め，開聞岳の大きな爆発による火山灰は偏西風に乗り
大隅半島へ降り注いだものと思われ，暗紫コラ（₂₀₀₀
年前），青コラ（７世紀後半），紫コラ（₈₇₄年）が遺構
内や窪地において検出される。そのために，竪穴住居
が廃棄されてまだ埋まりきらず，凹みのある時期に開
聞岳が爆発しその火山灰が凹みに堆積して残ったもの
と考えられる。
　古墳時代では，南九州特有の地下式横穴墓が₈₈基と
土坑墓２基が検出された。鹿児島県内では立小野堀遺跡
に次いで２番目の調査基数である。元来地下式横穴墓は
群集する傾向にあり，他にも同等の群集墓は存在するも
のと思われるが，地下式横穴墓は現在では地表に標識が
無く偶然発見されるために，単独でしか調査が行われな
かったものである。面的な調査のためにこれまでに知ら
れていなかった円形周溝や弧状遺構に伴う地下式横穴墓
も確認された。円形周溝に伴う地下式横穴墓は都城市築
池地下式横穴墓群で発見されているが，県内では初めて
の例である。また，周溝部分に竪坑を掘って造られる地
下式横穴墓は前方後円墳や円墳の周溝部分に竪坑を掘る
地下式横穴墓と同様の意味合いがあるのではないだろう
か。その意味合いについては，主従関係なのか血縁関係
なのか等考えられるが，いまだ結論はでていない。
　面的な調査により，祭祀空間や土器破砕祭祀等の痕跡
も確認された。祭祀空間については，近年の調査で高塚
古墳や地下式横穴墓に関わる事例が増えている。土器破
砕祭祀については，立小野堀遺跡で数多く確認されてい
る。土器破砕祭祀において特徴的なことは，大型の二重
口縁壺がよく使われている点である。二重口縁壺は地下
式横穴墓の調査時に発見されることが多く，地下式横穴
墓と密接な関係にあるものと思われる。二重口縁壺は，
一部集落遺跡からも出土しているが，鹿屋市祓川地下式
横穴墓群，鹿屋市串良町立小野堀遺跡，岡崎古墳群，曽
於郡大崎町下堀遺跡等で出土例が知られる。二重口縁壺
の中には破砕するためだけに作られたと思われるものも
見られる。  
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　南九州では古墳時代の鉄器の中に実用的ではない異形
鉄器（鉄鏃）があることが知られていた。指宿市山川町
成川遺跡をはじめ，大崎町下堀遺跡，宮崎県小林市松ノ
元地下式横穴墓の３遺跡が知られていたが，近年の調査
では立小野堀遺跡で多くの異形鉄器が出土し，町田堀遺
跡でも出土している。形状は様々であるが，大型で実用
的でない点は一致している。おそらく鉄鋌もしくは鉄器
として持ち込まれた素材を加工し直して作られたものと
思われるが，威信材としてか，あるいは埋葬用として作
られたものではないだろうか。
　地下式横穴墓は基本的には群集するものであるが，切
り合う事例がほとんどないのが現状である。これまでに
切り合いが確認されているのは都城市築池遺跡で２例，
立小野堀遺跡で２例と少ない。このように切り合いがな
いのは盛り土なりの何らかの標識及び約束事があったか
らであろうと考えられてきた。町田堀遺跡でも２例の切
り合いが見られるが，いずれもそこに墓があり，どのよ
うに埋葬されていたか理解した上で後から埋葬した状況
が窺われる。変則的な追葬と考えられるが，より密接な
関係（血縁等）にあるものと考えられる。
　近年，南九州では古墳の調査が行われるようになって
きた。それらの調査により新しい資料や知見が加わった
ことにより，南九州の古墳文化の研究が進んできた。鹿
児島大学総合研究博物館の橋本達也准教授による岡崎古
墳群・神領₁₀号墳の調査をはじめとして，塚崎古墳群・
唐仁古墳群・横瀬古墳等の史跡整備のための調査。開発
に伴う記録保存調査で立小野堀遺跡・下堀遺跡・名主原
遺跡・祓川地下式横穴墓群等である。その成果としては
第３章－第３節－３（古墳時代の調査）の小結で詳述し
たように，大隅半島の古墳は塚崎古墳群（４世紀代）か
ら始まり，唐仁古墳群，横瀬古墳と首長墓の系譜が移り
変わることが知られてきた。また，６世紀になると高塚
古墳が造られなくなる傾向も見えてきた。
　これまで内陸部にある小型の地下式横穴墓は新しく考
えられてきたが，初期須恵器を伴うものがあり５世紀前
半代の地下式横穴墓の存在が知られてきた。立小野堀遺
跡では，愛媛県市場南組古窯跡産の須恵器（TK₂₁₆段階）
が出土し，５世紀前半代の地下式横穴墓が存在すること
が判明した。TK₂₁₆段階の須恵器を伴う地下式横穴墓は
岡崎₁₈号墳の周溝に造られた１号地下式横穴墓及び塚
崎₃₁号墳の周溝に造られた地下式横穴墓に伴うことも
知られている。これまでの所５世紀前半代として認識さ
れていた地下式横穴墓は以上であるが，町田堀遺跡で
は，須恵器は出土していないものの，成川式土器の内の
東原式段階の坩と高坏が伴うと思われる地下式横穴墓の
存在が明らかで，町田堀遺跡でも５世紀前半から地下式
横穴墓が造られていたことが判明した。
　５世紀前半代の志布志湾沿岸部では，大崎町横瀬古墳

が造られていた時期である。横瀬古墳は全長₁₆₀ｍを超
す大型の前方後円墳で，九州内でも最大級の古墳であ
り，南九州だけでなく九州内でも盟主的な位置にある古
墳である。当然横瀬古墳の被葬者は中央勢力とも密接な
関係にあり，鉄器や須恵器等を入手出来る立場にあった
ものと思われる。それらの貴重品は兵を提供することの
代償として当地域の首長級の人物へと下賜されたのでは
ないだろうか。近年，朝鮮半島で大隅地域の地下式横穴
と類似した地下式横穴墓が発見されたり，鉄鋌・鑷子状
鉄製品・素環頭太刀や青銅製鈴等朝鮮半島との関連性の
ある遺物が副葬された地下式横穴墓が大隅半島で見つ
かっており，朝鮮半島と大隅半島に密接な関係があると
指摘されている。このことは，大隅半島から兵士として
朝鮮半島へ送り込まれた人々がいたことを裏付けるもの
ではないだろうか。
　町田堀遺跡の地下式横穴墓群の存続期間についてみる
と，古いものでは，土器や鉄鏃の年代観から５世紀前半
代と考えられるが，いつまで造られていたかについて
は，鉄鏃の中に長頸鏃等の新しい資料が見られないこと
や土器にも新しい要素が見られないことから５世紀代の
短期間であった可能性が高い。
　町田堀遺跡について，概括を述べてきたが，まだま
だ，課題は山積している。特に古墳時代では，新しい情
報も得られたが，消化出来たとは思えない。今後の研究
の一助となり，問題提起が出来得れば幸いである。
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①Ｇ・Ｈ−14区南北土層ベルト　②Ｇ−14区先行トレンチ東壁　③Ｊ−28区南北土層ベルト
④Ｈ−28区南北土層ベルト　⑤Ｋ−30・31区先行トレンチ東西土層ベルト
⑥Ｋ−34区先行トレンチ東西土層ベルト　⑦Ｉ・Ｊ−34区南北土層ベルト　⑧Ｋ～Ｍ−34区南北土層ベルト
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①～④１号竪穴住居跡　⑤～⑧２号竪穴住居跡
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①・②１号埋設土器　③・④２号埋設土器　⑤・⑥３号埋設土器　⑦・⑧４号埋設土器
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①・②５号埋設土器　③６号埋設土器・５号集石遺構　④７号埋設土器
⑤・⑥８号埋設土器　⑦・⑧９号・10号埋設土器
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