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第49表　出土石器一覧表（3）
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第Ⅷ章　中世の遺構と遺物
　 中世の遺構は，調査区のほぼ中央にK７～11区を中心に，掘立柱建物跡，配石遺構，土坑，畠
跡などが，遺物包含層であるⅡb層下面より検出された。
　出土遺物は，土師器，瓦質土器などの土器や，樺万丈窯系須恵器，中国陶器などの陶器，白磁，
青磁などの磁器，羽口，取瓶などの土製品，滑石製品などの石器が調査区全体から広く出土してい
る。割合的には，遺構検出地帯よりも，やや南側（K３～５区）から多く出土している。
　
第１節　検出遺構（第181～183 図　1～3）　　
　中世の遺構と考えられるものは，「第183図，中世の遺構分布図」に示したように掘立柱建物跡
１棟，配石遺構１基，土坑・ピット１基，畠跡１枚が検出された。いずれも，遺物包含層であるⅡ
b層下面より検出されたものが中心である。
　遺構内からの出土遺物は少なく，白磁や滑石製品など遺構内出土遺物については，「第２節出土
遺物」の項で他の遺物と一緒に取り扱った。

１　中世の掘立柱建物跡（第181図）
　K７区で，畠跡の南側に隣接するように検出された。建物の規模は２間×３間であり，一部撹
乱部分もあり定かでないが９個のピットからなり，主軸は略南北方向である。桁行は約3.13ｍ，梁
行は約3.51ｍであり，柱間寸法は2.17ｍ前後でほぼ等間隔である。床面積はおよそ21.2㎡であり，
長方形の建物である。ピットは円形または楕円形を呈し，平均して径0.2×0.21ｍ，深さ0.32ｍであ
り，ほぼ同規模である。柱の径は，残存部分がなく，柱痕跡も見あたらないことから不明である
が，ピット底径とほぼ同規模のものと思われ，廃棄時に抜き取られた可能性も考えられる。
　ピット中の埋土は，中世の遺物包含層であるⅡb層の明褐色土であり，埋土中より白磁碗の口縁
部（第185図33）が１点出土したが，その他に出土遺物は確認されなかった。
　なお，掘立柱建物跡の建物規模，ピット形状などは，第50表に示した。

２　配石遺構（第182図）
　K9.5区で検出された。径42×26㎝，厚さ12㎝程度の比較的大型な平たい角礫から，径25×14㎝，
厚さ4㎝程度の小さめの角礫などを直線的に並べたものである。平面形は長方形を呈し，遺構の規
模は，南北約3.0ｍ，東西約3.5ｍである。北東部分に石の移動が見られ，直線的に伸びるように見

第50表　中世の掘立柱建物跡計測表
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第181図　中世の遺構1（掘立柱建物跡）
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第182図　中世の遺構2（配石遺構，土坑）
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第183図　中世の遺構3（畠跡）　中世の遺構配置図
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えるが，遺構内に現代の撹乱部分があるなど，その後の堆積状況により動いたものと推察される。
遺構内に掘り込みはなく，意図的に方形になるよう大小の礫を並べていることから，何らかの建物
の基礎部分にあたる礎石の可能性も考えられる。

３　畠跡（第183図）
　K7.5区で検出された。K７区で検出された掘立柱建物跡の北側に隣接している。近世以後に削平
された部分も見られるが，畝の形状から調査区外へ大きく広がると思われる。検出された面積は，
約87.6㎡で，畝溝幅が約25㎝，畝間は約70㎝間隔で8条である。長さは検出状況が異なるが，1.8～
11.6ｍである。埋土中より遺物は出土しなかった。
　掘立柱建物跡と隣接していることから，関連が推察される。

４　土坑（第182図）
　K11～12区で検出された。この調査区では，大きめの土坑が39基集中して検出され，時期的に
も古墳～近世まで混在している。土坑の規模は，長径1.32ｍ，短径1.16ｍ，深さ0.33ｍの円形を呈
し，埋土中より白磁碗の口縁部（第185図28）が出土した。

第２節　出土遺物（第184～186図　1～75）
　中世の遺物は，遺物包含層であるⅡb層を主として数多く出土した。一部は，Ⅲ層の古墳～古代
にかけての遺物と混じり合った状態で出土するものも少なくなかった。
　出土した遺物は，土師器，瓦質土器，須恵器などの土器や，天目埦などの中世陶器や中国陶器な
どの陶器類，白磁，青磁，青白磁などの磁器類，取瓶，羽口などの土製品，滑石製品などと多彩で
ある。

１　土器　（第184図 1～23）
　中世の土器は，調査区全体の南側を中心に出土した。出土したものはほとんどが土師器である
が，やや硬質な瓦器や，須恵器なども含まれている。
　土師器　（第184図　1～9）
　中世の土師器と思われるものは，K３～５区を中心に出土し，中心となるのは皿である。出土し
たもののうち９点についてのみ図化した。
　１～９は，土師器皿であり，底面の切り離しはいずれも糸切りである。浅黄橙色の精良な胎土を
用い，胎土中に赤色砂粒が多く混じる。１，２は，底径が８～９㎝と大きめの皿であり，底面から
やや直線的に立ち上がり，口唇部を丸く仕上げている。外面はヨコナデ調整を施し，底部と胴部の
境目にわずかな凹みを持つ。１は，口径16.4㎝，底径9.5㎝，器高3.5㎝である。２は，上部が欠損
しているが１とほぼ同じ器形と思われ，外面に黒斑が大きく見られる。
　３は，内湾しながら立ち上がるもので，低い充実気味の底面はわずかに張り出している。内面は
中央が凹んだ球形状を呈している。内外面ともヨコナデ調整を施す。
　４～９は，底径が５～７㎝，器高0.9～1.4㎝程度の小皿である。精製された胎土を用い，ヨコナ
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デ調整で仕上げている。４は内面が灰褐色化し，灯明皿として使用された可能性がある。８は，底
面の切り離し部分に張り出しが残る。
　瓦器  （第184図　10､11）
　10，11は，瓦器埦の口縁部である。精製された灰白色で硬質の胎土を用い，外面にナデ調整，内
面にヘラミガキ調整を施している。口唇部を丸く仕上げ，外反せず直口する。10は外面にヨコナデ
調整による稜が残る。内面は幅約３㎜の太めのヘラミガキを施し，ミガキの隙間は見られない。11
は，器面が摩滅しており，表面に空洞が見られる。
　須恵器 （第184図　12～19）
　須恵器は，出土総数12点中８点を図化した。器種は，甕，鉢，片口，捏鉢などで，全体的に低温
焼成であり，胎土は瓦質に近い灰白色である。
　12～14は甕である。12は，玉縁状を呈した口縁部で内外面ともナデ調整を施す。鉢の可能性もあ
る。13，14は，内面にハケメ調整，外面に格子目状のタタキ調整を施す。16は，内面に櫛状工具に
よる条痕が残る擂鉢である。17は，口縁部の一部を下方へ曲げ注口とした片口で，下位に縦方向の
ハケメ調整痕が残る。18は捏鉢の底部であり，内外面ともハケメ調整痕を丁寧にナデ消している。
12～14，16～19は，樺万丈窯系の須恵器である。
　15は，外面に鋸歯状のタタキ痕が残るものである。

　陶器 （第184図　20～23）
　陶器は，調査区南側全体で出土している。出土した遺物は，国内で製作された中世陶器と，貿易
により中国から輸入された中国陶器に大別される。　
　天目埦 （第184図 20）
　天目埦は，K２～３区，K８～９区で５点出土し，その中で１点について図化した。
　20は，やや直線的に開く胴部が口縁部でわずかに外反する埦であり，口唇部を丸く仕上げてい
る。全体に黒褐色の釉が掛かり，口縁部周辺は明緑灰色である。口唇部の釉は剥ぎ取られている。
釉の発色が悪く，表面に細かい気泡が浮き出ている。口縁部のみの出土のため全体型は不明であ
る。図化しなかったものもほぼ同程度の器形であると思われる。
　中国陶器 （第184図　21～23）
　貿易により輸入された中国陶器も，数多く出土している。総点数は42点であり，調査区の中央か
ら南側にかけてやや集中が見られる。その中から３点について図化した。
　21～23は，中国陶器である。21は，内湾しながら立ち上がり，口縁部が直口する鉢である。口唇
部を肥厚させ平坦面を作り出し，内面に大きめの段を持つ。全体に褐釉が掛かるが，発色が弱い。
胎土に白色砂粒を多く含み，外面にも浮き出ている。22は，外面に黒釉を施釉した取手であり，部
分的な出土のため全体器形は不明であるが，水柱の取手であると思われる。取手中央に縦方向の沈
線が２条施され，内面は無釉である。23は，内面に花文が描かれた盤である。花文の中心に粘土貼
り付けにより凸部を作り出し立体的に仕上げている。淡茶白色の胎土に暗黄褐色の釉が内面に掛か
り，南方系産の可能性があると考えられる。



－298－ －299－

第184図　中世の遺物1（土師器・須恵器他）
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２　磁器  （第185図　24～65）
　磁器は，白磁，青白磁，青磁に分けられる。調査区全体から出土しているが，K２～５区とK８
～10区，K12～14区にやや集中が見られる。それぞれの項では，器種ごとに説明を行う。また，分
類については，太宰府土器型式に基づき行った。
　白磁　（第185図　24～44）
　白磁は，全調査区で117点出土し，21点について図化し，器種は，碗，小碗，皿などである。
　碗　（第185図　24～39）
　24は，碗の蛇の目高台を持つ底部であり，精良な乳黄灰色の胎土に，表面が滑らかな乳白色の釉
が掛かるもので，体部下位から高台にかけて無釉である。８～９世紀のものと思われる。
　25，26は，口縁部周辺に横ナデ調整を施した玉縁口縁である。25は，内湾する体部外面中位に，
工具痕が２条沈線状に巡っている。黄白色の釉が全体に掛かり，口縁部外面に釉垂れが見られる。
26は，釉の発色が弱く表面に細かい凹凸が残る。
　25～29は，肉厚な玉縁口縁を持ち，削り出しの浅い幅広な高台を呈するものである。25，28は，

第51表　中世の遺物観察表1（土師器・須恵器他）



－300－ －301－

口縁部外面に明瞭な段を持つ肉厚な玉縁口縁であり，釉の発色が弱く表面がざらついている。29
は，厚めに施釉され発色が良く滑らかである。30～32は，削り出しの浅い肥厚な底部で，体部外面
下位以下は無釉である。30は，高台内面を斜めに浅く削る。黄灰色の粗い胎土であり，外面に無数
の小空洞が見られる。31は，メンコの可能性も考えられる。32は，やや精良な胎土で，高台断面は
方形に近い。32は，高台内面に広い平坦面を持ち，周辺が大きく凹み段を持つ。灰白色の胎土は粗
く，表面に空洞や凹凸が残る。体部外面下位に工具痕が縞模様状に残っている。
　33，34は，細く高い高台を持ち，胴部下位で膨らみ口縁部へ向かって延びるもので，口縁端部は
小さく屈曲するものである。33は，わずかに外反し，口唇部が尖るもので，口縁上部を水平にして
いる。体部中位内面に短い櫛目で花文が描かれ，外面に細長い空洞が数カ所残る。34は，体部外面
下位まで掛けられた灰白色の釉が，高台部分まで一部掛かっている。
　35は，やや小さめの断面方形の高台で，高台内に段を持つ。高台外面の一部まで釉が掛かり，高
台内面見込みに青灰色の文様が描かれる。
　36～38は，内面見込みの釉を環状に掻き取った，蛇の目釉剥ぎの残る底部である。36は，灰白
色の胎土に黄白色の釉が高台外面近くまで掛かるもので，一部畳付部まで釉垂れしている。釉剥ぎ
部分に熔着が残る。37は，高台の削り調整が粗く，表面に凹凸が残る。見込みに段は持たない。38
は，明褐灰色の胎土に灰白色の施釉で，見込みに段を持つ。蛇の目釉剥ぎ部には，重ね焼きによる
別個体の釉が付着している。
　小碗（第185図　40､41）
　40，41は，体部が丸く腰が張り，口縁部が外側に大きく屈曲する小碗の口縁部である。灰白色の
硬質の胎土に白色の施釉で，表面が光沢を持ち滑らかであるなど上質な仕上がりである。
　皿（第185図　39､42､43）
　39は，精製された胎土に精白色の釉が掛かる皿であり，やや外反する口縁部周辺の釉を施釉後掻
き取り，口縁部を口禿げとしたものである。
　42は，体部下位に丸みを持ち直線的に延びる直口皿の口縁部である。体部外面にヘラ削り調整痕
が明瞭に残り，下位以下は無釉である。43は，やや上げ底状の平底を呈する皿の底部であり，胴部
と底部の境目が明確である。内面に環状の凹みと見込み中央に芭蕉文が描かれる。
　水注（第185図　44）
　44は，全体型は不明であるが，膨らみのある胴部が頸部で締まり，口縁部がやや外反する水注の
口縁部であると思われるもので，幅広の取手が貼り付けられている。胎土は微細な黒色粒を含んで
いる。全面に浅黄色の釉が掛かるが，内面は口縁部付近のみの施釉である。
　青白磁（第185図　45～47）
　青白磁は，全調査区で出土した12点中３点について図化し，碗，壺，合子などがある。45～47
は，灰白な胎土に明青灰色の釉が掛かる青白磁である。45は，大きく開いた体部が，下部で屈曲
し直線的に立ち上がる碗であり，外面に明瞭な稜を持つ。屈曲部内面に段を持ち，外面に細い圈線
が１条巡る。46は，底面中央が凹む碁笥底を呈する壺の底部である。明緑灰色の厚めの釉が掛かる
が，体部下位以下と内面は無釉である。内面に回転ケズリ調整の痕が残り，釉が垂れて付着してい
る。47は合子の蓋の一部と思われるもので，上面に花文が浮き彫りされている。
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　青磁　（第185図　48～65）
　青磁は，全調査区で182点出土した。器種は，碗，坏，皿，壺などである。さらに，青磁は龍泉
窯系青磁と同安窯系青磁，初期高麗青磁に大きく分け，各種別ごとにまとめた。
　龍泉窯系青磁　（第185図　48～60）
　龍泉窯系青磁は，全調査区で出土した158点中13点について図化した。
　碗　（第185図　48～57）
　48，49は，高台断面がほぼ方形で，内部のケズリが浅く肉厚な底部である。高台外面まで施釉を
行い，高台内は無釉である。48は，青緑色の釉が掛かり，釉の一部が高台畳付から内面にまで垂れ
ている。49は，浅黄色の釉が掛かり，内面見込みに楕円形の目跡が残る。
　50は，直口する肉厚な口縁部で，内面上位に沈線が１条巡り，中位に片彫蓮花文を有する。
　51，52は，内面に片彫りによる草花文と櫛目文が描かれたものである。51は，口縁部でわずかに
外反する。52は，内面の体部との境目に段を持つ。
　53，54は，体部外面に鎬蓮弁文を持つもので，弁の中心は稜を呈する。53は，やや反り気味の口
縁部であり，施釉が厚い。54は，口縁部を肥厚させ，明緑灰色の施釉に気泡が混じる。
　55は，全面施釉後高台畳付けの釉を拭き取ったもので，高台内に窯道具の熔着が残る。
　56は，高台内面見込みに「人月」の文字を印刻した厚みのある底部である。
　57は，高台径が小さく，高台断面が先細りで，高台内見込みに草花文を施したものである。
　坏　（第185図　58）
　58は，高台が先細りし尖る坏の底部で，高台内が無釉であり，高台外面に凹みが巡る。内面に幅
広の沈線が環状に巡り，高台内に回転ケズリ調整痕が筋状に残る。
　皿　（第185図　59）
　59は，口縁部が外反する皿の口縁部である。内外面に草花文が施されている。
　壺　（第185図　60）
　60は，袋状をした壺の胴部と思われるもので，内面は無釉であり，筋状の調整痕が残る。
　同安窯系青磁　（第186図　61～64）
　同安窯系青磁は，全調査区で出土した24点中４点について図化した。
　碗　（第185図　61～63）
　61，62は，逆台形状の高台を持ち，内湾しながら立ち上がる碗であり，体部下位以下は無釉であ
る。61は，内面に片彫りの草花文とジグザグ状の点描文，外面に細めの櫛目文を施す。62は，高台
内面の見込みと体部との境目に段を有する底部であり，胎土が粗く，空洞が目立つ。
　63は，内面に櫛状工具による花文，外面に片彫りの篦状工具による沈線を施している。
　皿　（第185図　64）
　64は，口縁部外側が内傾し尖り気味の皿である。外面中位で屈曲し，内側見込みと体部の境目に
段を持つ。浅黄色の釉が掛かり，外面中位以下は無釉である。
　初期高麗青磁　（第185図　65）
　65は，灰色の胎土に不鮮明で光沢のない灰緑色の釉が掛かる初期高麗青磁の碗である。口縁部が
わずかに外反し，肥厚である。外面に横ナデ調整の凹凸が残る。
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第185図　中世の遺物2（磁器）
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第52表　中世の遺物観察表2（磁器）
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３　土製品・滑石製品  （第186図　66～75）
　土製品は，取瓶，羽口などであり，K５～８区で５点，K９～10区で８点の計13点出土した。
　66は取瓶である。溶融した金属を溶鉱炉から取り出す，または鋳型へ流し込む際に垂れて付着し
たと思われる金属が外面全体を覆い，光沢を持つ飴色の黒色と赤褐色２色に変色している。
　羽口は，67～69の３点図化した。取付部の外面が熱作用を受け黒色化し，一部ガラス質が熔着し
ている。砂粒の混ざる粗めの胎土で，直径約７㎝とほぼ同規模である。
　滑石製品は，出土した39点中６点について図化した。70～73は，滑石製石鍋の破片であり，内外
面ともケズリ調整を施し，外面に調整痕が明瞭に残る。74，75は，石鍋片の破断面をケズリ直し，
再加工した転用品であると思われる。75は，中央に直径6.0㎜の穿孔を有する。

第53表　中世の遺物観察表3（土製品・滑石製品）

第186図　中世の遺物3（土製品・滑石製品）
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第187図　中世の遺物出土分布図
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第Ⅸ章　近世の遺構と遺物
　

　近世の遺構は，K６～８区に方形竪穴状遺構，井戸状遺構，K11～13区に土坑と溝状遺構が，遺
物包含層であるⅡ層下面より検出された。
　出土遺物は，陶器，磁器，瓦，窯道具，羽口，鉄製品などが，調査区全体から広く出土している。

第１節　検出遺構（第188，189図　１～５,10 ）　　
　近世の遺構と考えられるものは，第189図の遺構分布図に示したように，方形竪穴状遺構２基，
井戸状遺構３基，溝状遺構１条，土坑３基の計９基が検出された。
　遺構内からは，染付碗，陶器の埦，鉢，羽口，庖丁が出土しており，遺構内遺物の総数は６点で
ある。時期的に異なる遺物も多く含まれていたが，何らかの原因で流れ込んだものと思われる。
　遺構内出土遺物については，この項で遺構と同時に紹介する。
１　方形竪穴状遺構（第188図　１，10）
　K6.5区で２基検出された。井戸状遺構群の東側に位置し，方形竪穴状遺構１号の形状は，長径
3.9ｍ，短径1.2ｍの長方形を呈し，主軸の方位は北西－南東である。方形竪穴状遺構２号の形状
は，長径2.3ｍ，短径0.9ｍの長方形を呈し，主軸の方位は北東－南西である。１号と２号との距離
は2.2ｍと近く，主軸が直角方向に向いていることから何らかの関連があると推察される。１号は
比較的検出状態が良かったが，２号は撹乱があり床面などの検出ができなかった。
　方形竪穴状遺構１号は，検出面からの深さが0.4ｍであり，床面は平坦で硬化面を持つ。床面に
計６個のピットが約0.9ｍ間隔で規則的に配置され，左右で掘り方が異なり，片側の３個は二段掘
りである。ピットの大きさは，小ピットが長径18.1㎝，短径14.0㎝，深さ65.2㎝，大ピットが長径
29.1㎝，短径25.6㎝，深さ63.3㎝で，中位に段を持つ。柱を持つ建物の可能性もあるが，詳細は不
明であり，ここでは方形竪穴状遺構として取り扱った。
　出土遺物は羽口と鉄製利器である。１は胎土中に小石や磁器片を含む粗いもので，硬質であり，
外面に細かいものと粗めのナデ調整痕の２通りが明瞭に残る。先端は熱により変形し，ガラス質の
付着が見られる。10は，長さ24.5㎝，幅3.5㎝の長方形を呈した鉄製利器である。断面形態は細長い
三角形であり，片方に刃部を持つ刃物であると思われる。中子と先端部は欠損している。
井戸状遺構（第188図）
　K6.5～７区で３基検出された。方形竪穴状遺構の西側に位置し，東側壁側に沿って並んで検出さ
れた。井戸状遺構１号の形状は，長径1.4ｍ，短径1.3ｍの円形を呈し，検出面からの深さは0.8ｍで
ある。２号，３号とも多少大きさは異なるが，同一形状を呈する。
２　溝状遺構（第188図　２）
　近世の溝と考えられる遺構は，K13区の1号土坑に近接するように検出された。方位は，略北西
－南東であり，K13調査区北東部分の角を横切るように位置する。検出された長さは6.1ｍ，幅が約
2.0ｍ，深さ約0.1ｍであり，断面形態は東側が浅い逆三角形，西側がレンズ状を呈し，南東から北
西方向へ向かって緩やかに傾斜している。
　出土遺物は，陶器の鉢の口縁部である。２は全面に褐釉の掛かるもので，膨らみを持つ胴部が口
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第188図　近世の遺構と遺物1（方形竪穴状遺構，井戸跡）
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第189図　近世の遺構と遺物2（土坑）　近世の遺構配置図



－308－ －309－

縁部で大きく屈曲し，垂れ気味に外反する。内側が張り出し，口唇部は面取りされている。口縁部
上面に楕円形の貝目が残る。
　土坑（第188，189図　３～５）
　近世の土坑と考えられるものは，K11～13区で３基検出された。
　K11～12区の10号土坑は，長径1.5ｍ，短径0.9ｍ，深さ64.5㎝の楕円形，底面は平坦である。12号
土坑の北側に位置する。埋土中より染付碗の口縁部が出土した。４は直口する碗であり，精良な胎
土に透明釉が掛かる。口縁部外面に太めの圈線が１条巡り，外面上位には草花文が描かれる。
　K11～12区の12号土坑は，長径0.9ｍ，短径0.6ｍ，深さ34.5㎝の楕円形，底面は上げ底気味で，西
側に段を持つ。10号土坑の南側に位置する。埋土中より染付碗の底部が出土した。５は，砂粒混じ
りの粗い胎土であり，内面見込みに細い黒線と淡青緑色を組み合わせた花文が描かれる。
　K13区の１号土坑は，東側が調査区外へ延びるもので，検出された部分は，長径0.9ｍ，短径0.7
ｍ，深さ67.5㎝であり，全体型は不明であるが，円形または楕円形を呈すると思われる。底面は平
坦である。埋土中より陶器碗の底部が出土した。３は，淡黄色の精良な胎土に釉が掛かり，底部内
面見込みに文様が描かれる。高台内は，無釉である。

第２節　出土遺物（第189図　６～10）　　
　近世の遺物は，全調査区から広く出土しているが，ここでは５点について図化した。
　６は，張りのある胴部が頸部で強く締まり，短い口縁部が直立する壺である。口唇部を丸く仕上
げ，内外面ともヨコナデ調整を施す。外面と口縁部内面に灰黄褐色の施釉を行う。
　７は，体部形態は不明であるが，頸部で緩やかに締まり口縁部が外反した後直口気味に延びるも
ので，砂粒の多く混じる胎土の瓦質陶器に近いことから，火鉢の頸部の可能性がある。
　８は，近世瓦片の周辺を擦り，長径5.1㎝，短径5.8㎝，厚さ1.6㎝の方形に仕上げたもので，稜が
摩耗して丸く成っていることから，メンコなどの遊具として使用されたと思われる。
　９は，窯道具のハマである。全体で４個出土している内１個について図化した。完形品であり，
直径5.4㎝の円形をした盤に切高台が付くものである。上面はほぼ平坦であるが，中心部がわずか
に隆起し，中心部を除く上面全体に熔着防止のためのアルミナが塗られている。

第54表　近世の遺物観察表
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第Ⅹ章　分析・同定
パリノ・サーヴェイ株式会社

大島遺跡出土種実の種類

１．試料

　試料は，第55表に示した４遺構より出土した種実遺体で，プラスチックケース12点に収められて
いる。同一試料名が記された試料は一括する。

２．分析方法

　試料を双眼実体顕微鏡下で観察し，種実や炭化材などの植物遺体を抽出する。種実遺体を現生標
本および原色日本植物種子写真図鑑（石川，1994），日本植物種子図鑑（中山ほか，2000）等との
比較から，種類の同定・計数をおこなう。砕片を含み数字以上の個体数が推定される種類は，表中
に「数字＋（プラス）」と示した。同定後の種実遺体等は種類毎にビンに詰め，乾燥剤を入れ保存
する。

３．結果

　結果を第55表に示す。種実遺体の状態は比較的良好である。木本１種類（モモ），草本３種類
（アワ－ヒエ，コムギを含むムギ類，イネ科）の種実が同定されたほか，炭化材，不明炭化物（木
材組織が認められない，部位・種類共に不明の炭化物を示す），昆虫遺骸の破片，不明物質が検出
された。以下に同定された種実遺体の形態的特徴などを，木本，草本の順に記す。
＜木本＞
・モモ（Prunus parsica Batsch）　　バラ科サクラ属
　核（内果皮）の完形，半分が検出された。広楕円形でやや偏平，先端部はやや尖る。内果皮は厚
く硬く，表面は縦に流れる不規則な線状の深い窪みがあり，全体として粗いしわ状に見える。基部
は切形で中央部に湾入した臍がある。一方の側面に縫合線が発達し，縫合線に沿って半分に割れて
いる個体がみられる。K7区深掘り層から検出されたモモは，灰褐色。完形個体は長さ27㎜，幅16
㎜，厚さ11㎜。半分個体は長さ23㎜，幅17.5㎜程度。K9～10区P114層から検出された個体は完全
に炭化しており，黒色。長さ17㎜，幅13㎜程度。
＜草本＞
・アワ－ヒエ（Setaria itarica Beauv.-Echinochloa crus-galli Beauv.）　　イネ科
　胚乳が検出された。完全に炭化しており，黒色。広楕円体でやや偏平。径1.5㎜程度。背面は丸
みがあり，腹面は平ら。基部に胚の凹みがある。表面はやや平滑。遺存状態が悪く内外穎を欠損す
るため，種までの同定は不可能であった。
・コムギ（Triticum aestivum L.）　　イネ科コムギ属
　胚乳が検出された。完全に炭化しており，黒色。楕円形で全体的に丸みを帯びている。長さ3
㎜，径2㎜程度。腹面には１本のやや太く深い縦溝がある。背面基部には胚の痕跡があり，丸く窪
む。表面はやや平滑。
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・ムギ類
　胚乳が検出された。完全に炭化しており，黒色。紡錘状長楕円形で先端部は尖り，基部は丸い。
長さ5㎜，幅3.5㎜，厚さ3㎜程度。腹面は１本のやや太く深い縦溝があり，背面基部には胚の痕跡
があり丸く窪む。表面はやや平滑。オオムギ属オオムギ（Hordeum valgale L.）に似るが，頂部を
欠損し遺存状態が悪いため，ムギ類にとどめた。
・イネ科（Gramineae）
　穎が検出された。淡褐色，狭卵形でやや偏平。長さ2㎜，幅1㎜程度。穎は薄く柔らかくて弾力が
ある。表面には微細な網目模様が縦列する。

４．考察

　大島遺跡から出土した種実遺体には，栽培植物が認められた。モモ，アワ，コムギは，古くか
ら栽培のために持ち込まれた渡来種である（南木，1991）。モモは，中国からの渡来種とされ，観
賞用の他，果実や核の中にある仁（種子）などが食用，薬用等に広く利用される。穀類のアワ－ヒ
エ，コムギを含むムギ類は，胚乳が食用とされる。本遺跡からの穀類の検出も，そのような事例で
あろう。
　このように，栽培植物が全て炭化した状態で，遺構から出土した状況を考慮すると，本遺跡近辺
で栽培もしくは持ち込まれ利用していたものが火熱を受け，残存したものと推定される。なお，イ
ネ科は集落周辺の明るく開けた場所に生育していたに由来すると思われるが，低湿地遺跡など特別
な場合を除けば，炭化していない限り種子は残らないといってよく，解析に関しては炭化種子以外
を除外して考えた方が妥当だという意見もある（吉崎，1992）。今回検出されたイネ科の穎は，炭
化がみられず遺存状態が良好であることから，遺構が埋没する過程で混入した後代のものであると
考えられるので，今回の解析からは除外する。

引用文献
石川茂雄，1994，原色日本植物種子写真図鑑.石川茂雄図鑑刊行委員会，328p.
南木睦彦，1991，栽培植物，古墳時代の研究４　生産と流通Ⅰ，石野博信・岩崎卓也・河上邦彦・
白石太一郎編，雄山閣，165-174.
中山至大・井之口希秀・南谷忠志，2000，日本植物種子図鑑.東北大学出版会，642p.
吉崎昌一，1992，古代雑穀の検出.考古学ジャーナル，355，ニューサイエンス社，2-14.
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第55表　大島遺跡出土種実同定結果

図版　種実遺体

1. モモ核（地点No. 一括；K7区深堀り層）
3. モモ核（地点No. 一括；K9～ 10区 P114 層）
5. ムギ類　胚乳（K7.5；32H 6（土））

2. モモ核（地点No. 一括；K7区深堀り層）
4. コムギ 胚乳（K7.5；32H 8（土））
6. アワーヒエ 胚乳（K10；かめ（土））

1a 1b

2a 2b

3a 3b

4a 4b

5a 5b

6a 6b

1㎝ 2㎜ 1㎜

（1ー3） （4ー5） （6）
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第Ⅺ章　調査のまとめ
　大島遺跡の調査の結果，Ⅱ b層から中世～近世，Ⅲ層から古代，Ⅳ層から弥生の遺物が大量に
出土した。また，縄文時代晩期の土器もⅣ層を主として調査区全体から広く出土した。このことか
ら，本遺跡は縄文時代晩期から近世まで続く複合遺跡であることが明らかとなった。また，各時代
の包含層からは，遺物のみでなく竪穴住居跡，土坑墓，掘立柱建物跡など様々な遺構も検出された。
　縄文時代の土器は，一部後期に属すると考えられるものも混じるが，大部分が晩期の黒川式土器
である。石鏃などの石器も含め出土量は弥生時代，古代と比べると少なく集中も見られないが，自
然堤防上の微高地である本遺跡周辺に生活の基盤が形成されつつあると考えられる。
　中世の遺物は，畠跡と掘立柱建物跡が隣接するＫ７区周辺の南側に位置するＫ２～５区に集中が
見られる。（第 187 図）特にＫ３区北西側に集中しているが，住居などの遺構は発掘調査時には検出
されず，明らかにすることができなかった。しかし，遺物の出土分布状況から調査区外に広がる可
能性が非常に高く，周辺に何らかの遺構の存在が推測されるので今後の調査に期待したい。
　以下，弥生時代，古墳時代，古代の遺構・遺物について検討を行いまとめとする。

第１節　弥生時代について　　

　本遺跡の中心となる古代と並び，数多くの充実した調査成果を提供したのが弥生時代であった。
　調査開始前は，薩摩国分寺から約1.5㎞しか離れておらず川内川沿いという立地から古代の遺物
が大量に出土することは予測されたが，その下層から約3,000点の遺物が出土し，20基以上の遺構
が検出されるとは想像もしておらず，私たちの予測を大幅に超えるものであった。
　ここでは，弥生時代の成果を，遺構，土器，石庖丁に分けて整理する。
１　検出遺構

　弥生時代の遺構と考えられるものは，竪穴住居跡９軒，溝状遺構１条，土坑・ピット 11 基，弥
生土器集中区１基の計 22 基である。確認された遺構は，Ｋ６区～Ｋ９区に集中しており（第 60 図），
出土遺物の出土量の割合（第 56 表）から考えて，弥生時代の生活の中心がそこにあったと推測さ
れる。しかし，調査範囲は遺跡全体のごくわずかであり，第Ⅴ章でも述べたようにⅢ層とⅣ層の判
別が非常に難しく，一部古代の遺物と混在した状態での集中出土が続いたため土器集中区のように
検出しきれなかった遺構もあると思われる。従って，弥生時代の中心となる地域がどのように広が
るかは不明であり今後の調査成果を待ちたい。
　竪穴住居跡は，16 号住居以外は向きが南北方向からやや東へ傾いており，おおむね同じ方向を
向いていると言える。また，ほとんどの住居跡の規模は一辺が約 2.7 ｍの方形であり，検出面も標
高 5.1 ～ 5.2 ｍでほぼ同じであり，重なりも見られないことから同一時期に建てられた可能性もあ
るが，出土土器の様相から大きく２つのグループに分けられる。（第 56 表）第 1グループは，15 号，
19 号，27 号，30 号，35 号であり，松木薗式土器を含む弥生時代後期初頭～中頃の住居跡群である。
甕では口縁部がくの字状に強く外反するもので，口縁部内側がわずかに張り出すか稜を持っており，
壺では屈曲の強い広口壺や瀬戸内系の凹線文土器などが含まれる。第２グループは，16 号，26 号，
28 号，32 号であり，中津野式土器を含む弥生時代終末～古墳時代初頭の住居跡群である。甕では，
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屈曲の弱いくの字上口縁を呈し頸部の締まりが弱く，壺ではナデ肩で卵形を呈した丸底のものな
どが含まれる。特に 32 号住居跡は，調査区外へ広がるため一部のみの調査にもかかわらず，出土
点数 22 点中 15 点がほぼ完形での出土である。また，器種も多彩で，甕 12 点，大甕１点，壺４点，
鉢４点，蓋１点であり，弥生時代終末から古墳時代初頭へと続く中で器種が豊富になっていくこと
を裏付ける貴重な住居内一括資料である。
　溝状遺構からは，口縁部に断面三角形の刻目突帯文を持つ甕と口縁部にやや厚めの断面三角突
帯を持つものが出土している。前者は高橋Ⅱ式土器であり，後者は入来Ⅰ式土器であると考えられ
る。同時期の遺物は溝状遺構周辺で多く出土している。また，充実した平底の脚台も出土している
ことから，弥生時代前期末～中期初頭にかけての溝と言えよう。
　土器集中区は掘り込みを明確に検出できなかったが，土器の出土状況や接合関係からその存在が
考えられる（第30図）。出土遺物の多くは接合資料が多く，完形に近い状態の甕が多く出土してい
る。これらは胴部上位に張りを持ち，明瞭な稜を口縁部内側に持ち強く外反するくの字口縁である
ことから松木薗式土器の一群であり，後期前半～中頃の遺構であろうと考えられる。もう一方は，
内側に張り出しを持ち，上面がわずかに凹む薄手の甕の口縁部が４点出土している。これらは黒髪
式土器の流れを持つものである。他にわずかに底面が凹む充実した甕の底部，屈曲の強い上面の凹
む大甕の口縁部，鋤先状口縁の壺も黒髪式系統の遺物である。また，須玖式系土器と思われる朱線
が描かれた広口壺の口縁部も出土している。埋土状況の前後関係が不明確であり小破片も多いこと
から流れ込みの可能性もあるが，同一場所に弥生時代中期の遺構が存在していた可能性も否定でき
ないであろう。

２　出土土器

　弥生時代の土器は，Ⅳ層を中心として一部Ⅲ層の遺物と混ざりながら多量に出土している。弥
生時代前期～終末期のものまでの土器が，調査区全域から出土した（第11・12表）。出土量から見
るとＫ６～Ｋ９区に集中しており，弥生時代前期，中期，後期，終末と分けて時期ごとに遺物量を
比較すると，やや後期～終末期の値が高い。このことから，本遺跡で弥生時代後期～終末期の中心
となっていたのはＫ６～９区周辺であると思われる。また，包含層遺物の出土分布をまとめた結果

第56表　遺構別弥生土器出土状況一覧表
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（第60・61図），弥生時代前期の溝状遺構周辺に前期～中期初頭の遺物が集中している。このこと
から，Ｋ６区周辺に遺構の存在が推測される。弥生時代中期に当たる遺物は，Ｋ6.5～7.5区に多く
出土している。集中と言えるほどではないが，Ｋ6.5～7.5区付近に近隣地域に住居群の可能性が考
えられる。これらの結果より，Ｋ６区周辺からＫ９区方面へ多少の居住域移動があったか，あるい
は住居域の広がりが考えられる。このように，早くから自然堤防としての微高地が形成されたＫ６
～９区周辺で，弥生時代を通しての生活文化圏が形成されていたと推測される。
　本遺跡の出土土器を各時期ごとに分類してまとめたものが，第190図である。甕を中心に分類し
たが，弥生時代後期～終末期にかけては遺構内出土のものが多いのに比べて，弥生時代中期に関し
ては包含層出土が中心となるので他器種との前後関係が不明瞭である。したがって大まかな時期区
分で掲載した。
　甕の分類で見ると，弥生時代前期の断面三角形の刻目突帯を貼り付けた高橋式（Ⅰa・Ⅰb
類），肥厚した口縁部を持つ弥生時代中期前半の入来Ⅰ式（Ⅱ類），入来Ⅱ式土器（Ⅲ類）が出土
している。Ⅳ類は，口縁部内側に尖り気味の張り出しを持ち，上面が平坦である。これは，入来式
と黒髪式両方の特徴を併せ持つものである。Ⅴ類は内側の張り出しがより強くなり，上面の凹みが
顕著になっていく。これは黒髪Ⅱ式の特徴が良く出ているものであり，Ⅴ類の中には在地のもので
はない丹塗りの甕も含まれている。その反面，山ノ口式の出土は二叉状口縁の土器片などわずかし
か見られなかった。 Ⅵ類，Ⅶ類は，強く外反し，内側の張り出しもわずかに残ることから，弥生
時代後期の松木薗式の中でも黒髪式の様相が強いものであり，影響を受けたと見られる。これによ
り，肥後地方の影響を受け黒髪式→松木薗式へと変化していったことが裏付けられた。その後，松
木薗式（ Ⅷ・ Ⅸ類），弥生時代終末期の中津野式（Ⅹ類）へ続き古墳時代へと至る。
　甕以外には大甕，壺，高坏，鉢，器台，蓋，小型土器，ジョッキ型土器など多彩な器種が出土し
た。中でも黒髪式と考えられる壺，大甕，高坏，広口壺や外面全面に丹塗りを施した土器片，免田
式の長頸壺の出土により，九州西部地方との活発な交流が推察される。また，瀬戸内系の凹線文土
器の出土により，より広範囲な交流も想像できよう。
　今回は時間的制約もあり本遺跡内の遺物の検討にとどまったが，これからの薩摩半島西部地域の
弥生土器編年を考えるうえで，貴重な資料である。
　このように本遺跡周辺は，自然堤防が形成された縄文時代晩期頃から人々が定住し始め，古代の
国府・国分寺の設置されるよりはるか以前の弥生時代に川薩地方の中心地として繁栄し，他地域と
活発な交流が行われていたと考えられる。（平木場秀男）

　
３　石庖丁の光沢斑分布について

　石庖丁は14点出土しており，その内５点にパッチ（水滴）状の光沢斑を確認した。光沢が観察で
きる石庖丁とそうでないものが存在することや，発生のメカニズム，分布図の解釈は現段階では研
究史を前提とした解釈や仮説実験による考察の域を超えない。観察結果は様々な使用の段階と埋蔵
環境を経た結果であり，残された痕跡には複雑な使用が起因すると考えられる。接触により形成さ
れた光沢部分が変化無く残存し観察できている部分もあるだろうし，研ぎ直しや特殊な使用，埋蔵
されていた環境による影響を受けた可能性もある。以上のように現段階では使用方法の推定や対象
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第190図　大島遺跡出土弥生土器一覧
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物などに課題が残されているが，ここでは金属顕微鏡を使用して観察された結果をもとに光沢斑の
分布図を作成した（第191図）。
　観察は落射照明付き金属顕微鏡（Nikon ECLIPSE L150）を使用し，100～200倍の倍率で約2.5㎜
メッシュごとに観察しながら，光沢斑分布図を作成した。パッチ状の光沢斑は大きさや密度に違い
があるが，強弱の差を定量化できないため今回の観察では光沢斑の有無で分布図を作成している。
石庖丁は刃部が形成されていない
面を主要面とし，５点中４点は両
面に刃部を形成していた。
  462（頁岩）
　主要面（右図）は全体的に広く
光沢を確認したが，右上部と下縁
の一部には確認できなかった。非
主要面（左図）は上半分に光沢を
確認した。全体的に下半分に削痕
があり，光沢との相関を示唆する
ようにも見える。刃部に光沢は確
認できなかった。
　460（頁岩）
　両面とも左側と右穿孔部の右
側に光沢斑が確認された。両面と
も刃部には光沢が確認できなかっ
た。
　458（頁岩）
　主に穿孔部周辺以外に広く光沢
斑が確認された。No462，460と同
様刃部に光沢は見られない。
　455（硬質砂岩）
　部分的に光沢斑が観察された
が，刃部には確認できなかった。
　459（粘板岩）
　両面とも部分的に光沢斑を確認した。（永濵功治）

第２節　古墳時代について

　古墳時代の遺構及び遺物は，前後の時期の弥生時代や古代と比較すると少ないものであった。し
かし，土坑墓２基と完形須恵器４点がはいった土坑は特筆すべきものであった。
　土坑墓１は大刀１，短刀１，短剣２，鉄鏃８本，須恵器坏身１点を副葬品として有するもので
あった。大刀は６世紀後半特有の鐔をもち，また 本穴が施された特徴的なものであり，一方鉄鏃

第191図　石庖丁光沢斑分布図
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は頸部に独立逆刺が片側につくという一般的には５世紀と判断される柳葉形鉄鏃であった。共伴し
た須恵器坏身は，受け部からの立ち上がりが短く内傾し，底部に回転ヘラケズリがみられることよ
りＴＫ43の新相ないしＴＫ209段階に位置づけられ６世紀後半頃の時期と判断される。
　また，土坑墓２は2点の耳環を副葬品とするものであった。ただし他に共伴する土師器や須恵器
の出土が無く，時期の特定は困難であるが耳環の存在から6世紀後半から7世紀前半と判断される。
　このような土坑墓の存在は，川内市の横岡墳墓群において板石積石室墓とともに土坑墓も確認さ
れており，石室墓から土坑墓への交代という重要な社会的変化とその意義については，西健一郎氏
により検討・指摘されて（西　1996）いる。本遺跡の土坑墓は，これまで明確でなかった南九州薩
摩地域における該期の墓制について新たな知見をもたらすものであり，今後の古墳時代研究にとっ
て貴重な類例となろう。
　土坑１からは高杯蓋２点，坏蓋１点，坏身１点がほぼ完形の状態で出土した。蓋はいずれも天井
部と口縁部の境にシャープな稜があり，天井部全体に回転ヘラケズリが施されていた。坏身も同様
であり底部に回転ヘラケズリが施され，受け部からの立ち上がりはほぼ直に近いものであった。こ
れらの特徴から５世紀後半のものと推定される。包含層から出土した もこの時期のものと思われ
る。熊本大学の杉井健氏と鹿児島大学の橋本達也氏によると，これらの須恵器はＴＫ23に該当する
と教示を受けた。
　包含層からの出土遺物で特記すべきものが，把手付きの甕である。器面にタタキ痕が残ってい
るのが特徴であり，須恵器の手法によるものと判断される。同様の手法による把手付き甑も認めら
れた。第111図275は大型竪穴状遺構から出土したものであり，古代の遺構のなかで取り扱っている
が，つつぬけタイプの蒸気孔で器面には斜格子状のタタキが残り，把手付甕と同様に須恵器の技法
で作られ焼成された赤焼土器である。また南九州では類例のない鐔付の羽釡も出土しており，先の
把手付蓋や把手付き甑と同様６世紀頃のものと杉井氏に教示を受けた。
　調査区域は遺跡全体のなかでわずかにトレンチ状の少ない面積であり，周囲にはまだ多くの土坑
墓や土坑などが存在している可能性が高い。

第３節　古代について

１　住居跡について

　古代の住居跡として検出されたものは総計23軒であった。ただし，遺物包含層と遺構埋土が極め
て類似していたことから，見逃した可能性も否定できない。また検出できた住居跡もこのような埋
土の状況から，かなり下位の面で検出しており，検出面からの深さはわずかな浅いものであった。
そのため住居跡出土の遺物は床面直上のものが多く，各々の住居跡の時期を反映しているといえ
る。
　古代の住居跡は全て方形もしくは隅丸方形を呈していた。住居跡内の柱穴は残念ながら全く検出
できなかった。
　これまで県内で検出されている奈良～平安時代の住居跡は，熊本県以北で検出されるものと異な
り，造りつけのカマドがないのが普通である。
　しかし，今回の調査で県内では初めてカマド付きの住居跡が２軒検出された。カマドはいずれも
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通常の平均的な構築方法である黄褐色粘土を使用して構築したものである。このようなカマド付き
住居跡の存在は，南九州ではこれまで類例がないことより，この集落が鹿児島の在地的なものでは
なく，例えば後述する肥後から来た集団などのように他地域から移住してきた人々の存在を考慮す
る必要がでてくる。カマドをもつ住居跡は８号住居跡と33号住居跡であり，33号住居跡の遺物はほ
とんど少なく時期を特定できないが，８号住居跡の出土遺物は高台付坏や蓋など８世紀代のもので
あり，これらは奈良時代に位置づけられよう。ただし，全ての住居跡がカマド付きではなく，わず
か２軒のみ（今回の検出結果）であることからこの集落を形成した集団の構成や集落の性格が伺え
る可能性がある。しかし，遺跡全体の調査ではないため集落全体の割合は不明なことより慎重な扱
いが必要とされる。
　ところで，住居跡が検出されたのはＫ６～８とＫ９～10の区域及びＫ15であり，Ｋ11からＫ14ま
での区域で住居跡は検出されず，そのかわりに多数の土坑群と溝状遺構が検出されている。この区
域に所在する土坑群については，その性格を全てについて断定し得なかったが，一部のものについ
ては形態的に墓の可能性も想定される。また，時期は異なるものの刀や剣を副葬した古墳時代の土
坑墓がその区域の中間に位置するＫ13で検出されており，その時期から古代まで墓域として区別さ
れていた可能性も考える必要があろう。

２　遺構と出土遺物

　土師器を中心とする出土遺物は，遺物包含層から多量に出土したのみでなく，住居跡などの遺
構から一括性の高い遺物の出土がみられた。このような遺構からの出土遺物群については，土師器
坏・埦・甕などの口径・底径・器高など法量や器形などの形態から時期的な変遷がうかがえる。
　坏の時期的な変遷についてはこれまでの研究により，口径の大きなものから小さいものへの変化
や，体部が直線的なものから内湾あるいは丸みをもつものへ，また底径は大きく側面観が箱形を呈
するものから底径が小さくなるもの等の変化が知られている。（山本1988.1990.1997  森田1977　
横田･森田1976）
　鹿児島県内出土の土師器については中村和美により，遺構一括出土例を中心として，また火山灰
の利用と広域流通品との共伴などから編年が提示されている（中村　1994・1997）。しかし，これ
まで８世紀代の資料が乏しい現状であった。
　今回，大島遺跡から出土した土師器坏については法量及び形態から11類に区分した。１類は底面
が手持ちヘラケズリ，２類は体部全体の調整がヘラミガキ，３類は高台付坏と技術や形態等が異な
る。７類は特殊な器形である。そして４類から５類，６類，８類，９類としだいに口径が小さくな
り，同様に底径も小さくなる。また10類は円板状高台を有するもので，11類は充実高台と呼ばれる
ものである。円板状高台と充実高台を有するものは一般的に埦として区分されるが，ここでは輪高
台をもたないものとして坏で取り扱っている。
　また埦については４類に区分し，皿や高台付皿についても数類に区分できた。
　遺構出土土師器を概観すると，第192図のように13号住居跡出土のものは底部に手持ちヘラケズ
リを施した１類坏が主体である。このような須恵器の製作技法による坏の類例の出土はこれまで県
内では認められず，また８世紀以降の形態ではないことより，７世紀末の可能性がある。
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　11号住居跡の坏は口径及び底径とも大きい高台付坏であり，須恵器の高台付坏を模した形態であ
り８世紀に比定されよう。
　３号住居跡の土師器坏は口径と底径が大きい坏５類が主体であり９世紀代が考えられる。
　10号住居跡と６号住居跡は口径・底径が大きい坏５類と底径が比較的小さくなる坏６類からな
り，共伴する埦は体部が直線的な深いものと内部が内湾して口径が比較的大きいものがある。この
ような坏と埦の組み合わせから９世紀後半に位置づけられる。
　土師器集積土坑については，10類とした円板状高台と11類とした充実高台がみられ，また輪高台
の埦は体部が丸みをもち，高台は「ハ」の字状に開くものである。このような坏と埦の共伴例は市
ノ原遺跡に認められるものであり，９世紀末から10世紀初頭の時期に位置づけられる。
　５号住居跡では９類の坏とした口径の小さいものが主体であり，同様の小さい口径の内黒土師器
埦が共伴している。また口径が同じ程度の輪高台の皿と充実高台の皿も共伴している。このような
口径が小さく体部が内湾する坏と内黒土師器は，鍛冶屋馬場遺跡遺構一括資料でも認められるもの
と共通しており，10世紀後半に位置づけられよう。
　また，出土した須恵器については８世紀代の高台付坏などが多く出土したことが特徴といえる。
さらに県内では出土例の少ない７世紀末の特徴的な小さなかえしを有する坏蓋も認められた。
　県内における須恵器窯には，本遺跡に近い位置に８世紀代前半の鶴峯窯が所在している。出土し
た高台付坏には鶴峯窯出土と類似するものも認められた。この高台形態などの特徴は「萩尾型」に
も近いと思われる。網田龍生氏は宇城の須恵器工人との関連を指摘している。また出土した須恵器
には肥後の荒尾産に類似するものも多く認められているが，それは県内の中岳山麓窯跡群のものと
も特徴が類似するため判別は困難である。今後胎土分析などが必要である。
　このように検出された住居跡などの遺構は，その中から出土した一括性の高い遺物より，７世紀
末から10世紀後半に至る時期のものであり，集落はかなり長い期間にわたり形成されたものである
と判断される。また出土遺物において，これまで県内で出土例の少ない７世紀末や８世紀代の一括
資料が多く認められたことは，今後の南九州の古代研究にとって大きな成果と言える。
　今回調査された部分は遺跡全体から見るとかなり狭い面積であったが，それでも遺跡が長期間に
わたり集落が形成されていたことが理解されよう。
３　異色高台埦について

　出土した土師器埦のなかで高台部分のみ色調が異なる特徴的な土師器が認められた。これは体部
とは異なる粘土を高台部分に使用することにより，焼成後に発色が違う独特な効果を狙ったもので
あろう。ただし，高台の色を変えた埦が通常の埦と機能や目的が異なるとは思われない。
　本遺跡での出土例では赤褐色の高台（赤高台）と白色の高台（白高台）そして中間的な黄白色の
高台（桃高台）という大きく三種類の異色高台埦が確認できた。赤高台については焼成により赤褐
色を発色することより，鉄分の多い粘土を別に用意して高台部分を作成した可能性も考えられる。
　第87図95と96は６号住居跡から出土した内黒埦の赤高台と白高台であり，共伴して出土した。い
ずれも底部近くのみであるが，住居跡出土の多くの坏・埦などからこの住居跡は９世紀後半に位置
づけられるものであり，その時期これらの異色高台は同時存在していたことになる。
　また包含層からは赤高台や白高台のみでなく，赤色と白色の中間色である桃色の異色高台埦も認
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第192図　古代遺構出土一括資料（S＝¼）
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められている。この桃高台埦は，これまで異色高台埦として知られている内黒土器ではなく，また
高台の形態も各々大きく異なっている。
　このような異色高台埦については，近年調査報告がなされた川内市計志加里遺跡，加治木町高井
田遺跡，姶良町小倉畑遺跡などで赤高台埦が相次いで認められたことにより，一部の注目を受けて
いる。
　赤高台埦については，上記の各遺跡などでわずか数点の極めて少ない出土であったが，菱刈町内
の最近調査された大峰遺跡で95のような資料が多数出土している事例が発見された。ここでは内黒
の赤高台埦のみの出土であり，他の白高台や桃高台などの異色高台埦は認められていない。このこ
とより赤高台については，現在の菱刈町内の遺跡付近を中心とする当時の集団により作られた可能
性が高いと思われる。しかし，643の赤高台は色調が橙色であり，高台の形状も異なることから別
の生産地のものと思われる。また白高台や桃高台などの異色高台埦についても，薩摩もしくは大隅
の別の集落により製作され，大島遺跡に運ばれた可能性が高い。この赤高台が多くの遺跡で出土し
ている事実は，律令期にあっても各地で規格化されたものだけが生産されるのではなく，各々の集
落において個性的な高台の埦が作られた状況が確認でき重要である。同時に，当時の人々の動きや
物流を示すものとして貴重である。９世紀後半において塩・魚貝類など海浜の集落から山間部の集
落への物流が存在していたと思われるが，それに対応するように，多くの逆の物流も推察される。
すなわち異色高台埦は当時各集落から人や物の動きが存在することを実証する意味で貴重なもの
と評価できる。本遺跡で異色高台のうち赤高台や白高台そして桃高台など多様なものが出土したこ
とは，大島遺跡が各地の集落から物流や人々の往来など当時多く，各地の集落から集中する性格で
あったことを裏付けるものと言える。
４　特殊遺物からみた大島遺跡古代の性格

　本遺跡では通常の一般的な遺跡では出土数が極めて少ない越州窯系青磁や緑釉陶器が多量に出土
した。緑釉陶器は合計23点出土しており，京都系，長門系，近江系のものが認められ，そのうち半
数は京都系であった。また器種には埦・皿・盤のみでなく，三足盤・壺・合子など多彩であった。
越州窯系青磁も計86点とかなり多く出土し，碗が主体であり他に坏・皿・壺なども認められた。そ
れのみでなく，本県での初出土となった帯金具の石帯も２点出土した。いずれも丸鞆であり，裏面
には３ヶ所の潜り穴が認められるものであった。
　さらに希少なものとして，風字二面硯があげられる。風字硯はこれまで県内においては薩摩国府
跡で破片が１点と，高山町波見遺跡から１点出土しており，また吹上町永吉では土師質の風字硯が
出土している。
　また関連するものとして，８世紀代の高台付坏や坏蓋・甕などを使用した多数の転用硯と須恵
器の水差しも出土した。１遺跡のわずかな調査面積に対して88点の転用硯の出土は驚くばかりであ
る。これらの遺物は県内の一般の遺跡ではほとんど出土しないか，あるいは極めて出土数の少ない
特殊なものであり，本遺跡の性格を考えるうえで重要である。
　大島遺跡は薩摩国府・国分寺とも距離的に近く，また上記したような特殊な遺物が多く認められ
ることから，薩摩国府や国分寺と関連の深い人々が居住した集落であると位置づけられる。
　ただし，本遺跡の集落の形成はすでに弥生時代終末から認められており，その後には古墳時代後
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半の６世紀後半の各種の遺物や墓も存在し，集落は継続していたと思われる。さらにこの時期の九
州には類例が少ない鐔付き羽釡の出土は畿内地域との関係を考えるうえで示唆的である。つまり本
遺跡において古代集落の形成は，弥生時代終末から古墳時代集落の延長線上にある。大島遺跡は古
代において高城郡に属しており，ここに国府が置かれる要因の一つは地理的なものだけでない可能
性も考えられる。
　いずれにしても，大島遺跡は特殊遺物の多様性から単なる集落のみでなく，国府・国分寺と関連
する官衛施設の存在も予想され，残存部の保存と重要な遺跡として今後の確認調査が望まれる。
　蛇足ではあるが文献史学の研究では，『和名類聚抄』から高城郡６郷のうち合志，飽田，宇土，
託万の４郷は肥後郡名に一致していることから，中村明蔵氏や永山修一氏らにより肥後から移民が
移住させられたと考えられている。本遺跡で検出された県内では珍しい古代のカマド付住居跡の存
在は，それを裏付ける一つの考古資料と言えよう。（宮田栄二）
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図版2

縄文時代の土器
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図版3

弥生時代
15・16号竪穴住居跡
検出状況

弥生時代
16号竪穴住居跡
遺物出土状況

弥生時代
19号竪穴住居跡
完掘状況
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図版4

弥生時代
26号竪穴住居跡
遺物出土状況

弥生時代
27号竪穴住居跡
完掘状況

弥生時代
28号竪穴住居跡
遺物出土状況
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図版5

弥生時代
30号竪穴住居跡
遺物出土状況

弥生時代
32号竪穴住居跡
遺物出土状況

弥生時代
32号竪穴住居跡
完掘状況
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図版6

弥生時代
35号竪穴住居跡
遺物出土状況1

弥生時代
35号竪穴住居跡
遺物出土状況2

弥生土器集中区
遺物出土状況1
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図版7

弥生土器集中区
遺物出土状況2

弥生土器（壺）
出土状況

石庖丁出土状況
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図版8

弥生時代の土器1（15・16号住居跡）
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図版9

弥生時代の土器2（19・26号住居跡）
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図版10

弥生時代の土器3（27・28・30号住居跡）
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図版11

58

弥生時代の土器4（32号住居跡①）
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図版12

64
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弥生時代の土器5（32号住居跡②）
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図版13

63

弥生時代の土器6（32号住居跡③）
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図版14

弥生時代の土器7（32号住居跡④）
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