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し

は　じ　め　に

わたくしたちのふるさと兵庫県は、古くから文化が開け、全国的にみても

貴重な文化財が多く残されています。

これらの文化財は、わたくしたちの祖先が残した遺産であり、ふるさとの

歴史を知り、理解するためにかかせない国民の共通財産として保護、保存に

努めるとともに文化向上のため積極的に活用を図ることが必要と考えます。

最近、各種の開発行為等に関連した埋蔵文化財の発掘調査が増大しており

ますが、このたび刊行する本報告書は、北摂ニュータウン建設に先だち兵庫

県教育委員会が昭和46年度から発掘調査を実施しているもののうち昭和53年

度から55年度にかけて行った遺跡調査の結果をとりまとめたものであります。

調査地域は六甲山地の北方に位置する三田盆地で、他にも天神弥生時代遺

跡や青竜寺裏山古墳をはじめ、数多くの遺跡が存在する豊かな田園地帯で

す。

この報告書が文化財に関する調査、研究ならびに保護思想の啓蒙に役立て

ば幸せです。

最後になりましたが発掘調査に際して、なにかと御指導、御協力をいただ

いた多くの方々に厚く御礼を申しあげます。

昭和58年3月

兵庫県教育長　森　脇　　　隆



例　　　　言

1・本書は住宅・都市整備公団（56年改組前、日本住宅公団）の委託を受け、兵庫県教
サンダ

育委員会が昭和53年度から55年度にわたって実施した兵庫県三田市に所在する北摂ニ

ュータウン中央地区内埋蔵文化財包蔵地の事前調査報告である。

2・昭和53年度以前の調査については、その一部が『北摂ニュータウン内遺跡調査報告

書』工として三田市教育委員会から近刊の予定である。

3・本書に報告する嘉ヵリ喜遺跡、遥遠城吐、芸品11号墳は、すでに3分冊に分けて

調査概報を公刊している。しかし、その後の検討の結果、調査概報と異なる記載があ

るが、本書の方が正しく、これによって訂正したと諒解されたい。

4・本書で示す標高値は、公団設定の三角点（抽・4、220・833m）を起点とした標高値

で、方位は磁北を示す。

5・青木哲哉氏（立命館大学大学院）、佐藤良二氏（奈良県立橿原考古学研究所）から多

忙のところ原稿を頂いた。また本文中の石器の鑑定については、神戸大学教養部後藤

博弥教授の手を煩わせた。諸氏と、所属される各機関に謝意を表したい。

6・図版のうち遺物は図版106の須恵器賓を除き、森昭氏の撮影になるもので、遺構は

調査員が分担して撮影した。

7・航空写真および、1／300航空測量図（付図1）は国際航業株式会社に委託して作成し

たものを編纂したものである。

8・第1・2・7図に使用した図は、住宅・都市整備公団から提供を受けた。

9・出土金属器の保存処理は、財団法人元興寺文化財研究所に委託して実施した。

10・本文については、目次に氏名を記して、その責任の所在を明らかにした。

11・挿図・付図のうち、遺構実測は調査員・補助員が分担し、製図は主として井守徳男

が行い、一部を榎本誠一、渡辺昇、西尾知恵子が行った。

遺物の実測の分担は次のとおりである。

奈カリ与遺跡

弥生土器実測：西尾、伊藤今日子、製図：井守、西尾

石器実測・製図：佐藤

鉄器実測：伊藤、製図：井守



石製品実測・製図：大平茂

土師器、須恵器実測・製図：井守

釜屋城址

遺物実測・製図：岡田章一、井守、西尾

五良谷11号墳

遺物実測：西尾、伊藤、製図：井守

12．報告書の立案、編集実務は主として井守が担当した0

13．本報告書作成にあたっては、つぎの方々に多くの御教示を得た○

石野博信、岩田隆、高橋学、丹治康明、前葉和子、松藤和人、宮原晋一、宮本郁雄、

森岡秀人

14．本報告書にかかる遣物、スライド等の資料は、現在、兵庫県教育委員会魚住分館

（明石市魚住町清水字立合池の下630－1）で保管している。活用されたい○
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第30図　東谷区7・8号住居址の柱穴深度
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第62図　北斜面区3号住居址の柱穴深度
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第94図　東谷区2号土器溜り出土の弥生土器

第95図　東谷区包含層出土の弥生土器（2）

第96図　東谷区包含層出土の弥生土器（3）

第97図　東谷区包含層出土の弥生土器（4）

第98図　東谷区包含層出土の弥生土器（5）

第99図　東谷区包含層出土の弥生土器（6）

第100図　東谷区包含層出土の弥生土器（7）

第101図　東谷区包含層出土の弥生土器（8）

第102図　東谷区包含層出土の弥生土器（9）

第103図　北斜面区出土の弥生土器（1）

第104図　北斜面区出土の弥生土器（2）

第105図　北斜面区出土の弥生土器（3）

第106図　南斜面区出土の弥生土器（1）

第107図　南斜面区出土の弥生土器（2）

第108図　弥生土器の細部文様（1）

第109図　弥生土器の細部文様（2）

第110図　奈カリ与遺跡・遺構内出土石器分布状況

第111図　奈カリ与遺跡出土の石井（1）

第112図　奈カリ与遺跡出土の石錬（2）

第113図　奈カリ与遺跡出土の石錬（3）

第114図　奈カリ与遺跡出土の石錬（4）

第115図　石井の長幅の比率

第116図　石銀の長さ、重量、形態の関係

第117図　奈カリ与遺跡出土の尖頭器・石錐（1）

第118図　奈カリ与遺跡出土の石錐（2）

第119図　奈カリ与遺跡出土の削器（1）

第120図　奈カリ与遺跡出土の削器（2）

第121図　奈カリ与遺跡出土の削器（3）

第122図　奈カリ与遺跡出土の削器（4）

第123図　奈カリ与遺跡出土の削器（5）

第124図　奈カリ与遺跡出土の削器（6）

第125図　奈カリ与遺跡出土の削器（7）

－　Ⅹ　－

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

150

151

198

204

205

206

207

208

208

210

211

212

213

214

215

216

217

218
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第158図　奈カリ与遺跡出土の磨製敲石・磨製石器片
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第190図　五良谷11号墳出土の鉄器

第191図　五良谷11号墳出土の土器（1）

第192図　五良谷11号墳出土の土器（2）

第193図　墳頂部の須恵器出土状況
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第199国　東尾根区1号住居址の中央墳・炉址
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2．13号段状遺構

図版　41奈カリ与遺跡　東谷区1．2号土器溜り

2．谷底付近の土器出土状況

図版　42　奈カリ与遺跡　北斜面区1．上空からみた全景

2．全

国版　43　奈カリ与遺跡　北斜面区1・全

景

景

2．トレンチ設定の状況

図版　44　奈カリ与遺跡　北斜面区1．1号住居址

2．1号住居址の断面

図版　45　奈カリ与遺跡　北斜面区1．2号住居址

2．　3・4号住居址

図版　46　奈カリ与遺跡　北斜面区1．5号住居址

2．5号住居址の断面
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図版　47　奈カリ与遺跡　北斜面区1．土器棺、土壌

2．土　器　棺

3．土　　壌

図版　48　奈カリ与遺跡　北斜面区1．2　号　溝

2・3　号　溝

図版　49　奈カリ与遺跡　北斜面区1．段状遺構、1号溝、柵列

2．段状遺構の断面

図版　50　奈カリ与遺跡　南斜面区1．東調査区の全景

2．1号住居址

図版　51奈カリ与遺跡　南斜面区1・2号住居址、円形周帯状遺構

2．円形周溝状遺構の断面

図版　52　奈カリ与遺跡　南斜面区1．溝状遺構

図版　53　奈カリ与古墳1．

2．

図版　54　奈カリ与古墳1．

2．

図版　55　奈カリ与古墳1．

2．

図版　56　奈カリ与古墳1．

2．

図版　57　釜　屋　城址1．

2．

図版　58　釜　屋　城　址1．

2．

図版　59　釜　屋　城　址1．

2．溝状遺構の断面

検出時の状況

全　　景

東からみた石室

石室羨道部の閉塞石

奥　　壁

奥壁裏込めの状況

墓　　境

棺床と遺物出土状況

土塁全景

土塁全景

内郭調査前の状況

内郭の調査区設定状況

土塁南辺切断部

2・土塁西辺切断部

図版　60　釜屋城址1・土塁の断面（第1トレンチ）

2・土塁の断面（第2トレンチ）

図版　61釜屋城址1・土塁の断面（第3トレンチ）

2・土塁の断面（第4トレンチ）

図版　62　釜屋城址1．土塁張り出し部の断面
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2．土塁の断面（第6トレンチ）

図版　63　釜　星　城　址1．土塁の縦断面（西辺）

2．土塁の縦断面（南辺）

図版　64　五良谷11号墳1．伐採後の外形

2．墳丘の遣存状況

図版　65　五良谷11号墳1．墳丘の遺存状況

2．墳丘西側の加工状況

図版　66　五良谷11号墳1．第2主体部

2．第2主体部遣物出土状況

図版　67　五良谷11号墳1．埋葬施設の検出状況（左：第1主体部、右：第2主体部）

2．不明土境

図版　68　奈カリ与遺跡　遺物

図版　69　奈カリ与遺跡　遺物

図版　70　奈カリ与遺跡　遺物

図版　71奈カリ与遺跡　遣物

図版　72　奈カリ与遺跡　遣物

図版　73　奈カリ与遺跡　遺物

図版　74　奈カリ与遺跡　遣物

図版　75　奈カリ与遺跡　遣物

図版　76　奈カリ与遺跡　遺物

図版　77　奈カリ与遺跡　遺物

図版　78　奈カリ与遺跡　遺物

図版　79　奈カリ与遺跡　遺物

図版　80　奈カリ与遺跡　遺物

図版　81奈カリ与遺跡　遺物

弥生土器（壷形土器）

弥生土器（壷形土器・蛮形土器・脚部）

弥生土器（高棒形土器・ミニチュア土器・脚部・紡錘車）

弥生土器（脚部）

1．弥生土器（壷形土器）

2．弥生土器（壷形土器）

1．弥生土器（壷形土器）

2．弥生土器（壷形土器）

1．弥生土器（壷形土器）

2．弥生土器（壷形土器）

1．弥生土器（蕨手文を有する聾形土器）

2．弥生土器（蕨手文細部文様）

1．弥生土器（蛮形土器）

2．弥生土器（聾形土器）

1．弥生土器（高球形土器）

2．弥生土器（鉢形土器・高杯形土器・脚部）

1．弥生土器（器台形土器）

2．弥生土器（底部）

弥生土器（把手・文様細部）

弥生土器（文様細部）

1．石器（石錬）
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2．石器（石嫉他）

図版　82　奈カリ与遺跡　遺物1．石器（石錐・尖頭器・石匙他）

2．石器（削器）

図版　83　奈カリ与遺跡　遣物1．石器（削器）

2．石器（削器）

図版　84　奈カリ与遺跡　遺物1．石器（削器・楔形石器）

2・石器（調整石器・楔形石器）

図版　85　奈カリ与遺跡　遺物1・石器（剥片・二次加工のある剥片）

2・石器（剥片・二次加工のある剥片）

図版　86　奈カリ与遺跡　遺物1．石器（剥片・石核）

2．石器（接合資料A）

図版　87　奈カリ与遺跡　遺物1・石器（接合資料B・C、同一母岩資料）

2・石器（接合資料の接合状態）

図版　88　奈カリ与遺跡　遺物1．石器（柱状片刃石斧）

2・石器（柱状片刃石斧・大型蛤刃石斧・石庖丁・磨製敲

石）

図版　89　奈カリ与遺跡　遺物1．石器（砥石）

2．石器（砥石）

図版　90　奈カリ与遺跡　遣物1．石器（石鉢・石錐細部拡大）

2・石器（石匙・削器・楔形石器細部拡大）

図版　91奈カリ与遺跡　遺物1・石器（削器・剥片細部拡大）

2・石器（調整石器・石核細部拡大）

図版　92　奈カリ与遺跡　遣物　石器（磨製石器・敲石・サヌカイト礫面細部拡大）

図版　93　奈カリ与遺跡　遣物1．鉄器（板状鉄斧）

2・鉄器（銑鉄・鋤先・鉄製品・管玉）

図版　94　奈カリ与遺跡・奈カリ与古墳・釜屋城址　遣物　須恵器・土師器・陶磁器

図版　95　釜屋城址　遺物　陶器（揺鉢・壷底部）

図版　96　釜屋城址　遺物　陶器（壷）

図版　97　釜屋城址　遣物1．陶器（璽）

2．陶器（蛮）

図版　98　釜屋城址　遺物1．陶器（璽）

2．陶器（徳利）
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図版　99　釜屋城址　遣物1．土師質土器・須恵質土器（褐・措鉢・鉢）

2．土師質土器・須恵質土器（塙・措鉢・鉢）

図版100　釜屋城址　遣物1．土師質土器（小皿）

2．土師質土器（小皿）

図版101釜屋城址　遣物1．磁器（皿・塊）

2．石製晶（石臼）

図版102　釜屋城址　遣物1．青銅製品（銭貨・小柄・飾金具・鉄砲玉・瓦）

2．鉄　器（小札）

図版103　五良谷11号墳　遣物　須恵器・土師器（1～9第1主体部、10・11・26第2主

体部）

図版104　五良谷11号墳　遣物　須恵器（第2主体部）

図版105　五良谷11号墳　遣物　須恵器（墳頂部出土の土器）

図版106　五良谷11号墳　遣物1．須恵器

2．鉄　　器
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第1章　調査の経緯

第1節　調査に至るまでの経緯

北摂ニュータウン　北摂ニュータウンは六甲山系の北方に展開する三田盆地の西北部に

計画され、「近畿圏整備計画、兵庫県の県勢振興計画、神戸市の新総合基本計画、三田市

の総合基本計画などと整合させながら、阪神間の住宅・宅地難の経和をはかりつつ、工業

団地、流通団地、農業基盤、基幹道路などを一体的に整備し、自立性のある総合的なまち
（∋

づくりを目指すもの」とされている。

その計画総面積は1，24勅αで、三田市域を貫流する武庫川右岸丘陵地帯（三田市2，151～

4，733、下深田、上深田、池尻、上内神、中内神、下内神、沢谷、馬渡、貴志、広沢、下

井沢、西野上の各一部）を包摂する。

計画によれば、人口約100，000人の居住が予定され、昭和56年度からはすでに南地区の

一部で入居が開始されている。

開発予定地域の大半は、標高約180～250mのなだらかな丘陵地帯で、わずかに谷間に農

地が点在している。用地は4地区（甫・中央・西…住宅地区、北…工業団地）に区分され、

施工は兵庫県と住宅・都市整備公団（調査時は日本住宅公団、昭和56年に改組）が分担し

て実施している。以上が開発計画の概要である。

分布調査　兵庫県教育委員会ではこのような大規模開発の計画があった場合、事前に予

定地の埋蔵文化財の分布調査を詳細に実施することにしている。

当該する北摂ニュータウン建設予定地の埋蔵文化財分布調査は、高井悌三郎氏を調査主

任として、昭和44・45年の2年度にわたって実施され、85か所の包蔵地が発見された。そ
②

して、その成果はいちはやく公表されている。

このような分布調査の結果と、建設工事計画に基づいて、昭和46年度から発掘調査が開

始された。調査は遠藤順昭（成徳学園高校教諭）、河本健介（県立鳴尾高校教諭）、故磯崎正

彦（元大阪学院大学助教授）、故藤井裕介氏らに依嘱し、すでに南地区および中央地区の一

部について完了している。この間の経過については、『北摂ニュータウン内遺跡調査報告

書』工において触れられる予定であるので、参照されたい。

遺跡の発見　分布調査の結果に基づいて、県教育委員会では数回にわたり、県教委職員

による現地立会を実施し、明らかに遺跡と判明する地点は現況保存を、また遺跡として確
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定するには資料不足の地点については確認調査をそれぞれ実施してほしい旨を住宅公団に

申し入れた。また併せて、今回の分布調査では脱漏しているが、兵庫県教育委員会発行の

『特別地域埋蔵文化財　遺跡分布図及び地名表』に記載されている地点についても確認調

査の必要性を要請した。

ところで、本報告の奈カリ与・釜屋城址、五良谷11号墳については、双方とも遺跡の発

見の経緯がやや複雑である。煩わしいが、その間の経過について以下触れることにしたい。
（り

奈カリ与・釜崖城址の発見　今回の発掘調査は、先に触れた2回の分布調査の成果に基

本的には基づいている。しかし、いずれも正確には、発掘地点が分布調査の成果の地点と

異なるという、一見不可解な点が存在する。

まず、奈カリ与・釜屋城址についてみると、兵庫県教育委員会編『特別地域埋蔵文化財

遺跡分布地図及び地名表』第2分冊所収（以下Aとする）の三田市の項中に「遺跡番号

162　貴志城（釜屋の城址）」として挙げられている遺跡がある。概要として「東西40m

南北70mの山頂部の平坦地周囲に高さ11花～1．5m位の土塁をめぐらす連郭式山城」と記載

されている。同書の地図には、今回報告する奈カリ与遺跡・釜屋城址のある地点の西南西

方向約300mの地点に朱点が入れられている。

一方、北摂ニュータウン建設に伴って実施され、計画地域内を中心とした分布調査の成

果である高井悌三郎・橋本久『北摂ニュータウン計画地域内　埋蔵文化財分布調査遺跡地

図及び地名表』第2集（以下Bとする）では、Aに近似する地点に「234　出来谷遺跡

土塁　貴志字出来谷1836　尾根　山林　土塁状堆土（長80m　幅1m　高0．8m）山林ブッ

シュ内　中世」と記載されている遺跡があり、同書掲載の地図によれば、奈カリ与・釜屋

城址の地点の西方約4007両まどの北向尾根稜線上の標高約2501花の等高線付近に朱点が記入

されている。

この両書の記述は、立地、規模にやや誤差はあるものの、土塁もしくは土塁状堆土とし
④

て記載され、印刷時の朱点のズレ等を考慮すれば、同一遺跡と考えられないこともない。

ところで、以上の分布調査の後、兵庫県教委文化課で再度現地立会を実施したところ、

当該地には「土塁」もしくは「土塁状堆土」は発見できず、遺跡の存在する可能性は少な

いものとして消去されていた。

ところが、昭和53年4月になって兵庫県北摂整備局から、北摂ニュータウン建設の関連

事業として皿池改修の計画があり、堤盛土に必要な土砂採取用地として候補にあがった地

点を調査中に、遺跡らしい盛土があることに気付き、同じく三田市域内の大規模開発であ
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る青野ダム埋蔵文化財発掘調査事務所に、一度現地を立会して欲しい旨、連絡があった。

当時、青野ダム関係遺跡の調査に従事していた本遺跡の調査担当者の一員でもある榎本が

現地を踏査したところ、丘陵頂部に保存良好な山城（土塁）が遺存していることが確認さ

れた。

そこで問題となるのは、この開発部局の担当者の通報によって確認された土塁と、先の

「土塁」もしくは「土塁状堆土」の関係である○発掘調査の実施地点の概要を記述すれば、

「釜屋城址　城址　土塁　貴志字奈カリ与他　山頂　南北70m　東西40m　幅6～9m、

高0・6～2m」となり、Aと極めて近似したデータで、同じ遺跡を示していると思われるこ

とが明らかとなった。Bはやや異なるデータが認められ、別地点を示している可能性もあ

るが、同一遺跡を示す可能性も捨て切れない。

以上のような点をふまえて、発掘調査を開始し、当初は「Nb・162・貴志城」という名称

をとったが、「貴志城」では他の貴志地内に存在する可能性のある城址と混同する可能性、

あるいは「貴志城」として想定されていた時代が鎌倉時代であることなどから、「釜星城

址」を調査途中から遺跡名として採用した。

五長谷11号境の発見　五良谷11号墳は昭和53年12月から開始した北摂ニュータウン中央

地区の一部である貴志地内の確認調査（沌・218、抽・223、鈍．226、施．236…いずれもB記載ナ

ン／ミー）中に発見された古墳である○ただこの古墳も当初「N）・72」として挙げられていた

が、72という数字は、Bには抽・72に該当する遺跡はないが、Aに「鍵山古墳」という名称

が与えられている古墳があり、この「鍵山古墳」は五艮谷11号墳の位置する尾根筋の南に

ある尾根端部に朱点がある。しかし、Aの続刊である『遺跡分布地図及び地名表』第3分

冊では、沌・72が北側の尾根に朱点が移動していて第3分冊作成までの間に何らかの理由で
⑤

混同されたとみるべき古墳である。

このように奈カリ与遺跡・釜屋城址、五良谷11号墳は、結果的には発掘調査を経たが、

調査開始前後に混乱があり、遺跡の保存に大きな支障となったことも事実である。

なお、奈カリ与遺跡の発見は、釜屋城址調査中に同一地点で発見された遺跡であり、次

節で述べることにする。

第　2　節　調査の経過

発掘調査は昭和53年7月に着手し、奈カリ与遺跡の調査が完了したのは昭和55年9月で
⑥

ある○立木の伐採面積約43，000戒、発掘面積は奈カリ与遺跡・釜屋城址だけで13，500戒に
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および、延べ3か年、実質2年2か月の期間を要した。

調査が3か年にわたったのは、奈カリ与遺跡が予想外に拡大し、調査期間を次年度に継

続するという臨機の処置をとって調査を進めた結果である。3か年にわたる調査の進行状

況はおよそ第1表のとおりである。

調査の方法　奈カリ与遺跡・釜屋城址の発掘調査は、釜屋城址のみが当初の調査の対象

であったため、土塁各所を横断し、斜面下方にのびる6本のトレンチと、土塁に囲まれた

内郭の全面調査を目的に開始した。

6本のトレンチは、土塁と等高線を直交するように設定した。トレンチの位置は、西側

に2本（第1トレンチ　2×42m、第2トレンチ　2×251花）、南向尾根稜線上に1本（第3

トレンチ　2×7m）、南東斜面に1本（第4トレンチ　2×371花）、東向尾根稜線上に1本

（第5トレンチ　2×57m）、北東向斜面に1本（第6トレンチ　2×43m）である。

内郭は全面調査であるため、丘陵頂部北隅にある三角点（鈍．4、標高220．833m）と公団

設定の一級多角点（H8－28）を結ぶ線を基準とし、水平距離5mメッシュでそれぞれ地

区杭を設定した。この基準線は磁北より70東の方向である。

基準線の方向である南北方向はアルファベット、直交する東西方向を数字で示し、調査

区の拡大する可能性も勘案して、基点となる三角点をCA40とし、北方向に5m行くにし

たがってCB、cc…とし、また逆方向の南に51花行くにしたがってCA、BZ、BY…

BAとし、さらにAZ、AYとした。これはAからZまでであると、南北125mしか区分

できないので、さらに125mごとにA、B、Cを先に付したアルファベット2文字による

表示方法をとった。

東西方向は数字で示し、東方向5m行くにしたがって40、41、42…と数字を増加させ、

逆に西方向に5m行くにしたがって40、39、38…と数字を減少させた。

また、グリッドの表示方法は、各5mメッシュの南西ポイントで表わす。例えばCA40

はCA40、CA41、CB40、CB41に囲まれる25nfの範囲で、遺物の取り上げも基本的に

はこの5m区画によっている。

第1次調査では51花ごとに土層観察用の睦畔を、各ポイントから左右へ25C仇づっ50c帯幅

で設定したが、第2次調査以降は睦畔の設定を10×107花、ないし20×207花とした。このよ

うなグリッドの拡大は、堆積層序が基本的に変化のないことや、遺構の検出を容易にする

ためである。

第1次調査　本遺跡の調査は先に記したように、釜屋城址の調査を約4か月の日程で完
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地 区　 年 月 53年
‘4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

釜　 屋　 城　 址 ：：i：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

‘太
不
カ

リ

与

遺

跡

山　 頂　 区

南 尾 根 区

東 虚 根 区 Jl

東　 谷　 区

北 斜 面 区

南 斜 面 区

五良谷11号墳他

埠 区　 年 月 54年
4 5 6 7

1
8 9 10 11 12 1 2 3

釜　 屋　 城　 址

太
市
カ

リ

与

遺

跡

山　 頂　 ‾区
トJ

南 尾 根 区

東 尾 根 区

汀東谷区北半

†　－東谷区南半

北 斜 面 区

南 斜 面 区

地 区　 年 月 55年
4 5 6 7 8 9 10 ・11 12 1 2 3

釜　 屋　 城 ．址

太
市
カ

リ

与

遺

跡

山　 頂　 区

南 尾 根 区

東 尾 根 区

東谷区北半 ：：：；：；：：：：：：：：：：：：：：：：f

東谷区南半

北 斜 面 区

南 斜 面 区

第1表　調査の進行状況
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了することを前提に開始した。

調査はまず、伐採から始めたが、山頂部は勿論、尾根、斜面ともに松や雑木、雑草が繁

茂し、しかも時期的に盛夏であったため、数メートル先が見通せない状況であった。

伐採作業は業者依託としたが、作業開始直後に業者が倒産するという思わぬ事態が起り、

作業が渋滞したため、その後は発掘調査に従事した作業員全員で、伐採、片付け作業をし

なければならなかった。伐採作業は約1か月を要し、実際に発掘を開始したのは、孟蘭盆

明けの8月中旬からである。

発掘は当初の予定どおり、釜屋城址内郭の全面調査と、土塁と傾斜面に設定したトレン

チ調査を併行して開始した。

内郭の調査は期待に反して、何ら遺構は認められず、出土遺物も皆無に近く、築造時期

の決定も困難な状況であった。ただ数点ではあるが、弥生土器の破片と思われる土器片が

出土し、やや意外な感じを持ったが、弥生時代遺跡の存在は確信できなかった。

土塁各所に設定したトレンチ調査では、第4・6トレンチで土塁が赤褐色土と黄褐色土

が互層に盛土され、版築状の構築方法が明瞭に観察された。

盛土中からは土塁築造時の所産と考えられる遺物が出土し、時期決定を助けた。また、

弥生土器片も少量出土した。中でも第4トレンチでは、盛土下に旧地形を残しており、弥

生土器の単純包含層が遺存していることが確認され、帯状の遺構（山頂区2号住居址）も

検出された。さらに6トレンチでは、斜面下方に住居址状の落ち込み（北斜面区1号住居

址）をはじめ、ピット、溝（段状遺構、1号溝）などが確認され、山頂部と斜面地に大規

模な弥生時代集落が存在することが判明した。奈カリ与遺跡の発見である。

調査前には予想もしなかった弥生時代遺跡の発見に色めき立ち、若干の2×27花グリッド
⑦

を周辺各所に設定し、遺跡の広がりの確認に努めた。しかし、この範囲確認が徹底せず、

後に南斜面区の発見のように、第1次調査での範囲の把握が不十分で、我々の山地、丘陵

部における遺跡の広がりに対する認識に過誤があったことが明らかとなった。

土塁からのびる斜面に設定したトレンチ調査の結果、山頂部から北に向かう傾斜面（北

斜面区）、南に向かう尾根（南尾根区）、東南方に開析する谷斜面で（東谷区）、弥生時代の

遺構、包含層が確認された。また、第1・2トレンチではほとんど遺物が出土せず、山頂

から西側の斜面には、遺跡の広がりが無いことも明らかとなった。

この時点で住宅公団と協議を行い、東谷区は面積が大きく本年度に調査を完了すること

は不可能であるので、工事の急ぐ北斜面区、南尾根区の全面調査のみを実施し、次年度以
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降も調査を継続することで合意した。

一方、12月からは貴志地内に残っていた埋蔵文化財包蔵地点についても確認調査を開始

した。

奈カリ与遺跡・釜屋城址以外で、確認調査および、全面調査を実施した地点は次のとお

りである。

代

l

l

l

第2表　確認調査一覧表

確認調査の結果、mlO7地点と抽・72地点と呼称する地点で遺構が発見され、木棺直葬を

主体部とする古墳である沌・72地点（五良谷11号墳と命名）を本年度、全面調査することに

した。

沌・107地点は武庫川の小支流である山谷川の左岸の平坦地にある。『分布地図及び地名

表』によれば、「長楽寺址」として登録されているが、さしたる根拠があるわけでなく朱

点の位置も山腹の急斜面地にあり、寺址の存在は疑わしかった○確認調査の結果、奈良時

代に遡ると考えられる掘立柱状の遺構が発見されたが、さしあたって工事計画がないこと

から、調査は将来にゆだねることにした。

第2次調査　第1次のトレンチ調査で遺構、遺物の存在が確認されていた東谷区を中心

に発掘調査を行い、もっとも広範囲に調査を実施した期間である。東谷区以外でも、北斜

面区、南尾根区、山頂区、南斜面区および釜屋城土塁の調査を併行して実施した。

第2次調査は調査員2名（井守、吉識）で開始した。まず第1次調査で設定したN－7。

－Eラインを基準線とし、東谷区に5mメッシュのグリッドを設定した。

第1次調査では東谷区に遺構と遣物の存在は確認したが、その広がりについては明らか

でなかったので、BJ、52、56ラインに沿って5m幅のトレンチによって、範囲の決定に

努めた。その結果、遺構がほぼ全域に拡大することが判明したため、東谷区北半部より順

次、全面調査に移った○また、東谷区北半部の東側で設定したトレンチでも、尾根稜線、
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第1図　北摂ニュータウン中央地区調査地点図
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第2図　奈カリ与遺跡・釜屋城祉調査区設定図
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傾斜面の両方で遺構の存在が明らかとなったが、日程上、第2次調査期間での終了は困難

であるため、調査は次年度に繰りのべることにした。

東谷区北半部の西側部分の調査が、ほぼ完了した10月中旬には、さらに調査員2名（山

本、大平）が加わり、北斜面区の調査未了部分（3号溝、土器棺）、釜星城土塁の南半部

（2トレンチ～6トレンチ問）の盛土全域を除去、第1次調査で弥生時代の遺構の存在が

確認されていた山頂区（1・2号住居址、段状遺構）、東谷区南半部、南尾根区（3号住居

地）と調査対象地を拡大した。特に土塁除去作業はその期間中、建設会社に依託した作業

員を増員し、調査のスピード化を計った。

南斜面区は変則的な調査しか実施できなかったので、その間の事情について、やや詳し

く述べることにしたい。

南斜面区の発見は、東谷区南半部および、南尾根区の調査の排土地として、南尾根区を

挟み東谷区南半部と相対する南向斜面を伐採したことに始まる。当初は伐採した状態で放

置していたが、航空写真測量を実施するため片付けたところ、遺構の存在しそうな平坦面
⑧

が表面観察によって認められた。

航空写真測量終了後、東谷区南半部の調査にかかることになり、念のため排土予定地に

任意方向のトレンチを設定したところ、次々に遺構が確認された。しかし、すでに造成工

事が進行し、遺構の確認された地点寸前に及んでいるため急拠、公団と協議し、2か月程

度工事を猶予することにし、遺構の確認された地点に限って発掘調査することにした○

その結果、住居址、段状遺構、溝、円形周溝状遺構などが検出されたが、調査できた遺

構が南斜面区に存在した全ての遺構であったかどうかは明らかにすることが出来ず、他に

遺構が存在した可能性を残したまま消滅した。

なお、第1次調査ではまだほとんど遺跡周辺で工事は進行していなかったが、第2次調

査期間中から本格的な造成工事が始まり、10月には調査の終了した北斜面区と南尾根区西

半が、また昭和55年1月には山頂区、南斜面区が造成工事によって次々に消滅した。

第3次調査　昭和56年度にあたる第3次調査は、奈カリ与遺跡・釜屋城址の発掘調査の

最終年度である。

調査は造成工事の進行状況にあわせ、他の発掘調査現場より1週間早く、4月7日から

着手した。第3次調査では当初から航空写真撮影を予定していたため、昨年度、調査が中

途で未了となっていた東谷区11号住居址の全面検出からはじめたところ、新たに11号住居

址に伴う遺構が2か所で検出された。
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この東谷区11号住居址関係の調査が完了した時点で、第2次調査区の航空写真撮影を行

い、撮影の終了した翌日から第2次調査区の造成工事が始まった。5月中旬には第3次調

査の対象地である東谷区北半部の東側部分約4，0001元を残し消滅した。

第3次調査で主要な調査対象地区となったのほ、東谷区北半部の東側部分と、その斜面

上方にあたる尾根稜線付近（東尾根区）である。すでに第2次調査中に行ったトレンチ調

査によって、住居址、段状遺構などを確認していたので、その付近から順次全面調査を実

施した。

第3次調査では新たに、弥生時代に属する住居址7、段状遺構8、井戸址1、焼土壌1、

溝1を検出した○他に住居址と重複した小型の横穴式石室を内部主体とする古墳1基と、

奈良時代の火葬骨を埋納した土器棺1が発見され、この地に室町時代末期まで、各種の遺

構が断続的に存在していたことが判明した。

奈カリ与遺跡・釜屋城址を中心とする調査は、昭和53年7月16日より開始し、延べ3か

年の期間を要する結果となった。調査開始の際には、これほど長期の調査期間になるとは

予想できなかったが、奈カリ与遺跡・釜屋城址だけでも、立木の伐採面積43，000〝苦、発掘

調査面積13，5001元におよぶ大きな発掘調査となった。その間に従事した作業員は延べ約

15，000人である。

発見した遺構は、弥生時代関係では住居址30（重複関係を含む）、土器棺5、段状遺構

24、溝状遺構13、井戸址1、土塊1、円形周港状遺構1があり、他に古墳1基、奈良時代

土器棺1、戦国時代末期の山城である釜屋城址土塁がある。

検出した弥生時代の遺構は、すべて弥生時代中期後半の所産と考えられ、丘陵頂部を中

心とした弥生時代中期後半の集落遺跡をほぼ完掘できたと思われる。

第　3　節　整理作業の経過

整理作業は奈カリ与遺跡の発見に伴って発掘調査が長期間にわたる見通しが立った昭和

54年度から開始した。すでに昭和53年の第1次調査期間中も、出土遣物の水洗作業などを

一部開始していたが、本格的に開始したのは第2次調査以降である。

昭和54年度　発掘調査と並行して実施するため、作業は主として水洗施設のあった青野

ダム埋蔵文化財発掘調査事務所（北摂ニュータウン関係の調査事務所も同居）で行い、土

器洗浄から開始した○ところが、出土土器の大半は風化が著しく器表が極めて脆弱で、水

洗作業は難渋したが、整理作業員の努力で進捗することができた。土器は水洗後、パイン
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ダー♯17の30％溶液に一昼夜含浸し、強化をはかった。

また、53年度に出土した鉄器は、財団法人元興寺文化財研究所に依託して保存処理を行

った。

昭和54年6月には昭和53年度調査の成果の一部を概報で公表し、以後、毎年次の調査概

報を継続して公刊している。

特に昭和54年度の調査概報からは、本報告書作成を前提にその前段階の作業として作成

したため、本報告書掲載の遺構図のうち、概報掲載分を転用したものもある。また、住居

址などの記述には基本的な変更のないのもこうした理由によるものである。

昭和55年度　昭和55年度は前年と同様に、発掘調査と整理作業を並行して進め、水洗、

ネーミング作業の他に、遺物実測作業を開始した。ただ、第2次調査で出土した遺物が、

整理用コンテナで100箱以上に達し、水洗、バインダー溶液含浸作業に追われ、当初の目

標としていた現場作業中にネ←ミング作業までを完了することができなかった。そこで、

三田市の現場事務所においては、第3次調査分を含めてバインダー溶液含浸作業までを完

了することとし、ネーミング作業の残りと、接合作業は兵庫県教育委員会王子分館（神戸

市灘区王子町3－1－3、昭和56年8月末で魚住分館に移転のため閉鎖）に遺物を移動し、

ネーミング作業を当初計画どおり完了した。

王子分館では、調査補助員である西尾知恵子を中心に伊藤今日子らによって、接合作業、

実測作業を行った。

昭和56年度　すでに昭和55年9月に奈カリ与遺跡の調査が完了し、引き続き北摂ニュー

タウン関係の遺跡調査を行う予定であったが、井守、大平らは県立博物館建設予定地の姫

路城武家屋敷の調査のため、6月までは王子分館で整理作業を継続した。

なお、発掘調査開始当初から、一貫して作業を共にし、本報告の石器を担当した佐藤良

二が、奈良県教育委員会に採用されたため、石器は奈良県の佐藤の下に移送し、実測、整

図、原稿執筆は、発掘調査終了後の夜間に行われた。

昭和56年度は6月30日より奈良山遺跡、中西山遺跡などの調査を始めた。そこで王子分

館にあった遣物も再び三田市の青野ダム埋蔵文化財発掘調査事務所に移し、現場調査と並

行して石器を除く、奈カリ与遺跡関係の実測、整図をほぼ完了した。

また年度末の3月には、森昭氏に依頼して遺物写真撮影を行った。

昭和56年度からはこれまで発掘調査経費の中に含めていた整理費を分割し、整理作業契

約として独自に受託した。
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昭和57年度　本年度は報告書刊行までの作業で、奈カリ与遺跡・釜屋城址、五良谷11号

墳の調査報告整理作業の最終年度にあたる。

整理作業を主として担当した井守は、北摂ニュータウンの発掘調査を離れ、遠く淡路島、

三原郡西淡町の志知川・沖田南遺跡の調査の担当者の一員となったため、整理作業に若干

の支障があった。

そこで、志知川・沖田南遺跡の現場事務所に隣接して整理用仮設プレハブを建設し、整

理作業を実施することとした。

以上のように、整理作業は発掘調査と並行して実施し、これまでの兵庫県教育委員会が

行ってきた整理作業、報告書作成とは、異なった過程をとった。

報告書作成に関しては、王子分館・魚住分館に調査員が一定期間専従する体制を整えて

きた。北摂ニュータウンの報告書作成作業が、こうして前例とは異なった方式を取ったこ

とには問題点も多く、その可否については今後の検討課題として残った。

調査の体制　3年間にわたって実施した奈カリ与遺跡・釜屋城址、五艮谷11号墳の調査

は、日本住宅公団（現在、住宅・都市整備公団）の委託を受け、兵庫県教育委員会社会教

育・文化財課が実施した。

発掘調査とその後の整理作業の経費と体制は、次のとおりである。

第1次発掘調査費（昭和53年度）…………46，529，000円

第2次発掘調査費（昭和54年度）…………76，547，000円

※第3次発掘調査費（昭和55年度）…………51，022，000円

整　理　費（昭和56～57年度）……………8，926，000円

計　　　　　　　　　　　　183，024，000円

※第3次調査費のうちには、奈カリ与遺跡終了後に実施した奈良山古墳群の確認調査の経費

（今回の報告書から除外）を含んでいる。

第1次発掘調査　一昭和53年度一

社会教育・文化財課　課　長　林　五和夫

参　事　田　中　幹　雄

副課長　道　畑　　貴

報驚慧　河合幸一
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係　　長

係　　員

課長補佐

埋蔵文化財係長

事務担当係員

調査員

調査補助員

第2次発掘調査　一昭和54年度一

社会教育・文化財課　課　　長

参　　事

副課長

課長補佐兼
管理係長

係　　長

係　　員

課長補佐

埋蔵文化財係長

事務担当係員

調査員

調査補助員

第3次発掘調査　一昭和55年度一

社会教育・文化財課　課　　長

掘　　　　　洋

山　崎　桂　子

久保田　幸　雄

村　上　紘　揚

山　本　三　郎

梶　本　誠　一

井　守　徳　男

水　口　富　夫

渡　辺　　　昇

佐　藤　良　二

林　　五和夫

田　中　幹　雄

道　畑　　　賓

河　合　幸　一

掘　　　　　洋

山　崎　桂　子

池　田　義　雄

村　上　紘　揚

吉　田　　　昇

山　本　三　郎

井　守　徳　男

書　識　雅　仁

大　平　　　茂

佐　藤　良　二

住　谷　幸　一

辻　本　　　武

藤　和　重　喜
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参　　事　　田　中　幹　雄

副課長　　道　畑　　　宜

ト＼

rノ

課長補佐兼
管理係長

係　　長

係　　員

課長補佐兼
埋蔵文化財係長

主　　査

事務担当係員

調査員

河　合　幸　一

掘　　　　　洋

山　崎　桂　子

池　田　義　雄

大　村　敬　通

告　識　雅　仁

榎　本　誠　一

井　守　徳　男

大　平　　　茂

渡　辺　　　昇

調査補助員　　佐　藤　良　二

住　谷　幸　一

なお、3年間の発掘調査中に次の方々が参加、協力された。

作業員　赤松敏弘、井上詔平、今北　毅、今西　隆、上ノ坊忠、大東　肇、小倉洋一、

北本一男、北本　勝、古家泰司、小西　清、斉藤義隆、酒井文夫、佐野四郎、

清水　一、田中　悟、田中俊夫、田中　実、谷田辰夫、辻井才次、中野孝也、

西山正己、橋本幸二、浜田裕之、原井利息、福井栄治、福井詳治、的場　重、

宮本繁雄、官本雅弘、村上　悟、室山源治、森元幸治、安田　修、山本洋一、

吉崎頼蔵、荒川きく英、今北美恵子、今北裕子、今北好子、上ノ坊あきえ、

大川美都子、大垣すみえ、岡本美代子、奥谷みつ子、岸下節子、北本あや子、

北本和代、古家幸子、古家早首、古家みさを、小谷幸子、後藤たづ子、

小西さよ子、中東やえ子、小南圭子、小南千代子、真造朝美、真造味千代、

新谷雪子、大勢弥生、田中恵美子、田中みち子、塚本敏子、寺本英子、

戸出芙美子、戸出婦ゆ子、戸出よし子、仲　網子、中島清子、中島つる、

中田輝美、西中早枝子、畑末きみ子、畑末千代子、馬場いとえ、平田智子、

桧田明子、桧田えい子、桧田一枝、桧田国枝、桧田信子、福井正子、福井良子、

前車ともえ、松田晴美、南ふじ子、室山政子、山添昭子、山本洋子

日興建設作業員　井上完治、尾城　証、川井義夫、今田佐男、田尻武男、谷所安吾、出
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原徳太郎、西山　進、野田義一、藤井角治郎、藤田　茂、藤本康裕、藤原敏男、

山本一三、山本義英

運転手　岸本　勉、久代善次、本庄富雄

室内整理作業員　小西淳子、村田菓子

整理作業　一昭和56年度一

社会教育・文化財課　課　　長　　藤　和　重　喜

参　　事　　田　中　幹　雄

副課長　　道　畑　　　宜

課長補佐兼
管理係長

係　　長

係　　員

課長補佐兼
埋蔵文化財係長

主　　査

事務担当係員

調査員

補助員

河　合　幸　一

掘　　　　　洋

山　崎　桂　子

池　田　義　雄

大　村　敬　通

深　井　明比古

井　守　徳　男

伊　藤　今日子

西　尾　知恵子

整理作業　一昭和57年度一

社会教育・文化財課　課　　長　　藤　本　　　繁

参　　事

副課長

課長補佐兼
管理係長

課長補佐

係　　員

課長補佐

埋蔵文化財係長

事務担当係員

調査員

吉　村　芳　郎

道　畑　　　宴

福　永　慶　造

掘　　　　　洋

杉　本　恵　子

池　田　義　雄

大　村　敬　通

水　口　富　夫

井　守　徳　男
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1

補助員　　青　木　哲　哉

西　尾　知恵子

なお、整理作業に参加した作業員と、協力して頂いた方々は次のとおりである。

作業員　梅津智子、川口智子、佐藤匡子、二階堂雅香子、二階堂康子、西村洋子

協力者　山田隆一、山本雅和、浅井多恵美、川上　線、木村佳子、嶋本文子、林　和代

註　①　『北摂・北神ニュータウン』兵庫県・神戸市・三田市・住宅都市整備公団

⑧　高井悌三郎・橋本久『北摂ニュータウン計画地域内　埋蔵文化財分布調査遺跡地図及地名

表』第1、2集　兵庫県教育委員会　昭和45、46年

⑧　奈カリ与遺跡と釜屋城址については、両遺跡が同一地点にあり、調査の契機となったのは

釜屋城址である。釜屋城址調査中に奈カリ与遺跡が発見されたので、調査に至る経緯の中

では釜屋城址の発見を中心に記述する。

④　朱点の位置が正しいとしても、我々が踏査した結果では同地点付近に該当する「土塁」、

「土塁状堆土」は確認できなかった。また『県分布地図』では、朱点は山頂部ではなく、

尾根鞍部もしくは斜面にある。

⑤　我々が調査を担当した時点で入手した図面には、72地点と明記されていたのは五良谷11号

境の位置する尾根稜線のやや先端部である。

⑥　発掘面積は図上で水平距離としての算出である。実際は斜面地であるので、15，000が程度

であろう。

⑦　グリッドの位置は、繁茂する草木のため測量が不可能で、正確な位置は図示できない。

⑧　表面観察によって遺構（特に住居址、段状遺構）の存在しそうな地点が、第1次調査の終

りごろからある程度予測できるようになった。これは住居址、段状遺構の存在する地形に

一定の規則性のあるらしいこと、遺構の存在する地点が、現地表面においても若干の窪地

になっていることが判明したことによる。勿論すべての遺構にあてはまるわけではないこ

とは当然である。したがって、南斜面区もそれまでの調査の蓄積があって確認できたので

あり、調査前にはおそらく発掘をしない限り、表面観察では発見は不可能であったと思わ

れる。
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第　2　章　遺跡の環境

第1節　三田盆地およびその周辺地域の地形

1．ま　え　が　き

本稿は、三田盆地およびその周辺地域における地形の性格を明らかにすることを主な目

的としている。

まず、投影断面図（第4図）を使って、調査地域全体の地形の配置パターンや起伏を概

観する。次に、個々の地形をより詳細にとらえるため、空中写真の実体観察および現地調

査をもとに地形分類図（第6図）を作成し、各々の地形の特徴を説明したい。

2．地　域　概　観

調査地域は、武庫川の中流域、河口からおよそ25励上流に位置する。すなわち、北は中

国山地から南は中国自動車道までの武庫川水系に属する南北およそ10短、東西約5短の地

域にあたる。

武庫川は、上流で谷中分水界を形成し、三田盆地から狭谷部をとおり大阪湾にそそぎこ

む。本地域では、北西から南東方向にやや曲流しながら流下しており、途中、相野川・内
①

神川・青野川・有馬川・有野川を合わせる。一般に緩傾斜で河川の侵食力は弱いとされる。

水系は、第三紀層に発達する距離の短い小河川が多数存在し、全体として羽毛状を呈して

いる。

この地域の地質は、武庫川左岸では流紋岩類が広く認められ、神戸層群、大阪層群は国

立兵庫療養所付近にわずかに分布しているにすぎない。右岸では上内神付近に大阪層群が

認められる他は、神戸層群が卓越している。

さて、鮮新統一更新統堆積後、段丘層堆積前に最盛期をむかえた六甲変動は、それまで
①

支配的であった東西方向の運動より後にあらわれた南北性の構造軸をもつものである。

こうした地盤運動は、当地域の水系、地形に大きく影響しており、それらが直線的な分布

を示す場合がしばしばみうけられる。

近年、都市化の波が押し寄せ、ゴルフ場、大規模ニュータウンの建設が盛んに行われた。
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また、農地の圃場整備事業がなされたところもあり、地形の人工改変が進んできている。

大谷山

武

庫

第4図　投影断面図
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3・投影断面図からみた地形概観

投影断面図（第4図）は、三田盆地周辺の地形を概観する上で有効であると思われる。

この図の作成にあたっては、昭和53年修正測量された1：25，000の地形図を用いた。

三田盆地周辺は、大きな起伏をもつ北部・北東部、徴起伏に富む東部・西部、そして起

伏のほとんどない低地である河川沿いの中央部に大きく分けられる。

北部・北東部は、飯盛山（標高361．97花）や有馬富士（標高374．01花）など比較的低い山

々が連なっている。これらは、地盤運動や河川の侵食により小さく分断され、またケルン
③　　　　　　　　　　④

＝コル、ケルン＝バットといった断層による地形もみられる。このため、北部・東北部は

凹凸の激しい地域となっている。

一方、東部・西部は、北部に比してより小さな起伏が標高およそ200〝乙前後に認められ

る地域である○これは、小河川の侵食作用により形成された谷と、侵食されなかった平坦

面および尾根とのコントラストを反映している。この地域は、最も広範に発達しており、

三田盆地周辺の地勢を代表するものである。なお、ここでは、原図とした地形図の作成よ

り早期にゴルフ場などが建設され、一部で人工改変が行なわれているため、起伏が緩やか

になっている所もある。

中央部は、東部・西部地域から約150〝璃ど急激な傾斜をもって落ち込んだところに、

北西から南東にかけて細長く存在する。1：25，000縮尺レベルの地形図では起伏はほとん

ど認められない。ここは、三田市街地や三田工業団地の立地、国鉄福知山線および国道

176号線が通っており、人為的営力が最も及んでいる地域と考えられる。

4．微地形の分布とその特色

ここでは、投影断面図によって概観した地形をより詳細に分類し、各々の地形の特色を

述べることとする。地形分類図（第6図）は、遺跡の立地に関する一資料とすることを考

慮したため、その作成にあたっては主に地形の形態的特徴に注目した。手順としては、ま

ず等高線図および1：10，000空中写真の実体観察により、地形面の連続性、開折の程度、

比高その他の地形的特徴を指標として地形分類予察図をつくり、次に現地での露頭観察に

より堆積物を確認し、地形分類図を作成した。その結果、三田盆地とその周辺地域の地形

は、山地・丘陵上の平坦面・丘陵の尾根と斜面・段丘工～Ⅶ面・氾濫低地・旧河道・開析

谷・崖錐・河川敷・河川と溜池および人工改変地に分類された。以下にそれぞれの地形に

ついて記述する。
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（1）山地　山地は、前述したように主に三田盆地の北部および北東部に分布しており、

一部南東部（鏑射山・標高3277花）にもみられる。構成物質は流紋岩類であり、これは外帯

での四万十造山運動と同時期、すなわち中生代から古第三紀にかけて内帯で噴出したもの
（9

である。山地は小ブロックに分かれており、標高280～4001托級の山々が連なる○また、山

地と他の地形との境界が南北あるいは東西方向に直線的であることから、山地の分布パタ

ーンを規制するような地盤運動、特に断層が南北・東西方向に存在するように推定される○

（2）丘陵　丘陵は、武庫川右岸では内神川以南、左岸では城ケ岡・有馬富士以南に広

域に認められる。右岸の下内神付近では、丘陵頂面に標高およそ2207花の平坦面が存在す

る。これは、神戸層群上に不整合に堆積した、発達の悪い赤褐色くさり礫層の剥離面で、
⑥

非継続的な地盤運動に侵食基準面の変化が加わって形成されたものである○この面は、そ

の後の開折によって断片的に分布するにすぎない。その他の部分は、丘陵の尾根あるいは

斜面からなっている。

丘陵を構成するのは、神戸層群が主で、一部、大阪層群も存在する。神戸層群は、中新

世において東西方向の沈降域に出現した第1瀬戸内海に堆積したもので、豊富な植物化石

を産することが知られている。一般に非常によくしまっており、凝灰岩・凝灰質泥岩・泥
⑦

岩・凝灰質砂岩・砂岩・凝灰質円礫岩・円礫岩・亜角礫岩の互層からなる。一方、丘陵内

には開析谷が数多く認められ、東西方向、南北方向、北東一南西方向に直線的にのびる○

これは、地盤運動が強く影響した結果と推定される。また、溜池の多くはこの谷地形をせ

き止めてつくられている。

本地域では、大規模な人工改変が激しく行われており、原地形の推定が困難なことがあ

る。ゴルフ場も丘陵に分布しているが、それらは前述した平坦面を利用してつくられたも

のと思われる。

（3）段丘　段丘は、調査地域において7両に区分でき、それぞれ高位のものから段丘

工面、Ⅱ面、Ⅱ面………Ⅶ面と名付けた。これらは、内神川以北の辻、長坂、平野、広野

開拓、打場、中野開拓、宮脇付近によく発達しており、武庫川と内神川の合流地点以南で

は、武庫川にせまった山地および丘陵の緑に断片的に分布するにすぎない○

段丘工面は、広野開拓、西木に分布する本地域の最高位面である。広沢で現河床からの
⑧　　⑨

比高はおよそ451花である。層厚41花の礫層よりなり、コブル～ペブル大の亜円～角礫によ

り構成される。数多くの開析谷により刻まれ、特に西木付近では面の残存状態は非常に悪

い。中野開拓で工面とⅡ面を境する崖の比高は約5mである。Ⅱ面は、主に西木付近の工
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面の南方に連続して広がり、内神川以南では三田市街地西方にみられる○工面同様、開折

が進んでいる。大畑でⅡ面と比高6mの崖をもって区分されるⅡ面は、長坂の集落をのせ

るものの他に、広野西方、天神にも分布する。主に亜角～亜円のペブル大の礫層を有する。

この面は、武庫川右岸にのみ分布し、青野川流域では認められない○これは、Ⅱ面形成後

からⅡ面形成時にかけて、武庫川の営力が特に内神川以北の現武庫川右岸地域に集中して

いたことを推定させる。以上の工、Ⅱ、Ⅱ面はともに武庫川、内神川合流点以北において

比較的連続した面をもつ場合が多い。これらの面は不規則に波打っており、面形成後に侵

食作用が働いたことを思わせる。

Ⅳ面は、本地域において武庫川と青野川の上流から下流にかけて断片的にみられる。現

河床との比高は約10mで、Ⅴ面とのそれがおよそ5mである○青野川、武庫川、相野川流

域に分布するⅤ面は、Ⅳ面よりも小さい面積に分断されているものの、数多く認められる。

一般に、現河床からは5～6mの比高をもつ。この面は、ペブル大の亜角卸、らなる約3

mの砂礫層を有する0Ⅳ面は、武庫川、内神川の合流点以北および調査地域より南方の長

尾川流域に分布し、武庫川、内神川合流点以南、三田市街地以北にのみ発達していない面

である。現河床との比高はおよそ3～4m、面の分布数が少ない○Ⅶ画は、特に下深田、

道場でも発達する最低位の面である。氾濫低地との比高1～2mo河川に向って緩傾斜し、

氾濫低地との間に明瞭な崖をもたないこともある○露頭がなく堆積物が確かめられなかっ

たため、氾濫低地との関係は不明である。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ面は、谷壁に付着するように分

布する。すなわち、武庫川、内神川の合流点以北ではI、Ⅱ、Ⅱ面の形成によって現出し

た武庫川、内神川、青野川、相野川に沿う狭長な谷地形、また以南では、山地および丘陵

が武庫川にせまる細長い皿の中に、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ面が形成され、その後繰り返された侵

食作用により、小さく分断されたものと考えられる。

（4）氾濫低地　氾濫低地は、武庫川・内神川・相野川・青野川の各々の河川に沿って

分布する。これは三田盆地において最も低平な地形面で、武庫川主流沿いで傾斜2％ク、他

の支流では8％βとやや急になっている。この面は最も軟弱な沖積層からなり、それは厚さ

10mにも満たない。また、しばしば洪水にみまわれており、面上には自然堤防状徴高地は

認められないが、明瞭に曲流形態を示す旧河道がみられる○旧河道は低位面より数10e仇低

く、土地割から判別される場合もあった○水田と集落が卓越しており、現在ところどころ

圃場整備がなされるなど微地形の確認を困難にしつつある。

（5）崖錐　これは、調査地全域に認められ、特に武庫川左岸、福島から高次にかけて
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その発達が良好である。面の傾斜はさまざまであるが、一般に40‰以上の場合が多い○堆

積物の確認ができなかったため、他地形との関係は明らかでない○

以上、三田盆地とその周辺地域には、山地・丘陵・段丘・氾濫低地といった地形がコン

パクトにまとまって存在している。特に、武庫川・内神川の合流点以北では段丘工・Ⅱ・

Ⅲ面、以南では丘陵が広範に発達している。また、現河床からの比高が小さい段丘Ⅳ・Ⅴ・

Ⅵ・Ⅶ面は、調査地域全体に断片的に分布する。さらに、最も低い氾濫低地が、細長く発

達が悪いといった特徴が認められる。これらのことは、先・原史時代の人々が比高の大き

い段丘や丘陵の平坦面の利用に目を向けざるをえなかったひとつの要因ではないかと考え

られるのである。

付記：本稿作成にあたって御指導いただいた立命館大学文学部日下雅義先生に厚く御礼申

し上げます。

註　①　加藤瑛二「武庫川中流部の地形」『立命館文学』319、昭和47年、p・p・65～101・

⑧　藤田和夫「六甲変動、その発生前後」『第四紀研究』7－4、昭和43年、p・p・248～260・

⑧　断層線に沿って生じた鞍部。

④　断層の畷部（ケルソコル）で、山地本体と隔てられている分離丘陵。

⑤　註①と同じ。

⑥　註①と同じ。

⑦　松下進『日本地方地質誌近畿地方』朝倉書店、昭和46年、p・p・114～129・

⑧　粒径64肪彷以上、256彷彿未満の疎。

⑨　粒径4m以上、64肪彷未満の疎。
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第　2　節　歴史的環境

奈カリ与遺跡・釜屋城址をはじめ、今回報告する遺跡に少なからず影響の考えられる三
（丑

田盆地とその周辺の遺跡数は、最新の公刊物資料である『全国遺跡地図（兵庫県）』によ

れば、三田市域内に限ると131遺跡にのぼっている。

遺跡数は今後も更に増加することが予想されるが、まず、少し遡って遺跡の発見数の増

加についてみることにしたい。
②　　　　　　　　　③

古くは江戸時代中頃の『摂陽群談』あるいは、昭和初期の『有馬郡誌』の中に幾つかの

古墳についての記述がみられるが、本格的に遺跡の把握が行われるのは昭和30年代に入っ

てからのことである。

兵庫県下全域をカバーし、かつその遺跡の内容にまで立入って記述された『祖先のあし
④

あと』は、その性格上、既発見の遺跡を全て網羅したものではなかったが、当時の知見の

集大成であり、その後の考古学的研究の出発点ともなった○『祖先のあしあと』では、そ

れまでの古墳中心の記述から集落遺跡、生産遺跡などにも注意が向けられるようになり、

三田市域内では、組文時代遺跡である内神遺跡をはじめ、十数遺跡が紹介された。

その後、全国的規模で埋蔵文化財包蔵地の分布調査が実施され、兵庫県においても昭和
⑤

37年度に実施した分布調査の成果は、『兵庫県遺跡地名表』、『全国遺跡地図（兵庫県）
⑥

史跡・名勝・天然記念物および埋蔵文化財包蔵地所在地図』として公刊され、『全国遺跡

地図（兵庫県）』では、48遺跡が記載されている。

昭和40年代に入ると、兵庫県においても国鉄新幹線、高速自動車道などの大規模開発計

画が相次いで発表され、それに呼応して昭和43年には全県下で分布調査が実施した。『兵
（診

庫県埋蔵文化財特別地域遺跡分布地図及び地名表』第3集では、166遺跡に達し、組文時

代から近世にまで及ぶようになった。その後、新発見の遺跡を加味し、前書の改訂版とし
⑧

て刊行された『特別地域埋蔵文化財　遺跡分布地図及び地名表』第2、3分冊では、それぞ

れ220と361遺跡となり、飛躍的に遺跡が増加した。
⑨

しかし、遺跡の内容の不確かなもの、あるいは時代的偏りなどがみられ、必ずしも三田

市域内の埋蔵文化財包蔵地の実状が把提されているとは言い難い。近年、北摂ニュータウ

ン、青野ダム、国鉄福知山線複線電化、近畿自動車道などの大規模開発に伴って、開発地

域内の分布調査や発掘調査が実施され、飛躍的に遺跡数は増大する傾向にあるが、これは

一定の大規模開発地域内に留まり、その他の地域は現状では不分明であるといわざるをえ
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第5図　三田盆地周辺の主要遺跡
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1・溝口遺跡　2・AWq62　3・AEq124　4・ANq915．内神下井沢遺跡　6．ASqlO2

7・AWq54　8・AN－87　9・大畑遺跡10・宮脇遺跡11・上内神石剣採集地12．中西山遺跡

13・西山遺跡14・貴志古墳群15・奈カリ与遺跡・釜屋城址16．貴志遺跡17．下深田遺跡

18・下深田大山遺跡19・天神遺跡　20・古城遺跡　21．北神油．4地点遺跡　22．道場郡田遺跡

23・鏑射山石剣出土地　24・岡山城　25・下井沢城　26・溝口城　27．内神城　28．下井沢風呂ケ

谷城　29・大原城　30・稲田城　31・串瀬城・三田陣屋　32．桑原城　33．岩倉遺跡

ない。

しかし、この数年来、大規模開発の関連事業や、圃場整備事業などの進行に伴い、新た
㊥

に遺跡が発見され、新知見を加えつつあることも事実である。
⑪

以下、最近の新知見を加えながら、三田盆地とその周辺の歴史的環境について述べるこ

とにする。

三田市域内の旧石器時代の遺跡は、現在3か所で確認されている。

三田市溝口に所在する溝口城址の上方尾根で、最近、ナイフ型石器をはじめ多くの剥片

石器が発見された。また同地点では紀文時代の所産とみられる石鉄も検出され、旧石器か
⑩

ら紀文時代に至る遺跡であることが確認された。
⑬

また、三田市末西の青野ダム建設予定地内AW－62地点遺跡（以下、単にAW－62地

点などと記す場合は、青野ダム建設予定地内遺跡をさす）や、三田市木器の木器荘園内遺
⑭

跡で有舌尖頭器が出土した○しかし、いずれも、単独もしくは他時代遺跡包含層からの出

土で、他に共伴する遺物は発見されていない。

ただ、近年このように相次いで旧石器時代の遺跡が発見されるに至り、三田市域におけ

る今後の資料の増加が期待される。

縄文時代に入ると、各所で遺跡が認められるようになる。

武庫川の支流である内神川の改修工事に伴って発見された三田市下井沢所在の内神下井
⑮

沢遺跡では、元住吉山王式に併行する深鉢の他、石刃柄頭が採集されている。
⑲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱

他に、三田市東本庄所在の穴口山山麓遺跡や、青野ダム建設に伴って、AW－62、AN
⑲　　　⑲　　　⑳

－91、AS－102、AE－124地点などで土器、石器が出土している。また、石器のみであ

るが、溝口、奈カリ与遺跡では縄文時代の所産とみられる石銀が出土している。

ただ、土器の出土した遺跡をみると、多くは後期以降に限られており、中期以前に遡る

ものは、AS－102地点の押型文土器と、AN－91地点で出土した異形局部磨製石器があ
㊧

り、後者は縄文時代早期の可能性があるという。
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このように三田盆地の北部や、その上流域の相野付近、武庫川の支流である青野川、黒

川に画する丘陵縁辺部や段丘上には、縄文時代遺跡が散在的ではあるが存在することを示

している。

大量の石器の出土したAN－91地点を除くと、遣物量は僅少で、しかも遺構を伴う遺跡

は皆無であり、大規模な集落の存在を想定することは、現状では困難である。

弥生時代に入ると、さらに遺跡数は増大する。三田盆地とその周辺地域で弥生土器が出

土した遺跡は15遺跡にのぼり、他に石器のみの出土地点が数か所でみられ、今後、さらに

増加するものと予想される。しかしその大半が、大規模開発地域内の出土で、地域的偏り

があることは否めない。

現在確認されている弥生時代最古の土器は、AW－54地点で出土した前期新段階に比定

される饗片で、他に微量の土器片がある。AW－54地点は三田市末西にあり、青野川の

「段丘直下の裾部の低地に立地している」。弥生時代前期に比定される土器は、確認調査
⑳

で出土した遺物で、その後昭和53年度に実施された全面調査では、溝に囲まれた古墳時代

後期の集落址の発見という重要な成果があったものの、弥生時代の遺構は勿論、土器も検
⑳

出されなかった。

弥生時代前期新段階においては、内陸部でも少量の土器片を出土する遺跡数が増加し、

小規模な集団の移動があったことが想定される。しかし、後続する時期の遣物が検出され

ない場合が多く、集団の定着化は無かったと考えられる。

その他の地域では、弥生時代前期の遣物は発見されていない。

中期に入っても、初頭、中葉は状況の変化が乏しく、遺跡数も僅少である。

弥生時代中期初頭（畿内第Ⅱ様式併行期）の遣物として、三田市天神に所在する天神遺

跡の土器がある。天神遺跡は三田盆地を貫流する武庫川右岸の河岸段丘上にある。河岸段

丘上は平坦地が続いていて、水田や宅地となっている。この段丘面の北西側では、丘陵地

形が続いていて天神遺跡の所在する地形とは様相を異にしている。遺跡はこの段丘の先端

部の武庫川に画した地点にあり、北側は武庫川の浸食作用の結果、比高差約20mほどの崖

面となっている。また、東端には中期中葉の古城遺跡が近接している○

天神遺跡は、昭和32年から34年にかけて、三田天満宮周辺の道路拡張工事中に偶然発見

されたもので、地元の米谷省吾氏によって大半の遺物が採集された。遣物には土器と石器
⑳

があり、土器についてはすでに紹介されている。資料が紹介された土器は、20点に満たず、

しかも表面採集資料という制約のため、佐原某氏によって弥生時代中期の哉内周辺内陸部
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⑳

の様相を示す遺跡として学界に紹介され一躍著名となったほど、実態は明らかでないのが

実状である。

さて、この限られた資料のうち、弥生時代中期初頭と考えられる土器片が含まれている。

ただその点数は2点と少なく、哉内第Ⅱ様式併行の土器があるという程度ととどまってい

る。天神遺跡はその後も継続して遺跡が存在したらしく、中期中葉から後半、さらに後期

に及んでいる。このような長期にわたる遺跡は、三田盆地とその周辺では発見されておら

ず、後に述べるように、丘陵上に位置する遺跡が短期間で廃絶したことと比べると対象的

である。したがって、概報でもふれたように三田盆地における中核的集落の可能性は、遺

物の希少さにもかかわらず可能性は高いと思われるのである。

なお、佐原氏の論点の根拠となった石器については、近い将来に紹介する予定で準備し

ている。

石銀についてみると、天神遺跡採集のものと奈カリ与遺跡出土のものは、一見して異な

っていることは明らかである。これは天神遺跡の土器が、奈カリ与遺跡出土の土器に比べ、

やや古相を皇していて、主流は畿内第Ⅲ様式の段階のものであると考えられることに照応

しているのではなかろうか0すなわち、第Ⅲ様式新段階から第Ⅳ様式にかけて、丘陵上の

各所に出現する遺跡の状況も加味すると、この時期に三田盆地内に大きな社会的変化があ

ったと想像することも、あながち否定することはできないであろう。

中期も後半になると、遺跡数は飛躍的に増加する。

現在、この時期の遺跡は、大部分北摂ニュータウンを中心とした大規模開発地域に限定

されているが、今後、更に増加するものと考えられる。

遺跡分布の比較的明らかな地域は、天神遺跡から北側の武庫川右岸地帯である。先の天
⑳

神遺跡から三田市西野上所在の中西山遺跡までの約3励までの間に、南から下深田大山遺
⑳　　　　　⑳　　　　⑳　　　　　　　　　　　　　⑳　　　　㊧

跡、下深田遺跡、貴志遺跡、奈カリ与遺跡、貴志古墳群、西山遺跡の8遺跡が集中し、そ

のうち4遺跡は丘陵頂部、もしくは尾根稜線上に位置している。

下深田大山遺跡は天神遺跡の西約900mの東北向する標高約200mの尾根頂部に位置する。

下方の水田面との比高差は約40mを測る。昭和49年に発掘調査が実施され、竪穴住居址3

棟以上と、地山を整形した遺構が検出された。出土した遺物から弥生時代中期後半の小規

模な集落址と考えられる。

この下深田大山遺跡の下方（北東約500m）の水田面（標高約151m）に、最近発見され

た下深田遺跡がある。圃場整備事業に伴う発掘調査であったため、調査面積は少ないが、
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幅約3．77花、深さ約0．9mの「Ⅴ」字形の溝が検出され、溝中から弥生時代中期後半の土器

と石器が出土している。遺跡の一部分のみの調査であるため、遺跡の規模、内容は明らか

でないが、遺跡は東南方に拡大する可能性が高いとみられ、下深田大山遺跡とは尾根頂部

先端と尾根直下沖積地という関係にあり、この2つの集落遺跡が同時期に垂直的関係の下

に共存していた可能性が高く、密接な関連性があると考えられる。

また、下深田遺跡では弥生時代中期後半の遺構の上面で、弥生時代後期末の土器が大量

に一括投棄されたとみられる溝状土壌が同時に検出されていて、後期にまで継続している

ことが明らかである。

丘陵頂、もしくは尾根頂の遺跡が、中期後半に限定され、短期間に廃絶したこと、さら

に同時に存在していた可能性の高いことを考え合せると、単に自然条件による集落立地の

移動、あるいは人口圧による分村とは考えにくいのではなかろうか。

下深田遺跡の北約500〝乙の地点に以前から知られている貴志遺跡がある。下深田遺跡と

同様に沖積徴高地上に位置する。ただ『三田市史』に掲載されている「弥生式土器」は明

らかに時代の下降する小型増であり、「平底の弥生式土器の底部」の出土も記述されてい

るが、筆者らは実見していない。しかし、周辺の遺跡分布状況から考えて、この付近に弥

生時代遺跡が存在する可能性が大いに考えられる。近い将来、圃場整備事業がこの地に及

ぶと聞いているので、今後、その成否について明らかになることを期待したい。また、貴

志古墳群中の1号墳の墳丘封土中から弥生土器が出土したらしいが、実態は不明である○

奈カリ与遺跡の下方段丘面にあり、もし集落が存在するのなら奈カリ与遺跡とは密接な関

係を有していると考えられる。

貴志遺跡の西北方約1短の丘陵頂部に奈カリ与遺跡がある。

奈カリ与遺跡のある丘陵頂北側の谷（通称山谷）を隔てて2筋目の東向する標高約195

mの尾根頂端部に西山遺跡がある。下方水田面との比高差は約45〝乙である。昭和52年に発

掘調査が実施され、6世紀後半に築造されたと考えられる前方後円墳（西山6号墳）下層

で方形周溝墓が発見された。周構内外には3基の木棺墓が検出されている。周溝墓の時期

は出土した遣物から畿内第Ⅲ様式新～第Ⅳ様式にかけてと考えられているが、出土土器量

が僅少であり、どちらの時期に属するかは明らかでない。また、周滞墓周辺からは弥生土

器の他、石斧なども出土し、単に墓域とだけ考えるには無理があり、未調査地域で集落遺

跡の存在が考えられるという。

西山遺跡の北約500m、標高約213〝乙の丘陵頂に中西山遺跡がある。丘陵頂部には戦国時
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代末期の山城があり、削平を受けているが、削平を受けていない丘陵頂西半部で住居址が

検出されている。また、山城のある地点の下方斜面では弥生土器片が出土しており、山城

のある部分にも住居址などの遺構が存在したと思われる。調査は未了であるので、その規

模、遺構の種類など不明であるが、サヌカイトの石核や剥片を集積した地点があり、石器

製作が行われていたことが明らかである。弥生時代中期後半の土器の他、石蕗が出土して

いる。

以上のよノうに、少なくとも武庫川右岸地帯の3短の間に、数百mの間隔をおいて遺跡の

存在が確認され、かつ同時に存在した可能性が高いことが明らかとなった。また、この間
⑳

には、大山遺跡の北側の尾根で弥生時代の所産とみられる石鉱が採集されている地点があ
⑳

り、また、中西山遺跡の北方でも弥生時代集落の存在する可能性が考えられる。

この他、三田市域をはずれるが隣接する神戸市北区宅原に北神ニュータウン内鈍．4地点
⑳

遺跡がある。北神鈍．4地点遺跡も標高約206mの丘陵頂に位置し、弥生時代中期後半の集

落遺跡である。確認調査のみが実施された段階であり、遺跡の規模などは明らかでないが、

遺物の分布は広範囲にわたり、かなり大規模な集落の存在が予想されるという。
⑳

一方、青野ダム関係ではAS－102地点で弥生時代中期中葉の土器が出土し、青野川流

域にも確実に弥生時代中期の遺跡が存在することが明らかとなった。同地点では後期の土
⑳

器も出土しており、中期から後期に継続した遺跡である。

弥生時代後期に入ると、先の丘陵上の遺跡は姿を消す一方、山間部の沖積地付近でも遺

跡が登場する。
⑳　　　　　　　　　　⑳

青野ダム建設地内では先のAS－102、AN－87、AW－62地点があり、いずれも少量

であるが弥生時代後期の土器片が出土している。明確な遺構は発見されていないので実態

は明らかでないが、小規模な集落が後期に新たに登場することが予想される。
⑳

他に藍本東区の岩倉遺跡でも、かつて弥生時代後期の土器片が出土している。出土した

地点は、武庫川が三田市藍本付近で西に方向を変え、山あいを縫うように西流する右岸段

丘上である。

天神遺跡、下深田遺跡については先に述べたとおりであり、いずれも中期から継続する

遺跡で、山間部の遺跡とは異なり、大規模な集落の存在が予想される。
⑳

この外に、『遺跡分布地図及び地名表』に宮脇所在の宮脇1号墳で土器、石嫉、福島所

在の福島6号墳で石嫉、石斧、大畑所在の中大畑古墳で土器の記載があるが、遺物を実見

していないので明確なことは判からない。これらの遺跡は、いずれも武庫川左岸に存在し、
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内容の比較的明らかな右岸地帯の対岸の空自地帯にあり、その欠を補うものであるが、実

態が明らかでなく今後の資料の増加が望まれる。

土器の出土はみないが、弥生時代のものと考えてよい石器の出土、採集された地点はか

なり多くみられる。

その中でまず特記しなければならないのは、鏑射山出土の銅剣形磨製石剣である。鏑射

山は神戸市北区道場町に所在する標高327mの山で、三田盆地の南端部、武庫川の左岸に

位置する。独立丘ではないが、三田盆地からみると神奈備山状に高まっていて、山上では

祭祀遣物の出土もあるという。

一方、盆地の北端に近く、武庫川の支流である内神川の上流の左岸にある谷で打製石槍

が採集されている。石錐やサヌカイト剥片などが出土、採集された地点は数多くあるが、

これらが集落遺跡に関連する遺物であるかどうかは明らかでないものが多く、個別の採集、

出土地点の記述は省略する。

以上、三田盆地とその周辺地域に存在する弥生時代遺跡の概要について記述してきたが、

最初にも述べたとおり、その分布の大半は大規模開発地域内に留まっている。それ以外の

地域は、遺跡の存在すら明らかとなっておらず空自地帯となっている。将来、こうした地

域の遺跡分布も明らかになることを期待したい。

古墳時代の集落遺跡は、AW－54地点などを除くと、明らかになっていない。特に三田

盆地内では、発見例はない。

古墳の分布と、その内容については、『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書』工で、詳

諭される予定であるので、それを参照されたい。

本報告に関係する中世城郭については、現在、三田市域内に38か所の城址、居館、砦が
㊧

あるという。その比定される時代も南北朝時代から江戸時代まで多岐にわたっている。

しかし、その築造年代や所伝には不明確なものも相当あり、文献史料だけではこの地域

の城郭研究は十分でないと考えられる。城址、居館、砦址の考古学的検討もようやく開始

されたばかりで、青野氏館址（AS－102）、中西山遺跡、溝口城址などが調査されている

が、詳細は未報告である。
⑳

また、最近刊行された『日本城郭大系』第12巻では、三田市の項で10城址の概要が紹介

されている他、巻末には7城址がその他の城郭として記載されているので、それに譲りた

い。以上のように三田盆地周辺の考古学的環境の解明はようやく開始されたばかりである。

今後さらに新しい事実の増加と研究に期待したい。
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註　①　文化庁『全国遺跡地図（兵庫県）』昭和57年3月

⑧　岡田揉志『摂陽群談』元禄14年（1701）

⑨　有馬郡誌編纂管理者『有馬郡誌』昭和4年

④　神戸新聞社会部『祖先のあしあと』工　のじぎく文庫　昭和33年

⑤　兵庫県教育委員会『兵庫県遺跡地名表』昭和40年

⑥　文化財保護委員会『全国遺跡地図（兵庫県）　史跡・名勝・天然記念物および埠蔵文化財

包蔵地所在地地図』昭和43年

⑦　兵庫県教育委員会『兵庫県埋蔵文化財特別地域　遺跡分布地図及び地名表』第3集　昭和

44年

⑧　兵庫県教育委員会『特別地域埋蔵文化財　遺跡分布地図及び地名表』第2分冊　昭和48年

同第3分冊　昭和49年

⑨　例えば註⑨では220遺跡のうち、兄が伝承のみの寺院址（古代寺院として明確な金心寺址は

除く）、あるいは五輪塔、一字一石経、宝匪印塔による比定で、考古学的遺物によるもの

ではない。

⑲　発掘調査された遺跡の他、三田市教育委員会『昭和55年度　高平地区埋蔵文化財遺跡分布

地図』昭和56年3月が刊行され、空自地域を埋める地道な作業が行われている。

⑪　水系が異なる旧川辺郡の地域、あるいは三田盆地の北方の旧相野町については必要のない

限り除外する。

⑲　榎本誠一、山本三郎氏の御教示による。昭和57年度発掘調査。

⑲　榎本誠一、山本三郎、吉田昇、大平茂、岡田章一、深井明比古『三田市・青野ダム建設に

伴う埋蔵文化財調査概報』兵庫県教育委員会　昭和53年3月

⑲　高島信之『三田考古』第1号　三田市教育委員会　昭和56年8月

⑲　兵丹石悟「内神川縄文文化の遺跡一特に発見の顛末について－」『有馬史談』2号　有馬

郡郷土文化研究会　昭和31年

神戸新聞社会部『祖先のあしあと』I　昭和33年

石野博信『縄文時代の兵庫』兵庫考古研究会　昭和54年11月

高島信之『三田考古』第3号　三田市教育委員会　昭和57年3月

⑲　註⑦、⑧と同じ。

⑳　註⑲と同じ。

⑲　梶本誠一、井守徳男、吉田　昇、森内秀造、水口富夫、渡辺　昇、丹治康明、佐藤良二

『三田市・青野ダム建設に伴う埋蔵文化財調査概報』（2）兵庫県教育委員会　昭和54年

6月

⑲　渡辺昇氏の御教示による。

⑳　山本三郎氏の御教示による。
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㊧　佐藤良二氏の御教示による。（註⑬　第14図2）

⑳　丹治康明氏の御教示によると、昭和52年の確認調査の際に出土した。

⑳　註⑲と同じ。

⑳　渡辺昇「三田市天神遺跡採集の弥生土器」『兵庫考古』第8号　兵庫考古研究会　昭和54

年11月

㊧　佐原其「考古学からみた伊丹」『伊丹市史』第1巻　昭和46年　同「農業の開始と階級社

会の形成」『岩波講座日本歴史』1岩波書店　昭和50年

㊥　兵庫県教育委員会内部資料　昭和57年

㊥　書識雅仁氏の御教示による。

⑳　高島信之氏の御教示による。

⑳　註⑦、⑧と同じ。

⑳　中谷一正『三田市史』下巻　昭和40年

㊧　高島信之他『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書』I　近日刊行予定

⑳　書識雅仁氏の御教示による。

⑲　丘陵上、あるいは尾根頭部の弥生時代遺跡の検出は、分布調査などによる遺物採集は不可

能に近い。例えば、中西山遺跡は筆者らの奈カリ与遺跡の調査経験や、周辺の遺跡分布状

況を総合した所見上の発見であり、同様な観点からいえば、さらに未発見の遺跡の存在す

る地点があると考えられる。したがって、分布調査の成果だけに頼ると遺跡を見落すこと

は大いに考えられる。

㊨　神戸市教育委員会の宮本郁雄、丸山楔、丹治康明氏の御教示による。

㊥　渡辺昇氏の御教示による。

㊨　註⑬と同じ。

⑳　榎本誠一・渡辺昇『三田市青野ダム建設に伴う埋蔵文化財調査概報』（3）兵庫県教育委

員会　昭和57年1月

⑲　註⑬と同じ。

⑳　告諭雅仁氏の御教示による。

⑲　註⑧と同じ。

㊤　前田昭二『三田の古城』「ふるさと三田」第10集　三田市文化財保護委員会　昭和55年

㊥　石田善人・下田勉『日本城郭大系』12　新人物往来社　昭和56年

－34－



第　3　章　奈カリ与遺跡の調査

第1節　奈カリ与遺跡の位置と立地

奈カリ与遺跡は兵庫県三田市貴志字奈カリ与1，913～1，919、1，922～1，904、字尾治嘉尾

1，858、1，961、1，963、1，964、および字五良谷1，911、1，912に所在する。

この地は多紀郡丹南町其南条付近に源を発する武庫川の中流域に展開する、南北に狭長

な三田盆地の中ほどの東側丘陵地帯にあたる。武庫川の右岸にあるこの三田盆地東側の丘

陵地帯は、北は武庫川の支流である内神川が形成した谷と、南は長尾川の形成した谷の問

に広がる丘陵地帯をさしている。

周辺の地勢　武庫川右岸の丘陵地帯は、比較的なだらかで、丘陵の末端で標高約1607花、

最高所で標高約270m、その比高差は約1107花と、あまり起伏のない地形となっている。

丘陵地帯は武庫川の小支流によって、いくつかの主谷が形成されている。主谷はほぼ東

から西、北から南、北東から南西方向に発達し、さらに樹枝状に支谷がさまざまな方向に
①

延びている。

丘陵地帯の最高所は、奈カリ与遺跡の西方約2短の標高約2707花の地点で、この地点か

ら扇形状に主谷が開析している。また、三田盆地とは反対側の西方へも傾斜していて、摂

津・播磨の旧国境となっている。

奈カリ与遺跡はこのような丘陵地帯の頂部にあり、北側を山谷川主谷、南を池尻川主谷

の深い谷に挟まれた西から東に延びる丘陵上にあたる。この東向する丘陵尾根は、遺跡の

西南約0．9短付近から貴志と上深田の2つに分岐し、この間の青谷支谷には鳥が池、上ケ

池、皿池、血ノ池、花オリ池が谷筋に点在する。

遺跡は北側の貴志に延びる丘陵尾根にあり、先端部に近い高所に位置する。北側の山谷

主谷とは比高差約60m、南側は貴志と上深田に分ける青谷支谷が入りこみ、比高差は約50

m、西側は山谷主谷のうちの支谷が鋭く入りこんでいて、急傾斜となっている。比高差は

約507両まどである。東側は三田盆地側に面していて、丘陵端には貴志の集落が立地し、武

庫川へ続いている。貴志集落のある丘陵先端部は、現在耕地化されているが、後期古墳群

も立地していて、開田されたのはさほど古いことではないようである。遺跡と丘陵直下の

水田面との比高差は約65～701花を測る。

遺跡周辺の主谷・支谷では、現在休耕地も含めて、水田耕作が行われているが、標高190
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m前後までで可耕されているわずかな支谷を除くと、概ね標高165～175mまでの谷水田が

大半を占めている。
②

かつて実施された北摂ニュータウン開発地域内の植生調査によれば、遺跡周辺はアカマ

ツーヤブコウジ群落に分類され、アカマツ、ソヨゴ、タカノツメ、コナラ、ネザサ、ヤブ

コウジ、コウヤボウキ、ヒメヤブラン、イヌツゲ、シュンラン、ツルリンドウなどが存在

する○　しかし、アカマツーヤブコウジ群落は「人間の影響によって自然植生が破壊され、

その代償として生まれてきた、いわゆる代償植生で占められている。」したがって、これら

の植生が、奈カリ与遺跡と関係するとは考え難く、わずかに、遺跡下方の御霊神社の社叢

のツクバネガシ群落が、原植生の面影を留めているという。

一方、三田地方の気象は、日本の気象型分類では瀬戸内地方にはいるが、六甲山系によ
③

って海の影響は受けず、内陸的な特性が強い。昭和31年から昭和50年まで、1日も欠かさ

ず気象観察された塚本稔氏の観測資料によると、三田市末野における20年間の気候はつぎ

のとおりである。

考

第3表　三田市の気候20年の概要
（『三田市の気象』による）

遺跡の範囲　遺跡はこのような自然環境の下にあり、標高約222mの丘陵頂と、それか

ら4方に複雑に入り込む小支谷と、それに挟まれた尾根からなっている。ただ、遺構は丘

陵頂とその周辺のどの地点にも分布するわけでなく、限られた地点ににのみ存在する。
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遺構の分布状況と遺物の出土状況を重ね合わせると、奈カリ与遺跡の範囲が明らかとな

る。

東限は五良谷と呼ばれる谷の最深部、標高205mの等高線より上方で、五良谷両岸にあ

る尾根稜線が下降し始める地点を結んだ線にある○これより東側は地形が急激に下降し、

遺構・遺物は皆無となる。

西隈は各地区によって若干異なるが、基本的には丘陵頂から北へ派生する支脈と、南へ

派生する支脈にあり、遺構はこれより東側にしか存在しない○また、丘陵頂の遺構・遺物

のあり方からみると、丘陵頂の東南隅部にのみ遺構があり、遺物も他の丘陵頂地点では皆

無に近い。

－37－



第7図　奈カリ与遺跡・釜屋城牡の地形（調査前）
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南限は南斜面区が工事中に発見されたため、やや不正確である。他の地点の遺構の分布

状況から考えると、標高2057花の等高線を想定したい。ただ、標高200mの等高線付近まで

緩傾斜面が続いているので、あるいはその付近まで遺構が存在していた可能性もある。

北限は北斜面区で、他の地点と同様、標高約2051花の等高線が目安となる。標高2051花よ

り下方の緩傾斜面に設定したトレンチによれば、少量の遣物の出土は認められたが、遺構

はなく、この地点まで遺跡が延びていないことが明らかである。

このように遺跡の範囲を想定すると、南北約200〝乙、東西約150mの範囲に遺構が存在し、

第8図　第2トレンチ土層断面図
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遺跡の範囲とみることができる。

以下、各地区の調査の結果について述べることにする。

第9図　第4トレンチ土層断面図

1．表土　　2．黄褐色土　　3．暗灰褐色土（流土）　4．5・7．8・12・19・20．暗黄褐色土
6．暗褐色土　　9．10．11．13．14．16．17．21．暗茶褐色土　15．黒褐色土
18．赤褐色土　　R．赤色土系　　Y．黄色土系　　R．Y．赤色・黄色混土系
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第10図　第6トレンチ土層断面図

1・表土　2・9・11・18・黄褐色土　3・4・13・16・19・暗黄褐色土　5．黒褐色土

6・淡黄褐色土　7・茶褐色土　8・10・暗茶褐色土12・灰黄褐色土　14．暗灰褐色土

15・灰褐色土17・黒色灰　20・21・22・暗黒褐色土　R・赤色土系　Y・黄色土系
RY・赤色・黄色混土系

ー41－



第　2　節　山頂区の調査

1．山頂区の調査

遺跡最高所の標高2207花前後の丘陵頂部付近を山頂区と呼ぶ。この地区は、釜星城址土

塁および内郭の存在する位置と一致する。頂部は釜屋城構築の際に削平されているものの、

城址造営以前の地形も、平坦であったと思われ、山腹部の傾斜面とは画然と区別される○

なお、この丘陵頂平坦部と山腹部との傾斜変換点に土塁が構築されており、土塁の内側が、

山頂区と呼称する地点の目安となる。

前述のとおり、山頂部は内郭作事の際の削平により、弥生時代の土層、遺構面は全く失

われている。しかし、土塁の観察の結果、土塁の盛土の大半は丘陵頂（内郭）の削平土に

ょって確保されたと考えられ、土塁盛土中にかなりの量の弥生土器が認められたので、釜

屋城址の構築以前には、内郭にも遺構が存在していた可能性がある0

以上のように、山頂区の大半は後世の削平によって遺構を検出できなかったが、わずか

に土塁下層において旧地形が残されており、住居址と柵列状遺構を伴う段状遺構が検出さ

れた。

遺構の検出できた箇所は、土塁の南辺、すなわち東と西に延びる尾根間で、東谷区の上

方にあたる。それ以外の場所では、遺構も検出できなかったし、土塁中の弥生土器の包含

量も極めて少なく、山頂区の遺構の分布が、丘陵頂の南東部に集中していたことが考えら

れる。

山頂区の遺構は東谷区の遺構とは1号溝のように約51花しか離れておらず、東谷区の遺

構とは区別し難いが、相互の住居址の位置的関係によって一応区別することとする○すな

わち、東谷区の住居址は谷底部付近につくられ、段状遺構・溝状遺構は、この住居址を中

心とする集落に付帯する施設であり、住居址がつくられている位置が、集落内における主

要な生活空間であろうと考えれば、東谷区と山頂区双方の住居址間が、距離をもっている

ことから2つの地区に区別する方が妥当性が高いと思われる。

また、住居址の位置的関係は、集落を構成していた集団の各単位を示すと考えることも

可能であろう。

2．1号住居址

土塁の下層で発見された住居址である。検出した地点は、丘陵最高所から東方に延びる

尾根の基部付近（BU49）で、土塁が旧表土層を削平することなく構築されていたために、
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比較的良好な状態で検出され

た住居址である。

この住居址の関連で捉えら

れる段状遺構は検出されてい

ない。1号住居址は傾斜面で

検出された住居址のように下

半部を盛土することなく、す

べて赤褐色地山土を切り込ん

でつくっている。

壁体の高さは約10C仇程度し

か遣存していなかったが、壁

溝は全周を確認することがで

きた。各辺は直線的に掘り込

まれており、その平面形態は

整美な長方形を呈する。住

居址の規模は長辺（南北辺）

約4．157花、短辺（東西辺）約

「ロ

第11図　山頂区1号住居地

3・Omである。また、床面の規模は長辺約3・75m、短辺約2・5mで、床面積は約1脱という

比較的小規模な住居址である。なお、床面の標高は220．9〝乙を測る。

壁溝は幅約15～30e椛、深さ10～15e枕で「U」字形に掘り込まれている○長辺方向の壁溝

が、若干幅広くつくられている。その断面の形状をみれば、床面側からの傾斜が緩やかで、

溝底から壁体にあがる角度は急な角度で掘り込まれている。

柱穴は精査したが、検出することができなかった○地山層を床面としていることからも、

柱穴があれば見落すことのない土質であり、主柱穴をもたない上屋構造を有する住居址で

あろう。

屋内施設には構造的なものはなく、床面上の2か所で焼土面を検出したのみである。中

央部からやや東に寄った焼土面は、東西約75cm、南北約80C駕の不整形なもので、焼土面上

には炭・灰が認められた0この焼土面から東に約60C椛離れたところでも、小規模な焼土面

がある。2か所の焼土面をつなげた範囲の床面上には、炭・灰の堆積が顕著であり、住居

址中央に火所があったと想定できる。
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床面直上と壁溝上にほ、完形品を含む土器が他の住居址例に比べて、良好な状態で遺存

していた。東長辺北側のコーナー部付近の壁滞上から、壷形土器・整形土器の完形品が検

出された。この一群の土器の出土状況をみれば、壁体の肩部付近に置かれていた土器が壁

溝上に落ち込んだと捉えることも可能であり、壁体肩部付近の利用方法を考える資料かも

知れない。また、南短辺中央付近の床面から壁溝上にかけて、壷形土器等の完形品を含む

一群の土器が出土した。他に、小規模な焼土面の近くで、高杯形土器が出土した。

以上のように、1号住居址は良好な遺存状態を保っていたにもかかわらず、本遺跡の住

居址の基本的な要素を備えていない。本遺跡の住居址の基本的なパター一ソとは、主柱穴を

もち、住居址中央に長楕円形の炉址と、中央塊を設けているものと捉えるならば、それら

の施設のないこの住居址は、他の住居とは別の視点から検討を加える必要があろう。

3．2　号住居地

1号住居址の南西方向約177花離れたところに検出された住居址である。旧地形を削平す

ることなく築かれた土塁の下層にあるにもかかわらず、その遺存状態が極めて悪いことは

1号住居址とは対象的である。これは丘陵頂部平坦面と山腹部との債斜変換点より少し下

方に位置するところ、換言すれば、土塁外側裾部にあたり、土塁構築時に削平されたとい

うことも考慮しなければならないかも知れない。

2号住居址は以上のように、極めて遺存状態が悪く、壁溝と床面の一部を検出しただけ

で、住居址と断定するには躊躇せざるをえないところがある。

壁溝の幅は、10e鵜前後で、深さは壁体の肩部からの数値をみても、15C鶏を超えるところ

はない。遺存していた壁溝は、北西辺の長さは約5．7m、北東辺は約2．01花である。直線的

〆　「

0　　　　　　　　　　　　　　　2m
已．．．．こ　　　　　！

第12図　山頂区2号住居地
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に掘られた壁溝の2辺が「L」字形に

屈曲することから、この住居址の平面

形を類推するならば、方形の住居址に

属すると捉えられる。壁溝の屈曲部は

1号住居址のように直角に近い形態で

はなく、東側に若干開くものである。

柱穴・屋内施設は、遺存状態が悪く、

全く残っていなかった。遺物は壁港内

に、高塔形土器の脚底部が壁体に密着

したような状態で検出された。他に、

壷形土器2点の破片がこの住居址から

出土している。

なお、第1次調査の第4トレンチで、

2号住居址床面の直下で、サヌカイト

石核・剥片の接合資料が出土している。

これが2号住居址に伴う可能性が高い

ので、石器製作を行っていたことを示

す住居址とみられる。

4．段　状　遺　構

2号住居址の北上方約47花のところ

にある段状遺構である。全長約9mを

測り、両端は僅かに屈曲する。段状遺

構の高さは、高いところでも約20cm前

後であり、住居址と関連づけて捉えら

れる傾斜面にある段状遺構の高さと比

べれば、著しく低いことが判る。

段状遺構の平坦面に7か所のピット

を検出した。ピットは段状遺構の下端

に並行して掘られており、その径は、

30～40C椛ほどである。各ピット間の距



離は、短いところで90C帯、長いところで2．2mと不揃いである。これらピットの機能は概

報時においても指摘しているように、土砂の流入をさけるための柵列であろう○

第　3　節　南尾根区の調査

1．南尾根区の調査

南尾根区は丘陵頂から南に延びる尾根稜線上にある。丘陵頂とほとんど比高差無く南に

延び、やや広い三角形状を呈する平坦面があり、そこから尾根は南東と南西に分岐する○

南西の支脈は急激に下降し、遺構・遺物は認められない。南東に延びる支脈は、ほとんど

比高差をもたず、頂部付近は平坦になっている。また、この南東に延びる尾根を挟んだ北

側の谷筋（東谷区）と、南側の傾斜面（南斜面区）にはそれぞれ住居址群が認められた○

南尾根区の遺構は、先の丘陵頂南側平坦面の南西部にある1・2号住居址と、東南尾根

稜線直下にある3号住居址から構成され、他に遺構の存在は検出されなかった。それぞれ

の住居址は約80mを隔て、かなりの距離があるが、住居址の性格に共通点があることから

便宜的に南尾根区と呼称することにした。

2．1号住居址

丘陵頂から南に延びる尾根稜線上に位置し、釜星城址の周辺部の確認調査に際して検出

した住居址である。尾根上の住居址で床面の標高は、221・Omを測る○

釜屋城の築城のためかどうか断定は出来ないが、後世の営力によって改変されており、

残存状況は悪かった。壁溝・柱穴などが残されているだけで、周壁など床面より上部は削

平されていた。特に西側はその傾向が強く、床面の一部にも及んでいた○西側はその地形

にもよるのか傾斜しており、水平面さえ保持することが出来ず、床面を含めて壁溝や床面

に掘り込まれたピットなども流されていた。BI39のポイントでは、本来床面の一部であ

る面から30C仇以上下がっている。

保存状態の悪い壁清が弧状に約8．6m残されており、それから復原して径8〝乙前後の円

形プランの住居址と思われる。壁溝は幅20～25C駕で、深さ5～10C椛で遺存度の悪いもので

ある。ピットは2号住居址のも合わせて15か所で確認された。西側が残っていないので明

確ではないが、4本柱の上屋構造を持つものと思われる。柱間の距離は、長辺で41花、短

辺で1．8mを測る。主柱穴のうち、底近くに石が検出されたものもある。主柱穴と思われ
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第14図　南尾根区1・2号住居祉
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る柱穴は、炭化物を含んでおり、埋土に他の柱穴と差異を持つものである。主柱穴と考え

られる柱穴以外にも、炭化物を含む柱穴がある。これらは上屋構造を推定する上に、重要

な意味があると思われるが、現時点では上屋構造まで考えるには至っていない。ほぼ中央

に60×50C駕の楕円形の中央境を有する。床面から48e仇掘り込んでおり、底近くに厚く有機

質土と共に炭化物が堆積していた。中央境の周囲に不整形な浅い落ち込みがあり、その中

央を一段深く掘り込み、中央境は築かれている。

当初、炉とも考えられたが、土壌壁が焼けていないことや、奈カリ与遺跡の他の住居址

の例から中央塊と考えられる。上段の不整形な落ち込みから、南西へ溝が外方へのびてい

る。現状では途中で切れているが、壁清までのびていたものかもしれない。本遺跡内でも

東谷区6号住居址、東尾根区1号住居址などで同様の清を検出している。

遺存率が悪い状況の中ではあるが、南東部で建て替えの痕跡であろうと思われる2本の

壁溝が検出された。古い壁溝から約40C仇広げたにすぎないが、拡張したものと思われる0

出土遺物は少量であるが、土器は畿内第Ⅳ様式のものである。饗の破片は、やや古相を

示すものであるが、磨滅が著しいため不分明で、この範噂に含まれるものと考えておく○

なお、住居址床面から板状鉄斧が出土している事は、特記される点である。

3．2　号住居地

南尾根区1号住居址に切られている住居址である。立地場所は1号住居址とほぼ同じで、

残存度もきわめて低い住居址である。やや不定形な円形を呈する小型の住居址で、直径約

4．27両まどの規模であろう。

壁溝は存在せず、残っている周壁も4～8C枕と非常に低い数値しか得られない。上屋構

造は把みにくいが、1号住居址の柱穴の位置などを考慮した場合、2本柱と考えるのが妥

当のようである。

壁溝をはじめ屋内施設は流されており、確認されていない。中央境もない小規模な住居

址であると言えよう。土器は小片ながら時期の想定されるものがあるが、切り合い関係に

あるものの時期差は、土器からは窺えない。

4．3　号住居址

1・2号住居址の存在する平坦面から南東に延びる尾根の東端で、尾根頂部より若干斜

面下方の緩斜面（BB56）に位置し、床面標高は218．4mを測る。水平距離で1・2号住

居址とは約80m、東谷区7・8号住居址とは約351花の隔りをもっている。東谷区の斜面側
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につくられているものの、東谷区の住居址群とは位置が離

れており、単独に近い状況で検出された。このような位置

関係から南尾根区の住居址と考え、東谷区の住居址群と分

第16図　南尾根区3号住　　離して記述する。

居址の柱穴深度　　住居址は北半分を流失しているが、現存長東西約8・Om

（同床面長7．71花）、南北約4．5m以上の胴張りのある隅円方形の大型住居址である○壁高は

残存良好な斜面上方でも、約5e仇を測る程度で、周壁の掘り込みは著しい崩壊が認められ

た。床面には幅約20～30C郡、深さ約5～10間を測る断面「U」字形の壁溝が巡る。

柱穴は6本分（径約30～40C帯、深さ約20～30c仇）を検出した。主柱穴は住居の大きさや、

形態から考えると、北側下半には認められなかったが、東西に2列3本の6本柱と想定さ

れる。

床面中央部に長さ約2．1m、幅約20c仇、深さ約10C仇の帯状の細長い土壌を検出した○若

干焼けた面をもつこと、および埋土に多量の炭化物を含むことから炉址と考えられる○さ

らに、この北側に隣接して2段掘りの土境を確認した。上段は不整長方形（約90C仇×140C都、

深さ約10C仇）、下段は径約60c仇、深さ約35e郡の柱穴状を呈す。埋土は炉と同様の暗灰褐色

土で、炭化物を多く含むが、焼土や灰層は認められない。

床面上出土の遣物は、高塀など少量の弥生土器がある。時期は弥生時代中期後半（溌内

第Ⅳ様式併行）と考えられる。

第　4　節　東尾根区の調査

1．東尾根区の調査

遺跡最高所の山頂から、東方に派生する尾根筋付近を東尾根区と呼ぶ。この尾根を境と

して、両側斜面に北斜面区と、東谷区の住居址群が存在する。

東尾根区では尾根稜線からやや東谷区側に下った地点で、2棟の住居址が発見された。

標高約216m付近の1号住居址、やや下方の標高約2147花付近を2号住居址と呼ぶ。

2号住居址上層の同地点には古墳が造営されている。この2号住居址を東尾根区の遺構

と考えると、やや尾根稜線から下っており東谷区の住居址群に含める方が妥当かも知れな

い。しかし、この付近の東谷区住居址群が、標高約206～211mの間にある点、あるいは住

居址上方に段状遺構・溝状遺構を付設していないので一応東尾根区の遺構と考えられる。
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2．1号住居址

東尾根区1号住居址は丘陵頂より東方に

派生する尾根稜線からわずかに南側下方の

標高約216m付近につくられた、楕円に近

い平面形態を呈する隅円長方形住居址であ
第17図　東尾根区1号住居地の柱穴深度

る。斜面約2m下方には東尾根区2号住居址がある。

住居址は等高線に沿って地山を掘りこんでいる。壁溝は約％遣存しており、当初の平面

形の復原可能な住居址のひとつで、各尾根筋でみられる住居址と同様、斜面の住居址より

やや大型である。規模の明らかな東西長は約7．70m（同床面長約7．10m）で、南北長は復

原すると床面長約6mほどである。壁高は最も遺存の良好な北壁で約70C鵜である。

壁溝は幅約15～20cm、深さ約10C仇前後で、断面は「U」字形を皇し、前述のとおり約％

が遺存していた。柱穴は8本分検出したが、おそらく主柱穴は6本柱の上屋構造をとるの

であろう。柱穴はいずれも径約18C仇ほどである。

住居址床面中央には他の住居址でもみられた長方形の土境と、それに隣接して炭化物・

焼土の充満した長楕円形の土壌がみられる。

中央境は長さ約1．45m、幅約1．08〝乙、深さ約5～12e鵜の段状掘り込みの中央に、長さ

約63e仇、幅約85C耽、深さ約57C椛の長方形土塊を穿っている。この長方形土壌中に、約5～

15C鵜の円礫が2～3重に雑然とつめこまれている。中央城中に礫がつめこまれている住居

址例は、この東尾根区1号住居址のみで他に例をみない。したがってその性格については

明らかでないが、柱穴・炉址とは考え難い。この中央境の南東隅から、溝状の掘り込みが

床面を横断してみられた。幅約25～30e仇、深さ約15～20C孤で、住居址床面外に傾斜をもっ

てのびている。また、溝は土塊壁の中位から掘り込まれており、土壌の方が深い。

中央墟・炉址をとりかこむように同一円周上の9か所で焼土面が検出された。いずれも

掘り込みは認められず、地山が2～3C鵜の深さで赤変しているだけである。この焼土面と、

炉址と考えられる長楕円形土壌の関係は明らかでないが、中央境内の集石と共に、他の住

居址とは様相の異なった住居址である。

なお、床面西側の弧状の溝は拡張の痕跡かも知れない。

3．2　号住居祉

奈カリ与古墳と平面プランを、ほぼ同じくする住居址である。奈カリ与古墳が同位置に
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第18図　東尾根区1号住居址
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第19図　東尾根区2号住居址

築造されたため、住居址の％

程度を失っている。

周壁は宛を残しているが、

床面は古墳主体部の墓境で、

さらに欠損している。床面の

存在しない南側は、遺跡内で

も傾斜の強い部分であり、古

墳も完存しないことを考える

と、自然流失が多かったもの

と思われる。

尾根上から一段下がった位

置に立地し、東尾根区1号住

居址から比高で2m、平面で

は1号住居址の床面外へ延び

ている中央溝の端と、当住居

址の壁上端で約3．51花の距離

を測る。

周壁の残存部分は6．4mを

測る。周壁から復原すると、

径約81花の円形住居址となる。

しかし、円形を考えると地山

の斜度が強く、床を築かない

と住居址の床は存在しないも

のと思われる○傾斜地に一般的に営まれた他遺跡の住居址と同じく半平地式半竪穴式住居

址ではないだろうかと考えられる。壁は55e椛の高さまで確認できた。壁溝は西側部分のみ

見られた。幅14～30C耽、深さ6～14c枕を測り、残存長は約2．3〝乙である。

柱穴と思われるピットは、2基検出し声。径はともに28C仇である。柱穴の位置から4本

柱か、－6本柱の上屋構造であろうと思われる。北東側の柱穴から約50cm離れて隅円方形の

土塊を確認した。長辺85C鵜、短辺71C椛、深さ20C統前後を測る。その中央にさらに深掘りさ

れるピットがあり、40×35C仇の楕円形で15C椛掘り込んでいる。壁沿いの北東側に、焼土を
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埋土とする細長い土塊を検出した。奈カリ与遣跡の焼土の在り方と同じく、上面だけに焼

土が堆積していた。

出土土器はやはり多くはなく、壷のロ頸部などが出土している。土器の示す時期は兢内

第Ⅳ様式である。

第　5　節　東谷区の調査

1．東谷区の調査

東谷区と呼称する地区は、標高約2227花の丘陵頂部から東南に広がる山腹部で、丘陵頂

から東と南に延びる2つの尾根に囲まれた谷頭部にあたる。

東谷区で検出された遺構は、住居址16、溝状遺構9、段状遺構20、焼土壌1、井戸址1、

土器棺5（うち1基は奈良時代）、古墳1である。

住居址を初めとして各遺構は、谷筋最下底部を隔てて標高210～220m間の、両斜面に対

噂するようにつくられている。

山頂区・南尾根区・東尾根区との区分は明確でないが、一応、東谷区の住居址の分布と、

その他の山頂区・南尾根区・東尾根区の住居址分布とは相違をみせているので、それを目

安に考えたい。すなわち、東谷区の遺構は他の山腹斜面と同様、丘陵頂部から急傾斜で下

降する山腹斜面が、若干傾斜の緩くなるところに溝、段状遺構が掘り込まれている○それ

からやや距離をおいて、下方の平坦面に住居址が造営されているのである○

このような山腹斜面の住居址の場合、大部分が上方に溝、段状遺構を付設して、谷底に

近い標高210m前後のわずかな平坦面に造営されているのが特徴である。

2．1号住居址

1号住居址は東谷区北半部の谷底近くで検出された方形住居址である。西側約5・51花に

は2・3号住居址が、西側約13mには12号住居址がある。この3棟の住居址は、いずれも

2号段状遺構の下方にあり、1号住居址と2号段状遺構との距離は約51花で、比高差は約

2．6mを測る。住居址の下には1号段状遺構があり、1号段状遺構と2号段状遺構の間の

平坦地に3棟の住居址が隣接して造営されている。

住居址は等高線に並行してつくられている。上半部は等高線に沿って黄褐色地山土層を

掘り込み、住居址の残存部もこの部分のみである。下半部は流出して検出できなかった。

住居址の建て替えが認められ、第1次のものは壁薄のみが残存しているだけである。規
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第20図　東谷区土層図（BNライン）
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第23図　東谷区1号住居祉

横の確認ができる東西方向は約5．21花（同床面長4．7m）である。壁溝の各辺は直線的に掘

り込まれ、コトナーがわずかに丸味をもつが、ほぼ直角に屈曲する。

壁溝は幅約25C孤、深さ約5cmの断面「U」字形で、多量の炭化物を含んだ土が堆積して

いた。特に西隅部では炭化物の顕著な堆積があり、火災による焼失の可能性が高い。

建て替え後の住居址は、第1次の住居址の各辺を相似形に拡大しており、拡張後の規模

は東西長約6．2m（同床面長約5．6m）である。

壁溝は第1次のものに比較すると細く、幅約17C椛、深さ約3C椛の「U」字形を呈するが、

部分的に跡切れた部分がある。壁溝の跡切れの意味は明らかでないが、住居址の出入口部

を想定するのは困難であろう。やはり平地式住居となる斜面下方からの出入を考えたい。

床面は標高約209mを測り、3か所の柱穴状掘り込みが検出されたが、西側の柱穴のう

ち、西端のものは後世の木板の可能性があり、主柱穴は2本のみが残っていたとみられる。

本来、4本の主柱穴からなる住居址の上屋構造をとるのであろう。

なお、中央墳・炉址・中央溝などその他の住居址に付属する施設は発見されなかった。

床面上では焼土・炭化物・灰が散在的に検出され、特に西隅付近で炭化物・灰の堆積が顕
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著に認められたのは先にふれたとおりである。

遺物の出土は、床面で数片の土器細片がみられたのみで、他は埋土中で床面から遊離し

ている○住居址内の堆積土は数層に分層されるが、最上層には多量の礫に混って須恵器片

が出土しており、住居址の埋没には長期にわたる時間的経過があったと思われる。

3．2　号住居地

2号住居址は後述の3号住居址を切ってつくられた方形住居址である。

上方には1号住居址と共有する2号段状遺構があるが、2号住居址の場合、段状遺構と

の距離は約1mと近接している。

1号住居址と同様、上半部は等高線に沿って地山を掘り込んでおり、下半部は盛土によ

ってつくられた半竪穴半平地式住居址とみられる。下半部は流出したためか検出できなか

った○規模の明らかな東西辺長は約3．4〝乙（同床面長3．07花）で、検出された住居址の中で

は最小の規模である。

壁溝は壁体の遣存部全体にわたって検出されたが、北側中央部付近の壁溝の幅は著しく

細くなっている○この細くなった壁溝部から住居址床面を横切るように弧状の溝が開かれ、

第24図　東谷区2・3号住居址
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中央境をとおり、さらに下方へのびている。

柱穴は住居址の中央部で、南北に2か所検出された。小満はこの2本の柱穴を避けるよ

うに弧状に屈曲し、2本柱の上屋構造をもつものであろう。

この柱穴の間には、不整な長方形を呈する土塊が2段に掘り込まれている。この中央境

の西側には、焼土・灰の充満した長楕円形の浅い土塊があり、境壁・墳底ともに焼けては

いないが、炉址と考えられる遺構である。炉址とみられる土塊の規模は、長さ約97C駕、幅

約25C仇、深さ約8C椛である。

中央境と炉址の両側に接して、不整形な掘り込みが検出されたが、その性格については

明らかでない。

床面には若干の炭化物が検出されたが、炭化物・焼土は、むしろ住居址内堆積中に多量

に含まれており、長さ30cm程度の炭化材もみられた。住居址廃絶後の住居址内の堆積の仕

方が明らかでないが、2号住居址も火災を受けた可能性も大きい。

4．3　号住居址

3号住居址は2号住居址に切られて、壁溝の一部のみが残存しているだけである。その

他の壁溝・柱穴・土壌などは検出することができなかった。

2号住居址に比較すると、コーナーでやや丸味を帯び、隅円長方形の平面形態をとる住

居址と推定される。

2号住居址はこの3号住居址の北東側にわずかに移動して建て替えられたもので、造営

時期は近接していると考えられる。

出土遺物は弥生土器細片が出土したのみである。

5．4　号住居地

4号住居址は東谷区の北側斜面最奥部で検出された不整な隅円方形住居址である。住居

址のつくられている位置は、標高約214mと東谷区住居址の中では最も高い場所にあるが、

谷の最奥部にあるため、それほど他の住居址より一段高い位置につくられているという観

はない。上方約107花隔てて3号溝があり、比高差は約41花であ

る。

住居址はほぼ谷底にあるため、壁体の北西隅は流失していた。

また、他の住居址と同様、下半部の壁溝・壁体もすでに流失して
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検出できなかった。

壁溝は周壁遣存部のすべてで検出された。平均の幅は約25e帯ほどであるが、西辺では壁

溝に沿って住居址床面側に幅約22C椛、高さ約5cm、現状の黄褐色地山土の掘り残しがみら

れた○この堤状の形態からみて、いわゆるベッド状遺構とは考え難いが、他の住居址では

＞■

第26図　東谷区4号住居地
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検出されなかったので、その性格は明らかでない。

主柱穴は4本を確認した。南北の柱間距離は約4m±15C駕、東西約2．45mを測り、本来、

南北に長い長方形の平面形態をとっていたのであろう。この柱穴で東西に折り返すと、4

号住居址の東西長は、約5．5m（同床面長約4．81花）程度と推定される。

住居址床面の中央部には、2段に掘り込まれた土塊が検出された。上端は長楕円形に掘

り込まれ、東西約1．15m、南北約70C帯の規模である。下段は長方形に鋭く垂直に掘り込ま

れ、底面も平坦である。その上端長は南北約50c仇、東西約60C鵜を測る。中央境の東端から

住居址の外方に向けて溝が掘り込まれている。溝は後世の流失により全長を確認できなか

ったが、外方に向けてわずかに低くつくられている。

中央境の南側に近接して、長楕円形の炉址と考えられる焼土・炭化物の充満した土塊が

みられた。炉址は東西に長く、約1．65m、南北約40C耽ほどの規模である。

なお、床面上には炉址の部分の他は、顕著な焼土・炭化物の堆積はみられなかった。

出土遺物は堆積土中から、かなり多く土器片が出土したが、床面上には微細片しか検出

されなかった。

「
∴＼・
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第27図　東谷区5号住居地
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6．5　号住居地

東谷区南半部の谷最奥部で検出した隅円方形住居址である。4号段状遺構の直下の平坦

面につくられているが、壁溝の一部と推定される「L」字形の溝が検出されたのみである。

残存している壁溝は、東辺と南辺の一部で、壁溝幅約20C仇、深さ約12C仇を測る。遺存度

は極めて悪く、住居址と断定するには不確実である。住居址の内外に柱穴状の掘り込みが

検出されたが、段状遺構に伴う柵列の柱穴と考えられる。

7．　6　号住居祉

東谷区の南斜面西端（BJ52）に検出された住居址で、7号港を切ってつくられている。

6号住居址は、本遺跡で調査された円形に属する住居址の中では、最も遣存状態が良好で

あった○近隣には谷筋を挟んで北側の北斜面に3棟、同斜面東方向に1棟の住居址があり、

6号住居址を基点にすれば、いずれも14～16〝乙の間隔におさまるところの位置に築かれて

いる。

住居址は黄褐色地山層を掘り込んでつくられている。債斜面に立地する住居址のために、

．壁体は尾根上方にあたる約半分のみが検出され、残りは壁溝のみが遺存していた。壁溝の

深さは、下方に行くにしたがい、その深さは減じているのであるが、深いところの数値を

示せば15c仇である。壁体は750の角度をもちながら立ち上がっていく。

なお、壁体の上方の位置に、すなわち壁体に沿って、幅0．6～1．0mの平坦面をつくりだ

している○　このような平坦面は、東谷区16号住居址・北斜面区3号住居址にも検出されて

いる。

壁溝のあり方から、この住居址は拡張が行われたことが判る。拡張は南側半分と北東の

一部に認められ、このような有様から推しはかれば、建て替えに伴って、一部拡張したと

いうところが実状であろう。当初の規模は長軸6．30〝乙（同床面長5．85m）、短軸4．9〝乙（同

床面長4・6m）である○拡張後の長軸の規模は変わらないが、短軸は5．4m（同床面長5．0

m）の規模を示す○床面積は拡張後26・0諺である。平面形態はいずれも楕円形を皇すが、

本来円形を意図したものである。

柱穴は壁溝に並行に配置された9本が確認された。柱穴2・3は近接して掘られている。

また、柱穴8に接してある柱穴9は深さ10c仇前後で、他のものと比べてかなり浅いもので

あり、柱穴と呼ぶには躊蹄せざるをえないものである。以上から、主柱穴は6本を基本と

するものと考えられる。しかしながら、北側柱穴が比較的整った配置を示しているのに比
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ベ、西側の7・8の柱穴の間隔が1．1mと狭い

ために、その柱の配置がいびつなものになって

いる。

住居址中央には、屋内施設として中央境と長
第28図　東谷区6号住居地の柱穴深度

細い形状の炉を設けている。両者は東西辺（長

辺）1．6〝乙、南北辺（短辺）1．37花の長方形の区画内に設けられている。

炉址は長さ1・37花、幅30C仇ほどの規模を示し、その底面は僅かながら南側に高く、深さ

は平均で10C椛ほどの浅いものである。炉底には顕著な焼土面は認められないが、底面に接

して炭化物・灰・こまかい焼土塊が堆積していた。

中央境は2段に掘り込まれている。掘り方の形状をみれば、不整形な円形を皇す上面か

ら、ほぼ20C仇前後までは約150の緩やかな傾斜を保ち、そこから2段目までは傾斜角50～

660の範囲の急な形状を示している。その境界は一種の稜的な線が引ける状態を示す。

底の部分は径13C仇の円形を示す。土塊上面から深さ50e仇のところで2段目の掘り方が始ま

る。2段目の掘り方は径20c仇の円形で、柱穴に類似する形状である。その深さは7C仇ほど

の浅いものである。なお、その上面までは調査中、いつも湧水があり、写真撮影のために

水を吸い取っても、その撮影中にまた上面まで水が湧くという状況であった。また、2段

目の平坦面の幅は6～8C孤である。

中央境内の土層をみれば、大きく2層に分けられる。上層（1層）は住居址内の覆土の

最下層にある土層と同質で、住居址廃絶後に堆積したものである。下層（2～4層）には、

いくつかの細長いレンズ状の灰層が認められ、特に3層には灰層の集積が顕著であり、炉

址を使用中に徐々に流入したと考えられる状況を示していた。

出土遺物では土器の他に、柱状片刃石斧1、石鍛1がある。柱状片刃石斧は柱穴1の西

方の地点に、高塔形土器と接して床面上より出土した。床面上から出土した土器はいずれ

も破片であり、器種は高塔形土器と壷形土器がある。住居址覆土にも土器片が出土してい

る。いずれも弥生時代中期後半の年代を示し、住居址はこの時期の築造と考えられる。な

お、壁溝の外側であるが、住居址と近接したところで砥石を1点検出している。

6号住居址との関連で捉えられる段状遺構としては、南西上方の地点に3号段状遺構・

5号段状遺構が指摘できる。

8．7　号住居祉

本住居址は6号住居址の東側の緩斜面（BI56）に位置し、8号住居址を切ってつくら
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第29図　東谷区6号住居址・7号溝
1
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れている○標高は208・65〝乙を測り、斜面上方（南西側）約91花の距離に7号段状遺構を付

設している。

平面形態は北側（斜面下部）を流失しているものの、隅円方形を呈すると考えられ、2

度の拡張・建て替えが認められる。最終規模は東西約7．0m（同床面長約6．5〝乙）、南北5．0

m以上である。壁高は残存状態のよい南壁で約60C鵜を測り、床面には幅約20～30C仇、深さ

7～12C椛の断面「U」字形の壁溝が巡る。柱穴は8本分（径約30～40C仇、深さ約20～40C統）

が確認され、北側は発見できなかったものの、主柱は6本柱の上屋構造と想定される。

また、床面中央部に土塊を2か所検出している。一つは径約60e椛、深さ約40C椛の不整円

形で、埋土中に灰・炭を多量に含み、若干の土器片も認められた。他の一つは拡張に伴う

もので長辺約80C耽、短辺約65C孤、深さ約30C鵜の不整長方形を望し、埋土中に焼土がみられ

た○概報では炉址として報告したが、本遺跡の炉址と考える細長い帯状のものとは形態が

異なり、他の住居址の中央境に相当するものと訂正しておきたい。これが正しいとすれ

ば、崩壊しているので明らかでないが、隣接の不整円形の浅い土塊が炉となる可能性が高

い。

住居址埋土は周壁ぎわに灰黄色地山層がブロック状に入り、壁がくずれたのち徐々に埋

まったと考えられる。また、暗茶褐色埋土中には弥生土器片が多量に認められた。

床面上出土の遺物は、高塀と若干の弥生土器片があり、時期は弥生時代中期後半と考え

られる。

9．　8　号住居址

本住居址は7号住居址に切られた形で確認した。標高は208．68mを測る。

平面形態は切られた南壁と北（斜面下部）にのびる壁溝を検出したのみで、規模は明ら

かでないが隅円方形と考えられる。7号住居址と同じように地山層を切り込んでいるもの

の、壁高は遣存状態の良好な南西壁でも約5C孤である。壁溝は幅約25c仇、深さ約15e仇を測

り、断面「U」字形を皇す。床面の高さは7号住居址よりも若干高い。炉・中央壊等は発

208茸 鵬回l脚・
見できなかったが、柱穴1本分（径約35C帯、深

さ約33C鵜）を7号住居址の壁溝に切られた形で

検出している。

第30図　東谷区7・8号住居地の　　　　出土遣物は床面直上のものはなく、暗茶褐色

柱穴深度　　　　　　　土の埋土中に少量の土器片を発見している。時
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第31図　東谷区7・8号住居祉
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期は他の住居址同様に弥生時代中期後半と考えられ、切り合い関係にある7号住居址と大

きな時期差は認められない。

10．9　号住居址

6号溝の下方平坦部で検出した方形住居址である。6号溝は段状遺構に近い形態の溝状

遺構で、斜面を大きく掘り込んで平坦部をつくり出し、溝を付設している遺構である。

この6号溝から0・7～1mの距離で、「L」字形の溝2条が6号溝に並行して検出され

た○この2条の溝のうち、西側の溝を9号住居址、東側の溝を10号住居址の壁溝の残存部

とみなし、床面の大部分はすでに流失したと考えられる。

9号住居址は南辺と西辺の壁溝の一部が、遺存していたのみである。南辺の周溝は残存

長約7・9〝乙で、わずかに弧状を呈するが、ほぼ直線的に掘り込まれた溝である。幅44C仇、

深さ12C鵜の「U」字形を呈する。

西辺の壁溝は遺存度が悪く、残存長72cmほどで、床面と推定される壁滞内側も、ほとん

ど遺存していない。したがって柱穴等は検出することができなかった。

このように9号住居址を、住居址と考えるには根拠に乏しく、住居址でない可能性もあ

る。

なお北辺の壁溝東端は、10号住居址の直前に跡切れており、10号住居址との先後閑係は

明らかでないが、10号住居址の壁溝の残存の状況からすると、9号住居址が先行するもの

と考えられる。

壁港内からは土器片が検出された。いずれも器表の風化が著しく、器形の確認は困難で

あるが、弥生時代中期後半の土器であろう。

11．10号住居址

9号住居址に近接してつくられた方形住居址である。9号住居址と同様、住居址以外の

遺構であるとも考えられるが、一応、住居址として報告する。6号溝は10号住居址南辺の

壁溝の半ばで跡切れており、10号住居址東半部は、6号溝の外方に延びている。

9号住居址南辺の壁溝端から、約6C盈離れた所から「L」字状に掘り込まれた韓は、南

辺と西辺壁溝の一部と考えられる。南辺の壁溝は、残存長約5．757花でわずかに弧状を呈す

る。西辺の壁溝は遺存度が悪く、残存長約90c仇である。この壁溝に囲まれた部分は平坦部

となっており、床面の一部と思われるが、柱穴等は検出できなかった。
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なお、9号住居址と10号住居址の埋土である暗茶褐色土中には、大量の弥生土器の土器

溜り（1号土器溜り）がみられた。10号住居址廃絶後に一括廃棄された土器群であろう。

12．11号住居祉

11号住居址は第2次調査で約抜しか検出できなかったため、調査が2年度にわたった住

居址である。東谷区南半（北向斜面）の東端で検出された隅円方形住居址である。床面標

高は約208．2mを測り、最も近い距離にある東谷区10号住居址とは、約157花隔たる。住居

址上方の斜面には8号滞、12号段状遺構があり、11号住居址に伴う遺構と考えられる。

住居址は他の住居址と同様、斜面下半部が流出しており遺存していないが、遣存する上

半部は等高線に沿って地山を掘り込んでおり、規模の明らかな東西長は約5．5m（同床面

長5．07花）を測る。

壁溝は東辺の一部を除き、壁体の遣存部全体に巡らされ、幅約20～25C仇、深さ約10C仇は

第32図　東谷区11号住居址
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どで「U」字形を呈する。床面中央西側には長さ約1・4m、深さ約8C枕の長方形土塊があ

り、東側にはやや不整な焼土塊がみられた○この2つの施設は推定主軸線を挟んで相対し

ているが、他の住居址でみられた中央境や炉址とはやや形態を異にしている。柱穴状の掘

り込みは焼土塊東側で1か所のみ検出された。それ以外も精査したが、ついに認めること

ができなかった。

遺物は床面上では弥生土器の細片がわずかに出土したのみであったが、埋土中には住居

址の西側部分を中心に多量の土器片が集積された状況（2号土器溜り）で発見され、住居

址廃絶後に一括投棄された可能性がある。

13．12号住居祉

東谷区北半部のほぼ中央部（BP57）に位置する残存状態の悪い住居址である。標高は

約209．2mを測る。

本住居址は緩斜面を等高線に沿って掘り込む北側（斜面上部）の壁溝と東西壁溝の一部

分を検出したのみで、たんなる帯状遺構の可能性もあるが、住居址間の距離と位置、また

斜面上方に段状遺構をもつことなどから住居址と考え報告する。

1号住居址とは約13mの距離を隔て、北側斜面上方約61花に1～3・12号住居址と共有

する2号段状遺構がある。

現存規模は南北長約5・11花（同床面長約4・47花）、東西長1．0m以上の方形プランと考えら

れる住居址である○壁面高は約32e郡、壁溝は幅約30C鵜、深さ約8C帯の断面「U」字形を呈

する。柱穴は一本分のみであるが南西部に確認され、径約22C仇、深さ約20C帯を測る。

第33図　東谷区12号住居祉
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出土遺物は床面上のものはなく、灰茶褐色埋土中に若干の弥生土器片が認められたにす

ぎない。

時期は他の住居址と同様に、弥生時代中期後半であろう。

14．13号住居地

東谷区北半南東側（BQ60）に位置する住居址である。北隣りの14号住居址とは約4．5

mの距離を隔て、標高は約205．9mと東谷区住居址群中最も低い位置につくられている。

現存規模は下半部を盛土のため流失し、南北長約4．65m（同床面長約4．041花）、東西長

1．451花以上を測る方形プランを呈する。周壁は地山を掘り込み、残存良好な西壁で高さ約

33e枕である。壁溝は幅約35e仇、深さ約5～10C仇の「U」字溝である。柱穴は西壁の南と北

のコーナーに各1本分（掘り方径約30C仇、深さ25～30c孤）が確認され、本来、4本の主柱

と考えられる。柱穴間の距離は約2．8mを測る。その他、炉址・中央境等の付属施設は住

居址自体の遺存度が悪く検出されなかった。

出土遺物は床面直上のものはなく、壁薄、および暗茶褐色埋土中に若干の弥生土器片を

検出したのみである。

時期は弥生時代中期後半と考える。

0　　　　　　　　　　　　　　2m
L・・・．；　　　　　．　一宇

第34図　東谷区13号住居祉
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15・14号住居祉

14号住居址は第2次調査のトレンチ調査で、その一部を検出していた住居址で、平面形

態は隅円方形を呈する。後述の井戸址の東側約9mを隔てて営まれており、西側斜面上方

には焼土壌がある。

住居址床面の標高は約207・1mで、上半部は等高線に沿って地山土を掘り込んでおり、

下半部は盛土によっているために大半が流出している○規模の明らかな南北長は約7．5m

（同床面長約6・65m）で、尾根部に造られた住居址を除く斜面山腹部の住居址では、北斜

面区1号住居址に次ぐ規模を有している（東谷区9号住居址は住居址と断定するにはやや

不確かである）。東谷区北半部の住居址群とは、井戸址を挟んで東西の2つの単位に分割

することが可能であれば、北半部東群の中心的住居址と考えられる。

壁溝は全体の約砲にわたって検出され、幅約20C孤、深さ約10C舵で跡切れた部分はみられ

ない。主柱穴は6本柱で、下方の2本はかろうじて下半部のみが検出できた○また、下方

の柱穴は、他の5本に比較すると一段深くなっていて（第35図）、14号住居址に伴うもので

ない可能性もある。柱穴間隔は斜面上方の柱穴から左廻りに2・3、2・4、2・4、2・35、2．55、

2・5mでほぼ等間隔に配置されている。

床面中央には楕円形の平面形態を皇し、3段に掘り込まれた土塊がある○最下段は径約

23e椛、深さ約20C鵜の柱穴状の掘り込みである。土横車堆積土は3層に分層され、若干の炭

化物を含射ヒ側から流れ込んだ堆積状況を示している。このような堆積は他の住居址中央

境でも同様の状況が観察されており、また土塊自身焼土面が認められないので、この中央

境は炉址とは考え難い。一方、他の住居址では中央境に隣接した浅い長方形土塊を伴い、

炭化物が充満しており、ここが炉址と考えられる。

14号住居址では長方形土塊は検出されず、斜面上方に掘り込まれた柱穴から幅約50c仇、

深さ約20C孤、断面「U」字形の溝が掘られている○下方は第2次調査のトレンチで切られ

て検出できなかったが、住居址外方へのびると考えられる○このような幅広い床面を縦断

する溝は、本住居址のみにみられるもので、その性格は明

らかでないが、本住居址が湧水の激しい地点に造られてい

ることに起因する排水溝の可能性が高い。

住居址床面には炭化物の堆積は認められなかった。

出土遺物の大部分は埋土中のものであるが、壁溝壁面で

高杯脚部片、砥石1点が出土している。
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第35図　東谷区14号住居牡の

柱穴深度
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第36園　東谷区14号住居祉
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第37図　東谷区15号住居祉

16．15号住居址

東谷区北側斜面で検出した井戸址の北方約10mに位置す

る隅円方形住居址である。急斜面上に営まれているため、

下半部は流失している。斜面上に立地する他の住居址と異

なり、上方に段状遺構や溝状遺構などの施設が全く付設さ

れていない○したがって、調査期間中においても土砂の流

入が激しかった。

．
二
．
：
l
I
．
＝
．
．
㍉
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第38図　東谷区15号住居址の

柱穴深度

住居址は1回の拡張が認められ、拡張前の壁溝（幅約15C耽）の一部が西南辺に沿って検

出された。拡張後の規模は、東西約5・0〝乙（同床面約4．35m）、南北長2．95〝乙以上で、幅約

10～20C仇、深さ約8C鵜の断面「U」字形の壁溝が「コ」の字状に巡る。その形状より、や

や胴張り気味の平面形態が推測される。

床面は標高約210・61花を測り、3か所の柱穴を確認した（径30～40c耽、深さ30～40C彿）が、

東端の柱穴はやや外方にはずれて位置する。これに対応する南端の柱穴は検出できなかっ

た。のちに流失したのであろうか。なお、柱間距離は東西約2．4m、南北約1．6mを測る。
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床面中央部に炉址と思われる不整円形の浅い掘り込み（径約50C硯、深さ約15C仇）が検出

された。断面形状は「U」字形を呈するが、南半部の上半はすでに流失しており、本来は

長径が60C鵜ほどの楕円形を呈していたかもしれない。埋土中には多量の灰が含まれていた○

なお、他の住居址にみられる中央境は認められない。床面上に遺物は全く検出されなか

ったが、埋土中より高塀、聾、壷の各破片が若干出土した。とくに高塔脚部片は床面に近

い位置にあった。

17．16号住居祉

16号住居址は東谷区の最も東側（BU62）に位置し、標高約2081花の丘陵南斜面に営ま

れた住居址である。住居址南東部はすでに旧状をとどめていないが、その平面形は長円形

を呈し、長軸をほぼ丘陵に並行して構築されている。

住居址北側すなわち丘陵高位部は、2段に掘り込まれ、地山を掘り残したほぼ平坦なテ

A

L

憂

第39図　東谷区16号住居祉
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ラス状を示す加工が施されている。住居址の床面は長径約4・90m、短径約3．70mの規模を

示す0住居址床面は現状では南東部に向ってやや傾斜し、丘陵下位部の壁溝が失われてい

る。おそらく南東部に若干の盛土が行われたものが流出したと考えられる。

住居址中央部には長さ約76C椛、幅約45C帯、深さ約24e孤の2段に掘り込まれた土壌が検出

された。この中央境は南に延びる幅約25C椛、深さ約10C仇の溝を伴っている。中央塊を間に

して北西および南東方向に、2本の柱穴が検出された○柱穴の掘り方は径35～40e椛、深さ

31～38C枕の規模を示している○中央墳北東部には長さ約53c鵜、幅約37C帯、深さ約9c椛の浅

い土塊が検出されている。焼土や灰層が認められていないが炉址と考えられる。住居址の

周壁に沿って検出された港は、南東部では一部消滅しているが、幅約10C孤内外、深さ3。仇

程度で掘られている。

住居址床面に遺存した遺物は細片となった土器のみであったが、畿内第Ⅳ様式併行期を

示している○埋土中からは2点の磨製石鉱の出土があった。

18．溝状遺構と段状遺構

東谷区では帯状遺構が9か所、段状遺構が20か所で検出された。

溝状遺構の形状は、囚比較的幅が狭く、断面「コ」字形を皇し、片方が斜面下方に向っ

てわずかに屈曲するものと、㈲後述の段状遺構の形状に近く、段状掘り込み下に溝を付設

するものとの2種類がある。

前者は住居祉の壁溝の残存部の可能性もあるが、築造位置あるいは規模が、住居址に比

して長大であること、溝直下に住居址床面に相当する平坦面を持たないことなどから、住

居址もしくは建物址とはみなし難いと思われる。

後者は段状遺構との区分が困難で、便宜的に段状下全域に港が付設されたものを溝状遺

構と呼称し、段状遺構との区分は、さほど重要な意味を持たないとも言える。

19．1　号　　溝

1号溝は山頂区2号住居址の下方、比高差約1mに位置し、東谷区の遺構中では高所に

あり、東谷区の北限を示す遺構の1つである。その位置関係からすると、山頂区2号住居

址とは先後関係があるのかも知れない。

西端部ではわずかに弧状を呈するが、はば等高線に沿って長さ約8・7m、幅約30C椛、深
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さ約15C仇の規模で直線的に掘り込まれている。東端は直角に近く屈曲し、長さ約60C鵜まで

遺存している。

溝上方は地山を大きく掘り込まず、下方に平坦面も持たないA類にあたる○

20．2　　号　　溝

2号溝は4号溝、2号段状遺構の上方にあり、1号溝より比高約3・6〝1下方の地点にあ

るが、東谷区の北限を示す遺構の一つである。

標高約215〝lの等高線に沿って、ほぼ直線的に掘り込まれていて、両端は流失したため

か屈曲部を持たない。長さ約8．8m、幅約30C椛、深さ約19C仇で、断面「コ」字形を皇し、

A類の溝状遺構である。

21．3　　号　　溝

3号溝は東谷区を形成する谷の最奥部に位置する。下方には4号住居址があり、4号住

居址の付属施設と考えられる。

北端は木根の撹乱を受け、検出することができなかったが、南端は弧状に大きく屈曲す

る。

標高約217．75mの等高線に沿って直線的に掘り込まれ、現存長約11m（推定長約127花）、

幅約40C椛、深さ約34cmの規模を有し、断面「コ」字形に穿たれているA類の溝である。

なお図示していないが、溝底には径約15cmの浅い掘り込みが数か所で認められたが、溝

全域にわたっておらず、また他の溝状遺構では検出されなかったので、木板と判断した。

あるいは柵列の可能性のあることを付記しておく。

22．4　　号　　溝
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4号溝は標高約213・57両こ位置している。上方には2号溝、西側に隣接して4号住居址

がある。

等高線に沿って直線的に掘り込まれているが、西端は弧状に攣曲する程度で、明瞭な屈

曲は認められなかった。全長約7・21花、幅約50cm、深さ約20C帯の規模を有し、断面「コ」

字形に穿たれている。一応、先の分類のA類の溝と考えられる。

23．5　　号　　溝

5号溝は標高約212・7〝画こ位置し、上方には3号段状遺構が存在するが、谷底部に近く

造られているので下方には遺構は検出されていない。

平面形は「L」字形を皇し、住居址の可能性もあるが、位置関係や床面、その他の住居

址の付属施設の有無などから溝状遺構の中に含めた。

帯は等高線に沿って掘り込まれ、直線部の長さ約5．5〝乙、屈曲部の長さ約1．4〝乙を測る。

幅は約50C椛と他の溝と比較して幅広く特異である○断面「コ」字形を呈し、深さ約35c仇穿

たれている。A類の溝である。

24．6　　号　　溝

6号溝は9・10号住居址の直上に位置し、9号住居址と、10号住居址の西半を取り囲む

ようにつくられている。両者の溝はほぼ並行し、9・10号住居址の壁溝は、6号溝の平坦

面につくられている。このような検出状況から、6号溝と9・10号住居址は不可分な関係

にあり、住居址に付属する施設と考えられる。

「
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ただ、先に述べたように、9・10号住居址が遺存度が劣悪で、住居址と断定するにはや

や躊躇せざるを得ないので、調査の結果に沿って言えば、段状掘り込み下の平坦面に、2
J

重の溝状遺構が認められたとする方が正しいのかも知れない。

6号溝自体は後述の段状遺構の形状に近く、大きく地山を掘り込み平坦面をつくり出し

ている。段状下に溝状部があるため溝の範噂に含めたが、段状遺構との分別は困難で、そ

の分類は便宜的である。このような溝をB類と呼称する。

全長は約12．37花、溝状部の幅は約40e椛、深さ約18cmで断面「コ」字形を呈する0　9・10

号住居址までは平坦面があり、幅約70e仇を測る○

25．7　　号　　溝

7号溝は6号住居址によって、その中央部が壊されている。住居址の南側に遣存した方

が幅が広く、北側に行くにしたがい、その幅を減じている。南側の帯幅は60c孤前後である○

北側の滞幅は狭いところで25c仇、広いところで50C仇前後という数値を示す○深さは斜面上

方からでは20e鵜、下方からは6C仇と非常に浅いものであり、段状遺構と同じ性格が窺える

遺構である。全長は1紬である。構内からは弥生土器片が出土した。

26．8　　号　　溝

東谷区南半部東端（BG64）、東谷区11号住居址から斜面上方（南側）へ約7・5m（標

高211．21花）に位置する○

等高線に沿って地山を掘り込んで形成し、長さ約12・5〝乙、幅1・0～2・Omを測る。形態は

両端をわずかに下方へ屈曲させ、西側では段をもち、いわゆる段状遺構に溝を付設した状

孟

第42図　東谷区8号溝
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ノダ」毅表

1・灰褐色土

2．茶褐色土
（炭化物混）

3．暗茶褐色土

rノ

0
J＿＿　　　　　　　　＿2m

第43図　東谷区9号溝

態を呈している。

11号住居址に伴う施設と考えられよう。

なお、溝中及び平坦面には、まとまって弥生土器が出土している。

27．9　　号　　溝

BT61の中央部分を斜めに走る溝で、東端を1．2〝乙南東へ鈍角に曲げている。等高線に

並行に走っており、焼土塊の上方に位置している。最短距離で80cm離れており、溝に直交

するような内側に焼土境が存在している。

南西から北東方向へほぼ直線的に5．8mのびている。幅は局部的に狭くなったり、広が

ったりしているが、平均40c仇位である。最大幅60C孤、最小幅25c鵜を測る。直線から鍵形に

1100の鈍角をなして、達し字形に曲がっている。現存長で1．2〝乙のびている。ゆるやかな

斜面ではあるが、流出したものとも思われる。

しかし、焼土塊との関係や他遺構の流失部分の斜度を考えると、現長に近い数値のもの

であったろうと思われる。

9号溝の内側にあたる焼土塊との空間は、ゆるやかな傾きを示すが、平坦に近い傾斜面

である。形状から住居址の壁溝の一部とも見えるが、現状に近い形が本来の形に近いもの

と思われる09号帝を焼土壌の上方に等高線と並行に走らせており、あたかも焼土壌に水

を流入させない防止施設のように見える。機能を想定した場合でも、焼土壌の付属施設と

考えるのが説明を加えやすいように思われる。少なくとも焼土塊とは、切り離せない有機

的に強く結びついた溝であることは、まちがいなさそうである。
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28．1号段状遺構

1号段状遺構は1号住居址の東下方にあり、さらに東下方に隣接して14号段状遺構が存

在する。後述の14号段状遺構と共に、東谷区北半部の斜面下にあり、下方には住居址など

の生活を営んだ遺構は検出されていない。

標高約208〝画こあり、両端は明確でないが全長15．7m、残存高約45C仇で、掘り込み角度

370を測る。平坦面の幅は1．9mで、長辺方向では片側への傾斜は認められない。

29．2号段状遺構

東谷区北半部の西端からほぼ中央（BM51～BQ56）にかけて検出され、尾根からの傾

斜がやや緩くなる傾斜変換点あたりに位置する。東端は井戸址の約3・5m南西方にあたり、

中央やや西寄りの下方約81両こは1号住居址が、西端の平坦面を一部切って2・3号住居

址が、東端の下方には12号住居址が位置している○

ほぼ標高211．5mの等高線に沿って、全長約32．4mにわたって掘り込まれており、本遺

跡例の中では最大の規模を有する。両端は下方に折れ曲がり、特に東端では900に近い角

度で下方に折れる。

大部分が黄褐色の地山土を掘り込んでつくられ、掘り込み角度は、西半部で約50・50、

中央で約480、東半部で約640である。

現存最大壁高は約70C仇、平均では約50～60C鵜を測り、中央部では壁面下に幅約55C孤の平

坦面をつくり出している。東端と西半部は壁面下に幅約50C孤、深さ約5～10C仇の溝を有し、

東端では幅約55C鵜、西半部では幅約45c椛の平坦面をつくり出している○

中央やや東寄りの地点では、埋土中に焼土3か所と、土器片の集中したところが1か所

認められた。

30．3号段状遺構

3号段状遺構は後述の4号段状遺構と斜面上下に重複し、あるいは同一遺構の可能性も

ある。しかし、他にこうした例がないので、あえて異なる段状遺構、もしくは造りかえと

して記述する。

4号段状遺構とは東端が一致し、西半は溝状となっている。溝状部は他の東谷区の溝、

段状遺構平坦面の溝と比較して幅広く、約1．251花を測る。形状は南斜面区1号溝に近似す

る。

－82－



掘り込み下端には3号土器棺が造墓され、上方には2号土器棺がある。下方には4号段

状遺構平坦面にある5号住居址、さらに下方に6号住居址があり、両住居址のいずれかに

伴う段状遺構と考えられる。

標高約213．7mに位置し、長さ約19．7m、残存高約40C仇、掘り込み角度約450を測る。西

半の溝状部が跡切れた平坦面の幅は約1．1mである。

31．4号段状遺構

4号段状遺構は3号段状遺構平坦面下に並行して掘り込まれているが、3・4号段状遺

構の先後閑係は明らかでない。3号段状遺構に比べると短く、平坦面「L」形の溝を有す

る。この「L」字形の溝を5号住居址と考えたのは先述のとおりである。5号住居址の壁

滞両側に3か所の柱穴状の掘り込みが検出されたが、東側の2か所が明らかに住居址の柱

穴ではなく、4号段状遺構に伴うものであるとすれば、西側の柱穴状の遺構も4号段状遺

構に伴う可能性は高いように思われる。下方には6号住居址があり、その付属施設であろ

う。

標高約213．7mに位置し、長さ約11．57花、残存高約30c椛、掘り込み角度約550を測る。平

坦面の幅は約1．41花である。
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32．5号段状遺構

5号段状遺構は東谷区南半部の標高約2167花にあり、斜面下方両側には3・4・6号段

状遺構がある。先の3・4・6号段状遺構と共に、5・6号住居址に伴う段状遺構と考え

られる。また、5号段状遺構から上方の尾根稜線上にかけて遺構が存在しないことから、

東谷区の居住区を限る遺構とみられる。

規模は長さ約21．3m、残存高約70C孤を測る。段状掘り込み角度は約500で、平坦面の幅

は約1．91花であり、比較的幅広い平坦面を有する。

なお平坦面西側で溝状の痕跡があったが、全面には認められなかった。

33．6号段状遺構

6号段状遺構は5号段状遺構の東側に位置し、西端部は重複する。斜面下方には7号段

状遺構を挟んで、7・8号住居址がある。

5号段状遺構と同様に斜面上方には遺構が存在しないことから、東谷区を限る遺構と考
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えられる。

東端は「L」字形に屈曲し、溝状の形状を呈する。この東端付近の形状のみみれば、前

述の溝状遺構と大差はなく、溝状遺構と段状遺構の分別は困難であり、同様の性格を有す

る遺構とも考えられる。6号段状遺構については溝状部が全面に検出されず、西側は平坦

面となっているため段状遺構の中に含めた。

全長約11・8〃乙、残存高約60C仇、掘り込み角度約400を測る。平坦面の幅約30C仇と狭く、

西側に傾斜している。

34．7号段状遺構

7号段状遺構は標高約211・37花の位置にあり、下方には7・8号住居址が造営されてい

る。東側には一部重複して8号段状遺構があり、上方には6号段状遺構がある。6号段状

遺構との比高差は約41花で、2つの段状遺構は斜面下方にある7・8号住居祉に付属する

施設と考えられる。

全長15・67花、残存高69C鵜で、掘り込み角度は約340を測る。段状部西端は直角に屈曲し、

本来の形状を保っているとみられる。

平坦部は幅約1・5mと幅広く、東端がやや高くなっている。

35．8号段状遺構

8号段状遺構は7号段状遺構と重複関係にあり、7号段状遺構を切ってつくられている。

重複関係にある例は、3・4号段状遺構や、16・17号段状遺構にもみられ、段状遺構に新

旧の差があることは明らかである。こうした段状遺構の新旧の差は、住居址の重複関係と

考え合せて、東谷区の遺構群が同一時期でないことを示す可能性を含んでいるが、第4章

の遣物の項のとおり、出土遣物からは顕著な時期差を認めることができない。

8号段状遺構もすでに触れてきた5・6号段状遺構などと同様に、平坦面に溝状の落ち

込みがみられ、溝状遺構との分別は困難である。

下方には6号溝を挟んで9・10号住居址があり、上方には9号段状遺構が存在する。標

高約212・41両こ位置し、長さ約23m、残存高約79C郡、掘り込み角度約570である。平坦面は

先述のとおり、過半が帯状となっている。幅は約1．3mである。

－84－



J

J

J

J

l

l

l

36．9号段状遺構

南尾根区3号住居址の斜め下方にある段状遺構で、他の段状遺構と同じく等高線に沿っ

て築かれており、その標高は約2171花のところに位置する。9号段状遺構のほぼ中央下に、

4号土器棺が検出されている。長さは約13．51花で、深さは中央部の深いところで約15C駕で

ある○平坦面は西側が狭く、東側の方は僅かに広い、0．4～1．2mである。

壷・賓・高塀などの破片が出土している。

37．10号段状遺構

10号段状遺構は東谷区南半部の標高約216．67両こ位置し、西側約21花を隔てて9号段状

遺構が隣接する。斜面下方には、やや東にずれて11号段状遺構がつくられている。

さらに斜面下方には10号住居址があるが、距離が離れており、直接的に関係する住居址

などの遺構は認められない。

尾根稜線から約1．4m下方に掘り込まれ、9号段状遺構と共に東谷区の居住区を限る遺

構と考えられる。

規模は長さ約8．6m、残存高約30C椛を測り、段状掘り込み角度は約310で、平坦面の幅は

約50C孤と狭く、西側にやや傾斜している。

38．11号段状遺構

11号段状遺構は前述の10号段状遺構の下方にあり、約1．6mの比高差を測る。10号段状

遺構と同様に直接的に関係する住居址などの遺構は無い。

規模は長さ約8．3mと、10号段状遺構とほぼ同様で、残存高約54e仇、段状掘り込み角度

約450を測る。平坦面は幅約1．0mで、西に約58C仇はどの傾斜がある。

39．12号段状遺構

東谷区11号住居址から斜面上方（南側）へ約15．5〝乙の東谷区南半東端（BF64）で、12号

段状遺構を検出した。

等高線に沿って地山を断面「L」字形に掘り込み、形成している。長さ約6・8mを測り、

両端をわずかに下方へ屈曲させ、幅約0．6～1．51花の平坦面をつくっている。なお、平坦面

に柱穴等の施設は認められなかった。

東谷区8号溝とともに、11号住居址に関連する施設と考えられよう。
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第44回　東谷区10号段状遺構

ふ　「
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第46図　東谷区12号段状遺構

「＿二

出土遺物は暗褐色埋土中に若干の弥生土器片（壷・高杯等）を検出している。

40．13号段状遺構

13号段状遺構は東谷区北半の標高約214．5mにつくられている。約10m隔てた斜面下方

には井戸址が存在し、さらに下方に13号住居址がある。これより上方の尾根部にかけては

遺構が存在しないことから、東谷区の居住区を限る遺構のうちの一つであると考えられる。

全長約13．5m、残存高約70e椛で、等高線に沿って約530の角度で掘り込まれている。
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段状掘り込み下の平坦面の幅は約1・05〝乙で、両端部への傾斜は認められない。平坦面の西

側にわずかではあるが、溝状の痕跡を残している。

なお、13号段状遺構直下に小規模であるが、段状の落ち込みがみられる。全長約2．6〝乙、

残存高約24C枕を測る。あるいは段状遺構の残欠とも考えられるが、あまりに小規模である

ので、あえて号数は付さなかった。

41・14号段状遺構

14号段状遺構は13号住居址の西側約2．5mにあり、検出された段状遺構の中では最も低

位の標高約206・2mの位置にある○多くの段状遺構が、下方に住居址、井戸址、焼土壌を

伴い、段状遺構が主として住居址に付属する施設と考えられるのに対し、14号段状遺構は

谷下部にあり、住居址などの遺構を伴っていない。したがって、段状遺構が単に住居址に

付属する施設とは一概に言い切れず、異なる性格を有することも考えられる。

規模は比較的長く、長さ約17mを測る。残存高は約41C仇で、約590の角度で鋭く掘り込

まれている○両端の段状部は屈曲し、本来の長さを保っていると考えられる。平坦面の幅

は約1・3〝乙で、一方への傾斜は顕著には認められない。

42．15号段状遺構

東尾根区2号住居址とほぼ同じ標高の南西方向に存在する。下方には16・18号段状遺構、

9号滞、焼土塊が存在する。標高の高い位置に所在する段状遺構で、他例と同じ形態を持

つ○長さが短い部類に属する点も、標高の高い段状遺構の特徴を示している。長さ5．5m

で、平坦面の最大幅は約80C郡を測る。高さ約60C仇の段をなし、等高線と並行に、直線的に

築かれている。

0　　　　　　　　　　　　　　3m
L一一・・・；・1．．＿i　　　　＿＿」

第47図　東谷区15号段状遺構
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43．16号段状遺構

17号段状遺構に切られており、上方に15号段状遺構が、下方には18号段状遺構、9号溝、

焼土塊が存在している。長さは約11．2mとやや長い部類に属する。直線的にのびているが、

西側は2段になっている。最初掘りかけた段状遺構を長くのばしたような状態を示してい

る。平坦面の最大幅は2．11花で、段の高さは60川を測る○

44．17号段状遺構

16号段状遺構の北東に位置し、走向も同じで一連のものかとも思われるが、平坦面にピ

ットを持っていることなど形態を異にする○

また明白な切り合い関係を示しているので17号段状遺構とした。16号段状遺構を切って

おり、上方に東尾根2号住居址が、下方に東谷区16号住居址が存在する○

長さは7．21花を測り、平坦面は0．8～1mの幅を持っている。掘り込み角度は他の段状遺

構と比較するとゆるくなっている。残存高は80C仇とやや高い。ピットは西側の約％に偏し

て、5個並んでいる。径30～35C鵜、深さ約40C仇と、ほぼ同規模のピットである○段の下端

近くから平坦面の中央にあり、段に関係のある杭列と考えられる○

45．18号段状遺構

15・16号段状遺構が上方に、9号溝、焼土塊が下方に位置している。他の段状遺構と異

なり、不明な不定形の土塊などがあり、複雑な構造を呈している。等高線に並行して段状

遺構がのびている。長さ約9．6〝乙で、平坦面は最大幅約21花を測る○残存高は40C鵜とやや

低いが、掘り込み角度は640と急傾斜である。

中央東寄りで、段の上端が屈曲する部分があり、この部分に長さ2・41花の段が上方に付

加されている。平坦面西側に土壌2か所と、溝が築かれている。土塊→溝→土塊の順で掘

られているが、性格は明らかにはできない。溝は約31両まどの長さで、弧状に巡っている○

幅は30～40C帯である。

46．19号段状遺構

東谷区の東端に位置する遺構で、斜面上方に東尾根区1号住居址が存在している○西側

に東尾根区2号住居址が、ほぼ同じ標高のところに築かれている。平坦面は不定形である

が、段状遺構そのものは直線的に掘り込まれている。長さ約6・41花、残存高50cm前後を測
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第48図　東谷区17号段状遺構
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第49図　東谷区18号段状遺構
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第50図　東谷区19号段状遺構

－89－

「士



「輿

二」Lm多
第51図　東谷区20号段状遺構

る。平坦面の幅は、最大約11花を測る。規模は小さいもので、標高の高い位置に立地する

段状遺構の普遍的な特徴である。

ただ下方に他の遺構が存在しないので、高い方からの土砂などの流入を防ぐだけの機能

ではなさそうである。

47．20号段状遺構

東谷区16号住居址の北東側斜面上方に位置しており、16号住居址の北西方向にある18号

段状遺構と対をなしているかのようである。18号段状遺構とほぼ同じ高さに掘られている○

等高線に沿って直線的に掘り込まれており、長さ約8・8mを測る。平坦面も直線的に整形

されている。他の段状遺構と比べて整然と築かれており、約60C肌幅の平坦面を形成してい

る。最大幅で70C椛と大差のない数値が得られる。特徴は段の高さが低いことで、40C仇前後

である。

48．焼　　土　　壌

東谷区北半の緩斜面（BS61）に築造された焼土壌である。斜面上方には9号溝が、北

東約6．27両こ東谷区16号住居址が、南西1．51両こ東谷区14号住居址が位置する○焼土壌は緩

斜面を利用して築かれている。新旧2時期の焼土塊が切り合っている○

前後関係はあるものの、出土土器に大差がなく、同じ土器様式内でおさまる2時期であ

る。すなわち、あまり時を経ずに構築されたものと思われ、構造も同じである○

新段階の焼土壌は、約1．5〝乙の隅円方形の1辺に、長辺50C仇、短辺30C仇の短形を取り付
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けたプランである。矩

形の部分を標高の高い

方に設けている。約18

C肌を掘り込み、15C椛の

平坦面を作り、28C仇の

急斜面となり、ゆるや

」　かな舟底状の土壌へと

第52図　東谷区焼土壌

1・灰褐色土　2・4・7・暗茶褐色土（炭化物混）3・6・8．黄褐色土（地山
土混）5・9・黒褐色土（炭化物、灰混）
10・暗赤褐色土（焼土混）

続いている。舟底状の

土壌は、深さ25C肌を測

る。標高の高い方に偏

向したレンズ状堆積を

呈している。底には焼

土を多量に含む暗赤褐

色土が溜まり、上層に

炭、灰層と地山客土が

埋土となっている。急

斜面に土器が破砕はし

ていたが、原位置に近

い状況で検出すること

ができた。径23e仇の大

形の賓が壊れていたが、

急斜面に据えられたも

のと考えられる。

焼土塊は境内の埋土や賓の出土位置や、土壌の構造から屋外炉と考えて大過ないものと

思われる。賓を急斜面に接するように据え付け、煮沸の用に給している○舟底状土壌で火

を炊き、上部の平坦面が煙り出しとなるのであろう○舟底状の土壌の最低部と婆の出土状

態の最下点の高低差は39C椛を測り、同じく嚢の口綾部と土壌の最低点は、57C仇の差を測る。

賓の口綾部と平坦画は5C孤、同じく口縁部と土壌の最高点は、23C仇の隔たりがある。

旧段階の焼土塊は、復原してみると、長辺1・7m、短辺1・2mの方形のプランで、構造は

新段階と同じ形状を示していたものと思われる○嚢の破片が境内の標高の高い方から出土
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していることからも、出土地近くの標高の高い方で炊いたものと考えるのが妥当であろう○

奈カリ与遺跡の集落内で、焼土が見られる箇所も幾つか見られたが、住居址外で明確な

遺構として把えられたものは本焼土壌だけである。屋外炉として効力を発揮する機能を十

分に持つ遺構である。

49．井　　戸　　址

東谷区北方地区の中央付近（BQ57）、標高約2091花の南東に向って下降する丘陵傾斜面

において検出された。調査前には、常に表土層が湿っている状況を呈していた。

湧水層に至る土層は、表土下約45e仇まで粘質土および薄い砂礫層の互層となっている。

湧水は表土層から約17花下方の第7層にあたる砂礫層から認められる○

遺構は2段の掘り込みが行われているが、南東部丘陵下位側は明確でない。掘り込みは

南北約7．17花、東西約5．57花の楕円形状に掘り窪めている。深さは西側部分で第1段60C仇前

後、第2段約1．2〝乙の規模を示している。また北側地点では第1段75C仇前後、第2段約1

m程度ある。傾斜面に掘り込まれているため第1段掘り込み面では南北で約1・3m、第2

段でも約1〝乙程度の比高差がある。現状では流出口となっている最も低い南東部と、井戸

底の最深部の差は25C鵜程度で、その湛水量は極めて少ない。調査時においても井戸下方部

に湛水量を増大するための盛土による土堤の存在や、あるいは丘陵高位部側にも丘陵上方

からの雨水が直接流れ込む現状であることから、その防止施設の存在を検討したが、その

痕跡を検出することができなかった。現状では南東部の地点が最も低く、地山の状況も流

出口状のわずかな窪みを示している。しかし、埋没後の湧水もこの付近を流れていたこと

もあって、旧状を示したものか否かは確定できない○

井戸内は井筒や井戸枠などの、特別な構造を有した確実な施設は認められなかった○　し

かし井戸底には3枚の板状を呈するものと、1本の角柱状の木材が検出されている○これ

らの木材には井戸枠材と考えられるような加工痕は認められていない○また周辺にも杭の

打ち込みなどの痕跡も検出されなかった。しかし板材等の埋没が井戸底に密接しているこ

とや、東部で検出された板材が壁面に沿ってやや立った状況であることから、壁面を覆う

程度の施設があった可能性も推測される。この点は調査中においても、第3層以下の砂層

および砂礫層の崩壊が著しい状況であったことからも類推されよう0

井戸底からは畿内第Ⅳ様式に併行する土器の出土が認められ、奈カリ与集落の存続期間
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に対応する弥生時代中期後半のものと考えられる○

50．埋　葬　施　設

東谷区では埋葬施設を5基検出した。そのうち、北半部の東尾根稜線下の埋葬施設（5

号土器棺）は、奈良時代のものであり、奈カリ与弥生時代遺跡とは無関係である○

残る4基はいずれも土器棺で、小児埋葬と考えられ、成人埋葬施設の発見はなかった○

また、4基は2・3号が比較的近接しているが、相互に距離を隔てていて孤立した存在で

墓域を形成していない。

51．1号土器棺

第1次調査の際に設定した、第4トレンチの末端の谷底に近い地点（BM49）で検出さ

れた土器棺である。標高約2127両こあり、西に接するように4号住居址が、また斜面上方

には4号溝が存在する。

墓旗は傾斜地に穿たれているため、療底までの深さは一様でないが、南北径約95C仇、東

西径約99C枕の不整円形で、2段に掘り込まれている。下段の掘り込みは径約45C耽、深さ約

10C椛で、土器棺を据えるための境であろう。境底までの深さは、斜面上方で約40C肌、斜面

下方で約18C椛である。

棺の埋納はかなり複雑な葬法をとっている。3個体の土器を利用しており、棺自身とな

る嚢、棺の合せ蓋となる高塀、棺を固定し、保護、被覆する壷から構成されている○

壷はまず口綾部を打ち欠き、胴部を半裁する。半裁した胴部の破片を境底に置き、棺自

体である賓の安定を図っている（図版34－4）。饗はロ緑部をN－120－Eの方向に向け、

約230斜上方に埋置している（図版33－3）。棺には微細砂が約祷程度堆積し、上部は空洞

であったが、骨、副葬品は検出されなかった○

聾の上部には先の半裁した壷を被覆し、聾口綾部に脚部を切除した高杯の師部で合せ蓋

としている。さらに、棺を被覆した壷の周囲を壷の残りの破片を利用して間隙を埋め合せ

ている（図版33－1）。なお、蓋とした高塔の脚部は破棄せずに、境内に置かれていた0こ

のような壷と高塔の半裁作業は、棺を埋置する際に、墓境周辺で同時に実施されたことを

予想させる。

境内の墟底と棺上部に角礫が認められたが、これらの礫は土器片と同様、棺の安定や、
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第54図　東谷区1号土器棺

間隙を埋めるために使用されたものであろう。

また、3個体の土器はいずれも完形に復原することができ、奈カリ与遺跡では唯一のセ

ット関係の明確な完形土器であり、畿内第Ⅳ様式に併行すると考えられる。

52．2　号土器棺

2号土器棺は3号段状遺構直上の、標高約214・8〝拍こ位置している。墓境は長径約1．4m、

短径約1・36〝乙、深さ約32C椛の不整円形を呈し、ほぼ垂直に近く掘り込まれ、墓墟底は平坦

となっている。
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土器棺は特異な形態をとっている。蛮形

土器の1個体を、埋葬前に肩部よりロ綾部

と胴部の上下に切断し、切断された上半部

は口綾部を上向きに墓境底に置く。その上

部に胴をほぼ水平に横倒しの状態で埋置し

ている。このような検出状態から口縁部が

棺本体となる下半部の安定を保つために台

の機能を果していたと考えられる。なお、横

倒しにされた胴部の上半は遣存しなかった

が、後世に流出したものであろう。また、

棺の合せ蓋と考えられるような土器は検出

することができなかった。同様に流出した

のであろう。他に、墓境壁に接して埋土上

半部に別個体の土器の口綾部片と礫が各1

点認められたが、おそらく棺を封入する際

に混入したものと思われる。 第55図　東谷区2号土器棺

53．3　号土器棺

5号住居址と3号段状遺構の間で検出し、2号土器棺の南東約7mに位置する。標高約

214mを測る。墓境は上端長径約46C仇、短径約42C仇のほぼ円形を皇し、墓壊底は径約33C椛

で平坦に近いが、墓墳壁は弧状をなしている。墓境内には壷形土器が直立して埋置されて

いた。日録部上と南側肩部には、別個体の胴部片と底部が認められたが、壷棺の蓋となっ

ていた土器片であろう。

54．4　号土器棺

9号段状遺構の北側で検出し、3号土器棺より約501花も南東に位置し、標高は約215．3

mを測る。墓境は径約33C仇の円形を呈し、墓境底は径約21cmで平坦である。墓境内には壷

形土器が直立して埋置されていたが、底部が完全に墓境底に接しておらず、若干（約2．5

e彿）浮いた状態となっている。口綾部上には別個体土器の胴部片が、棺の口を封ずるよう

に置かれており、蓋の機能を有したものと思われる。

－96－



了l

屍
方Z O 2 0 c m

第56図　東谷区3号土器棺

55．5　号土器棺（蔵骨器）

東谷区北半部北西端、東尾根区の尾根稜線

より南に下がる緩斜面（BS54）に位置し、

標高は217．3mを測る。

墓境は現存径約28C都の正円形を呈し、赤褐

色地山土を断面「U」字形に掘り込んでつく

っている。墓境内には土師器（蛮）を直立さ

せ埋納しており、賓内の暗茶褐色土中には骨

片が検出された。

なお、棺の蓋と考えられるものは確認して

いない。また、盛土があったかどうかも明ら

かでない。

時期は8世紀末と考えるが、本遺跡では他

に同時代の遺構の検出はなく単独出土である。
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第57図　東谷区4号土器棺

第58図　東谷区5号土器棺



第　6　節　北斜面区の調査

1．北斜面区の調査

北斜面区と呼ぶ地区は、丘陵頂部の北東側に展開する傾斜面地で、丘陵頂部から北と東

に派生する2本の尾根に挟まれている。

北斜面区の発見は、第1次調査の際に設定した第6トレンチで住居址（1号住居址）が

検出されたことにより、奈カリ与遺跡の発掘調査の契機ともなった。

遺構が検出された範囲は、標高約209～215mの間で、斜面上方には等高線に沿って段状
1

遺構が住居址群をとりかこむように掘り込まれ、他地区の両者の関係とは様相を異にする。

住居址は段状遺構にかこまれた内側の緩傾斜面にあるが、中央部をはずして、左右に偏

って造営されている。中央部は幅約141花の広場状の空間となっていて、北斜面区の住居址

群が他の単位とは別に独立した広場を有していることは、北斜面区の住居址群が、他の地

区の住居群から相対的に独立した位置にあることを示しているとみられる。

広場状の空間の中央には、いくつかの土塊が検出され、それぞれ焼土壌、高杯をかぶせ

た土境、底部穿孔壷を埋置した土塊など特色がある。概報時には、壷の出土した土壌を埋

葬施設と考えたが、こうした土壌のあり方から、必ずしも埋葬施設とは断定できず、祭祀

に伴う土壌の可能性もある。

住居址群の下方は、工事用道路によって削平されているが、さらに下方にも緩傾斜面が

あり、遺構が存在するのではないかと想定された。そのため、CG52～CL52とCI50～

CI54に各々20mの十字トレソチ、CG54、CH54に2×5mのトレンチ2本を設定し、調

査を行った。トレンチ調査では弥生時代の堆積層である暗茶褐色土の堆積が認められず、

流れ込んだとみられる遣物の出土はあったが遺構は検出できなかった。

ただ、CF50で多量に湧水する地点があった。東谷区では湧水点は人工的に掘り込まれ、

井戸址となっているが、北斜面区の湧水点については調査の当初でもあり、井戸の存在な

ど想定していなかった。そのため人工的な掘り込みがあったかどうかは不明であるが、北

斜面区の生活用水となっていたのセあろう。

住居址群の東側には、多量の土器が出土した溝を検出した。溝下方や側方にトレンチを

設定し、関連する遺構の検出に努めたが、溝付近で土器の出土はあったものの、他の地点

では皆無に近く、遺構は存在しないものと思われる。
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2．1号住居地

1号住居址は釜屋城址土塁の各周辺部に設定したトレンチのうち、丘陵頂部の北向き傾

斜面に設定した第6トレンチ内でその一部を検出した。奈カリ与遺跡の住居址の中で最も

早く検出された住居址であり、奈カリ与遺跡調査の契機となった。

住居址は丘陵頂部より約11m下方の標高約210m付近に位置し、北斜面区で発見された

0　　　　　　　　　　　　　2m
t　．．．．；　　　　　　　　　　！

第59図　北斜面区1号住居址
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5棟の住居址のうち、2号住居址と

ともに東側に立地する。

住居址の北東側下半は、傾斜面の

ためすでに流失し確認することがで
第60図　北斜面区1号住居地の柱穴深度

きなかったが、遺存している部分か

ら想定して隅円方形、もしくは楕円形の平面形態をとる住居址と思われる。

住居址はほぼ％程度が残存していると考えられ、等高線に沿った最大幅は約7．25mで、

床面最大長は約7．01花と北斜面区の住居址では最も規模が大きい。

周壁は最も高い部分で約43C椛で、周壁下に幅約20C仇、深さ約10c仇の壁溝がめぐっている。

床面中央には南側に壁面が赤褐色に焼けた長さ約1．1m、幅約75C椛、深さ約19C仇の浅い

焼土塊があり、炉址と考えられる。炉址の北側に接して、長さ約76C仇、幅約69C鵜、深さ約

50e硯の2段に掘り込まれた土壌がみられた。この床面中央部の炉址と中央境の組み合せは

東谷区2・4・6・16号、南尾根区3号、東尾根区1号、北斜面区4号住居址にみられた

ものと基本的には同じ構造を有しているが、北斜面区1号住居址の場合、炉址の壁面が焼

けて赤変していることが他の炉址と考えた長楕円形土塊とは異なっている。また平面形も

整った形状を示している他の住居地に比して、不整である。

柱穴は11個確認できたが、深さが一様でなく、30C仇程度の深さをもつ柱穴から考えると

4ないし6本の主柱からなる上屋構造をとると考えられる。

埋土中あるいは床面上には多量の焼土・炭化物が堆積していたことから、1号住居址が

火災を受けて焼失したことは明らかである。

床面には若干の土器片が密着して出土したが、いずれも小破片で器形の復原できるもの

はない○ただ注目すべきは、埋土中あるいは住居址付近で、板状鉄斧、「きさげ」などの

鉄器が出土しており、北斜面区で最も規模の大きいことも考え合わせれば、注目される現

象であろう。

3．2　号住居地

2号住居址は北斜面区1号住居址北方約41花に位置している。工事用道路によって全体

の約％を削り取られているが、円形プランの住居址が想定できる。住居址周壁の南半部は

比較的残りがよいが、東側に向うにつれて明瞭でなくなる。他の住居址の形状から判断し

て、住居址周壁は流出していたと考えるべきだろう。
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柱穴は残存床面内では確認できなかった。住居址の壁高は最大で約25cmである。壁溝は

確認できず住居址とするには、あまりに遺存状態が劣悪である。

住居址内埋土は暗黒褐色土で、弥生土器片を包含している。

4．　3　号住居祉

3号住居址は1号住居址の約15m西方に位置している。住居址の北側下半部は流失して

いるが、現存する壁間の最大値は6・1mを測り、住居址規模は径約6．2〝乙程度の円形プラン

が想定できる○住居址の規模は1号住居址より若干劣るものの、なだらかな傾斜面を挟ん

で1号住居址と対噂していることや、北斜面区のほぼ中央に位置していることから1号住

居址とともに北斜面区の中心的な住居址と考えられる。住居址壁高は最大約18C仇を測る。

壁溝は住居址の南半にのみ存在し、残存する長さは約9〝乙を測る。壁溝の西端は地山を

掘り込んだ痕跡を確認したが、東端は流失してしまって明確ではなく、壁溝はさらに連続

するものと考えられる。壁港は断面「U」字形で幅約30C仇、深さ約8C仇を測る。

ピットは合計12個検出できたが、位置・深さから判断して主柱穴は4本が考えられる。

柱穴は直径約20～40C椛、深さ約30～40C仇ほどである。

住居址中央部には隅円方形の形状をもつ、長さ約50e仇、幅約45C孤、深さ約26C仇の土塊が

存在する。

土塊断面は「U」字形で土境内の埋土は若干の炭化物が認められた。土境周囲には焼土

の痕跡はなかったが、炉址と考えておく。

住居址の南側斜面高位部から西側にかけては2段の掘り込みが

ある。そのうち高位のものは長さ約5m、奥行約1mで緩やかな

第62図蓬雷悪霊孟貫　傾斜をもちながら住居址壁に連続する。下位にあるものは住居址
深度　　　　　壁面から連続して西側に掘り込まれたもので、住居址壁（この部
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第63図　北斜面区3号住居祉
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分の住居址壁は流失しており、床面との比高差20～25C椛で外側に平坦面を有している。こ

の平坦面の上に約10C仇の厚さで焼土層が堆積していた。底面はフラットではなく、10c椛前

後の凹凸面がある。

このような斜面上方を2段に掘り込んで、テラス状の平坦面をつくり出している住居址

は、東谷区の6・16号住居址でも認められる。

5．4　号住居址

4号住居址は3号住居址の斜面上方の標高約210．5〝再こ位置している。床面の北東下半

部は流失しているが、残存する壁間の最大値は4．3mであり、住居址壁が絶域残存してい

ることから、直径約4・3〝乙の円形プランを有する小型住居址が想定できる。平面プランを復

原すると3号住居址との切り合いが認められるが、床面が流失しているので先後閑係は明

確にできなかった○住居址壁高は最大約42e仇を測る。住居址内埋土は晴褐色土である。

壁溝は住居址の西側にのみ存在し、残存長は約2・8〝乙である。壁帝の東端は明確であるが、

西端は床面流失のため確認できなかった○壁溝の巡る位置は3号住居址と対称的に西側だ

けに限られる。壁溝は幅約20C仇、深さ約5C枕を測り、壁港内からは砥石が出土している。

第64図　北斜面区4号住居址
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」

柱穴は等高線に並行の方向に2本確

認できた（直径約22～26C爪、深さ約35

C仇）。床面中央部には長さ約40C仇、幅

約36e仇、深さ約40cmの楕円形の土塊が

存在する。この中央境の南側斜面上方

約20C仇には長さ約90c鵜、幅約40C帯の範

囲で黒色炭化物が薄く堆積しており、

その中央部は長さ約82C椛、幅約25c椛、

深さ8C仇の長楕円形の掘り込みがみら

れ、黒色炭化物の周囲は赤焼けした痕

跡はなかったが、炉址と考えられる。

住居址北側に長径約1．51花の掘り込

みが2か所認められたが、層位からみ

」　　て後世の撹乱境であろう。

6．　5　号住居地

5号住居址は北斜面区の住居址群を

とりかこむように、弧状に掘り込まれ

た段状遺構の直下で検出した住居址で

ある。極めて遺存度が悪く、壁溝の一

部と推定される直線状の小溝を検出し

たのみである。

北斜面区の1～4号住居址と比較す

ると、造営された位置、あるいは壁港

の形状などが異なっているが、床面と

推定される平坦面上には多量の焼土・

炭化物が全面に堆積していた。このよ

うな堆積の状況は、段状遺構や溝状遺

構では認められず、住居址特有の堆積

状況と考えられ、火災を受けた住居址
第65図　北斜面区5号住居址
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と想定される。

壁溝は2本あり、建て替えがあったことが考えられる○いずれも直線的にのびる溝で、

東端でやや屈曲し、住居址のコーナー付近であろう○このコーナー付近の溝はややいびつ

になっているが、本来は長方形の平面形態をとる住居址であろう。

高さ約80C仇の周壁下にある新しい時期の壁溝は、長さ約6・5m、幅約20C椛、深さ約10e仇で

断面「コ」字形を呈する。古い時期の壁溝は新しい壁溝の内側約25C痢こあり、長さ約6．7m、

幅約40e郡、深さ約17C椛を測り、断面「コ」字形に穿たれている。

床面は幅約2・1〝乙が遺存しているが、前方の大半は流出していて検出することができな

かった。床面上には径約20C仇の小さなピットが2か所で検出されたが、5号住居址に伴う

ものかどうかは明らかでない。また壁溝の外側にもピットが検出されたが、これは段状遺

構に伴う柵列用のピットであろう。

床面からはサヌカイト製の打製尖頭器が出土した○また、埋土中からは弥生土器片が多

く出土し、住居址の時期は弥生時代中期後半と考えられる。

7・1　号　　溝

1号掛ま確認調査の際に検出されており、奈カリ与遺跡の調査の端緒になった遺構の一

つである。北斜面区の住居址群をとりかこむように検出された段状遺構直下にあり、西側

の同様な位置には5号住居址がある。住居址と判断しなかったのは、溝の形状、埋土の堆

積状況、床面の有無などによる01号溝自体は西にやや延長していた可能性が高い。

溝は等高線に沿って並行し、上方の段状遺構のやや傾斜が緩くなった地点（平坦面）に

掘り込まれている○東端は段状遺構に接し、溝上方の段状遺構は、平面形が「コ」字形に

屈曲し、平坦面を形成している。段状遺構の屈折点から溝肩部までの距離は、約2．9〝乙を

測る。

溝は現存長約9・1〝乙、幅約20C耽、深さ約10C駕で、断面「コ」字形を呈する。

8．2　　号　　溝

2号溝は1号滞西端下の標高約211・8mに位置する。西端は浅い土壌状の撹乱によって

切られていて明確ではない○等高線に沿って、断面が浅い「Ⅴ」字形に2段に掘り込まれ、

下段港内には他の遺構と比較して、多くの土器片が集中していた。

港は全長約3・1〝乙と短く、長円形土塊と呼称する方が適当かも知れない。いずれにしろ、
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その性格は判然としない。

幅約75e仇、深さ約30cmで下段の長さ約2．4m、幅約35C耽、深さ約15cmを測る。

遺物の遺存状況からすれば、下段が本来の形状に近く、上段は滞肩が崩落した痕跡と見

る方が妥当であろう。

9．3　　号　　溝

3号溝は、第1次調査で北斜面区の遺構の広がりを確認するために設定したトレンチで

その一部を検出した。トレンチ設定が調査終了間近であったため、遺構全体の検出は次年

度の第2次調査で実施した。

溝は段状に地山土を掘り込み、平坦面を形成し、形態的には段状遺構に近い。溝はこの

段状掘り込み下に付設されている。

等高線に沿って掘り込み、両端を下方に向って弧状に屈折させており、溝部も同様に屈

折する。全長約11．87花、段部の掘り込み約60C鶏、溝の幅約30C帯、深さ約10C鵜で、断面「コ」

字形を呈する。この溝に囲まれた部分は平坦で、最大幅約1．081花を測る。

構内外にはかなりの量の土器が出土した。ただ、初年度のトレンチ調査を実施した部分

（幅2m）は、遺物を取り上げたため、土器の遺存状況は明らかでない。

土器は破砕しているが、数か所でまとまって検出された。中に蕨手文のタタキ目を有す

る壷があり、他の遺構に比較すると特異である。

溝の下方にさらにトレンチを設定し、遺構の検出に努めたが、遺構は何ら発見されなか

った。段状遺構や溝が通常、住居址の上方に位置し、住居址に伴う施設と考えられるが、

3号溝の場合、北斜面区の住居址群のある地点からやや離れて単独で存在することも、他

の遺構と異なっていて、建物址の可能性も捨て切れない。
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10．段状遺構・柵列

北斜面区の緩傾斜部では、1～4号住居址、土器棺などが検出されているのは、先に述

べたとおりである○これらの遺構は標高約207～211mの間にあり、やや上方に性格の明ら

かでない2号溝があるものの、比高2・0～2・5〝乙の間は遺構の空自地帯となっている。段状

遺構はこれらの住居址、広場を取り囲むように、地山を掘り込んだ遺構で、ピット列と滞

（1号溝）があわせて確認された。これらの遺構は一連のものと考えられるが、本報告で

は一応、1号溝と段状遺構、ピット列で区別して記述する。

段状遺構はほぼ標高2137花のものと、214〝乙のものが、等高線に沿って2段に掘り込まれ

ている。東半部は2号溝が接する部分で下段は消失し、上段部のみがさらに東へ延伸して

いる。

上段は長さ約237花、下段は長さ約37両こわたり地山を開削し、段状に掘り込んだ前方に

淡茶褐色土の堆積がみられることから、開削した土砂を前方に積み、斜面の平坦化をはか

ったとみられる。

両端は北斜面区の調査対象地両側に開析する小さな谷筋に続いているが、いずれもその

終結点は不明瞭である○なお、この不明瞭さは第1次調査で調査担当者の段状遺構に対す

る理解が不十分であったことも要因の一つである。

また、上段法面下の緩傾斜面の11か所で、ピット列が検出された。径約30C仇ほどで、段

状部に沿って1～1・5〝乙の間隔で並んでいる。このピット列の配置からみて、斜面下の住

居址へ土砂の流入を防止するための柵列ではないかと考えられる。下段法面下にも若干の

ピット列が検出されたが、連続性がなく柵列になるのかどうかは明らかでない。

11．土　　器　　棺

53年度調査区の一つである北斜面区中央部において、残存していたグリッド睦畔を取り

除いたところその直下で検出した。この約50C盈南には上面に高塔の師部のみが逆転した状

態で検出された小土壌があり、両者の関係は不明であるが北斜面区の広場状の空間に存在

することは注意される。

本項では一応、埋葬施設として記述するが、遺構の位置や後述の遺構の状況から埋葬施

設ではない可能性もあり、後章では祭祀遺構として理解し、「土器埋納境」としている。

墓塊は標高約210・5mに位置し、長径約85C耽、短径約50C椛の不整楕円形を呈する。墓墳

壁は黄褐色の地山を掘り込んでつくられ、東谷区壷棺よりも緩傾斜を示し、墓墳底は平坦
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に近い。

墓境内には壷の胴部以下が直立

＼当ゝ、　して埋置されていた。口綾部は棺

内に落ち込んでおり、東谷区で検

出した壷形土器とは形状を異にす

る直口壷形土器であった。棺上面

には別個体の土器片が若干認めら

」　れたが、棺の蓋となっていた土器

であろう。棺に使用された壷形土

器の胴部から底部にかけて約％が

第67図　北斜面区土器棺
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欠損していた。さらに底部がほと

んど残存しておらず、原位置を変

えていないとすれば、焼成後に底

部穿孔されていた可能性がある。

また、棺に対して墓境の規模が

著しく大きいこと、墓塊の中央部

よりややずれた位置に棺が埋置さ

れていること、あるいはその位置

が馬蹄形につくられた北斜面区の

住居址間のほぼ中央部にあり、付

近に先に述べた土塊、焼土なども

みられ、東谷区の各土器棺とは異

なる状況が窺われる。



第　7　節　南斜面区の調査

1．南斜面区の調査

南斜面区は南東にのびる尾根の南斜面部で、尾根を挟んで東谷区南半部の南側に位置す

る。当初遺構の存在を考えなかったが、これまでの調査によって予想以上に遺跡が広範囲

に拡大していることを考慮して、トレンチによる確認調査を行なった○トレンチ調査を実

施した地点は、遺構もしくは遺物包含層の存在する可能性のある緩傾斜地がみられる標高

約205～210mの等高線上で

ある。

BA40付近に溝状の落ち

込み、AY45付近に遺物包

含層、AW60付近に遺物包

含層を認めたため、この3

か所についての全面調査を

実施した。

その結果、西寄りの2か

所で住居址1、円形周溝状

遺構1、帯状遺構1を検出

した。

南斜面区東側では住居址

1、段状遺構2、方形土壌

1が検出された。

2．1号住居祉

南斜面区のうち最も東側

の調査区は南尾根区から南

へ派生する2本の小支脈と

これに挟まれた谷部から成

る。

1号住居址は東側の小支

㌦

‥
・
二
∵
㌍

第68図　南斜面区1号住居址
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脈が谷部に接する付近（AU62～63、AV62～63）で検出された住居址である。南尾根稜

線とは比高差約10m、1号段状遺構とは比高差約2．3〝乙、直線距離にして約61托下方に位

置する。すぐ西側は谷底部であり、この谷底部からは多量の土器片が出土している○

住居址の標高は壁面最高所で約207．4m、床面で約207．21花を測る。すでに南半部は流失

しており、北半部を残すだけであった。この残存部をもとに住居址を復原すれば、長径約

6．4〝1、短径約5．5～6．0〝乙のほぼ東西に長い楕円形プランを呈する住居址だったと考えら

れる。周壁は最高約20C仇まで残り、周壁下には東半部で幅約20C仇、深さ約15C仇、西半部で

幅約30C仇、深さ約10C仇と浅くなる壁溝が認められた。床面は長径約5・8m、短径は約3・05

m残存していただけであるが、おそらく短径は元来5〝1前後であったと考えられ、床面の

推定面積は約25〝戸であったと推測される。床面中央やや北寄りの壁近くには焼土が認めら

れた。柱穴は約37花離れて2個検出された。東側は径約26C郡、西側は径約40C硯、深さはと

もに約50C孤を測る。東側の柱穴は小さく、しかも端に寄って検出され建物の主柱穴とする

には疑問が残る。床面上からは高杯脚部等が出土し、周溝上からは台付鉢が出土している○

第69図　南斜面区2号住居祉・円形周溝状遺構
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3．2　号住居址

2号住居址は概報では溝の存在だけを記述し、その性格については全く触れなかった。

この溝は南斜面区で検出した円形周溝状遺構に切られた2条の円弧状の溝で、内側の溝

は長さ約6・1m、外側は約9mが遺存していた○しかし、円形周溝状遺構とは明らかに異

なる別な遺構で、柱穴は検出されなかったが、円弧状薄の形態、あるいは構内埋土が多量

に炭化物を含んでいた点などから、住居址と見た方が妥当性が高いように思われる。以上

のような検討の結果、住居祉として追加し報告する。

したがって、2号住居址は円形住居址で、同心円状に拡大する建て替えがあり、内側の

壁溝は幅約15～40C仇、深さ約10用を測る。建て替え後の壁溝は幅約20C椛、深さ約10。椛で、

復原径は約8mほどであろう。

いずれも壁溝全周の兢程度が遺存しているとみられる。

壁溝、柱穴は認められなかったが、中央部に径約60C耽、深さ約20e仇の不整円形の土塊状

落ち込みがあり、炉址の可能性がある。ただ、他の住居址と同様、壁が焼けた痕跡は認め

られなかった。

壁溝埴土に炭化物が充満していた事実は、本住居址が火災を受け廃絶したことを示すと

考えられる。円形周溝状遺構の埋土中にも、炭化物を含んだ層があり、火災を受けた2号

住居址を切り込んだ結果であろう。

また、壁薄では遺物は出土しなかったが、円形周蒋状遺構埋土中で出土した若干の弥生

土器片は2号住居址に関係することも考えられる。

4・1　号　　溝

南尾根区の南側斜面、傾斜変換地点の緩斜面（AZ40）に東西に延びる溝状遺構を検出

した。標高は約207．1mである。

規模は黄褐色土地山を掘り込み、長さ約16・5m、幅約2・Om、深さ約45C仇を測る。断面

は幅広い「U」字形で、埋土は炭化物を含む茶褐色土および暗黄褐色礫混じり土である。

遺物は埋土中に多数の弥生土器小片が出土し、西端上層では石匙を検出した。時期は弥

生時代中期後半である。

この港の性格、機能については明らかでないが、東谷区などの居住区にこの形態のもの

が認められないことは、注意を要しよう。
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5．1号段状遺構

調査区中央の谷部から東側小支脈にかけて（AW60～63）検出され、南尾根区からの傾

斜がやや緩くなり、谷部に変わる傾斜変換点あたりに位置する。比高差で約2．5m下方、

直線距離で約67花南側には、1号住居址が存在し、南尾根区とは比高差にして約9m下方

にあたる。

全長約17．7m、ほぼ等高線と並行に掘られ

東端がやや高く標高約209．5m、西端では約

208．97花を測る。これは東端付近は尾根に近

く、西端付近は谷底部にあたるためと考えら

れる。

中央やや西寄りは、水の浸食により一部旧

状が損なわれていたが、残存最大壁高約50C仇

で壁面下に平坦面をつくりだしており、住居

址上にあたる部分では平坦面の幅約2mと最

も広く、西端付近は狭く幅約11花となってい

る。

全体に地山を掘り込んでおり、掘り込み角

度は約400である。

6．2号段状遺構

調査区西側の小支脈から調査区中央の谷部

（AU58～AV59）にかけて検出され、尾根

からの傾斜面が谷部に変わる傾斜変換点あた

りに位置する。東端は1号段状遺構の西端か

ら西約2．71花離れ、1・2号段状遺構は調査区

中央の谷部を取り囲むように営まれている。

現存長は約9．0mであり、南端は消失して

いる。ほぼ等高線に沿って設けられている

が、西端で標高約209m、東端はやや下がり

標高約208．81花、僅かに西から東、尾根部か

5．暗灰褐色土

6．灰褐色粘質土
7．灰褐色土

8．淡青灰褐色土
10．青灰褐色土
11．青褐色土

0

第70図　南斜面区2号段状遺構・方形土境
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ら谷部に向けて傾斜している。

現存最大壁高は約50C椛、東端から約5mにわたって壁面下に幅約30c仇、深さ約7e仇の溝

を有するが、これ以外は壁面下から幅約1．2〝乙の平坦面をつくりだしている。

すべて地山を掘り込んでおり、掘り込み角度は約500である。

出土遺物としては整形土器、大型蛤刃石斧がある。

7．円形周溝状遺構

南斜面区西の緩斜面（AY45）、1号清の東約15〝画こ位置する○標高は約211．5mである。

南側下半部は港を確認していないが、等高線に沿って半円形に黄灰色地山土を掘り込んで

つくられているもので、円形周溝状遺構として報告する。

規模は現存長軸東西約11・4〝乙、短軸南北8・5〝乙で半楕円形を呈する。台状部中央に1か

所楕円形土塊を検出したが、円形周溝に伴うものかどうか明らかでない。その他、台状部

東側に2条の溝が、円形周帯状遺構に切られて検出されたが、検討の結果、住居址の残存

と考え、南斜面区2号住居址として報告した。

周溝は幅、深さとも一定でなく、現状で最大幅約2．1〝乙、深さ約55C椛を測り、断面は幅

広い「U」字形を呈する○埴土は黒褐色土および黄褐色土で、炭化物を多量に含んでいる。

また北側では2か所に焼土面を検出した。

遣物は溝底直上には認められず、周溝埋土中に器台、高杯などの弥生土器と石庖丁片、

台状部に少量の弥生土器片と石銀を発見している。

ただ、住居址と重複し、しかも住居址より後出の遺構であることは明らかなので、港内

で出土した土器片による時期決定は危険であろう。

また、この種の遺構は周溝墓に考えられがちであるが、時期が明らかでないうえ、弥生

時代の墳墓としてほ、丘陵斜面下の見通しの良くない地点に単独に位置していて、その性

格は不明である。

かりに周溝墓とすれば、台状部に埋葬主体を検出できなかったことから、盛土中に埋葬

施設の存在が考えられる○さらに台状部と周溝北側外肩の比高差は、比較的高い盛土があ

ったことを想定させる○また、周溝は斜面上に立地することから、本来南側（低い方）の

周溝はなかった可能性が高い。
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8．方　形　土　壌

標高約208．0～208．87花にかけての斜面に位置し、2号段状遺構の平坦面を一部掘り込ん

で設けられている。長軸をほぼ等高線と並行の北東一南西方向に向け、長辺約2・1m、短

辺約7．8mの隅円方形を呈する遺構であり、深さ約1・06mを測る○

内部にはこの付近の地山と類似した黄褐色粘質土、灰褐色粘質土が充満し、弥生土器の

細片と炭化物を少量含んでいた。

この遺構の検出された周辺の地区では表土直下から遺構が検出され、2号段状遺構との

前後関係は不明である。また他の調査区ではこの種の遺構の検出例はなく、地山と類似し

た土が内部に充満するなどの点から弥生時代の遺構とするには疑問点が残る。

註　①　日本住宅公団関西支社・北摂北神開発事務所・株式会社阪神コソサルタソツ『北摂（住宅）
地区地盤地質調査報告書』　昭和54年

⑧　中西哲・矢野悟道・杉田隆三・藤原健司・本間はるみ『北摂開発予定地の植生調査報告一

三田盆地の植生について－』　兵庫県教育委員会　昭和45年3月
⑨　塚本稔・清水怜・中林久『三田の気象』　三田市役所　昭和55年
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第4章　奈がJ与遺跡の出土遣物

第1節　弥　生　土　器

1．器　種　分　類

奈カリ与遺跡出土の弥生土器は、完形品が少なく全体の形態から分類を行うことは困難

であった。そのため分類の基本となったのほ、口縁（頸）部の僅かな変化に頼ることにな

ってしまったのである。

このようなことから器種の分類においては、数点出土している完形品をもとに、あとは

口綾部の特徴で分類を行うことにした。しかしなにぶんにも小片であったため、今後他遺

跡で良好な資料となりうる土器の出土により、よりよい分類が可能であると思われる。

壷　形　土　器

壷形土器はロ頸部の形態差によってAからEまでの分類を行った。しかし完形晶が少な

いため、全体的な形態差によっては行えず、口頸部の僅かな差異で行ってしまったのであ

る。そのため細分化しすぎた可能性もあり、特に壷A・壷Bについては若干検討の余地を

残すものである。

壷形土器A　筒状の頸部をもち、斜め上方にのびるロ綾部を呈するものである。体部は

全般的には無花果形を望し、稀ではあるが球形状や算盤玉状のものもある。さらに日録部

の形態の差異によ－り、壷Al～A6に細分化した。

壷Al：筒状の頸部から、口緑部は斜め上方に大きく外反するものである。

壷A2：口径が25C郡以上のもので、壷Alとほぼ同様の形態を示す。

壷A3：直立する筒状の頸部から、緩やかに屈曲し水平に外反する口綾部のものである。

壷A4：直立する筒状の頸部から、稜をもち水平に外反する口綾部である。

壷A5：球形状あるいは算盤玉状を呈する体部から、緩やかに外攣しながら斜め上方にの

びる口頸部へと続くものである。

壷A6：直立する筒状の頸部から、折り曲げ状口綾部へと続くものである。

壷形土器B　無花果形や扁球形を呈する体部から、漏斗状に開く口頸部へと続くもので

ある。また口頸部の形態差により壷Bl～B4に細分化した。

壷Bl：短い筒状の頸部をもち、漏斗状に外反する口綾部を呈するものである。

壷B2：口径が20C仇以下のもので、壷Blと同様の形態を示す。
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壷B3：形態的には壷B2と変わらないが、ロ縁端部の拡張が見られないものである。

壷B4：いわゆる受口状口縁を呈する。外開きの頸部から、さらに稜をもち曲折し上方に

立ち上がる口緑部のものである。

壷形土器C　いわゆる直口壷である。無花果形の体部から、直立する口頸部へと続くも

のである。

壷形土器D　いわゆる長頸壷で、やや外傾ぎみに上方へのびるものである。

壷形土器E　いわゆる無頸壷で、口綾部の形態差によって壷ElとE2に分けた。

壷El：算盤玉状の体部で、口綾部は内外へ僅かに拡張させたものと、内方へ水平にのび

る口縁部のものとがある。

壷E2：ロ緑部が段状口緑となっているものである。

整　形　土　器

分類は頸部の形態が異なる完形土器により、A・Bという2分を行った。蛮Aについて

第71図　東谷区包含層出土の弥生土器（1）
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は、最大径を上位にもつか、中位にもつかにより細分が可能かも知れない○しかしながら、

良好な資料に恵まれなかったこともあり、今回は行わないことにする。

饗形土器A「く」字形に外反する口頸部で、体部は無花果形を呈するものが多いもの

である。

整形土器B　短く直立した頸部から、僅かに外反する口綾部である○体部は縦長の無花

果形を呈する。

大型蛮形土器　口径が25c糀以上のもので、形態的には璽Aに入るものである。

鉢　形　土　器

鉢形土器の完形晶がなく、確実に断定できるものはなかったが、体部から口綾部にかけ

ての形態差により2分した。数点30C統内外の大型のものも見られるが、個体数は少ないた

め特異なものとし、形態差も認められないことから、大型としての区別はここではさける

こととする。また体部まで残存しているものはほとんどなく、口縁部のみでは高塀形土器

の師部との区別が不分明なものとなっている。

鉢Al：底部から緩やかなカーブで立ち上がる塊状のもので、直立する口緑部を有す。

鉢A2：底部から大きく外反する体部をもち、やや稜をもって直立する口緑部へと続くも

のである。

高塔形土器

高塀Al：鉢Alと同様の形態を示すものである。

高塀A2：鉢A2と同様の形態を示すものである。

高杯A3：ほぼ水平にのびる体部から、稜をもち直角に鋭く立ち上がる口緑部を呈するも

のである。

高杯B　水平口綾部をもつもので、それに続く端部を垂下させ幅広い画をつくる。口綾部

内面に1条の凸帯をめぐらす。

器台形土器

鼓胴形を呈する体部である。口綾部の形態は不明であるが、脚部は外開きのものである。

脚　　部

脚部A　柱状の筒部をもち、斜めに開く裾部へと続くものである。脚端部を拡張させた

幅広い端面には、無文のものと凹線文をめぐらすものとがある。

脚部B　脚高が低く斜めに開く裾部をもち、脚端部の拡張が見られる。
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脚部C　斜めに開く裾部をもつものであるが、脚端部の上下への拡張は見られない。

脚部D　脚径が10C仇以下の小型のものである。柱状の筒部から、斜めに開く裾部へと続

く。筒部は中空と中実の2種があり、大半は脚端部の拡張が見られない。

2．弥生土器概要

奈カリ与遺跡の弥生土器は、コンテナ箱に約160箱のまとまった量の出土を見る。しか

し一部の遺構出土土器を除くと、すべて口頸部・体部・底部の各小片ばかりである。また

遺構も傾斜面上に構築されているため2次的堆積によると思われるものが多い。

そうした中で奈カリ与遺跡全体の土器の傾向としては、凹線文盛行期にあると言えよう。

壷A（A6を除く）はロ縁端面に幅の狭い凹線を数条めぐらすことを常とし、また壷B～
（丑

Dは凹線文B種を口綾部から頸部にかけて多用している。高塀や器台などにも凹線文の多

用化が目立つ。

若干ではあるが口緑端面に綾杉文や斜格子文を有しながら、頸部には凹線文をめぐらし

ているものも見られる。しかし、これらは口頸部のみしか残存しておらず、全体の形態を

把揺することは困難であり、細分化されたところの明確な時期の比定は難しい。

また後期前半に出現するといわれている「U」形貼付浮文や、叩き目を残す底部が数点

出土しているが、いずれも破片であり多くを言うことはできない。

このように奈カリ与遺跡の中心時期を捉えるとするならば、やはり凹線文手法最盛期に
⑧

あたる畿内第Ⅳ様式併行期であると言えよう。このなかには、若干時期が遡る土器（第Ⅲ

様式（新））として扱えうるものもあるが、当遺跡では完形品となる資料も少なく、また器

表面の遺存状況も劣悪であり、明確な線を引くことは不可能であると考える。

そこで、ここでは時期的な細分という検討を行っても、得るところが少なく、今後この

地域の良好な資料の出現に譲らざるを得ない。この報告文では、奈カリ与遺跡出土弥生土

器はとりあえず、幅をもたせて畿内第Ⅲ（新）～Ⅳ様式併行として捉えることにしたい。以

上の捉え方からすれば、奈カリ与遺跡は中期後半という短期間に営まれた集落として把握

できよう。

3．各地区の総括

奈カリ与遺跡では、一括資料として扱える遺構は少なく、また前述のように先後関係の

明確な土器出土も見られないため、個々の遺構の土器に検討を加えることもそれほど成果

があるとは思えない。そこで、便宜的ではあるが各地区ごとの大要を見て行くことにした
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つ

い。

まず、山頂区はその大半が後世の土塁構築の際に削平を受け、遺構として残存している

ものは少ない。また、この遺跡の土器はほとんどが2次堆積の可能性の高いものばかりで

ある。しかしながら、山頂区の1号住居址においては、旧表土下の平坦面に構築されてい

るため、その出土状況は良好なものであり完形晶も数点出土している○出土土器は、壷

Al●A4、壷C、壷D、賓Aや高杯A2などで構成されており、器台の出土は見ない。14

・17は体部内面の全面にへラケズリを行っているのが見られる○この住居址の土器は完形

に近いかたちで住居址内に遺存しており、一括資料としての位置づけが可能であると言え

る。

次に南尾根区と東尾根区であるが、南尾根区出土土器は壷A、高杯で、東尾根区は壷A、

壷B、壷C、婆、鉢、高塀、器台で構成されている○しかし、小片ばかりの出土で図示可

能なものも少なく、特徴的なものを指摘することはできない。

東谷区については、全体の72％の出土を見る○そのうち遺構に伴っているものは約27％

であるが、そのほとんどが埋土中のものであり原位置を保っているのは僅少である。東谷

区は遺構数が多く、全体の出土量も多いが、時期的な差を追求できるものも少ないため、

各遺構単位で形態別出土数を表記し、それに沿って見ていきたい。

器種l壷
EI聾l鉢l腎l

1～16号住居址

1～9号溝状遺構

1～20号段状遺構

井　　戸　　址

焼　　土　　塊

1号土器溜　り

2号土器溜　り

B庫台I脚

38

0

0

5

2

60

5

7

10

5

1

0

3

0

0

0

1

第4表　東谷区遺構別出土量

住居址全体では、壷と喪の比率に大差は生じていないが、段状遺構においては壷は聾の

約3倍という出土量を示す。なお、段状遺構においては他の遺構と比べて、器台の占める

割合が大きい○遺構の中でまとまった出土を見るのは、6号住居址、6号溝、2号・8号

段状遺構である。6号住居址は住居址中で43％を、6号溝は溝状遺構中45％を、段状遺構

中2号段状遺構は16％、8号段状遺構は21％を占めている。
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井戸址や焼土塊あるいは1号・2号土器溜りでは、焼土塊で若干聾の出土量が多いのが

目につくほかは一率に出土している。一括廃棄資料として考えられる土器溜りにおいては、

各器種はほぼ一率に出土しているが、時期差として扱えるものはなかった○ただし1号土

器溜りにおいては器台の出土が、2号土器溜りで聾の出土が僅少であったということが指

摘できる。なお、1号土器溜りから小片ではあるが、櫛措流水文の描かれたもの（第109

図－T19）が出土している。

包含層についても全体的な傾向は同じで、特記すべきことはないと言えるが、脚部や筒

部の出土量が目立ち、台付となる器形が多かったという傾向が窺える。また把手片の出土

も多く見た。

東谷区の土器棺は4基見られ、全形が把握しにくい奈カリ与遺跡においては、完形やそ

れに近い状態で出土していて、形態などを知る上では良好な資料となっている○器種別に

捉えるならば、壷A5、壷B2、璽A・B、高塀Bである。なお4棺とも底部穿孔の行われ

た痕跡はない。

北斜面区では、遺構の中では住居址からの良好な出土資料は見られなかった。しかしな

がら、2号・3号溝から僅かではあるが、まとまった土器の出土を見た。ここでは溝状遺

構からの出土が、北斜面区出土弥生土器全体の25％を占める高率を示している。

2号溝からは、壷Al、聾A、高杯Al・A3などが出土している中で、聾や高杯（特に

高塀A3）の占める割合が高い。3号溝からほ、壷Al・A5、壷Bl・B2、壷E、聾Aや

高杯A2などの出土を見る。壷B2の中で頸部下に刻目を配し、片口を呈するもの（392）が1

点3号溝から出土している。破片の多い中で406は、体部中位付近を僅かに欠損している他

は比較的良好に遣存している。この聾は体部外面上半に蕨手文を押捺したものである○

包含層出土土器も数点を除き、四線文を多用しているものである0423の器台は体部に

綾杉文を相互に施したものである。

南斜面区においても、他の地区と同じような器種構成や、形態を呈していて特に指摘す

ることはない。なお鉢・高塔の出土率が他と比べると最も低かったが、大型の聾の出土が

他よりも多い傾向を示していた。

以上のように各地区を簡単にまとめてみたが、こうしてみても各地区とも同様な器種構

成を示し、時期差を兄い出すこともできない。

4．器　種　構　成

奈カリ与遺跡の弥生土器は、数点の完形晶を除くとほとんどが小片となっての出土であ
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り、さらに器表面は半数以上のものが磨滅などを受け、観察困難なものが多々あった。こ

のような状態のため図示可能な土器も限られ、今回は器種の判別できる土器片のみを選別

し、観察の対象とした。

器種の判別可能な総数は約2，134片ほどであるが、これには脚部・底部・筒部なども含

んでいるため、口緑部を数えたものと重複している可能性が大きい。そこで器種構成の割

合を見るときは、これらを除いたもので行った。

器種としては壷・蛮・鉢・高杯・器台・蓋がある。そのうち壷は約49％、婆は23％であ

る。次いで約20％の高杯へと続くわけではあるが、全般的に破片数によるため良好な資料

とは言えない。特に鉢と高塔については明確な区別を成し得なかったので、器種構成の中

で鉢の比率は低くなってしまったのである。

次に壷形土器の中での各形態の比率を見てみるならば、壷Aは67％、壷B20％、壷C3

％、壷D2％、そして壷Eは8％となっている。壷の中では壷Aの出土率が最も高く、そ

の中では、大きく斜め上方に開き、口縁端部を上下に拡張しているAl・A2の占める割合

は高いものとなっている。壷形土器全体で壷A（特にAl・A2）の出土量を多く見ること

は、同時期の他遺跡と比べても差はないものである。

そこで次に、個々の土器の特徴は観察表に譲るとして、ここでは器種分類を行った中で

の特徴を追って行きたい。

壷Alは弥生時代中期には最も一般的な形態で、壷A2と合わせると奈カリ与遺跡で最も

多くの出土量を示している。口緑端部を上下に拡張し幅の広い面をもつ形態は、畿内ある

いは周辺地域にかけての広域に分布しているものである。端面には幅の狭い数条の凹線文

をめぐらすことを常とする。

壷A2は壷Aの中では大型のもので、器壁も厚くしっかりしたものが多い。大半のもの

が端面に数条の凹線文をめぐらし、円形浮文か縦位に数条の沈線を加飾する傾向がある。

数点ではあるが、端面に綾杉文や竹管円形浮文を配するものもある。その中で漏斗状に大

きく開くロ縁端面に数条の狭い凹線文をめぐらし、縦位の沈線をもつことを常としている

ものは、器壁も厚く器台の口綾部になると考えられる。

壷A3は頸部に凹線文や刻目文などをめぐらすことも特徴の一つである。222は口縁部内

面に櫛状工具による列点文を施している。奈カリ与遺跡は壷形土器の口縁部内面に装飾を

施す例は少なく、214（壷A2）の4条の凹線文加飾例を含めても、図示は不可能であった

が、櫛描波状文・同列点文をめぐらす4例を見るのみであった。口緑内面の装飾に関して
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⑨　　　　　　④　　　　　　　⑤

は、摂津加茂遺跡・勝部遺跡や田能遺跡などにも見られるが、これらの諸遺跡は端面にも

櫛措文を施す例が多い。なお奈カリ与遺跡のものは、口縁端面は凹線文を用いながらも、

内面装飾を行っている時期のもので新しい要素を含むものであろう。

壷A4は4点（190・228・229・230）を除くと、ほとんどが口径12c鵜前後のものである。

口縁端面に凹線文をめぐらすものは少なく、大半のものが無文である。頸部についても同

様で、凹線をめぐらすのは3点のみで他は無文であった。

壷A5は奈カリ与遺跡の中においては、僅かではあるが古い様相を呈する器種である。

口緑端面と体部文様は、凹線文と櫛措文を併用させているものが多く、器形としてはロ緑
⑥　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

部から緩やかに体部へと続くものが多い。摂津加茂遺跡での壷2bや、勝部遺跡の壷形土

器A（畿内第Ⅲ様式）に近い器形と考えられる。全形を知るものとしては、東谷区3号

（155）・4号（158）土器棺がある。器表面の磨滅が著しいが、4号土器棺は体部上位に

櫛描文の痕跡を僅かながら認めることができる。

壷A6は口頸部しか出土しておらず、全体の形態は不明である。折り曲げロ緑部の断面

は丸形を呈する。出土例は5点で、すべて無文のものであった。

壷Blは頸部に貼付凸帯ないしは、数条の四線文をめぐらし、ロ頸部と体部の境を画して

いる。この傾向は壷B3でも同様のことが言える。畿内地方や周辺地域にかけても見られ

る分布範囲の広いものである。奈カリ与遺跡では、頸部の凸帯としては指頭圧痕文、へラ

圧痕文や櫛圧痕文を用いているが、時期差を考えることはできなかった。

壷B2の頸部には、数条の四線文をめぐらすことが多いものである。全形を知ることが

できるものに東谷区1号土器棺（151）がある。この土器は頸部に5条の四線文をめぐらし、

凹線により凸帯状となった最下部にへラ先刺突文を配する。このことは、刻目をもつ貼付

凸帯の最も省略化された形態と考えることができる。

壷B3は形態的には上記の壷Blとほぼ同様を呈するが、ロ縁端部の拡張が見られないも

ので、奈カリ与遺跡では2点のみである。146は頸部下端に指頭圧痕文凸帯を1条のみも

つ。253はロ縁端面に櫛状工具による刻目を有する。

壷B4は壷Bの中においては、口綾部と頸部の境を明瞭に表わすものである。畿内地方

や周辺にも分布を見る範囲の広いもので、頸部下端には貼付指頭圧痕文凸帯をめぐらすこ

とが多いものである。50は少し異質な感を受けるが、僅かながらも稜をもち口頸部の差を

生じているもので同形と考えた。

壷Cは奈カリ与遺跡では、直立する口頸部に凹線文を多用するものと、そうでないもの
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に分けることができる。全形を知ることができるものに、北斜面区土器棺（405）がある。

壷Dは直立する口綾部から頸部にかけて、数条の凹線文を多用することを常とするG『土
⑧　　　　　⑨　　　　　　　　　　　　㊥

器集成』・勝部遺跡の細頸壷、摂津加茂遺跡の長頸壷2などに相当するものである。山頂

区1号住居址で出土した、いわゆる水差形土器（16）がある。

壷Elは『土器集成』の台付無頸壷Aに相当するもので、口緑端部の内方への拡張がな

いものとあるものとがある。前者は口綾部直下に1条、体部屈曲部に数条の凹線文をめぐ

らすことを常とする。1点だけではあるが紐孔を穿っているもの（177）がある。後者は口

緑端部を内方へ水平に張り出しているものであるが、遺存部が極少であるため全体の形態

は不明である。小片で図示できなかったが、拡張した幅広い水平面に2条の凹線文をめぐ
⑪　　　⑩

らすものが2点見られた。唐古遺跡や田能遺跡で酷似する出土例がある。

壷E2は段状口縁を皇し、脚台をもつものである○奈カリ与遺跡での出土例は2点（261

・262）である。262は口縁端部の断面は丸味をもっているが、261の方は方形に近いもの

である。また、これは口縁端面に斜線文を施し、体部には縦位の棒状の貼付を有するもの

で、大和・河内地方の台付無頸壷と思われる○土器の土質・色調とも奈カリ与遺跡のもの

とはな異っている。

聾Aは口綾部が、「く」字形に外反するものである○口緑端部を上下に拡張させている

場合と、上方のみの場合があるが、前者の方は約半数のものの端面に凹線文をめぐらす。

体部は無花果形を呈する。代表的なものとしては、山頂区1号住居址（17）・東谷区2号

土器棺（154）・北斜面区3号溝（406）などの出土土器があげられる。

聾Bは短く直立する頸部から、僅かに外反する口綾部を皇するもので、口頸部のみから

は壷形土器との区別は困難である。出土例は1号土器棺（153）の1点のみである。体部

は胴長の無花果形を皇し、最大径付近にへラ先刺突文をめぐらしている。

大型賓は11点の出土例を見る。日録端部の拡張は、大半のものが上方のみで、数点上下

に拡張するものがある。上下に拡張するものは、端面に凹線文・斜格子文の加飾が見られ

る。

鉢・高杯Alは日録部に数条の凹線文をめぐらすか、無文かである○口綾部のみの破片

が多く、定かな器種分類もできないものが多かった08は基本的にはAlの形態をもち、

複合土器を思わせるような貼付による垂下部が見られる○しかし破片が極小なため、全体

の形態は不明である。

鉢・高杯A2は稜をもち立ち上がる口綾部に、数条の凹線文をめぐらすことを常とする
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が、基本的にはロ緑部の上下端に1粂ずつめぐらすことが多い。奈カリ与遺跡では、凹線

文以外の加飾を行っているものは見られなかった。畿内や他地域にも普遍的に分布するも

のである。

高杯A3は体部が立ち上がらず水平にのびるもので、鋭い稜をもちほぼ直角に短く立ち

上がる口縁部が特徴である。そのため、師部は比較的浅いことなどからも、高杯の範噂で

捉えることとしたのである。口径は18c仇前後のものが多く、4を除く口緑部には幅の狭い

四線文を1～数条めぐらすことを常としている0
⑱

高杯Bは『土器集成』の高杯B3に相当し、広範囲な地域に普遍的に分布しているもの

である。垂下するロ縁部はほとんどのものが無文であるが、1条の凹線をめぐらすものが

2点見られた。

器台は出土のほとんどが脚部のみで、体部が遣存しているのは3例だけである。大半の

ものは凹線文を多用し、348は体部のみであるが凹線文を多用している例で鼓胴形を呈す

るものである。423は胴長の筒状の体部に綾杉文を2段に相互に施しているものである。

脚部では脚A・脚Dが柱状の筒部をもち、大半は高塀の脚となるものと思われる0筒部

に櫛描沈線をめぐらすのはAのみで、Dでは見られない。339・340は中実の簡部で、外面

はへラミガキを行っている。奈カリ与遺跡の透しほ、10の三角形透しの1例を除くと、他

はすべて円形透しである。形態別では脚Aにもつ例が多く、脚Dは反対に少ない。なお円

形透しの孔数は、正確に復原できる破片は少なく、傾向を指摘できるものではなかった。

脚B・脚Cは柱状の筒部をもたないもので、台付無頸壷か鉢の脚台になるものと思われ

る。脚Bに関しては、裾部のみでは脚Aとの区別が難しいものである○

また、数点ではあるが、327のようにへラ先刺突文を配するものや、脚端面に刻目や斜

線文をめぐらすものもある○

底部に関しては多数の出土を見たが、小片であったり、器表面の遺存状態が悪いことも

手伝って器形の判別できるものは皆無に等しい。そこで実測済の底部を用いて立ち上がり

の角度を測ってみた。その結果から、2、3の点について見て行きたい。

全体からみると約43～680とばらついてはいるが、最も多かった角度は約540、550前後の

もので、全体の約40％を占める○この範囲にあたる器形としては、17・153・154・406が

あり、大半は賓形土器として考えることができる。また壷形土器としての可能性が高い底

部角度としては、43～500前後のものである。この角度に含まれる土器の調整方法として

は、内面刷毛目・外面へラケズリか、内面刷毛目・外面刷毛目が主流をなし、僅かに内面
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ケズリ・外面刷毛目のものが見られる。嚢形土器として考えられるものの全体的な傾向と

しては、内面ケズリ・外面刷毛目が主となっている。このケズリについては、へラケズリ

と考えられるものの他に、ヨコナデ時に使用するあて布等を併用したもののようなナデケ

ズリ状のものが多く含まれていた。

主な傾向は以上のようなものであるが、観察に使用した資料が少なく、またその中でも

磨滅が著しいため技法が不明だったものが多く、成形技法は断片的な形でしか捉えること

ができなかった。

以上のように奈カリ与遺跡全体のもつ地域性としては、摂津地域の特に西摂平野の土器

がもつ普遍的な傾向と変わりないものである。弥生時代中期後半段階では、この地域の直

接的な影響を受けていると言えよう。

最後になったが、奈カリ与遺跡出土土器の中で、特異なものとして捉えられる2点につ

いて若干叙述してみたい。

1点は前述している261（壷E2）である。これは濃茶褐色を皇し、胎土・焼成とも奈カ

リ与遺跡出土のものとは違い良好なものである。形態的には大和や河内地域に求められる

台付無頸壷で、当遺跡の壷は河内地域からの搬入品と思われるものであった。また搬入晶

と考えられる土器は、この遺跡ではこれ1点のみで、直接的な交流があったとは考え難い。

したがって摂津（主に西摂平野）の他遺跡に一旦入ったものが、2次的な要因で持ち込ま

れたと考える方が妥当であろう。

第72図　蕨手文拓影
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もう1点は、スタンプ文の406の土器である。奈カリ与遺跡のスタンプ文は双頭の蕨手

文を押捺したものである。同じ種類に属する渦文を有する土器の出土遺跡としては、唐古
⑭　　⑲　　　　⑲

遺跡、田能遺跡、仲田遺跡などがある。これらの遺跡のものは、奈カリ与遺跡のように双

頭になるものではなく、1頭のもので、唐古遺跡と田能遺跡のは対になり、仲田遺跡は1

頭だけの蕨手文を押捺したものである。なお唐古遺跡は長頸壷に押捺したものであるが、

他の2遺跡のは小片で器種は不明である。奈カリ与遺跡の場合は、整形土器に押捺されて

いて、他の遺跡が全般的にスタンプ文が壷形土器等に施されることが多い中で、やや特殊

かも知れない。
⑩

今里幾次氏は、渦文土器の意義について「祭紋」としての概念を考えられているが、奈

カリ与遺跡においては体部内外面に供が付着し、2次的な火を受け一部赤変していること

は注目されるが、出土状況に特異性を兄い出すことができず、それについては検討するま

でには至らなかった。

】

ノ

第73図　確認調査出土の弥生土器
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第74図　土塁盛土中の弥生土器
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第75図　山頂区出土の弥生土器
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第76図　南尾根区・東尾根区出土の弥生土器
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第77図　東谷区1号・2号・4号・5号・6号・7号・8号住居祉出土の弥生土器
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第78図　東谷区11号・14号・16号住居祉出土の弥生土器
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第79図　東谷区5号・6号・7号・8号溝出土の弥生土器
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第80図　東谷区1号段状遺構出土の弥生土器
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第81図　東谷区2号段状遺構出土の弥生土器
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第82図　東谷区4号段状遺構出土の弥生土器
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第83図　東谷区5号段状遺構出土の弥生土器

第84図　東谷区6号・7号段状遺構出土の弥生土器
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第85図　東谷区8号段状遺構出土の弥生土器
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第86図　東谷区9号・10号段状遺構出土の弥生土器
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第87図　東谷区11号・13号・14号・18号・20号段状遺構出土の弥生土器
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第88図　東谷区井戸吐、焼土境出土の弥生土器
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第89図　東谷区4号土器棺の弥生土器
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第90図　東谷区1号土器棺の弥生土器
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第91図　東谷区1号・2号・3号土器棺の弥生土器
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第92図　東谷区1号土器溜り出土の弥生土器（1）
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第93図　東谷区1号土器溜り出土の弥生土器（2）
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第94図　東谷区2号土器溜り出土の弥生土器
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第95図　東谷区包含層出土の弥生土器（2）
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第107図　南斜面区出土の弥生土器（2）
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第5表　奈カリ与遺跡出土の弥生土器

確　認　調　査

土　塁　盛　土　中

ー152－



山　　頂　　区

学種闇出土地区！撃）！ 備　考

赤褐色

形　　　　　態　　　技　　　　　法

1号住居址

（壁溝内）

張。球形の体部。 半は刷毛目。体部上位には

上から櫛措直線文・同波状
文・同直線文が施されてい

るが、条数は不明。

1号住居址
（埋土） 聖）l歪孟孟怨霊品霊賢。口

口縁部は内外面ともヨコナ

デ、端面に3条の凹線文を
めぐらす。

暗黄褐色

1号住居址

（壁溝内）
ほぼ直立する筒状の頸部か
ら、やや内攣して立ち上が

る口緑部。算盤玉状の体部。
ほぼ中位で最大径を測り、

鋭く屈曲している。肩部に
横位の半環状把手をもつ。

把手側の口縁部が欠損し、
えぐり不明。

ロ頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面上半は指頭圧

痕文を残すが、下半は不
明。外面は縦方向のへラミ

ガキ。口縁部に4条、頸部
に5条の凹線文をめぐら
す。

1号住居址
（床面直上）

（10．2）l鋭 く「く」字形に外反する恒頸部は内外面ともヨコナ

－153－

淡黄褐色

黒灰～赤褐
色

体部外面下

半部は、火
をうけ赤変



南　尾　根　区
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色

東　尾　根　区

東　　谷　　区

器





器

高杯A2

鉢

7号住居址
（埴土）

7号住居址

（埋土）

7号住居址
（埴土）

14号住居址

（埋土）

14号住居址

（埴土）

14号住居址

（床面直上）

黄褐～黒灰

色

黒斑有

技　　　　　法

内面は縦方向（下→上）の

へラケズリ、外面は刷毛目

で一部底付近のみヨコナデ

で消している。

斜め上方に開く体部から、

稜をもって立ち上がる口縁
部。端部は内外に拡張。

筒状の頸部から、斜め上方

に外反するロ綾部。口縁端
部は上下に拡張。

体部から口縁部の内外面と
も磨滅のため不明。口縁下

に浅い1条の凹線をめぐら
す。

中空の柱状の簡部から、斜
めに開く裾部。脚端部は上

下に拡張。円板充填法。

外債する筒状の頭部から、

斜め上方に開く日録部。口
縁端部は上下に拡張。

筒状の頸部から、斜め上方

に外反する口線部。口縁端
部は上下に拡張。

扁平ぎみの丸底から、直立
する口縁部。端部は丸くお

ー157－

筒都の3か所に櫛措沈線が

めぐるが、第］．と第2沈線
帯は6本単位、第3沈線帯

は9本と異なる。簡部内面
は絞り目。裾部内外面とも
へラケズリ。脚端部はヨコ
ナデ。

明褐色

脚端部に黒
斑有

芸票雷㌘外面とも磨滅のたI黄褐色

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。

内面はヨコナデ、外面は刷
毛目調整か。

淡褐色

黒斑有
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器種闇出土地区 l　形　　　態 技　　　　　　法

口綾部内外面と体部内面は

ヨコナデ。体部外面はへラ

ケズリ。口縁下に1条の凹

線文をめぐらす。

備　考

黒灰色鉢・高杯
Al

6号溝 斜め上方に開く体部から、
短く内債ぎみに直立する口

縁部。口縁端部は内外に拡
張し、端面に浅い窪みをも
つ。

柱状の簡部から、斜めに開
く裾部。脚端部は上方にの
み拡張。

簡部内面の絞り目のほかは
内外面とも磨滅のため不

明。10方（？）の円孔透し。

黄褐色
裾部から端
部外面の一
部に黒斑有

≒三三三三三≡三三‡享三三三言三
みケズリ取る。外面は磨滅
のため不明。裾部内面へラ
ケズリ、外面ヨコナデ。簡

部の3か所に櫛措沈線帯が
めぐる。8本単位の櫛措沈

線。5方の円孔透し。

暗黄褐色

器壁が厚く安定した平底。
㌫面とも磨滅のため不l淡黄褐色

斜めに開く裾部で、脚端部
は上下に拡張。

内面はへラケズリ、外面は

刷毛目。体部下位に円孔を

穿つ。

監禁票禁‡雷雲淵莞霊芝芸斑
有

1号段状遺構 大きく漏斗状に開く口頸
部。口縁部はやや内攣し、
端部は内外に拡張。端面に

浅い窪みをもつ。

口頸部内面は磨滅のため不

明、外面はヨコナデ。口縁
部に4条、頸部に1条以上
の凹線文をめぐらす。

暗黄褐色
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器種闇出土地区
法量

（G陥）】形　　　態l　技　　　法l備考

1号段状遺構 筒状の頸部から、漏斗状に
開く口線部。口緑端部は僅
かに内外に拡張。

口頸部内面は磨滅のため不
明、外面はヨコナデ。ロ縁

部下に4条の浅い凹線文を
めぐらす。

やや外傾ぎみに直立する口

頸部。日録端部は内方にや
や拡張。胴の張る体部か。

口頸部内面から口縁部外面

にかけてヨコナデ。頸部一
体部外面は刷毛目の後、頸

部はヨコナデ。体部内面は
磨滅のため不明。口縁部に

4条の凹線文をめぐらす。

1号段状遺構 柱状の簡部から、斜めに開

く裾部。脚端部は上方にの
み拡張。

脚部内外面とも磨滅のため施色
不明。簡部下方に櫛措沈線
帯が確認できるが磨滅が著

しく定かならず。8方（？）
の円孔透し。

1号段状遺構 柱状の簡部から、斜めに開
く裾部。脚端部は上方にの
み拡張。

脚部内外面とも磨滅のため
不明。簡部下方に6本単位
と思われる櫛措沈線帯がめ

ぐる。9方（？）の円孔透し。

2号段状遺構 筒状の頸部から、緩やかに

水平にのびる口縁部。日録
端部は上下に拡張。

口頸部内外面とも磨滅著し

く不明。口縁端面に2条の
凹線文をめぐらす。

2号段状遺構 漏斗状に開く口頸部。口縁
部は上下に拡張させ、幅広

い端面をつくる。 三三三三二モ
霊票蒜雷雲芸霊孟讐芸！
す。口縁部内面に紐孔を穿・

つ。頸部に1条以上の幅の！
狭い凹線文をめぐらす。l

2号段状遺構 口頸部内外面とも磨滅のた
め不明。口縁端面に4条の
凹線文をめぐらす。

2号段状遺構 「く」字形に外反する口頸
部。ロ縁端部は上下に拡

張。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。口緑端面に2条の凹線
文をめぐらす。

慧1●高杯】85
2号段状遺構 斜めに開く体部から、緩や

かに立ち上がる口縁部。口

縁端部は内外に拡張。端面
に浅い窪みを生ず。

口縁端面ヨコナデ。

外面へラミガキ。

慧1●高塀l86 2号段状遺構l聖）l票霊霊豊霊l欄内外面ヨコナデ○
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淡灰褐色
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器種闇出土地区I撃）1形
8号段状遺構

態　】　技　　　　　　法　l　備　考

平底。

宗㌘面とも磨滅のため不i暗黄褐色

9号段状遺構

9号段状遺構

筒状の頸部から、斜め上方
に外反する口縁部。口縁端

部は上下に僅かに拡張。

口頸部内面は磨滅のため不
明、外面はヨコナデか。口
縁端面に2条の凹線文をめ

ぐらす。頸部に単位が7条
以上の櫛描波状文、下方に

同直線文を施す。

暗黄褐色

口頸部外面

に煤付着

外反してのびる口縁部のご

く一部だけ残。口縁端部は
上下に拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。端面に3条の凹線文を
めぐらした後、2個単位の
円形浮文加飾。個数不明。

9号段状遺構

9号段状遺構

直口する筒状の頸部から、
稜をもちながら水平に外反

する口縁部。口縁端部は上
下に拡張。

ロ頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面に3条、頸部

に1条以上の凹線文をめぐ
らす。

暗茶褐色

「く」字形に外反する口頸

部。口縁端部は上方へのみ
拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。

淡茶褐色

頸部外面の

一部に煤付

着

蓋

9号段状遺構 斜めに開く裾部。脚端部は
上下に拡張。

9号段状遺構l－ 斜めに開く裾部。脚端部は
上下に拡張。

裾部内外面とも磨滅のため
不明。円孔透しを有するが

1孔しか残存せず、何方か
は不明。

暗黄褐色

9号段状遺構
禁：謂誓。脚端部はl莞霊霊票霊芸芸ご、外面I暗黄褐色

9号段状遺構

云芦漂みに開く体部
票票票目、外面磨滅のたl黒灰色
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器種闇出土地区l撃） 態　i　技　　　　　法　l　備　考

9号段状遺構

10号段状遺構

謡雲雷慧完浩票監監暗

外開きに外反する口縁部の
み残。口縁端部を上下に拡
張。

口緑部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に3条の凹線
文をめぐらす。

暗黄褐色

10号段状遺構 緩やかに弓状に外攣する口

頸部。口縁端部は上下に拡
張。球形に近い体部か。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面はナデ、外面

は刷毛目の後ヨコナデ。頸
部から体部にかけて4本単
位の櫛描直線文（右→左）

を施す。遣存部では3条の
み。口縁端面に5条の凹線

文をめぐらし、円形浮文を
施しているが個数不明。

暗黄褐色

10号段状遺構 鋭く「く」字形に外反する

口頸部。体部は無花果形を
呈す。口緑端部は斜上下に
拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。体部内外面とも刷毛目。
口縁端面3条の凹線文をめ

ぐらす。体部に櫛措列点文
を2段に施す。

明茶褐色

脚B　回14号段状遺構l l簡部を持たず欄から斜め桓内外面とも磨滅のた面
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出土地区l撃）l　形 技　　　法l備考
焼土塊

（埋土下層）

平底。

へラミガキ。口唇下に1

条、頸部に5条の凹線文を
めぐらす。頸部の最下部は
凹線により凸帯状となった

部分にへラ先刺突文をめぐ
らす。体部上位に横位の半

環状把手を一対にもつ。

果形を呈す。

短い直立する頸部から、稜
をもって短く水平にのびる

口緑部。口縁端部は斜上下
に拡張。体部は無花果形。
平底。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。体部内面上位は斜方向
の刷毛目、中位以下はへラ

ケズリ（下→上）、外面は
縦方向の刷毛目。肩部にへ

ラ先列点文をめぐらす。

2号土器棺 13．0

（29．2）

（8．0）

「く」字形に外反する口頸
部。口縁端部は上下に僅か

に拡張。体部は球形状を呈
する。平底。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。体部上位内面はへラケ

ズリ（右→左）、外面は刷毛
目。中位・下位にかけては

内外面ともへラケズリ（内
面下→上）。底部外面は細
いタタキ目残。口縁端面に

2条の凹線文をめぐらす。

赤褐色

体部下位に

黒斑有

3号土器棺内！讐）声霊孟漂霊報≡≡曇買萎軍書羞司明黄褐色
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器種闇出土地区l撃）l　形　　態 技　　　　　　法　l　備　考

3号土器棺

4号土器棺 （18．8）

（23．4）

（7．2）

平底。底部穿孔。 内面はへラケズリ、外面は

刷毛目。

緩やかに外攣する口頸部。
口縁端部は斜上下に拡張。

体部はやや胴の張った球形
状を呈するか。平底。

明黄褐色

黒斑有

蓋に転用

黒灰～明褐

色

黒斑有

内面は縦方向のへラケズリ
（下→上）、外面は磨滅の

ため不明。

黄褐色
頸部外面に
媒付着

1号土器溜り
三宝三三二三吉二二

日録部内面は磨滅のため不
明、外面はヨコナデ。口縁

端面に2条の凹線文をめぐ
らす。

1号土器溜り 外傾する頸部から、水平に
のびる日録部。口線端部は

斜上下に拡張。

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。口線端面に3条、
頸部に2条以上の凹線文を

めぐらす。

暗黄褐色

1号土器溜り 外傾ぎみの筒状の頸部から
稜をもち水平にのびる口縁
部。日録端部は斜上下に拡

張。

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。

暗黄褐色

1号土器溜り 外傾する筒状の頸部から、
稜をもち水平にのびる口縁

部。口縁端部は斜上下に拡
張。

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。

暗黄褐色

1号土器溜り ほぼ直立する筒状の頸部か
ら、稜をもち屈曲し水平に

のびる口縁部。口線端部は
斜上下に拡張。

口頸部内面・口縁部外面は

ヨコナデ。頸部外面は縦方
向の刷毛目。

1号土器溜り
（聖暦孟宗禁票謂霊：
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器種闇出土地区l撃）l　形　　態 技　　　　　法　l　備　考

筒状の頸部から、緩やかに恒頸部内面はヨコナデ、外 暗黄褐色

（南壁） 斜め上方に外反し、僅かに

水平にのびる口縁部。口縁
端部は上方にのみ拡張。

面は刷毛目後ヨコナデ調
整。ロ縁端面に2条の凹線

文をめぐらす。

BM49・50、
BN50

（セクショソ

内）

斜め上方に開く口縁部。口
縁端部は斜上下に拡張。

BI58

（第3層）
筒状の頸部から、僅かに稜
をもち外反する口綾部。ロ

縁端部は上下に拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に3条の凹線
文をめぐらした後、2個単

位の竹管円形浮文を加飾。

ロ頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面にへラ描斜格

子文を施す。

黄褐色

口線端面に

黒斑有

BK49

（第3層）

筒状の頸部から緩やかに斜

め上方に外反する口縁部。

口縁端部は斜上下に拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。

BI49

（第3層）

斜め上方にのびる口頸部。

口線端部は斜上下に拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面に2条、頸部
に2条以上の凹線文をめぐ

らす。

暗黄褐色

BH・BI55

（第2層）

緩やかに外反する口頸部。

ロ縁端部は上下に拡張。

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。

BD55

（第2層）

斜め上方にのびる口縁部。
口縁端部は下方に幅広く拡

張。

BH50、BJ
50

（セクショソ

内）

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に3条の凹線
文をめぐらす。

BF57

（第3層）
斜め上方にのびる口頸部。

口縁端部は斜上下に拡張。
三芸窯軍等軍書羞完l淡黄褐色

BK51

（第2層）

大きく斜め上方に外反する
口頸部。口縁端部は斜上下

に拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。頸部外面は縦方向、内
面は横方向の刷毛目。口縁

端面は3条の凹線文をめぐ
らした後、2個単位の円形

浮文を施すが個数不明。

210lBK蒜2層）
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文後、2個単位の円形浮文
を施す。個数不明。

BI50

（第3層）

BH・BI61

（第3層）

大きく斜め上方に外反する
口頸部。口縁端部は斜上下
に拡張。

口頸部内外面とも磨滅のた
め不明。口縁端面に4条の

凹線文をめぐらした後、縦
方向の沈線を施す。

漏斗状に開く頸部から水平
にのびる口縁部のみ残。口

縁端部は上下に拡張。

BK51

（第3層）
大きく斜め上方に開く口頸
部で、ロ縁端部は下方にの

み垂下し幅広い面を有す。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に5条の凹線
文をめぐらす。

淡黄褐色

BV62・63

（第2～3層）

BP58

（第3層）

やや外傾ぎみの筒状の頸部
から、斜め上方にのびる口

綾部。口縁端部は斜上下に
拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。頸部内外面は刷毛目、
外面は粗い刷毛目の後四線

文を施しナデ調整。口縁端
面に2条の凹線文をめぐら
した後、2個単位の円形浮

文を8か所に配す。頸部に
2条の凹線文と下端に8条

の櫛措直線文をめぐらす。

（20．0）鹿立する筒状の頸部から、

緩やかに水平にのびる口縁
部。口縁端部は上下に拡
張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。頸部は内外面とも磨滅
のため不明。口縁端面に3
条の四線文後、2個単位で

10か所に円形浮文を施す。
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BU59

（第2層）
緩やかに外攣しながら、斜
め上方にのびる口頸部。口

縁端部は斜上下に拡張。

ロ頸部内外面とも磨滅のた
め不明。ロ縁端面に3条の

凹線文後、11か所に円形浮
文を施す。

暗黄褐色

BF57

（第2層）

BF・BG55

（第2層）

緩やかに水平にのびる口縁

部。口縁端部は斜上下に拡
張。ほぼ直立する筒状の頸

部。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に2条、頸部
に4条以上の凹線文をめぐ

らす。

BK51

（第2層）

緩やかに外反する口縁部。

口縁端部は斜上下に拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。口縁端面に3条の凹線
文をめぐらす。口縁内面に

刺突文を施す。

BF57

（第3層）
直立する筒状の頸部から、

緩やかに外反する口縁部。

ロ縁端部は上下に拡張。

ロ頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面に綾杉文を、

頸部下端に刻目文を施す。

暗黄褐色

BN50

（第3層）

筒状の頸部から、緩やかに

外反する口縁部。日録端部
は上下に拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面に3条、頸部

に2条以上の凹線文をめぐ
らす。

BI58

（第3層）

直立する筒状の頸部から、
緩やかに屈曲し水平にのび

る日録部。口縁端部は上下
に拡張。

ロ頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁端面は4条の凹線

文をめぐらした後、3個単
位の円形浮文を4か所に加
飾。頸部に2条以上の凹線

文をめぐらす。

淡黄褐色

BP61

（第2層）
直立する筒状の頸部から、

緩やかに外反するロ縁部。

ロ縁端部は斜上下に拡張。

BL49

（第3層）

直立する頸部から、緩やか
に外攣し水平にのびる日録

部。端部は上下に拡張。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。頸部内面刷毛目、外面
ヨコナデ。口縁端面は綾杉

文後2個単位の円形浮文4
か所に加飾。頸部に3条以

上の凹線文をもつ。

淡黄褐色

BK－49

（第3層）
逆「L」形にのびる口縁部。

口縁端部は上方にのみ拡
張。直立する筒状の頸部。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。頸部内外面は磨滅のた

め不明。

暗黄褐色
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張。筒状の頸部。 文、頸部下端に櫛描波状文
をめぐらす（7粂単位か）。

BI・BH62

（第3層）

緩やかに水平にのびる口縁
部。ロ線端部は斜上下に拡

張。筒状の頸部。

ロ頸部内面は磨滅のため不
明、外面はヨコナデ。口縁
端面に櫛措波状文（条数不

明）の後、13か所に円形浮
文を施す。

緩やかに外攣する口縁部。

口縁端部は斜上下に拡張。

筒状の頸部。

口頸部内面から口線部外面
にかけてヨコナデ。頸部外

面はヨコナデ後、刷毛目。
口縁端面に3条の凹線文を

めぐらした後10か所に円形
浮文を施す。頸部に2帯の

櫛措波状文をめぐらす（7
条単位か）。

暗黄褐色

BL49

（第3層） （聖l誓芸雷芸禁蒜品警○直立
口線部はヨコナデ。頸部内

面は刷毛目、外面は刷毛目
の後ヨコナデ。

BI58

（第3層）
筒状の頸部から、やや内攣
ぎみに斜め上方に開く口縁

部。ロ線端部は内外に僅か
に拡張。

BK52

（第3層）

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。ロ線部下端刷毛目。口

縁部に4条、頸部に1条以
上の凹線文をめぐらす。

直立ぎみに内攣しながら斜
め上方に開くロ縁部。口縁
端部は内外に僅かに拡張。

直立する筒状の頸部。

BR58

（第2層）

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。ロ縁部に3条ずつの幅
広い凹線文を2帯にめぐら

す。頸部に指頭圧痕文貼付
凸帯を施す。凸帯下に把手

の剥離痕残。

やや外攣ぎみに斜め上方に

大きく開く口縁部。ロ線端
部は内外に拡張。直立する

筒状の頸部。

BH・BI54

（第2層）

口頸部内外面とも器表面剥

落のため不明。ロ線部に2
条、頸部に2条以上の凹線

文をめぐらす。

直立ぎみに内攣しながら斜
め上方に開く日録部。口縁

端部は内外に拡張し、水平
な端面をつくる。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。ロ線部に4条以上の凹
線文をめぐらす。

黄褐色

内外面に煤

付着

BD51

（第3層）

斜め上方に大きく外反する
口頸部。ロ縁端部は内外に

拡張し、ややなか窪みの端
面をつくる。

口頸部内外面とも磨滅のた
め不明。口唇下に1条の凹

線文をめぐらす。

暗黄褐色

BL49

（第3層）
直立する筒状の頸部から、
内攣ぎみに開く口縁部。ロ
縁端部は内外に拡張し、水

平な端面を有す。

口頸部内外面とも磨滅のた
め不明。口縁部に3条、頸
部に1条以上の凹線文をめ

ぐらす。

暗黄褐色
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BK51
（第2層）

ほぼ直立ぎみに外債する口
頸部。口縁端部は内外に拡
張。

口緑端部内外はヨコナデ、
口頸部内面は横方向の刷毛

目、外面は縦方向の刷毛目
後ヨコナデ。日録部に3条、

頸部に2条の凹線文をめぐ
らす。

BK51
（第3層）

直立する筒状の頸部から、

やや外開きに外反する日録
部。口縁端部は内外に僅か
に拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ、ロ頸部にかけて6条の

凹線文をめぐらす。

明黄褐色

外開きに外反する口頸部。

口縁端部は外方にのみ僅か

に拡張。

口頸部内面は粗雑なナデ、
外面はナデ。口縁端面に櫛

状工具による刻目を配す。

暗茶褐色

BM50
（第3層）

直口する口頸部。日録端部
は内外に拡張し、ややなか

窪みの水平端面をつくる。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。口縁部に1条ずつ2か
所に凹線文をめぐらす。

BK51
（第3層）

やや外債ぎみに直口する口
頸部。口縁端部の拡張は見
られない。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。口頸部間に3条の凹線
文をもつ。

淡赤褐色

外開きの筒状の頸部から、

やや内攣ぎみに直立する口

縁部。口縁端部の拡張はな

い。

口頸部内外面とも磨滅のた
め不明。口縁部に1条、頸
部に5条以上の凹線文をめ
ぐらす。

暗黄褐色

BL49
（第3層）

やや内攣ぎみに直立する口
縁部。口縁端部の拡張はな

く、丸くおさめている。

ロ縁部は内外面ともヨコナ
デ。口縁部に3条の凹線文
をめぐらす。
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r

BK49
（第3層）

（10．4）

（14．0）

内儀するロ緑部。口縁端部

は内外に拡張し、なか窪み
の水平な端面を有す。算盤

玉状の体部。

日録部から体部にかけて内

面は磨滅のため不明、外面
はヨコナデ。口縁部下に1
条、体部に3条の凹線文を

めぐらす。

淡明褐色
体部外面の
一部に黒斑
有

BK49
（第3層）

やや内傾し、段状口縁をも

つ○

口縁部はヨコナデ。体部内

面はヨコナデ、外面は簾状
文。口縁端面刻目文。体部

は刻目を有する縦位棒状凸
帯を施す（4本単位か）。

渡茶褐色

BL49
（第3層）

段状の口縁部をもつ。算盤
玉状の体部。簡部が上方僅

かに残。

口縁部はヨコナデ。体部内
面下半は下から上への刷毛
目、上半不明。外面下半は

へラミガキ、上半は不明。
簡部内面は絞り目、外面は

へラミガキ。

BK51
（第2層）

「く」字形に外反する口頸

部。口縁端部上方にのみ拡
張。体部僅かに残。

BI49
（第3層）

「く」字形に外反する口頸

部。口縁端部は斜上下に拡
張。体部僅かに残。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は横方向の、

外面は縦方向の刷毛目。口
縁端面にへラ措斜格子文を
施す。

BL49
（第3層）

（25．6）

（30．4）

「く」字形に外反する口頸

部。ロ線端部は斜上下に拡
張。体部は無花果形、ほぼ
中位に最大径を測る。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は縦方向の後

横方向の、外面は横後縦方
向の刷毛目。口縁端面2条
の凹線文をめぐらす。

褐色
休部外面に
煤付着

BH51
（第3層）

「く」字形に外反するロ頸

部。口縁端部は斜上方にの
み拡張。体部は上位約抜程

残。やや上位で最大径を測
るか。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面ナデ後横方向

の、外面は縦方向の刷毛
目。

暗黄褐色
体部内面に
煤付着

BK51
（第2層）

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は指ナデ、外

面は刷毛目。
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BL51

（第2層）
「く」字形に外反する口頸

部。ロ緑端部斜上下に僅か

に拡張。体部上位のみ残。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は磨滅のため

不明、外面は縦方向の刷毛
目。口緑端面に2条の凹線
文をめぐらす。

暗黄褐色

BH・BI54

（第2層）
「く」字形に外反する口頸

部。ロ緑端部斜上下に僅か

に拡張。体部は上位のみ
残。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は粗い刷毛

後ナデ消す、外面は磨滅の
ため不明。

黄褐色
体部外画に
煤付着

BU58

（第3層）

三妻二三三≡三
口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内外面とも磨滅の
ため不明。日録端面に2条

の凹線文をめぐらす。

暗黄褐色

BL48
（第3層）

鋭く「く」字形に外反する
口頸部。口縁端部は上下に
僅かに拡張。

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。体部内面はナデか、外
面は縦方向の刷毛目。

暗褐色
体部の一部
煤付着

BL49

（第3層）
（12．8）

（17．2）

「く」字形に外反する口頸

部。ロ縁端部は斜上下に拡
張。体部は無花果形を呈

す。

BJ・BK47

BC55

（第2層）
鋭く「く」字形に外反する
口頸部。口縁端部は斜上下

に拡張。

口頸部内外面はヨコナデ。
体部内外面は刷毛目か。口

緑端面に2条の凹線文をめ
ぐらす。

BM52

（第3層）
孟霊監禁‡孟芸㌘l曇買睾買雷雲芸孟宗笠司黄褐色

BF・BG57

（第3層）
「く」字形に外反する口頸

部。肩の張る体部。
口頸部は内外面ともヨコナ

デ。

BK52

（第2～3層間）
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BB・BC56

（第3層）

高塔A3

態　1　技　　　　　法　】備　考

黒褐～黄褐
色

明黄褐色

部分的に煤

付着

BK49

（第3層）

BK51

（第3層）
やや内攣ぎみに開く裾部。
端部は上下に拡張。

BI57

（第3層）
大きく広がる体部か。柱状

の簡部から、斜めに開く脚
部。端部は上下に拡張。

≡三三二手き三三

体部は磨滅のため不明。簡
部内面上半は絞り目、下半
から裾部にかけてへラケズ

リ（右→左）、外面は不明。
端面はヨコナデ後、2条の

凹線文をめぐらす。
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斜めに開く裾部。端部は斜
上下に拡張。

柱状の簡部。斜めに開く裾
部。端部は斜上下に拡張。

孔透し。

外傾する短い簡部から、少
し稜をもち外開きする裾

部。脚端部は僅かに上下に
拡張。円板充填法。

簡部内面は絞り目、裾部内

面はへラケズリ（右→左）。

外面は簡部から裾部にかけ

てへラミガキ、脚端部はヨ

コナデ。

BK51
（第3層）

BI58

（第3層）

BD60・61

（第2層）

BU58

（第3層）

BK52
（第3層）

斜めに開く裾部。端部は上
下に拡張。

買買芸買曇喜孟蓋三三彗褐色

欝浣票鑑裾l還軍票霊軍灰褐色

斜めに開く裾部。端部は上
下に拡張。

裾部内外面とも磨滅著しく
不明。12（？）方の円孔透
し。

斜めに開く裾部。端部は上

方に拡張。

誓三三≡三三千
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器種闇出土地区l撃）l　形　　　態
（33．8）

8．9

技　　　　　法　1備　考

張。体部は無花果形を呈
す。平底。

の刷毛目、下半はへラケズ
リ（下→上）、外面は縦方向
の刷毛目。口縁端面に2条
の凹線文をめぐらす。最大
径部の上位に櫛状工具によ
る列点文を施す。

BI58
（第2層）

暗黄褐色

北　斜　面　区

1号住居址

（床面直上）
三；二手三三：二三三壬三三二三

2号住居址
（埋土）

外傾する口頸部。ロ線端部
の拡張はみられない。

ロ頸部内面は磨滅のため不
明、外面ヨコナデ。口頸部
に5条以上の凹線文をめぐ

らす。
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器種I腎I出土地区l撃）l　形　　　態l　技　　　法l備考

緩やかに外攣する口縁部。

口縁端部は斜上下に拡張。

やや内儀する筒状の頸部。

口頸部内面は磨滅のため不

明。口縁部外面はヨコナデ、
頸部は刷毛目痕残。

暗黄褐色

淡褐灰色

筒状の頸部から、斜め上方
に外反するロ縁部。口緑端

部は内外に僅かに拡張し、
なか窪みの水平面をつく

る。

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。口縁部に3条の凹線を

めぐらす。

淡黄褐色

（17．2）

（21．1）

やや扁平な算盤玉状の体
部。続く口縁部は端部を内

外に僅かに拡張。

口縁部・体部内外面ともヨ
コナデ。口唇下に1条、体

部中位に3条の凹線文をめ
ぐらす。

「く」字形に外反するロ頸
部。ロ縁端部は斜上方に拡

張。

口頸部内外面とも磨滅のた

め不明。

鋭く「く」字形に外反し、
ほとんど水平にのびる口縁
部。口縁端部は上方のみ拡

張。

暗黄褐色

体部外面赤

変

口線部は内外面ともヨコナ

デ、体部内面は磨滅のため
不明、外面は細かい刷毛
目。口縁端面にヨコナデに

よる窪みが生ず。

暗黄褐色
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器種l腎l出土地区 態　l　技　　　　　法　l　備　考

「く」字形に外反する日録

部のみ残。口縁端部は上方
のみ拡張。

口縁部内外面とも磨滅のた

め不明。
暗黄褐色

水平にのびるロ縁部で、端

部が下方に大きく垂下。水
平口縁の内面に1条の凸帯
をめぐらす。円板充填法を
とる。

口縁部は内外面ともヨコナ

デ。体部は内面上端に僅か

にへラミガキが残るのみ

で、他は磨滅のため不明。

CE46

（土器棺）

13．0

（31．5）

（24．4）

（8．7）

ほぼ直口する口頸部。口縁

端部は外方に拡張させ、水

平面をつくる。体部は無花
果形。底部穿孔か。

褐～茶褐色

口頸部は内外面ともヨコナ

デ。体部から底部にかけて
内面下半部はへラケズリ

（下→上）、上半部は指頭圧

痕残。外面はタタキ目成形
後、縦方向の刷毛目。

淡茶褐～黒
灰褐色
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備　考

暗褐～赤褐

色

体部内外面

朕付着　体

部下半赤変

器種l腎l出土地区l撃）l　形　　　態 技　　　　　　法

口頸部は内外面ともヨコナ
デ。体部内面は上位刷毛目、

下半へラケズリ。休部外面
上位は蕨手文を押捺、底部

付近は刷毛目。

（25．5）

（35．4）

（9．2）

「く」字形に外反する口頸
部。口緑端部は斜上下に僅
かに拡張。体部は無花果形

を呈し、上半部に最大径を
測る。

BZ49

（第2層）

CF43

（第3層）
緩やかに外攣しのびる口縁
部。口縁端部は斜上下に拡

張。

口線部内外面とも磨滅のた
め不明。口縁端面に3（？）

条の凹線文をめぐらす。

暗黄褐色

CE44

（第2層）
緩やかに外攣する口縁部。

口縁端部は上下に拡張。

口縁部内面は摩滅のため不
明、外面はヨコナデ。口線

端面に2条の凹線文をめぐ
らす。

暗黄褐色

cc44

（第2層）
筒状の頸部から、緩やかに

外攣する口縁部。ロ線端部
は上下に拡張。

ロ頸部内面は不明、外面は

ヨコナデ。

暗黄褐色

CE44

（第2層）
やや内傾ぎみの頸部から、

緩やかに外反し水平にのび
る口縁部。口縁端部は斜上
下に拡張。

口頸部内外面とも磨減のた
め不明。

暗黄褐色

cc45

（第3層）
緩やかに弓状に外攣する頸
部から、少し稜をもってほ

ぼ水平にのびる口縁部。口
縁端部は斜上下に拡張。

口頸部内面は磨滅のため不
明、外面はヨコナデ。ロ縁

端面に3条の凹線文、頸部
に櫛措波状文（9～10条単

位か）を施す。

暗黄褐色

BZ47

（第2層）
大きく斜めに開き、稜をも
って少し水平にのびる口頸

部。口縁端部は下方にのみ
僅かに拡張。

cc48

（第2層）
直立する筒状の頸部から、
緩やかに外攣しながらのび

るロ緑部。口縁端部は斜上
下に拡張。

ロ頸部内面は磨滅のため不

明、外面はヨコナデ。口線
端面に2条、頸部に3条以
上の凹線文をめぐらす。
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堅＿種闇出土地区l撃）l　形 態　l　技　　　　　法　l　備　考

CD45

（第2層） （聖l誓芸芸芸禁芸品警部0直立l呈票票㌘外面とも磨滅のたl暗黄褐色

cc45

（第3層）
外攣ぎみの頸部から、少し

稜をもち外傾ぎみに立ち上
がる口縁部。口縁端面は内

外に拡張し面をつくる。

口縁部は内外面ともヨコナ
デ。頸部は内外面とも刷毛

目。口縁部上下端に1条ず
つ凹線文をめぐらす。

淡明褐色

高塔A2 CE44

（第2層）

水平にのびる口縁部で、端
部が下方に大きく垂下。水

平口縁の内面に1条の凸帯
をめぐらす。

口線部内面は磨滅のため不

明、外面はへラミガキ。

暗乳褐色

CD44

（第2層）
直立する筒状の体部から、
斜め下方に開く裾部。脚端

部の拡張はなく丸くおさめ
ている。

体部内外面とも磨滅のため

不明。裾部内外面ともヨコ
ナデ。体部に綾杉文を相互

にめぐらす。4方の円孔透
し。脚部に7条の凹線文を
めぐらす。

暗黄褐色

cc48

（第2層）
内攣ぎみに斜めに開く脚

部。脚端部は内方に拡張し
水平面をつくる。

脚部内外面ともヨコナデ。
4条の凹線文をめぐらす。

ミニチュ

ア土器
cc45

（第2層）
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南　斜　面　区

器種闇出土地区l撃）l　形　　　態l　技　　　法l備考
1号住居址

（埋土）
塊状の体部から、斜めに開

く裾部。脚端部の拡張はな

い。

体部内面はナデか、外面は
へラミガキ。裾部内面上端
は絞り目、下半は不明、外
面上半はへラミガキ、下半
はヨコナデ。脚端に2条の
凹線文をめぐらす。上段は
6方の円孔透し、下段は7
方の円孔透し。

淡褐色

一部黒斑有

1号段状遺構 直立する筒状の頸部から、
緩やかに屈曲し水平にのび

るロ縁部。口縁端部は上下
に拡張。

ロ頸部内外面とも器表面の
剥落のため不明。

円形周溝状遺

構

（周溝内）

直立する柱状の簡部から、
緩やかに開く裾部。脚端部

は僅かに上方のみ拡張。

簡部内面は絞り目、外面は
へラミガキか。裾部内面は

へラケズリ（右→左）、外面
は磨滅のため不明。

明褐～黒灰

色

裾部外面的

兄に黒斑有

西第1トレソ
チ、南拡張区
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※　図版札は弥生土器実測図と写真図版に付した番号に一致する。

また、T一〇〇は拓本番号を示す。

※　法量の数字は上段からそれぞれ口径、器高、腹径、底径で、復原値は（　）で、計測不能は－で

示す。
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第　2　節　石　　　　　器

1．はじめに－遺物の出土状況一

本遺跡より出土した石器類には、打製石器として石錬、尖頭器、石錐、石匙、削器、楔

形石器、二次加工ある剥片、敲石の他、剥片生産・石器製作過程で生ずる石核（Core）、

剥片（Flake）、砕片（Chip）が、磨製石器としては石錬、石庖丁、大型蛤刃石斧、柱状片刃

石斧、砥石、敲石などが認められる。今回の調査において回収できた石器類は総数456点

である。

本遺跡は、丘陵尾根上および平均20～250前後の傾斜度を測る同斜面上に立地している

ことより、当時の生活面はおろか、遺構自身ですら後世大規模に破損、流失している。必

然的に出土遺物もほとんどが、遺跡廃絶後その埋没過程において流失、再堆積したもので

ある○　しかも遺物包含層（第2・3層）内に包蔵されていた遺物が大半で、出土総数の約

％強を占める。かろうじて遺跡内堆積土中に包含されていた資料は約100点にとどまる（
⑬

第110図、第7表）。これらの遺物は遺構廃絶後、その遺構が埋積されていく過程におい

て包蔵されたものであるため、厳密な意味では原位置を遊離した二次的資料である。斜面

上に構築された遺構であれば、より上方からの混入が考慮される。当時の遺棄、廃棄され

た状況（各遺構廃絶直前の遺構内遺物のあり方）を窺わせる資料はきわめて限定され、18

点にすぎない。具体的には、竪穴住居址であれば床面に接した状態や狭長な壁港内に落ち

込んだ状態を示し、それらは各遺構内より散発的に発見され、一遺構内の特定の空間に密
⑲

集する状況は兄い出されなかった。原位置を示す資料がきわめて寡少であることは、遣物

・遺構問および遺物相互の有機的関連性を捉えることが困難で、当時の人間行動を具体的

に把握するには大きな障害となっている。

以上より、本節では遺物を器種ごとに纏め、各々について説明していくことにする。出

土遣物の時間的範囲は、伴出した土器より判断して弥生時代中期後半を中心とした年代を

与えることができよう。ただ、石鉢など器種によってはより古い時代の遺物が混入してい

ることも予想されるが、本遺跡のように原位置を遊離した状態で、しかも散発的な出土状

況において、石器型式学からのみでは厳密に個々の遣物を年代的に分離することは甚だ困

難な研究現状にある。また、石器は土器と比較して型式・形態変化の時間幅が長く、細部

にわたる年代判定の材料には適していないが、「石器時代」の一面があるように石器が主

要利器であった弥生時代中期までは、石器（石核、剥片を含めて）をより注視することに
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第110図　奈カリ与遺跡・遺構内出土石器分布状況
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より従前以上に弥生時代の具体像を導き出すことができよう○その資料操作において、伴

出土器を年代判定の基準として、一括遺物と認定される石器群も基準資料とすべきことは

議論を待たないであろう。ここにおいて、従来そのような資料に対してほとんど分析が試
⑳

みられていないのは惜しまれる○なお、本遺跡における打製石器の製作の基礎となる剥片

生産技術の詳細については第8章第3節に譲る。

㊧

2．石材について

本遺跡出土石器の石材については、神戸大学教養部教授後藤博禰氏に鑑定を要請した。

まず当方において肉眼観察により石質ごとに分離し、各種抽出した1～数点の資料の鑑定

を依頼した。その結果は以下の通りで、すべて肉眼観察によるものである。
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抽・l器種1岩石 名l産　　地

軍事lサヌ：イト

竿芸

帯［サヌ芋イト
敲　石

流紋岩質溶
結凝灰岩

誓鉄l貢ク岩

香川県産

香川県坂出市付近

ク

ク

香川県産

ク

香川県坂出市付近

産地不明

出雲地方のものか？

大分県姫島？

ク

不明（丹波南部流紋
岩質中の可能性）

香川県産

ノク

ク

ク

ノク

ク

ク

ク

ク

三田市北部

多紀郡？

多紀郡南部丹波層群

‰・l器種l岩石名l産　　地

磨製石鉄l頁　　　岩

三二二三≡三
砂質頁岩

～頁岩

禦l芸芸二芸

…三三三千三千

多紀郡南部？

多紀郡南部丹波層群

ク

多紀郡南部？

多紀郡南部丹波層群

多紀郡

ク

六甲山

多紀郡南部

徳島県産

徳島県産？

岩脈？（丹波南部？）

多紀郡？

神戸層群中

神戸層群（三田市）

神戸層群中

ク

有馬層群（三田市）

有馬層群中（三田
市東部？）

神戸層群中

徳島県産

多紀郡南部丹波層群

（掲載資料に限定、恥．は実測図恥．に対応、鑑定結果そのままを記入）
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頭

器

構

第6表　器種と石材
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打製石器類は、石鉢に1点の（珪質）輝線凝灰岩、二次加工ある剥片1点にチャート、剥

片に黒曜石（2点）、碧玉（3点）、チャート（1点）が、唯一の敲石に流紋岩質溶結凝灰岩と

わずかに9点の資料において各種石材が利用されている他は、すべてサヌカイトを石材と

している。このサヌカイトは肉眼的に2種類に分類可能で、一種は新しい断ロが漆黒色、

緻密で、通常大阪・奈良府県境の二上山北麓遺跡群や香川県国分台遺跡群などにおいて石

器に利用されているものである。礫面には小規模な虫食い状の凹凸がみられる（図版92－
⑳

182）が、生成時のように新鮮ではなく、また無数の「衝撃痕」が付着した礫面（図版92－

182）も多く認められる。おそらく二次的に移動、再堆積した原礫を利用したものであろ

う。もう一種は、断口はほぼ同様な黒色を呈するが、石質が均質でないらしくザラザラし

ている。流理構造が発達しており、剥離面（痕）は往々にして石理面に沿って、末端が階

段状剥離を呈している。きわめて広い剥離面は完全に石理走向と一致し、平坦な場合があ

亀。礫面も通常のサヌカイト（前記）とは異なり、滑らかである（図版92下段中央）。ここ

では以上の異質性を明瞭に区別するため、便宜的に前者を「サヌカイト」、後者を「安山岩」

として報告する（第6・8表）。利用度合は安山岩：サヌカイト＝約2：1で、安山岩が上

回っている。

磨製石器は、器種ごとに多様な石材を利用しており、磨製石鉱・石庖丁＝頁岩、大型蛤

刃石斧＝頁岩・花崗岩、柱状片刃石斧＝結晶片岩・緑色片岩、砥石＝砂岩・粉岩・流紋岩

質凝灰岩・頁岩、敲石＝線色片岩が確認される。産地は、結晶片岩、緑色片岩が中央構造

線の南辺に接して平行に走る古生層が動力熱変成作用を受けて生じた変成岩層（紀伊半島

では長瀞変成帯＝三波川変成帯）中に求めることができる他は、おおむね地元産である。

古生層の丹波層群（上部石炭系？～二畳系）には頁岩、粘板岩、チャート、輝線凝灰岩、

砂岩が、中世代の篠山層群（白亜紀前期）には礫岩、頁岩、シルト岩、砂岩が（頁岩、砂

岩は凝灰質であることが多い）、同じく有馬層群（白亜紀中期～後期）には流紋岩状の溶

結凝灰岩、凝灰岩、凝灰角礫岩、頁岩、砂岩、礫岩が含まれている。新世代中新世に堆積、

形成した湖成層の神戸層群（新第三系）は、三田盆地では下層から有馬・吉川・淡河・三

津田の4累層に区分されており、いずれも礫岩、砂岩、泥岩、凝灰岩などの互層からなる○

花崗岩は中世代に生成し、三田盆地付近では六甲山地（六甲花崗岩）と京都府亀岡市行者山

に認められる。六甲花崗岩は六甲山地の大部分をつくっており、有馬層群の中へ送入して、

その岩層に接触変成を与えている。行者山の花崗岩は黒雲母花崗岩で古生層の中に送入し、

接触変成を与えている。扮岩は接触変質作用を受けた火成岩で、花崗岩地帯にみられる。
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以上のように、本遺跡では打製石器には一部を除いて近畿地方の弥生遺跡に通有のサヌ

カイトを利用している。ただ、その中で流理構造が発達した石質の粗悪なものが多く占め

る事実は注意される。磨製石器は柱状片刃石斧と敲石の石材である線色片岩、結晶片岩を

除いて地元産（遺跡近辺）の岩石が利用されている○このことは、各種石器製作において

岩石の、努開性その他の適合性とそれらの石材の分布状況とに左右されたのであろう。そ

の詳細、具体的な産出地点と遺跡への搬入様態・経路は、今後各方面からの検討が必要で

ある。なお、先の各石材の内容（岩石名・産地）は鑑定結果そのままを掲載した。

3．打　製　石　器

（1）石鍍（第111図～第114図62、図版81）石銀は総数62点を数える○石材は安山岩39

点（約62・9％）、サヌカイト22点（約35・5％）、輝線凝灰岩1点（約1・6％）と安山岩が過半数
⑳

を占める。形態別には凹基無茎10点（約16・1％）、平基無茎8点（約12・9％）、凸基無茎4点

（獅・5％、うち円基・尖基各2点）、凸基有茎39点約（62・9％）、不明1点（約1．6％）であ

り、凸基有茎が全体の6割強を占める。

三田盆地ではこれまでに数多くの石器を採集、出土した弥生遺跡は数少ないが、その中
⑳

で三田市天神に所在する天神遺跡は著名な遺跡の一つである○この遺跡は採集土器より弥

生時代中期～後期に営まれ、同車期中葉から後葉を中心とすることより、奈カリ与遺跡と
⑳

ほぼ同時代の遺跡と言えよう。かつてより、天神遺跡の石鉄は凹・平基無茎のものが大半

を占めることが指摘されており、奈カリ与遺跡と際立った違いを見せている。その他に

も、天神遺跡はチャートの相対的利用度が高いことや、数少ない凸基有茎は小型であるこ
⑳

となど、両遺跡の相異点が目立つ。遺跡の立地も、奈カリ与遺跡が沖積低地との比高約70

mを測る丘陵上であるのに対し、天神遺跡は比高約20mの台地上に立地している。ほぼ同

時代に営まれた両遺跡のこのような相異点が何に起因するかは、天神遺跡が未発掘で遺跡

の構造が判明しない現状にあっては議論の困難なところであるが、先の遺跡立地の違いは

一つのヒントを与えよう。つまり、両遺跡を営んだ人々の生活様態の相異性が考慮されよ

う。

奈カリ与遺跡の石銀は、その長幅比がほぼ2：1を中心に分布し、やや1：1に近接す
㊨

る状況が看取される（第115図）。凹基無茎石鉄が小形で凸基有茎石銀が大形であることは、
⑳

従前の各遺跡での分析結果と合致している。その掛ま、長さ2・0～3・Oe枕間にはぼ求められ

よう。第116図は各形態の長さと重量との相関関係を表現したものであるが、これによる
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第111図°奈カリ与遺跡出土の石鍍（1）
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第113図　奈カリ与遺跡出土の石鍍（3）
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第114図　奈カリ与遺跡出土の石鍍（4）
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と、凹基無茎石蕗と凸基有茎石銀が重量1．5～2．0g間で重

なり合って両極へ分布している。平基無茎石鉱は大形と小

形に二分され、小形が1．5～2．0のこ分布する。凸基無茎石

鉢も同じように1．5～2．0gに分布する。このように、各形

態が重量1．5～2．0gで整合して各々の分布範囲を有する

ことは、この数値が長さの各形態境界数値であり、石鉢製

作において意図されていたものと言えよう。

平基無茎石鉱は特異で、大形と小形の二極分布を示して

いる。大形は凸基有茎石鉢の分布範囲に収まり、凹基無茎

石鉱の分布と対噂する。凸基無茎石錐は4点（約6．5％）

と全体の占める割合が低く、本遺跡では付随的な存在であ

る。他の遺跡においても、他形態を凌駕するほどの数量は

一例も認められていない。また、第116図での分布範囲が

限定されており、独立した一形態である。

石鉢の製作技術については、素材剥片の変形度が大きく、

さ　 6

，c m
2 ：1

◎
d　　 ゐ　　　　 0
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占　 d d d 0 占
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囁

第115図　石銀の長幅の比率

しかも器面の大半が二次加工

痕で被われているため、剥片生産技術と石器製作技術を有機的に言及することは至難であ

る。このような状況において二、三の気付いた点に触れると、まず素材剥片は後述の石核、

剥片をかんがみて特定の形態を有するものではないと察せられる○その素材剥片の用い方
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は、石鉢器面中央部に留める素材の主要剥離面より推して、剥片の幅を石鉱の長さとして
⑳

いるものが多いようであるが、必ずしも剥片の剥離方向と石鉢の主軸が直交している訳で

はなく、両者は斜交する場合が多い。また、器面中央部にリソグが観察不能なほど平坦な

素材面を大きく留める石銀は、相対的に大形の剥片の一部を利用したものと想定され、そ
⑳

の前提作業として素材剥片の「折断」が想像される。例外的存在として、素材剥片の周辺

部にのみ調整を施し、その変形度の低い石鉢もみられる（1・28）。

サヌカイト製石鉄においてはきわめて稀有な事例として、器面の一部を研磨した石銀が

2点確認された。17は基部の縁辺に施され、その部位が1乃mほどの幅を有するため、両側

縁がシャープで凹凸が認められるのに対して滑らかである。48は茎部両面の中央部に、石

銀の主軸と直交する方向の研磨痕を認める。石鉄完成後であることは、隣接する調整剥離

痕との先後関係を観察することにより判断される。両例とも、その部位から察して着柄に

関連するものであろうか。いずれにしても、例外的で普遍・一般的な技術ではありえない。
㊧

類例は、大阪府観音寺山遺跡に茎両側部緑に施された例が確認されている。

（2）石鍍未成晶（第114図63・64、図版81・82）　2点をそれと見倣したが、うち1点

64は横長状剥片の打両部と末端部に調整剥離を施し、尖頭状の形状を呈している。打面部

への調整は背旗両面に平坦剥離に近い状態で施されているが、末端部へのそれは腹面側か

らのみ施され、いわゆるScraperretouchに酷似している。削器である可能性も十分考慮

される063はその形態、調整技術より凸基有茎石錐の未成晶であろう。注意すべきは、左

面右側縁の一部に器面に対して直交する剥離痕が看取される点である。隣接する器面調整

痕より先行し、素材剥片の折断面である可能性がある。ともかく、石井の製作段階におい

て、素材を折断することによっておおむねの形状を整える整形技術が存在したことを予想

させる痕跡として注目される。これをもってして先に想像した石鉄の「折断剥片」（後述）

利用もあながち否定されることもなかろう。
⑳

（3）尖頭器（第117図65～68、図版82）「尖頭器」なる遺物は、未だ定着をみない器種

である。木器種は平坦剥離により剥片の全周を調整し、先端部が収束して尖頭部を作出す

る点で、石錬、石槍との区分が問題となる。尖頭器は一部を除いて石鉢より大形で、おお

むね木葉形を呈することより石鉄とは比較的容易であるが、石槍との分離は困難で、数値

的検討を行ってもその小形晶とは分布範囲がしばしば整合する。形状を概括的に捉えれば、

石槍が往々にして両側縁が平行し、分厚であるのに対して、尖頭器はより扁平である。大

阪府観音寺山遺跡を例外とすれば、一弥生遺跡より多量の尖頭器出土の報告例はあまり見
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第117図　奈カリ与遺跡出土の尖頭器・石錐（1）

ー210－



受けない〇本遺跡からも4点が確認されたのにとどまり、資料総数に対する割合は低い（全
⑳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

打製石器＝180点の約2．2％）。主体的な利器ではなかったようである。

（4）石錐（第117図69～71、第118図、図版82）　5点確認されたが、つまみ部と錐部を

明瞭に作り出したものは一例もない。ただ、69の棒状の石錐は片側緑の一部に突出部が認

められ、その部位が両者の境界かもしれない。尖端部における使用痕、いわゆる磨滅痕は

71～73の3点に認められる071は尖端部の両側縁に明瞭に観察されるが、73は下端部の片

側縁に微弱に確認されるのみである。72は、他の4点が剥離によって機能部の作出がはか

られているのに対して、両端を折断することによって形成された尖端部を利用しているこ

とで注目される○素材剥片獲得後若干の調整が施され、そののち折断されている。上端部

の片面の両側縁にみられる微細な剥離痕は、使用による剥落痕のようである。このような、

折断することによってのみ機能部を作出した石錐は類例に乏しく、今後注意を要する。磨

滅痕の走向はいずれも石器の主軸に直交しており、このことは回転することによって形成

されたことを物語っていよう。

（5）削器（第119図～第125図、図版82～84）　41点確認され、全打製石器の約22．8％を

占める〇本遺跡の削器は、素材剥片の形状および整形・調整加工の部位、状態が一定では
●　●　●

なく、加えて折損資料が多いことより形態分類に苦慮したが、仮に主要な刃綾部作出にお

ける調整痕のあり方を基準とすると、a：素材の両面にわたって調整剥離が施されたもの

（74～91・111・112）、b：素材の腹両側からのみ調整されたもの（92～104）、C：素材の

背面側より調整し、刃綾部の作出をはかったもの（105～110）となる。

〔⊃

！⊃

く＝ゝ

∠⊃

72

0　　　　　　　　　　　　5cm

第118図　奈カリ与遺跡出土の石錐（2）
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刃綾部の平面形態は各種
⑳

（直線刃、凸刃、凹刃）認め

られるが、直線刃および弧状

に外反する凸刃に仕上げるも

のが多いようである。素材に

おける調整部位はまちまちで

あるが、95・101のように折

断面を利用する場合もある。

削器における折断技術の適用

はしばしば認められる。折面

を打面として調整剥離が施さ
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第119図　奈カリ与遺跡出土の削器（1）
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第120図‾奈カリ与遺跡出土の削器（2）
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第121図　奈カリ与遺跡出土の削器（3）
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第122図　奈カリ与遺跡出土の削器（4）
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第123図　奈カリ与遺跡出土の削器（5）
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第124図　奈カリ与遺跡出土の削器（6）
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第125図　奈カリ与遺跡出土の削器（7）
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れ、明らかに折断面と認められるもの（79・81・82・91・96～99、これらの調整剥離はほ

とんどが器面調整である）の他、器形整形のためのみの折断面と考えられるもの（80・81・

83～85・87・89・92・95～97・100）もある。これは後述するが、折面の打撃点が明瞭で

あることや折面が隣接して複数面認められることを認定基準とした○この中には、器面に

直交して側線部からの剥離方向をもつ、いわゆる素材剥片を断ち切るような折断面（83・

100）も稀有な例として認められる。以上の折断面は、本遺跡出土削器の4割強（約41．5

％）に確認された。

先の分類aには、両面の調整部位、範囲が完全に整合しないもの（76・81）や相対する

部位に刃綾部が形成されるもの（77・86・91）、片面からのみ調整痕が看取される例（85・

91）などの／ミリューションが認められる。第125図の2例はとくに大形の部類で、112に

は一端がノッチ状に調整されている点特異である○このような、大形で方形に整形された
⑳

直線刃削器の類例は、神戸市伯母野山遺跡に認められる○極度に使用されたためであろう

か、88の刃縁部はその下半端部が磨滅している○分類bのうち102～104の3例は急角度に

調整され（刃部角50～800）、分厚な刃縁部を形成している○その他の削器と比較して、よ

り荷重に耐えることより両者は機能的に相異するものかもしれない093に対しては、剥片
㊥

である可能性を再度明記しておく。分類Cは、削器における通常の調整様態とは異なり、

素材剥片の背面からのみの調整によって刃綾部が作出されている○素材の側線、末端に調

整剥離が施されている場合、石核時の剥離痕と混同され易いが、素材の主要剥離面との切

断関係を仔細に観察すれば判別可能である。110の刃綾部は平面形態が山形に形作られて

おり、特異である。

（6）楔形石器（第126図～第128図131、図版84）これまで、弥生遺跡からの楔形石器
⑳

出土例はあまり聞かれない。楔形石器とは、「方形状を呈した小形の両面加工石器（中

略）。剥片や小礫を素材とし器面調整、縁辺加工を施し（中略）、一辺に調整剥離を加えた
⑳

もの、あるいは二辺に調整剥離を加えたもの等、縁辺加工に若干の変化がある。」または、

「平面の形態は、おもに四辺形を呈する。（中略）縦断面としばしば横断面も凸レンズ状

を呈する。（中略）礫核を素材としたものと剥片を利用したものと2種類に細分される。

（中略）上下両縁辺または両尖端からほぼ平行に剥離痕が入り、両端には細かい砕層の剥
⑲

落した痕跡が連続して残され、多くはステップ・フラクチャー（階段状剥離）を残す。」
せつだんめん

などと規定されており、本遺跡出土資料もこの規定にほぼ適している○さらに「戟断面」

が看取される例もある（114・116・119・120・122・125・128）。
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第126図　奈カリ与遺跡出土の楔形石器（1）
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第127図　奈カリ与遺跡出土の楔形石器（2）
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木器種は形態的に削器と類似しているが、楔形石器は上下両端の縁辺に末端階段状剥離

の著しい調整剥離痕が連続しており、往々にして上面観が押し潰された状況を呈すること

より、削器とは明瞭に分離できうる器種である。以上より、両器種は明らかに製作技術が
㊧

相違する○この点、これまであまり報告例を見ないのは、両者を一緒にして「刃器」、「不
⑳

定形刃器」などと称されたためと察せられ、今後は両器種を明確に分離して考えるべきで

あろう。近年、近畿地方における縄文・弥生時代の遺跡からもわずかながら報告例が散見
⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊨

され、旧石器時代（奈良県桜ケ丘第1地点遺跡）より縄文・弥生時代にわたる石器時代に

連綿として命脈を保ち続けてきた器種としての見通しが得られつつある。より仔細な、あ

る時代における木器種断絶の存否、各時代の盛衰状況および各遺跡でのあり方、機能など

の諸問題は今後の検討に得たねばならない。

本遺跡からは24点検出され、全打製石器中の約13・3％を占める○削器との比率は約3．7

（楔形石器）：6・3（削器）で削器の方が上回るが、楔形石器も無視できない存在である。

本器種にも削器と同様、明らかに折断剥片を利用した例がある（123）。また、上下両端の

－223－

片縁辺が平坦面で形成される
⑳

ものもあり（114・123）、石核

との分離が困難な点もあろう

が、現状では楔形石器をあま

り限定して捉えるべきではな
⑳

かろう。これは、折断剥片を

利用したことに一因が考えら

れよう。本器種の長幅分布

（第129図）は、長幅比1：1

を中心に分布し、極度の片寄
㊨

りは認められない。

なお、大形の131の資料に

対して、各剥離痕相互の切断

関係を詳細に観察すると（第

130図）、素材が礫か剥片かは

礫面、素材の主要剥離面とも

全く留めず不詳であるが、わ



第130図　楔形石器恥．131の面構成

ずかにa面の面1・

2が素材面である可

能性が指摘される。

その他は、いずれも

二次加工痕である。

面2形成後の剥離順

序はおおむね以下の通りである（縁辺の小剥離痕は除く）。

a面：13・14→15→16（＞11・12）

b面：3→4・5→6→7→8→9→10→11・12

折損面とみられる面17は面2・4形成後、面2に力が加わり形成されている（画17形成

力は1点に集中していることより意図的な打撃とみられなくもない）が、そののちa～C

群の剥離痕群（アミ部）が形成されていることにより、面17は折断面である可能性が考慮

される。とくにa群は面17を打面として形成されている。そして「コ」字形の縁辺部を加

撃することにより最終形態が完成する。縁辺部の小剥離痕は大半末端が階段状剥離を皇し、

とくに上下両側緑の四部は押し潰されたような状況が明瞭に看取される。それに比較して、

a面左側縁はよりシャープな縁辺を留めている。以上より、本資料は楔形石器の範噂に入

るものと考えられる。

（7）楔形石器の削片（第128図132～137）　6点確認された。楔形石器の製作過程にお
⑬

いて、その上端より下端にかけて（それに近い状況も含む）剥離されたものである。これ

らの削片には、必ずしも楔形石器の左右両端の縁辺が剥離された戟断面形成のものばかり

でなく、表裏両面の器面が剥離されたものもある。本遺跡の資料も、ほとんどが後者に属

するであろう。135の左面および136の左面左側縁には、もとの楔形石器の載断面の痕跡が

みられる。

（8）調整石器（第128図138、図版84）　仮に「調整石器」としたが、特異な形態を有

し、これまで寡聞にして類似に接したことがない。

一端が突出しているが、短形に近い平面形態で、直線的な上端縁辺および左面右側緑は

表裏両面に調整剥離が施され、とくに左面上端、右面左端の調整は階段状剥離が著しい。

両面において調整痕の状況が異なる点で楔形石器と相異する。下端は左面左側緑の平坦面

を打撃することにより、器面に直交する樋状剥離様の面を形成している。隣接する剥離痕

をすべて切断している。この面の中央部には、右面と接する縁辺に連続する微細な剥離痕

－224－



第131図　奈カリ与遺跡出土の石匙・二次加工のある剥片（1）
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第132図　奈カリ与遺跡出土の二次加工のある剥片（2）
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第133図　奈カリ与遺跡出土の二次加工のある剥片（3）
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が認められる（図版91）。この部位が機能部であったかもしれない。

（9）石匙（第131図114・115、図版82）　本遺跡からは2点検出され、いずれも直線的

な刃縁部に明瞭なつまみ部を作出している。調整剥離は139がより精緻である。両者とも

表裏両面に素材面および一部に礫面を留めている。139は素材剥片の形状に規制され、刃

緑部上面観が直線的であるのに対して身部はわずかに攣曲する。140には、つまみ部と刃

綾部の一端に磨滅痕が認められる。

この2点の石匙は、石質および埋積条件が異なっていたためか、器面の風化状態が相異

する（風化度合は140が著しい）。出土地点は、139が南斜面区の1号溝埋土上面、140が同

地区の円形周帯状遺構埋土上面で、いずれも弥生時代中期後半の遺構である。出土状況か

ら、より年代がさかのぼる遣物の混入と考えられなくもないが、弥生遺跡での類例として
⑳

は、大阪府池上遺跡や兵庫県伯母野山遺跡などに認められる。

㈹　二次加工ある剥片（第131図141～第134図、図版85）　剥片の一端に二次加工痕を

留めるが、組織的な素材の用い方、剥離形態を示さず、一器種として認定しえない遺物を

一括した。38点確認され、全打製石器中の約2割（約21．1％）を占める。

二次加工の部位は、剥片の打両部、末端部、側線部など各部位に認められ、数か所に不

規則な剥離を施すものもみられる。中にScraperretouch様の二次加工が施された資料も

みられるが、微細な剥離痕の連続もしくは調整痕の不連続性より、刃綾部の作出意図が窺

えない（141・150など）。注意すべきは、器面に直交する狭い平坦面より器面に沿って一定

の剥離が施された例である（146・151～156）。これらの調整剥離の打面は、ほとんどが圧

迫力により形成された折断面である。また、この折断面自身に調整剥離を加えた例（152

下端部）も認められる。このように、折断剥片が利用された確実な資料は7点あり、本器

種中の約18．4％を占める。折損面

と折断面の分離がきわめて困難な

現状にあっては、折断剥片の利用

率は実際はさらに高いものと思わ

れる。

160　　　　　山）剥片（第135図～第138図、

5cm　　　図版85・86）剥片は他の器種と

第134図　奈カリ与遺跡出土の二次加工の

ある剥片（4）

－228－

同様発掘方法による限界もあり、

146点が回収された。折損資料が



第135図　奈カリ与遺跡出土の剥片（1）
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第136図　奈カリ与遺跡出土の剥片（2）
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第137図　奈カリ与遺跡出土の剥片（3）

多く、各属性の精緻な分

析は控えた。また、サヌ

カイトと安山岩の石材に

よる有意差も認められな

いため、両者を一括した。

第140図によると、本

遺跡の剥片は長幅比1：

1～2：1にほとんどが

収まり、おおむね長幅数

値の一致する1：1を中

心に分布するようである

が、やや幅の広い剥片が

多い。主体的に分布する

のは、長さ1．5～4C仇、幅

1．5～4．5C訊問の空間であ

り、長さ、幅のいずれか

が5C帯以上の大形剥片も

わずかに認められる。大

形剥片は折損率が高いこ

とにもよるが、いずれにしても本遺跡では長さ、幅とも5C仇未満の剥片が、より目的的に剣

離されたと言えよう。剥片の平面形状に規格性は認められず、この点は剥片の折断技術を

含めた石器製作技術と密接に関連することが考えられる。すなわち、縄文時代以降主体的
⑳

な打製石器の製作は、平坦剥離により素材の器面全体の形状を変革することに変移し、素

材剥片の形状に規格性が必要でなくなった。また、素材面を大きく留める削器においても

その平面形状は副次的要素となる。さらに、剥片を折断することにより目的とする石器の

おおむねの大きさ、形態を獲得することが可能となった。このことは例外を除いて、量産

された規格的な剥片である「縦長剥片」、「横長剥片」は認められないことを示している。

完成された石器の主軸と素材剥片の剥離方向との関係は、その素材の用い方に左右された
㊧

ものであろう。

打面の形状は、点状、自然画（礫面）、平坦、調整の各種が認められ、一定ではないが、

－231－
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第138図　奈カリ与遺跡出土の剥片（4）
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第139図　奈カリ与遺跡出土の折断剥片
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量的には点状打面が多

いようである。石核に

おいて、明確に打面形

成がなされていないこ

とに影響されたのであ

ろう。背面に平坦でき

わめて大きな剥離痕の

一部を留める剥片は、

その石核が分割礫もし

くは剥片を素材として

いることが想定され、

中にはその石核素材面

がポジティブで、明ら

かに剥片素材の石核よ

り剥離された例（173）

もある。安山岩を石材

とする剥片には、石質に影響されてか、末端が階段状剥離を呈する剥片も認められる0石

理走向が明瞭な礫面を留める剥片より推して、素材礫の石理走向はとくに意識されていた

ようで（順目、半順目に剥離）、石理に直交する剥離方向を示す剥片は認められない。安山

岩の場合、石理走向と剥離方向の両者はとくに有機的関係にある。この関係は、石器の主

要な調整剥離が平坦剥離であることより、石器製作段階においても支障はない。

183～186は末端のシャープな縁辺に、連続する微細な剥離痕を留める資料である。使用

痕の可能性も考えられるが、その付着パターンを検討するに足る資料数は得られなかった。

185には背面の稜線部、膜面の末端部がかすかに磨滅している。サヌカイト、安山岩以外

の石材を利用した剥片（187～191）の剥離技術は、資料が寡少のため検討不能である。

第139図は折断剥片と推定される剥片である。その認定にあたっては、①打撃点が明瞭

であること、②隣接して複数の剥離痕で形成されていることを基準とした。その部位は一

定ではないが、打両部および末端部に認められる例が多い。ところが、特に圧迫力によっ

て形成された面の場合にアクシデンタルな折損面との分離は甚だ困難で、現状では明確に

分離しえない状況にある。しかし、石錐、削器、二次加工ある剥片などにおいて明らかに

－234－
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折断剥片を利用した例（折断面より調整および折断面を調整）がみられることは、折断剥

片の存在を肯定するであろうし、翻って折断剥片が確認例よりさらに増加することも考え

られる

細　石核（第141図・第143図208、図版86）　確認された石核はわずかで（6点）、その

うち1点（208）は接合資料である。剥離痕の切断関係を中心とした詳説は第8章第3節

に譲り、ここでは簡単に触れるにとどめる。本遺跡出土石核は剥片素材で、その背旗両面

に剥片剥離作業面を設定し、周囲より剥片剥離作業を実施するもの（207・208）ときわめ

て小形で、打面転移作業が不規則、頻繁に実施されるもの（204～206）に大きく二分され

る。大形晶はその大きさ、形状において先の剥片とおおむね対応するようで、これが本遺

跡における主体的な剥離工程を示す石核である。小形品は、その剥離痕より推定して1～

2C仇角の剥片しか得られておらず、このような剥片を素材とした石器はほとんど見当たら

ない。これらの小形石核は、残核として石核の最終形態を示すものであろうか○

図版86上段右上の石核は、剥片を素材とし、－その打両部より背腹両面に目的剥片を剥取

したものである。このような大形石核の素材となり得る大きさの剥片を獲得した石核は、

本遺跡では未検出で、本来的に遺跡に存在しなかった可能性が大きい。例外的な地域（石

材原産地、河内の諸遺跡）を除いて、他の弥生遺跡と同様、石核の出土数が少ない点も併

せて、今後石器原材の遺跡への搬入様態を究明する必要がある〇

個　接合資料・同一母岩資料　（第142図～第145図、図版86・87）第142・143図は接合

資料Aの接合状態と各々の資料で、第144図は接合資料B、第145図は接合資料Cと同一母

岩資料である。石核と同様、その詳細は第8章第3節に譲る。

これらの資料の出土地点は第110図に示したが、その位置関係より推察するに山頂区よ

り流失したもので、径1m内外に集中した出土状態は、本来の位置を比較的近い場所に求

めることができよう。岡山県用木山遺跡の第3支群第8号住居址などめ床面直上よりサヌ
⑳

カイト片が集積状態で出土したことを考慮すれば、以上の資料は山頂区2号住居址より流

失したものとも考えられる。用木山遺跡例が遺棄状態か廃棄状態かは、別の問題として今
⑳

後究明すべき点である。

同一母岩資料221は、平面・断面形状、打面・打両線・末端の状態、背面を構成する剥

離痕の状態など、接合資料Aの212ときわめて類似した形態を呈する。接合資料Aの石核

208は、その上端縁辺の両面に微細な剥離痕が連続して付着している。最終的に形成され

たものであり、残核が再利用されたことを示している。
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第144図　BO46出土の接合資料（3）

的　敲石（第146図）半割している砲弾形の礫を利用したもので、左面下端および左

端の一部に敲打痕が認められる。半割面と原礫面とのなす縁辺の利用は詳細不明である。

東尾根区1号住居址の中央境から南方へ延びる構内より検出され、本住居址に本来、遺存

していたもののようであるが、その用途を単純に剥片生産、石器製作における工具とする

には未だ検討の余地がある。本遺跡内での類例はなく、器面全体が研磨された磨製敲石が

1点認められるのみである（後述）。

これまで、弥生遺跡で形態の一定しない礫の一端にわずかに敲打痕を留める敲石の出土

－239－
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第145図　BO46出土の接合資料（4）・同一母岩資料
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第146図　東尾根区1号住居地出土の敲石

報告例は数少ない○用途は別として、今後注意すべき器種の一つである。

4．磨　製　石　器

（1）磨梨石鍍（第147図223～228、図版81）磨製石鉢は、近畿地方の弥生遺跡では一

遺跡において1～3点ほどの出土が通例であるが、本遺跡で6点もの磨製石銀が出土した

ことは特筆されるべきである。形態はいずれも有茎で、凹基石銀や身部中央に穿孔された

資料は認められない○石器主軸に沿った鏑が形成されているものは223・224の左面のみで、

－241－



他は研磨方向・角度が異なったために形成された稜が不規則に認められるのみである。最

終的な研磨走向は石器主軸に斜行することが多いようであるが、直交、平行する研磨痕も

認められ、それほど限定的ではない。

これらの磨製石鉢の中で、長さ約6c帯、幅3．0～3．5cmを測る大型品（227・228）は稀有な

例として注目される。両者とも両側緑が大きく面取りしてあり、縁辺は平坦面で形成され

る。228は先端部のみ鋭利である。面取りの研磨走向は227が斜方向であるのに対して、

228は石器の主軸に平行している。また、228には器面の一部に未研磨部がみられる0この

ような資料は、その形状、出土地点をかんがみ、他の4点とは異なる機能、用途が想定さ
⑳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

れる。類例を待って検討すべきであろう。

（2）石庖丁（第147図229～233、図版88）　石庖丁は5点検出されたが、いずれも大き

く折損している。最も残存度の高い229から推して、近畿地方通有の片刃直線刃半月形態

が本遺跡では主体を占めるものと予想される。紐孔は表裏両面より穿孔しており、器面の

研磨走向は各方向が認められるが、刃綾部の形成に際しては刃線に平行に研磨されるのが

通例のようである。229・233では左面が、232では右面がより研磨され、光沢をも放って

いるが、裏面は研磨擦痕が著しく認められる。紐ずれ痕は229で紐孔上線部の磨滅が、230

で背部の剥落、磨滅が確認されるのみである。刃緑部における使用痕は顕著ではないが、

232に刃線に直交する擦痕がわずかに認められる○

出土地点は南斜面区に3点（230、232、233）、東谷区に1点（231）、北斜面区に1点

（229）とやや南斜面区に多いが、他地区からも出土しており、顕著な特異性は認められ

ない。

（3）大型蛤刃石斧（第148図・第149図236、図版88）　砂岩製2点、頁岩製1点の計3

点の出土をみ、後述の柱状片刃石斧と比較して数量的に寡少であることが指摘される0

234は完形晶であるが、その長幅値が約1・8であることよりやや寸づまりの印象を受ける○

上端面は敲打ののちわずかに研磨して整えているが、あるいは基部折損後再生加工したも

のかもしれない。刃緑部には、断面形が丸味を帯びるほど敲打された痕跡がみられる（図

版92）。235は石斧の基部で、器面の研磨は234と比較してより丁寧である○注意すべきは、

左面中央部に器面研磨ののち付着した敲打痕が認められる点である（図版92）○左右に連

なる敲打痕が合体した形状を呈するが、おそらく石斧の転用痕であろう0ただし、折損面

との先後関係は不詳である。236も折損品で縦に半裁し、基部側を失っている0235と同様、

左面中央部に敲打痕を留めてわずかに凹んでいる。左面上端部の折損面とのなす縁辺と下

一242－
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第147図　奈カリ与遺跡出土の磨製石鍍・石庖丁
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－245－

端部にも敲打痕を留め、後者は

とくに顕著である（図版92）。こ

の敲打痕は、折損面を切断して

いることより石斧折損後の転用

痕と考えられる。下端緑は元の

刃線より大きく後退している。

以上のように、大型蛤刃石斧に

は転用痕がよく見受けられる。

（4）柱状片刃石斧（第149図

237～第151図、図版88）　8点

出土し、大型蛤刃石斧より出土

数が多い。また、折損晶が多い

ことも指摘されるが、遺構内の

（埋土中、床面直上）出土資料

はいずれも完形品である（237・

238・243）。遺物包含層内出土

資料はいずれも折損品で、その

折損状態は石材の努開性に影響

されてか縦に半裁しているもの

が多い。

形態は、幅に対して著しく厚

いものが主体的で、厚幅比は長

大な237が約1．9、238が約1．4、

243が約2．1である。240のみ厚

さに対して幅の数値が大きく、

厚幅比は約0．8である。下面は

平坦でゆるやかに攣曲しながら

刃綾部に至り、明瞭に扶入部を

形成したものは一例もない。わ

ずかに241に凹部の一部がみら
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第150図　奈カリ与遺跡出土の柱状片刃石斧（2）
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第151図　奈カリ与遺跡出土の柱状片刃石斧（3）
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Eコ

芦1
第152図　奈カリ与遺跡出土の砥石（1）

れ、その可能性が指摘されるにとどまる。刃綾部における敲打痕は239・240に、刃こぼれ

状の痕跡は238・243に認められる。237は鋭利な刃縁を留める。また、237の上部には下面

と左側面、上面と右側面の接する稜部に潰痕を留める（図版92）。前者が著しいが、いずれ

も石器の主軸に直交する方向性を示す。着柄もしくは転用による痕跡と考えられる○

（5）砥石（第152図～第157図、図版89）14点検出され、石質の状態は、砂岩、流紋岩

質凝灰岩の構成粒子の比較的粗いものと、頁岩、扮岩の粒子が細かく、滑らかなものに

－248－
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第153図　奈カリ与遺跡出土の砥石（2）
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第155図　奈カリ与遺跡出土の砥石（4）
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第156図　奈カリ与遺跡出土の砥石（5）

二分される。前者はさらに粒子の凝固度が高いものと、低く指先で触れるだけで剥落する

もの（252・253）の二者がみられる○

形態は通常立方体を呈して4両を利用し（250は例外的に横断面五角形を呈する）、上下

両端は敲打整形ののち最終的に研磨によって整えている。使用によると思われる擦痕は、

245～247に顕著で（図版92）、とくに247の左面の擦痕は明瞭で、断面が浅い「Ⅴ」字形

を呈する。砥石は使用段階に応じて、「荒砥（磋）」、「中砥（青砥）」、「仕上げ砥（合わ
⑳

せ砥）」に分けられるが、粒子の粗いものが荒砥に、粒子の細かいものが中砥、仕上げ砥

として使い分けられていたことも想像される。これらの砥石は、石器とともに鉄器の研磨

－252－



にも利用されたであろうが、砥石各々との対応関係は不詳である○あえて指摘すれば、断

面「Ⅴ」字形のシャープな擦痕をみる247は鉄器用であろうか。

各砥石の出土地点をみると、遣構内出土資料には住居址壁構内（245・247）、同柱穴内

（248）、同床面直上（249）、段状遺構下底面直上（257）のように、その遺構に伴うと考えら

れるものが目立つ。このことは、砥石の使用場所を暗示し、その使用法の推定にあたって

一つの手がかりとなろう。

254は、本遺跡出土砥石の中で特異な形態を呈する○下端は折損しているが、おおむね

矩形に整形された有溝砥石である。右面が通常の砥石研磨面であるのに対して、左面には

並行した2条、右側面に1条の断面「U」字状の溝状部が形成されている。左面のものが

上端から下端まで通り技けているのに対し、側面のものは中途で完結している。幅は約9

～17mm、深さは約2～5mを測る。1条の縦断面形は中央部がわずかに高く、上下へかす

かに凹んでいる。対象物の研磨走向を示す擦痕等ほ観察不能であるが、中央部を境として

上下に分離した研磨作業が実施されたことを暗示している○対象物については通常想起す

る玉類の研磨が、本遺跡では東谷区2号段状遺構埋土中より1点の管玉完成品が検出され

ているのみで、積極的に論じられない状況である。今後、他遺跡での類例を待って議論す

べきであろう。

（8）磨製敲石（第158図258、図版88）釜屋城址の土塁盛土中より1点出土した。全

体が短形の立方体に整形され、全面丁寧に研磨されている○稜部は面取りされており、平

面、断面とも隅円方形状を呈する。器面中央部のやや上位には主軸に直交する、幅約8mm

のかすかな凹部が認められる。その部位はとくに磨滅が著しく、着柄もしくは携帯のため

の部位と考えられる。上下両端の平坦面には、不明瞭であるがかすかに敲打痕が認められ

（図版92）、機能部であったことを示している○平坦な面全体に敲打痕が付着していること

より、主軸に沿って垂直に振り下されたことが想像され、石器製作以外の用途を考慮すべ

きかもしれない。

（7）磨製石器片（第158図259～264）破損率が大きく、旧形状が想起しえない資料で

ある。しかし、石材やわずかに留める器面の状況よりあえて器種を推定すると、259は器

面中央部に上下走向の鏑があり、その角度は磨製石鍛（第147図223・224）より急である。

いわゆる突出していることと、より幅広で部厚な形状が想定されることより、本遺跡唯一

の石剣である可能性が考えられる。260は頁岩製で、色調、石質が肉眼的に第147図231に

酷似していることより石庖丁片かもしれない○同じように、261・262は柱状片刃石斧にし

－253－
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第158図　奈カリ与遺跡出土の磨製敲石・磨製石器片

か利用されていない結晶片岩を石材としており、柱状片刃石斧片と思われる。263は残存

器面より推して、短形の立方体の旧状が予想され、砂岩製であることもかんがみて砥石片

であろう。器面には、対象物の擦痕が観察される。264は本来の形状を想定しえず、器種

不詳な資料である。ただ、石材が砥石の射こ利用されている砂岩であることから砥石であ

ろうか。

以上の磨製石器片をこれまでの器種に含めると、石庖丁6点、柱状片刃石斧10点、砥石

16点（264を含める）とその数量が変更になる○これによって、太型蛤刃石斧と柱状片刃

石斧の数量的格差はさらに拡大することになる。

ー255－



5．小　　　　　結

以上、本遺跡出土石器を各器種別に解説してきたが、遣物の出土状況および遺物の回収

率、その他諸般の事情により詳細なデータ分析をほとんど試みることができず、遺憾では

あるが、今後注意すべきであろう点は各所で指摘した。

再度二、三繰り返すと、原位置を示すであろうと推定される状態で出土した遺物、たと

えば、住居址の床面上でのサヌカイト片の集積状態は、その分布範囲のみでなく正確に個

々の遣物の出土状態を記録化し、呈示する必要があろう。このような作業ののち、各々の

遺物の状態、位置関係、接合関係などを検討、把握することにより、人間行動をより具体

的、詳細に捉えることができよう。これに関連して、従来は完成された石器のみが注意さ

れ、それまでの過程で生み出される剥片、石核はほとんどかえりみられることがなかった。

弥生時代には、旧石器時代の石刃技法や瀬戸内技法のような一定の規格的剥片を量産する

剥片生産技術は指摘しえないが、原礫の石理走向、打撃点の位置、打撃角度、石核正面の

面構成など諸々の属性を考慮しなければ、一定の剥片生産は不可能である。したがって一

見無作為な剥片剥離工程にみえても、そこにあるシステム化された技術を読み取ることも

可能で、まして無作為に剥ぎ取られた石片の中からその後の目的に見合う剥片を場当たり

的に選択するという表現は不適当と思われる。

従来、「刃器」、「不定形刃器」などと称されていた一群の石器がある。今回これらを楔

形石器と削器に二分したが、これまで両者は一括されていたものと予想される。明らかに

製作技術が異なることより、今後は明確に分離して考えるべきである。今日の打製石器の

研究はその形態を含めた製作技術を主眼として進められており、積極的に機能を追求した

うえでの器種分類などはなされていない。石器の製作技術とその機能は完全に整合はしな

い。ただ両者は少なくともある一定の関連はあり、その点より楔形石器と削器はその機能

を異にすることが予想される。「削器」の細部調整は旧石器時代以来の削器におけるScra－

per retouch　と酷似しており、刃器なる名称はこれまでの認定遺物と混同する恐れを勘案

し、削器とした。

その他、未加工の自然礫の一端に敲打痕を留める敲石などのように、一見何の変哲もな

いようなものでも今後は細心の注意を払う必要があろう。一例として、兵庫県神戸市楠・

荒田町遺跡では「搬入礫」の問題を積極的に追求しようとする姿勢が窺われる。

最後に、本稿を草するにあたり有益な御助言、御教示を賜わり、文献探索などに御協力

を戴いた石野博信、春成秀爾、松藤和人、西村尋文、有本雅己、中井精一の各氏に深謝の

意を表する次第である。

－256－
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第8表　奈カリ与遺跡出土の石器

石鍍（1～62）同未成晶（63・64）　　　　　　　　　　　　　　　※（）内は現存数値

地点匝土叫形 態恒大長恒大幅恒大厚l重量1石材】備　考

芸峯子竿響筐竿置簑問

芸；芸i貫迄問

BN56

BI53

BG61

BM47

BM45

BL54

BM48

山頂区1号住居址　趣土　匝基有茎1（28．2）l（17．1）

BI43

BB54

BQ51

BG57

CE45

葦笹
（2．13）

貫；帯
；II二二二

素材の縁辺のみ調
整剥離

ー257－



‰・l出土地点 恒土層位1形態恒大長1最大幅恒大可重量序可　備　考

東谷区12号住居址

cc48

BP60

BU57

BK53

箪岸葦1革ち1芋；

BI38

CA51

BS55

第4トレソチ

東谷区6号住居址

CE44

BL57

AX41

第1トレソチ

北斜面区

BH56

東谷区6号住居址

東谷区10号住居址

BL49

東谷区10号住居址

東谷区2号段状遺構l志士上面l凸基有茎l（49．2）l2。．5

CD46

BQ62

BI56

BI63

東谷区 iず芋iiiiiii
ー258－



出　土　地　点l出土層位

1

．

重量序　可　備　考
BH39

東谷区5号住居址

東谷区8号段状遺構

南斜面区円形
周溝状遺構

BI49

第2層

壁溝内埋土

埋土

埋土

第3層

棒状に近い形態

先端部のみ作出

先端部側線磨滅

折断により機能部作
出、先端部磨滅
下端部側線磨滅

削　　　器

‰・l出土地点 石　材！備 考

三三≡三二三三≡二

葦「竿達等葦「土貫芋竿問 ；1竿「ア
ー259－



‰・I出土地点I出土層位恒大長l最大幅恒大厚序　材l　備　　考

南斜面区西

BH58

土塁第5～6トレンチ間

BH40

南斜面区西

AX45

BJ38

BK52

BH49

BH56

BL52

BI62

BH48

BI48

東谷区9号住居址

AY45

BF60

BJ55

BE54

AX45

南斜面区1号溝

BL49

BL54

BH62

BM45

南斜面区西

東谷区7号港

南斜面区1号段状遺構

第2層

第2層

盛土中

第2層

第2層

表採

第2層

第3層

第2層

第2層

第2層

第3層

第3層

第3層

埋土

表土

第2層

第2層

第2層

第2層

埋土上層

第2層

第2層

第3層

第3層

第2層

埋土

埋土

岩闇雲：雲、折断面に

折断剥片利用

素材剥片は平坦打面

折断剥片利用

折断ののちその部位に二
次加工
二次加工の平均角53．50。買I；）l。芋；；）聞

楔形石器（113～131）、同削片（132～137）、調整石器（138）

－260－
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h

出　土　地　点】出土層位 恒大長恒大幅恒大厚】 石　材I　備　　考

苛苛；：； つ軍貫芸羊†竿「

苛1（子；）1「「1竿「熟

東谷区6号溝　　　　l埋土

妄芋「「竿芋遺構鍔埋土

享子享；！「三＝享二享

ー261－



二次加工ある剥片

‰・I出土地点i出土層位恒大長恒大幅恒大厚序　材［備　　考

BK55

BM46

BH49

南斜面区円形周溝状遺構

BI57

BI57

BG～BF58

AR45

BI57

BM54

東谷区2号段状遺構

BG51

BQ49

CE45

BJ52

BF62

BT58

BK53

BD55

BF～BG55

第2層

第2層

第2層

周溝内埋土

第2層

第2層

第3層

第3層

第2層

第3層

埋土

第2層

表採

第2層

第2層

第2層

第2層

表土

第2層

第2層 ；：：：；；l：1：：：：lて：：：：冒∴簿
剥片（161～191）、折断剥片（192～203）

‰・l出土地点順壷恒大長恒大幅恒大厚桓面哺面麿離庸のl石可　備　　考

琴 芋昌；）

調　整サヌカ
（2両）イト
点　状安山岩

ク　　　　ク

ク　　　　ク

ク　　サヌカ
イト

平　坦安山岩

平坦面打撃

ー262－



石材I　備　　　　考

BH40

BH40

BH40

BM54

BN50

BM52

BH62

BR60

BY62

BL50 筐；苛竿帯芋
12．6IlO301クl　ク

11・割1190Iク】クl打撃点上に打撃痕付
着
末端に微細剥離痕付
着、折損大
平坦面打撃、末端に
微細剥離痕
器面軽く磨滅

末端に微細な剥離痕
付着1圭1畢j竿

∴三

蒜区第1トI芸者精出。2．9）

筐睾
AR45

BH62

BJ46

BL50

BG45

BJ56

BK56

再谷区4号住居腫穴埋l（28．0）l（20．6）l（4．6）
址
BM52

BM47

BY44
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石　　　核

土地点l出土層位恒大長恒大幅恒大厚序 材l　備　　　考

BH56

AX44

南斜面区円形周溝状
遺構
BK50

第2層

第2層

周溝内埋土

第3層

剥片剥離痕の剥離角：800、
850、980、1050、1130

割片剥離痕の剥離角：990、
1270

割片剥離痕の剥離角：1000、
1130、1180

割片素材、剥片剥離痕の剥離
角：850、1080、1080、1200、
1280、1360、1370

接合資料（208～218）・同一母岩資料（219～221）

地点順壷恒大長恒大幅恒大厚慄副石材】備　　　考

112．81122．5116．6

竿鍔串

石核

二次加工ある剥片

折両部折損

折断剥片

二次加工ある剥片

折両部折損

ク

ク

接合資料A

接合資料C
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磨　製　石　鍍

大型蛤刃石斧（234～236）・柱状片刃石斧（237～244）

出　土　地　点I出土層位l最大長

南斜面区2号段状退

BI56

北斜面区1号住居址

東谷区6号住居址

東谷区9号溝

BJ57

CD48

CA63

土塁第4～5トレンチ
間

第3層

埋土

床面直上

第2層

第3層

第3層

第2層

盛土中

恒大幅恒大厚序 可　備　　　考

声帯岸㌢～

完存、343．38ク、刃縁部に
ぶくなる
左面中央部に敲打痕、
306．56グ
刃縁部・上端に敲打痕、
364．03g

完存、289．48ク、着柄痕付
着
完存

107．29グ

刃縁部に敲打痕、101．00グ

282．82g
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‰・】出土地点i出土層位恒長恒大幅恒大厚l石　材l　備　　　考

北斜面区4号住居址

cc48

東谷区12号住居址

南斜面区1号住居址

南斜面区1号住居址

BJ52

BW59

BU58

東谷区1号住居址

BL52

BL49

BK51

東谷区4号段状遺構

壁港内埋土

第2層

壁溝内埋土

柱穴内

床面直上

第3層

表採

埋土

埋土

第3層

第3層

第3層

平坦面直上芋声

粉　岩

頁　岩

砂　岩

ク

177．98g　　　　　完存

114．89g　　　　　　　ク

左面に顧著な擦痕　ク

196．37グ

211．96g　　　　　完存

321．43グ　　　　　　ク

器面の剥落が著しい

ノク

271．83ク、有溝砥石

637．13ダ

完存

完存

磨製敲石（258）・磨製石器片（259～264）

恥・I出土 地点l出土層位恒大長恒大幅恒大厚序　材！備　　　考
土塁第4～5トレソチ
問

東谷区16号住居址

南斜面区

東谷区4号住居址

BL52

BR61

BM51

盛土中

埋土上層

第3層

中央境埋土

第3層

第2層

第3層 苛磨製敲石、138．64グ

石剣片か？

石庖丁片か？

柱状片刃石斧片か？

ク

砥石片か？

器種不明
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第3　節　鉄　　　　器

鉄器は釜屋城址に伴うと考えられる小札を除くと計21点の出土をみた○弥生時代の遺跡

としては全国的にも有数の出土量を誇るが、時代の下がる可能性のあるものや、層位的に

弥生時代の単純層でないため速断できないものを含んでいる。

各個別の遣物については、第9表に示したとおりである。

奈カリ与遺跡の鉄器の特徴の一つは、板状鉄斧の豊富さである○先に述べたように層位

的にやや不確実さを伴うが、その形態からみて弥生時代の所産と考えられる○これは磨製

石器のうち、扁平片刃石斧を全く欠いていることと対象的で、大型蛤刃石斧、柱状片刃石

斧が依然として石器に依存していたのに対し、いちはやく鉄器化が進行したことを示して

いる。

鉄銀は4点の出土をみたが、3は古墳時代に下るかも知れない04は茎部に矢柄を緊縛

した桜皮（？）の痕跡を残している。1は小形の有茎平基石銀を模した鉄鉢と考えられ、

第112図38に酷似する形状を示している。
㊥

工具には他に鈍の一種である「きさげ」が出土している。

他に不明な鉄器片がかなり多くみられるが、器種は明らかにすることができなかった。

奈カリ与遺跡でこのように豊富に鉄器が出土した要因として、丘陵部の高地に位置して

いたという自然的条件も無視できないが、低地の遺跡においても鉄器の出土は認められる

ので、一概には自然条件だけで語ることはできないだろう。三田盆地における他の弥生時

代遺跡で、今のところ鉄器の出土をみないことも、鉄器の所有の不均衡を示していると考

えられるが、本報告ではただ鉄器の記述にとどめ、その意義については将来の課題とした

い。

第　4　節　石　　製
口［

ロロ

管玉を1点検出している。一部欠損しているが、長さ2・28e沈、径5．0mm、

孔径1・8mmを測る。正式な鑑定は受けていないが、淡緑色を呈する碧玉

製で、両面から穿孔されている。

出土地点は、東谷区北半部の2号段状遺構の埴土最上層である。畿内

第Ⅳ様式併行の弥生土器片と伴出しており、形態からも弥生時代の所産

と考えられる。
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第160図　奈カリ与遺跡出土の鉄器
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地方からの搬入晶であろ与。

須　　恵　　器

出土した土器の大部分を占めるのが

須恵器であるが、いずれも小破片であ

る○異なる地点で出土した破片が互い

に接合する場合もみられるので、原位

置を保った遺物は無いものと考えられ

る。

第162図の18点の土器は、いずれも

須恵器であるが、それ以外にも数百点

の須恵器片があり、杯、壷、聾の腹部

第　5　節　土師器・須恵器

今回の発掘調査では、弥生時代中期の集落遺跡と戦国時代末期の釜屋城址が複合した遺

跡であることが判明したが、その両者には千数百年の空自がある○この空自を埋める遺構

として、7世紀中葉の築造になる奈カリ与古墳と、8世紀の所産である東谷区5号土器棺

と呼称する火葬墓が検出された。少なくとも上記の2時期にわたって、墳墓がつくられた

ことを物語っているが、これ以外には顕著な遺構は検出されなかった。

しかし、包含層中からではあるが、若干の土器片の出土がみられ、特に古墳時代に遡る

土器があることから、奈カリ与古墳以外にも古墳が存在した可能性は大いに考えられる。

本節では弥生時代と、中世の遺物以外の土器について併せて報告する。

土　　師　　器

土師器には東谷区BS54で検出された、火葬骨を納め土器棺に使用された賓がある。

短く外上方に開く口綾部の端部は肥厚し、端面をつくる○端面には、凹部がめぐる。口

頸部は外面をヨコナデ、内面はヨコ方向の刷毛目調整を施した後、ヨコナデによって消さ

れている。

胴部は下半部で強く張り、最大径は下から蜘まどにあり、急に底部へ屈曲している。外

面は上半をタテ方向の細かい刷毛目で、屈曲部より下の底部はヨコ方向の刷毛目で調整し

ている○内面は下から上へ向かうへラケズリを行う。

赤褐色を皇し、焼成・胎土とも良好である。地元産の土器ではなく、河内もしくは摂津
⑳

0　　　　　　　　　　10耶
！－．，．－　．1

第161図　東谷区5号土器棺の土師器
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片などがある。

須恵器は大別して3時期が想定される。その工は6世紀後半から7世紀初頭にかけての

古墳時代後期、そのⅡは8世紀から9世紀にかけての奈良時代から平安時代初頭の時期、

そのⅢは12世紀末から13世紀にかけての時期である。

工の時期には1～3の蓋、7の有蓋短頸壷、12の平瓶がある。いずれも古墳時代の遣物

であり、古墳がこの地に存在した可能性を示している。これらの土器が古墳に関係する遣

物であるとすれば、奈カリ与古墳に先行する古墳が存在したことになり、何らかの理由で

後世に削平され消滅したと考えられる。最も蓋然性が高いのは、釜屋城址築造時の削平で

あろう。また、この時期の須恵器が各所に散乱していることから、複数基の古墳が存在し

た可能性もあるが、調査では古墳存在の徴証を得ることはできなかった○

古墳時代の須恵器も、型式差が認められる。最も古いと考えられる1は、陶邑古窯址群

TKlO型式に併行する。2・3はTK43型式に併行すると考えられ、図化できなかった杯

片も同型式の所産であろう。12の平瓶は接合する破片が多く、口頸部は欠損しているが体

空っ謹む
／

L．日．l．Hl；　　　i i

／．

／ ／
第162図　奈カリ与遺跡出土の須恵器
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部はほぼ復原することができた。TK217型式に併行すると考えられる。

4～6の蓋、8の長頸壷、9の杯、11の小型瓶は、奈良時代から平安時代初頭の所産で

あろう。図示した以外に高台付の杯片がある○時期的に東谷区5号土器棺に近いが、その

関係は明らかにすることができなかった。

10、14～17の塊は平安時代末から鎌倉時代前期のものと考えられる。出土土器中では量

が多く、遺跡内各所で出土している。図示したものと接合するものはないが、同種の塊の

底部片とみられるものがあり、すべて回転糸切り痕を残している。

第9表　奈カリ与遺跡出土の鉄器



l

l

第10表　奈カリ与遺跡出土の須恵器

器種闇出土地区l滞i　形　　　態 備　　考

灰～黒灰色
焼成良好
TKlO型式

技　　　　　　法

内外面ともロクロナデ。蓋 土塁盛土中 天井部と口縁部をわける凹

線は明瞭である。
口縁端は外方に突出し、内
儀する端面を有する。

蓋 天井部と口縁部の境界はに
ぷい稜がみられる。

口縁端部は丸くおさめる。

内外面ともにロクロナデ。 青灰～灰色
焼成良　天井
部に重ね焼き
TK43型式

蓋 東谷区1号住
居址埴土

天井部と口縁部の境界はに

ぷい稜でわける。
ロ縁部は丸くおさめる。

ロクロケズリの範囲は天井

部の接と狭く、ケズリの方

向は逆時計まわり。

内面中央部に仕上けナデを

施す。

TK43型式

蓋 41BR57

（聖i完霊票で禁慧呈㌘曲Ll内外面ともロク吋デ○

蓋 土塁盛土中 口縁部は下方に短く屈曲し

先端はにぷい稜をつける。

同一個体片と考えられる天

井部片の外面はロクロケズ
リされ、方向は逆時計まわ

り。

青灰色
焼成・胎土と
もに良好
土塁各所で同
一個体片出土

蓋 BK56

BI56

至芸蓋≡迂芸子菜喜ま誓竿i内外面ともにロク吋デ○

灰色
器表に3～4
脚の砂粒の突
出がみられる

南斜面区東
（聖麿直立する口縁部をつけl監禁禁芸芸芸芸‡デを

外面には自然
粕付着

ロ頸部下半と肩部のみを残
す。
頸部と体部の接合は3段構

成で、接合痕を明瞭にとど
める。外面には凸帯状の隆

起がめぐる。
肩部と体部は鋭く屈曲し、

肩部端に1条の凹線をめぐ
らす。

口頸部に左上りの絞り目を
残す。
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器種闇出土地区l幣出土地区lぞ苛I形　　態

3芸這BY641（聖I品票禁票禁さく、

技　　　　　　法

内外面ともロクロナデで、

ナデの方向は反時計まわり

か。

備　　考

青灰色
焼成・胎土と
も良好

直線的に立ち上る口縁部を
もつ。端部は丸くおさめる。 霊芝雷孟羞晶芸ニナデ。底l灰色

霊票言慧残す○底部は平！喜子完票孟票芸農芸票

器体は肩部と胴部に稜をな

し、2条の凹線をめぐら
す。胴部と底部の境は明瞭
でないが、底部は扁平であ

る。

口縁部は欠損している。

胴部に平行タタキ目文を残
しているが、内外面ともロ

クロナデによる調整を行っ
ている。胴部下半はロクロ

ケズリされるが、底部は指
おさえ痕が残り、不調整。

TK217型式

平坦な底部に外反する口縁
部を有する。口縁端部はや

や内儀し、丸くおさめる。

口縁部は内外面ともロクP

ナデ。底部は切り離しのま
ま不調整。

赤褐色を呈し
酸化煩焼成

141BP48

（空l冒慧票監悪霊l内外面ともにロクロナデ。
灰色、端部青
灰色

やや屈曲しながら立ち上る

口縁部を有し、端部は稜を
もち、端面をつくる。

内外面ともにロクロナデ。 灰色、端部青
灰色

直線的に立ち上る口縁部を
もち、端部は丸くおさめる。

内外面ともにロクロナデ。 灰色、端部青
灰色

雲監雲；司（空l葺警買霊志是芸軍内外面ともにロク吋デ○

灰色・口縁部
兢程度黒青色

1813吉23
直線的に立ち上る口縁部を

もつ。端部はわずかに内儀
する。

内外面ともにロクロナデ。 灰色、端部青
灰色

※　図版甑ま奈カリ与遺跡出土須恵器実測図と一致する。

※　法量の数字は上段からそれぞれ口径、器高、腹径、底径で、復原値は（）で、計測不能は－で示す。
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註　①　小林行雄・佐原其『紫雲出』詫間町文化財保護委員会　昭和39年

⑧　佐原真「畿内地方」『弥生式土器集成本編』2　昭和43年。左記の様式福年に従うことに

する。なお本文中においては『土器集成』と略記させてもらうことを記しておきたい。

⑧　末永雅雄・石野博信他『摂津加茂』　昭和43年

④　鳥越憲三郎・藤井直正・荻田昭次『勝部遺跡』豊中市教育委員会　昭和47年

⑤　福井英治・村川行弘・石野博信『田能遺跡発掘調査報告書』尼崎市教育委員会　昭和57年

⑥　註⑧に同じ

⑦　註④に同じ

⑧　註⑧に同じ

⑨　註④に同じ

⑲　註⑨に同じ

⑪　末永雅雄・小林行雄・藤岡謙二郎『大和唐古弥生式遺跡の研究』　昭和18年

⑲　註⑤に同じ

⑲　註⑧に同じ

⑲　註⑪に同じ

⑲　註⑤に同じ

⑲　榎本誠一『日本の古代遺跡』2　保育社　昭和57年

⑳　今里幾次「播磨弥生式土器の動態」口　『考古学研究』第16巻第1号　昭和34年

⑬　第110図および第7表には、遺構埋土中に包含されたものの他、遺構底に密着した状態の

いわゆる原位置を示すと考えられる遣物も併せて表示してある。

⑲　以上のような出土状況は、同様な立地条件にある他地域の集落址でも同じである（例：岡

山県赤磐郡山陽町惣図遺跡第2地点、同用木山遺跡）。ただし、用木山遺跡には第1支群

第1号住居址、第3支群第8号住居址、第13支群第8号住居址などの床面直上に、少数の

石器・同未成晶・多量のサヌカイト製剥片が密集した状態で検出されており、注目に値す

る。

神原英朗『用木山遺跡他惣図遺跡第2地点・新宅山遺跡』山陽団地埋蔵文化財調査事務所

昭和52年

⑳　註⑲参照。また、弥生時代後期の石器も、石器時代から鉄器時代への移行過程の様態を究

明するために、検出例は少ないが鉄器とともにこれまで以上に重視されるべきである。

川越哲志「金属器の普及と性格」『日本考古学を学ぶ』第2巻　有斐閣　昭和54年

松井和幸「大陸系磨製石器類の消滅とその鉄器化をめぐって」『考古学雑誌』第68巻第2

号　昭和57年

⑳　この項目は、以下の文献を大いに参照した。

松下進『日本地方地質誌　近畿地方』（改訂版）朝倉書店　昭和46年
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⑳佐藤良二「二上山北麓における縦長剥片生産技術－とくに桜ケ丘Loc・1、鶴峯荘Loc．1を中

心として－」『二上山・桜ケ丘遺跡一第1地点の発掘調査報告－』奈良県教育委員会　昭

和54年

⑳石鉄の形態分類は、以下の文献に従った○ただし、末尾の「式」については統一的概念規

定のない「型式」、「形式」、「様式」を連想するため、割愛した。

小林行雄・佐原真『紫雲出』詫間町文化財保護委員会　昭和39年

⑳　佐原其「考古学からみた伊丹地方」『伊丹市史』第1巻　伊丹市　昭和46年

同「農業の開始と階級社会の形成」『岩波講座日本歴史』第1巻　岩波書店　昭和50年

㊧　渡辺昇「三田市天神遺跡採集の弥生土器」『兵庫考古』第8号　昭和54年

⑳三田市天神遺跡の資料は、採集・保管されている地元の米谷省吾氏の御厚意により、先年

実見した。

㊥　欠損資料については、全形状の％～％以上を留めると想定されるものは「白（器長がよ

り長くなる）および「－」（器幅がより拡大する）の記号を付して掲載した。以下、第116

・140図とも同様である。

⑳　註⑳に同じ

福井英治『田能遺跡発掘調査報告』I　尼崎市教育委員会　昭和47年

鳥越憲三郎・藤井直正・荻田昭次・江谷寛・瀬川芳則・渡辺誠『勝部遺跡』豊中市教育委

員会　昭和47年

亀田博・増田一裕・奥田尚・宮川捗・樽野博幸『大福遺跡一桜井市大福所在遺跡の調査報

告－』奈良県教育委員会　昭和53年

⑳　中西靖人・宮崎湊史・西村尋文・酒井龍一他『亀井』大阪文化財セソクー　昭和57年

⑳　田中英司「縄文時代における剥片石器の製作について」『埼玉考古』第16号　昭和52年

同「折断と縄文時代の剥片石器製作」『石器研究』2　昭和56年

⑲　増田一裕「有舌尖頭器の再検討一本州・四国の出土例を中心として－」『旧石器考古学』

22　昭和56年

⑳　森浩一・鈴木博司『観音寺山遺跡調査概報』昭和43年

なお、弥生時代石器に対する「尖頭器」なる用語は古くより用いられている。末永雅雄・

小林行雄・藤岡謙二郎『大和唐古弥生式遺跡の研究』桑名文星堂　昭和18年

⑬　おおむね木葉形を呈し、大きさの上で石鉄と石槍との中間に位置する資料としての「尖頭

器」の存在は、現在でも一部で主張されているのにとどまる。その点より、これまで石槍

が多量に報告された遺跡の資料の再検討をする必要を感ずる。

㊨　この資料は二次加工の施された「石器」に限定し、石核、剥片、砕片は含んでいない。

㊧　木原克司・中尾芳治・八木久栄・松尾信裕・中川信作・山中一郎他『森の宮遺跡第3・4

次発掘調査報告書』　難波宮址顕彰会　昭和53年
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赤澤威・小田静夫・山中一郎『日本の旧石器』　立風書房　昭和55年

加藤晋平・鶴丸俊明『図録石器の基礎知識』I　柏書房　昭和55年

山中氏は、直線刃となるものを「直刃」とされている。

⑳　若林泰・斉藤英二『伯母野山弥生遺跡「神戸市灘区篠原高地性遺跡出土遣物概況－』神

戸市教育委員会　昭和38年

伯母野山遺跡例は打製石庖丁として報告されている。

⑳　井守徳男・大平茂・佐藤良二他『三田市・北摂ニュ・一タウン内埋蔵文化財発掘調査概報一

昭和54年度－』　兵庫県教育委員会　昭和55年

⑳　二上山北麓遺跡群において、一石器器種として初めて大きく取り上げられて以来（「裁断

面ある石器・同素材」）、とくに旧石器時代の研究分野において注目されてきた。

柳田俊雄「裁断面ある石器」『ふたがみ一二上山北麓石器時代遺跡群分布調査報告－』学

生社　昭和49年

⑲　註⑳に同じ

⑲　岡村道雄「ピェス・エスキーユについて一岩手東大船渡市碁石遺跡出土資料を中心として

－」『東北考古学の諸問題』　東出版寧楽社　昭和51年

㊨　村川行弘・石野博信『会下山遺跡』　芦屋市教育委員会　昭和39年

㊨　註⑳福井前掲に同じ

㊨　註⑳亀田・増田他前掲に同じ

丸山潔・丹治康明『楠・荒田町遺跡発掘調査報告書』　神戸市教育委員会　昭和55年

島田義明・橋本正幸・柳本照男・奥田尚『野畑遺跡一第1次発掘調査報告－』　豊中市教

育委員会　昭和56年

㊨　この遺跡の発掘調査報告書において、従前の「裁断面ある石器・同素材」なる名称は徹回

され、「楔形石器」と改称された。

堀田啓一・松藤和人・柳田俊雄・佐藤良二・古森政次・麻柄一志『二上山・桜ケ丘遺跡一

第1地点の発掘調査報告－』　奈良県教育委員会　昭和54年

㊨　平口哲夫「能登福浦へラソ遺跡出土の楔形石器」『石川考古学研究会会報』第21号　昭和

53年

㊨　趨哲済・森毅・田中清美・山中一郎他『大阪市平野区長原遺跡発掘調査報告Ⅱ』　大阪市

文化財協会　昭和57年

山中氏が指摘されるように、一端に平坦面を形成するものはある種の石核と混同し易いが、

器形、大きさ、器面を構成する剥離痕の状態、縁辺部における細部調整痕の状況などの各

属性を総合的に捉えることによって、両者の分離は可能な場合がある。ただ、氏のピュス

・ユスキーユは剥片素材に限定され、本稿での楔形石器とは完全に整合しない。
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㊨　資料を完形晶に限定したため、きわめて散漫な分布状況を示し、資料数において問題なし

とはしない。

㊨　近年、同種遣物に対する「削片」の用語使用に関して疑義が提示されている。本遺跡では、

資料数において検討するのに十分な量的保障が得られないため、この点に関しては言及し

得ない。一応、ここでは従来の用法に従っておく。

芹沢長介・岡村道雄・佐川正敏・阿部朝衛他『北海道亀田郡七飯町峠下縄文時代遺跡出土

資料聖山』　東北大学文学部考古学研究会　昭和54年

㊨　石神幸子・村上富貴子・池北孝男『池上遺跡・四ツ池遺跡発掘調査報告書』第3分冊の2

石器編　昭和54年

註⑳に同じ

大阪府池上遺跡では、弥生時代前期および中期に比定される遺構より出土し、兵庫県伯母

野山遺跡では伯母野山地域東部b地区より採集されている。いずれも、その出土状況の詳

細は不詳である。また、伯母野山遺跡例は縄文時代前期に特有の形態を呈しており、縄文

土器片もわずかに採集されていることは注意すべき点である。

⑲　小野昭「石器・骨角器」『考古資料の見方＜遣物編＞』　柏書房　昭和52年

小野氏の言葉を借用すれば、「石器製作における統一的な構造」の崩壊を意味しており、ま

たその新芽は、旧石器時代のうちに認められることが指摘されている。

稲田孝司「尖頭器文化の出現と旧石器的石器製作の解体」『考古学研究』59号　昭和44年

㊥　山田良三・佐藤良二『芝ケ原遺跡発掘調査報告書』　芝ケ原遺跡調査会　昭和55年

佐藤良二「志方町・加西市および周辺の旧石器」『旧石器考古学』21昭和55年

上記文献において、単に個々の剥片の平面形態を指摘する場合は、「縦長状剥片＝縦長状

の剥片」「横長状剥片＝横長状の剥片」と記し、「縦長剥片＝縦剥ぎ剥片」、「横長剥片＝

横剥ぎ剥片」とは区別している。また、素材剥片の用い方は石鉄やある種の削器など、器

種によってはおおむね統一的である場合も認められる。

㊥　註⑲に同じ

㊥　用木山遺跡例は、その詳細な出土（遺存）状態が少なくとも呈示されていないため、この

ような研究において支障をきたすことは必至であろう。

㊧　227・228とも、東谷区16号住居址より出土しており、限定された空間での出土位置が考慮

される。ただし、その埋土上部に包蔵されていたことより、本住居址埋没過程において、

斜面上方より流入したものであろう。

㊥　兵庫県会下山遺跡に類例が認められる。註㊨

㊥　村松貞次郎『大工道具の歴史』　岩波書店　昭和48年

㊥　宮原晋一氏の御教示による。

㊥　小笠原好彦千近畿地方の7・8世紀の土師器とその流通」『考古学研究』106号　昭和56年
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第　5　章　奈カリ与古墳の調査

第1節　は　じ　め　に

昭和55年度に調査された古墳で東尾根区に位置する。第1・2次調査にも南尾根区や北

斜面区で須恵器が出土したり、採集されたりしていたので、古墳の存在の可能性はあるも

のと思われていた。しかし、単独の出土で遺構を検出するには至っていなかったが、本例

で初めて明確な古墳を確認することができた。

東方のBX62・63で奈カリ与古墳の石材と同質の凝灰岩質砂岩の散乱が見られ清掃して

みたが、古墳は確認できなかった。そのため奈カリ与遺跡内では唯一の古墳となったので、

単に奈カリ与古墳と呼称することにする。

ただ、南斜面区の円形周溝状遺構があり、周帝の状況が奈カリ与古墳のものと似ており、

同時期かそれに近い時期の遺構の可能性は残されている。東谷区5号土器棺とともに、同

一平面において奈カリ与遺跡と釜屋城の時代の空間を埋める資料として意義深いものと思

われる。

第　2　節　古墳の立地

古墳の位置は、東尾根区に属し、その南斜面である斜面上に立地する。東尾根の頂部か

ら比高差で4．67花低く、平面で18m南の標高213．51花の一段低い地点に占地している。尾根

上緩斜面に東尾根区1号住居址があり、平面で3．5m、垂直面で約31花下がった位置に存

在している。

古墳の位置は、東尾根区2号住居址とほぼ同一面にあり、前代の住居址の平坦面を利用

したものと思われる。
（り

弥生時代の集落上に古墳を構築する例は、奈良県新沢千塚と一遺跡や一須賀古墳群と東
（診

山遺跡などを代表として多々ある。また、古墳下に弥生の住居址が確認されているものと
③　　　　　　　　　　　　　　　　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

して西宮市五ケ山2号墳や高槻市紅茸山C13号墳など諸例がある。三田市西山6号頃のよ

うに弥生時代の方形周滞墓上に立地する古墳もある。
（む

が、発掘調査によって平面プランをほぼ共有する例としては稀有な存在だと思われる。

奈カリ与古墳は規模を同じくする。すなわち古墳の掘り割りと住居址の肩が同じプランに

なる。
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第163図　奈カリ与古墳墳丘測量図

尾根頂上から一段下がったところに占地して古墳を構築している○三田市内でも終末期

の古墳として著名な青竜寺裏山1・2号墳も南斜面の尾根上からある程度下がったところ

に築かれている。石室の形態が近い奈良山12号墳は尾根上に築かれてはいるが、尾根上の
⑦

平坦面は広く緩やかな傾斜をなしており、その南端に立地している。古墳構築に際しての

理由があるのかもしれない。この時期の多くの古墳は同様の立地をしているものが多く、

奈カリ与古墳もその例に漏れない立地をしている。

第　3　節　外　　　　　形

外観は調査前は全く古墳の姿を残さず、石室の石材の検出によって古墳の存在を知り得

た。それほど保存状態は悪く、墳丘は残っていない。第163図は地形測量図であるが、墳丘の

コンターラインは全く窺い知れない○南側がかろうじて外へ開いている程度で、コンター

ラインは平行に走っている。標高の高い方（北側）に掘り割りが検出されたので、何とか墳
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形は推定できた。長さ7〝乙の弧状の掘り割りから径7～8〝乙の小円墳であろうと思われる0
（む

掘り割りは馬蹄状溝や地山整形とも呼ばれるもので、幅2・5～3・51花、深さ20～60C椛で長

さ7mを測る。地形の高い部分だけに存在する点は斜面上に立地する古墳のあり方と同様

の性格を有する。掘り割りは正円形にならず不整円形を呈するものである○検出部分がほ

ぼ全てで当初の原形に近いものと思われる。地形の高い方だけの墳裾を画するために掘削

されたものと考えている。

墳丘は南半が流失しており、旧状を示さないが、内部主体から考えて極端に高いものと

は考えられない。どちらかと言えば、墳丘は低い方の部類に属した可能性の方が高いと思

まっれる。

第　4　節　主　　体　　部

主体部は凝灰岩質の石材を使用したもので、板状の節理を利用した石室である○切石状

の板石を立てた終末期の横穴式石室の一変形と言えよう。

しかし、終末期の古墳に見られる特殊な石室例として把えるならば、横穴式石室とする

よりは横口式箱式石棺とでも呼ぶ方が妥当かと思われる。それは用石法と開口部における

閉塞施設のあり方から、そう考えられる。横積みや縦積みではなく石材を立てて、上に積

むことなく奥壁・側壁を構築する方法は箱式石棺の構造を思わし、閉塞施設も羨道に相当

する石材よりも閉塞石が大きく、側壁の上に乗るように閉塞している点は横穴式石室とは

異なる方法である。ただ棺台と思われる石があり棺を内部に納めたものと思われるので石

棺と呼ぶのもおかしい。そのため横口式箱式石棺様石室とでも呼称することにする。

等高線に直交して開口しており、主軸はN－320－Eと南東方向へ向いている。

羨道部はほとんど残存せず、2石ずつ側壁が残っている。古墳の前面は急斜面を呈して

おり、自然崩壊したものと思われるが、それほど長い羨道は付加されていなかったと思わ

れる。

築造に際しては、東尾根区2号住居址廃絶後の堆積土を切り、さらに地山を深いところ

で60C仇掘り込んでいる。東西1．4m、南北2．5m、深さ30C都の墓塊を穿っている。2段墓壊

となり、東西1．1〝乙、南北2．2〝乙、深さ80C仇をさらに深掘する。墓境底の規模は東西80C鵜、

南北2．2〝乙前後を測るもので、これをさらに整形している。中央は床となるように東西70

c鵜、南北1．65mを平坦にしている。そして開口部を除く他の3辺を墓痍壁に沿ってもう1

段深く掘っている。幅12～22C仇、深さ15～20C仇の溝状の掘り方を設けている。その棺の中
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でも長辺の中央部分だけさらに1段深くしている。奥から3石目の石材部分に相当し、両

長辺側壁とも9C帯深く掘られている。これは側壁の安定を保ち側壁を強固にするためで、

この部分から石室を構築したと考えるのが妥当性があると思われる。

側壁・奥壁とも溝の内側（屍床部側）に接して石材を立て、掘り方の空間と、外側（墓

境壁側）の墓墳肩との間には裏込めとして僅かな礫とともに黄色粘質土で固めている。側

壁の石材は墓境底に接して立てられ、下部は平坦にし安定を図っている。石材自身も下の

方が若干厚いように立てている○石室は長辺側壁が4石、奥壁（短辺側壁）が2石で成っ

ている。奥壁は長辺側壁を築いたのちに立てたものと思われる。墓境との間隙に小形の板

石を底に入れて強固にしている。この板石以外は地山土と黄色粘質土で固められている。

屍床部は墓塊底にきめの細かい粘性をおびた土を厚さ5C椛ほど置土をして張床としてい

る。その上に石室の用材と同種の板状の石材を奥壁沿いに1石と、中央部に1石、ともに

主軸よりやや西に偏して置かれている。

高さが揃っていることからも棺台と思われる。羨道は東長側壁に平行に付け、西長側壁

は袖を有している右片袖になっている。袖石も掘り方を穿っているが、側壁のものと比較

すると浅く、5c椛程度の深さである。

袖石は垂直にしっかり立てて横口部として開き、これに閉塞石と羨道石を付加している。

羨道は掘り方を持たず石室側壁や袖石にもたれかけさせたものと思われる。構築時には裏

込めの土で固めて立てていたものだろう。裏込めの土はすでに流失しており、羨道自身も

一部倒れた状況で確認した。東側は側壁の延長上に、地山に含まれるチャートを下にして

内債した状態で検出した。西側の方が良く残っており、袖石の東端部外側に直交して垂直

にしっかり立てている○袖石小口面とこの石の面が並ぶように築いている。この羨道第1

石目の石は袖石とともに閉塞に際して重要な意味を持つと思われる。2石目からは1石内

側にずらして羨道は続いている。2石目、3石目は土圧などの影響でか東側同様、内債し

て検出された○羨道の現存長は52c郡を測る。墓塊が内側に入りかかってもいるので、さほ

ど長い羨道が存在したとは思えない。

閉塞石は上端の方が幅の広い逆台形で最大幅は50C枕を測る。下端は15C統だけ地山に接し

ている。閉塞石は袖石と平行に袖石より一枚分手前に位置し、食い違って袖石と直線にな

る○羨道に架するように上から閉塞しており、袖石と西側羨道1石目に接している。上か

ら閉塞しており、この点から羨道は現存の石材の15C鵜程度の高さと思われる。閉塞は単次

埋葬を意図したものでなく、開閉も意識して構架したものと思われる。
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1．暗黄褐色粘質土
2．暗茶褐色粘質土
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第165図　奈カリ与古墳石室
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主体部の残存長は2・25m、最大幅95C仇で、玄室（石榔部）の内法は長さ1．6m、幅70C鵜で、

開口部の幅50C鵜を測る。棺台と側壁の最大値は40C仇を測る○石材が15C糀前後の厚みで、石

質も軟質なので、上には積んでいないと思われるので40C耽＋αの高さと考えられる。

石室内の落石の寡少さと検出時に石室上面だけ色調が厚さ3～8e都暗茶褐土と異なって

いたことから木蓋の可能性も考えられる。この有機質を含む土の存在から木蓋かそれに近

い施設が想定される。

遣物は床面から須恵器が2個出土している他は認められなかった。西側壁に接して袖に

近いところで口頸部を欠失した台付長頸壷が中央の棺台手前で杯身が出土している。とも

に床面に接して出土している。

第　5　節　出　土　遣　物

坪

口径9・2C帯、器高3．7C仇の小型の杯である。

外上方に直線的にのびる体部に、やや外反する口綾部をつけ、端部を丸くおさめている。

内外面ともロクロナデの後、体部下半と底部外面は粗いロクロケズリ調整を行っている。

胎土・焼成とも良好で、青灰色を皇し、器表には自然粕の付着をみる。

長　　頸　　壷

最大腹径25・7C潤、現存高17．9C椛の大型品である。

口頸部は副葬時に破砕されたためか遺存せず、形態は不明である○内禦ぎみの肩部から

胴部への屈曲は、鋭さをもたず底部へとつづく○屈曲部に2条、肩部に1条の浅い凹線を

巡らし、凹線間には櫛措き列点文が巡らされている。底部には外方にふんばった高台が付

き、円形3方の透し穴が穿たれている。胴部下半以下はロクロケズリによって調整され、

体部と頸部の接合は、3段に構成されている。

器表は青灰ないし灰色で、断面はセピア色を呈する。焼成・胎土とも良好で、器表全面

に線色の自然粕の付着をみる。

出土遺物は以上の須恵器2個体のみであるため、その時期は速断を許さないが、田辺昭
⑨

三氏の編年でTK46型式に近似するものと考えておきたい。

第　6　節　ま　　と　　め

奈カリ与古墳は、尾根上から一段下がった南向懐斜面に弥生時代中期後半の住居址の平
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坦面を利用して築かれた古墳で、径7

～8〝lの小円墳である。内部主体は横

口式箱式石棺様石室と仮称した特異な

石室で古墳時代終末期の三田盆地を考

える上に重要な古墳である。規模など

は前述した通りで、横口を持つところ

に最大の特徴を有する。出土遣物は須

恵器2点だけであるが、それから7世
第166園　石材の露頭

紀前半ひいては7世紀前半でも新しい時期が与えられると思う。

三田盆地でこの時期の古墳を見てみると、北東方向の0・8～1・2短と至近距離にある西山

・奈良山古墳群中に存在し、武庫川対岸の直線距離で北東へ2・2短離れた青竜寺裏山古墳

群にも知られている。奈良山12号墳、西山7号填、青竜寺裏山1・2号墳などで、石材も

同質の石材を使用している。この中では、西山7号墳の横穴式土塊と同時期もしくは後出

し、奈良山12号頃に先行する一時期古いタイプの古墳と考えられる。青竜寺裏山2号墳は

未調査だが、奈カリ与古墳に似た形態を取っていそうである。現状はロを開けた箱式石棺

状の状況を呈している。同時期の古墳と考えられよう○

石室の用材は凝灰岩質の砂岩で、三田市と神戸市の市境となる山塊で採取される石であ

る。八景中学校の裏山から神戸市北区宅原にかけての山で見られる○現状でも国道176号

線の切り通しや宅地による崖面で露頭（第166図）が見られる○昭和55年9月、県土木三

田土木事務所による国道176号線の拡幅に伴う工事の際、切り通し面がさらに切られ、新

しい断面を観察することができた。地表下3～4mまで石材と同質の砂礫土で構成されて

いたが、その下は奈カリ与古墳と同じ石材が確認された。現状でも板状の節理が見られ、

用材として利用しやすいことが看取された。石材の運搬の便や地域的な問題を考慮しても

採取に至便な宅原の石を運んだものと考えられる0▼

三田盆地内の石材を使用して築いた古墳であり、三田盆地内で自生的に発生した古墳と

思われる。全く同タイプの古墳を見出すことができず、周辺に数基の同時期もしくは近い

時期の特殊古墳が存在している点もその傍証となろう0分布調査などで確認されにくい低

墳丘の古墳が三田でも認められつつある現在、同様の古墳が増加する可能性は非常に高い

と思われる。
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註　①網干善教・伊達宗泰他『新沢千塚古墳群』奈良県教育委員会　昭和56年

⑧　掘江門也・菅原正明『東山遺跡』大阪府教育委員会　昭和54年

⑧　武藤　誠「考古学よりみた古代の西宮地方」『西宮市史』第7巻　昭和42年

④　原口正三『高槻市史』考古編　高槻市役所　昭和48年

⑤　高島信之氏の御教示による。

⑥　兵庫県教育委員会が昭和57年度調査を実施した龍野市養久乙城山2号頃で同一の例がある。

深井明比古・市橋重喜氏の御教示による。

⑦　高島信之氏の御教示による。

④　柳田純孝・柳沢一男『片江古墳群』福岡市教育委員会　昭和48年

⑨　田辺昭三『須恵器大成』角川書店　昭和56年
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第　6　章　釜屋城址の調査

第1節　釜屋城址の位置と立地

釜屋城址は武庫川右岸に展開する沖積地の背後にある丘陵頂に位置する。土塁を除く丘

陵頂の最高所は標高約221．47花で、標高約220m以上は傾斜の緩やかな平坦地となっている。

この標高220mの等高線の下方は、傾斜が変換し急斜面になっている。標高220mの等高線

は、ほぼ北を頂点として南と東に広がる三角形状を皇し、釜屋城址もこの2201花の等高線

に沿って土塁を構築している。

丘陵頂からは南は六甲山地、北は多紀連山、東は武庫川を挟んで対岸に位置する有馬富

士をはじめ、羽東山などの羽東山系、西は吉川町、東条町に展開する丘陵地を見渡すこと

ができる。丘陵下方には三田盆地が展開し、釜屋城址の位置する丘陵頂からは、三田盆地

全域がほぼ死角なく見通すことができる○

このことはすでに奈カリ与遺跡の立地の項でも触れたとおりであり、急峻な山頂でない

が、極めて視界の良好な地点を選地しているといえる〇

第　2　節　内郭の調査

丘陵頂の土塁に囲まれた範囲を内郭と呼ぶことにする○

内郭の調査は、第1章第2節の調査の経過の項でも述べたように、本遺跡の調査の端緒

になったものであり、5×5〝乙のグリットを設定して全面調査を実施した○

その結果、表土下には若干の黄褐色土の堆積が認められた。この黄褐色土は時期の下る

遣物を包含していて、釜屋城址廃絶後の堆積層であると考えられる○黄褐色土層下は赤褐

色地山土が広がっている。なお、赤褐色地山土層直上で数片の弥生土器が検出されたが、

遺構は発見できなかった○

内郭は南北に長く約53〝乙で、東西の最長距離は約37・57花を測る○内郭の面積は約1，406

諺である。

比高差は約1．3〝乙で、最も高い地点が標高約221・4〝乙のほぼ中央部にあり、最も低い地点

は標高約220．17花の北端頂点付近である。全般的には中央部が最も高く、土塁付近が低く

なる「カマボコ」状を呈するとともに、南が高く、北に向って傾斜している○ただ比高差

が約1．37花あるにもかかわらず実際には平坦な観がある○これは内郭の大半が220・75〝乙
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の等高線内におさまり、内郭の約％が比高差60e仇程度内の範囲にあることによる。

このような内郭の状況は、おそらく旧地形においても同様であったと想定され、主とし

て土塁盛土の確保を目的とした丘陵頂部平坦面の若干の削平が行われたとしても、地形の
①

大きな改変はなかったと考えられる。

内郭では全面にわたって赤褐色地山土まで掘り下げたが、何ら建物址などの遺構は検出

されなかった。出土遣物も若干量を除くと皆無に近い状態で、さらに内郭は全く捜乱され

た形跡は無く、後に述べる土塁の遺存状況なども考えあわせると、本来遺構は存在しなか

ったとみるべきであろう。土塁を構築したものの、現実には使用されないまま放棄された

と考えられる。

第　3　節　土塁の調査

土塁は釜屋城址で唯一確認できた遺構である。丘陵頂平坦面を囲むように構築され、外

方は急斜面に続いている。

土塁の遺存度は極めて良好で、木板による部分的な捜乱以外は後世の削平・撹乱を全く

受けておらず、築城当時のまま遺存していると考えられ、土塁の構築過程の観察には好都

合であった。

平面形土塁の平面形は不等辺7角形状を呈する○各辺の長さは西長辺から時計廻りに

43・3m（実長45・6m）、12・4m、9・Om、49・1m、13・4m、30・3m（実長31．6m）、11．4mを

測り、7辺のうち4辺が短い。短辺のある位置は、丘陵頂部から北、東、南にのびる尾根

稜線上で、平坦部の幅に限られている。

ただ西辺のみが地形の制約を受けて、北側で弧状に屈曲し、これを短辺とすると7角形

となる。しかし基本的には土塁の平面形は、南辺を底辺とする3角形であり、この3角形

の各頂点付近を切断して短辺を付加し、不等辺7角形に土塁の平面を構成している。

各辺は僅かに凹凸があるがほぼ直線状である。旧地形の制約を受けたためか、西長辺の

蛇行が最も激しいが、これも直線状とみなした方が妥当である。

各長辺と短辺がとりつく角度は、各長辺を基準とすると、西長辺の北（西長辺と北西短

辺のとりつく角度、以下同様）は約1450、北西短辺と北短辺のとりつく角度は約122。、南

は約1270、南長辺の西は約1340、東は約1080、東長辺の南は約139。、北は約125。で、いず

れも鈍角であるが、南長辺と南東短辺のとりつく角度が直角に近く鋭く屈曲し、しかもこ

の付近の土塁は急角度で高く盛られている。また仮に、土塁の基本形を3角形とみた場合、
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第169図　土塁南東辺張り出し部断面図
1・表土　2・淡黄褐色土　3・淡赤褐色土　4・暗灰褐色土　Y．黄色土系　R．赤色土系

北頂点は約310、西頂点は約820、東頂点は約670となる。

土塁各長辺の方向は西長辺がN－160－Wで、南長辺はN－650－E、東長辺でN－480

－Wを測り、南北方向の最長距離にあたる南長辺と北短辺の中心点を結ぶ3角形の2等分

線を、土塁の長軸方向と考えると、N－330－Wで、土塁は北からやや西に振っているこ

とが判る。

土塁切断部　土塁は丘陵頂部を完周するが、西長辺と南長辺の2か所で、逆三角形状の

切断された部分がある。

西辺にある切断部は、南コーナトから約20．51花の西辺の中央部付近にあり、上端で約

4・Omにわたって切断されている。

南辺にある切断部は、西コーナーから約9mの南辺の東側付近で、上端の幅は約6．07花

にわたって切断され、西辺の切断部より幅が広いが、これは土塁の高さに起因するもので

あろう。西辺、南辺切断部の基底から上端への切り込まれた角度は、それぞれ1000、1010

でほぼ同様である。

第170図　第1トレンチ土塁断面図

1・表土　2・暗黄褐色土　Y．黄色土系　R．赤色土系
RY．赤色黄色混土系
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この2か所の切断部は、この付

近の土塁縦断面観察の結果、後世

に掘り込まれたものではなく、土

塁盛土が切断部付近で、切断部の

傾斜に沿って下降し、土塁構築時

にすでに存在していたことが明ら

かである。

なお、この2か所の土塁切断部

の機能については、概報で城の出

入口にあたる「虎口」と考えたが、



第171図　第3トレンチ土塁断面図
1．表土　2．黄褐色土　3．暗黄褐色土　4・灰黄褐色土
Y．黄色土系　R．赤色土系　YR．赤色黄色混土系

この切断部付近の内

郭側は、一段低くな

っており、また、内

郭の項でも指摘した

とおり、内郭が土塁

付近で低くなる傾向

が認められることか

ら、切断部は「虎口」

よりも、内郭の排水

施設と考えたい。土塁が完周して切断部がない場合、雨水は地下に自然浸透することを待

っはかなく、浸透の許容量を超えた場合は滞水することが考えられ、内郭の排水施設の設
②

置は不可避であったとみるべきであろう○

出入り口　ところで土塁外から内郭への出入りであるが、土塁南長辺と東長辺間の南東

短辺に、土塁外側にさらに土を盛り、傾斜を緩くした張り出した部分がある○東にのびる

尾根稜線の基部にあたり、後の第5トレンチにおける土塁の横断面観察の項でも述べるが、

この部分では土塁外方の幅約2．5m、深さ約60C仇にわたって大きく掘り割っている○土塁

はこの稜線を掘り込んだ内側に築かれていて、盛土以上の高さを有し、約550の傾斜をも

っ。この土塁の外方の掘り込んだ部分を覆って幅約1mほどの張り出し部分が付加されて

いる。張り出し部分の両側面は急傾斜で、土塁が崩落したとは考え難い○

また横断観察のため、この張り出し部の断割を行った結果、やはり土塁の構築後に付設

した施設であることが確認された。

第172図　第5トレンチ土塁断面図

1．表土　2．暗黄褐色土　Y．黄色土系　R．赤色土系　RY・赤色黄色泥土系
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尾根稜線を掘り込んだ上に、黄褐色土を土塁側から外方に向かって傾斜を持たせながら

盛土され、最後に厚さ20C仇弱に赤褐色地山土を貼り付け、約200はどの角度で土塁頂部に

とりついている○土塁の内郭側もまた緩傾斜で、内郭への出入りは、この部分から行われ

たことが予想される。

さらに大胆に想定すれば、この東にのびる尾根は、緩く下降しながら鞍部付近で古くか

ら存在したとみられる山道に連絡する。この山道を下れば、国重要文化財に指定されてい
③

る本殿のある御霊神社を経て、貴志の集落に至る。

土塁の調査方法　土塁の調査は、西長辺に2か所（第1トレンチ、第2トレンチ）、南西

短辺に1か所（第3トレンチ）、南長辺に1か所（第4トレンチ）、南東短辺に1か所（第5

トレンチ）、東長辺に1か所（第6トレンチ）の合計6本の土塁横断トレンチと、先の内

郭への出入口とみられる張り出し部の横断トレンチ1か所を設定し、土塁各所の横断面観

察を行った。

さらに第2トレンチと第5トレンチの問の南側については、土塁盛土内に包含される遺

物の採集と、下層の弥生時代遺構の検出を目的として、盛土および旧地表の全面排土を行

った○この全面排土に際して、土塁の構築過程をより立体的に把提するため、土塁に対し

て平行にその頂部から断割し、

横断面と合わせて縦断面の観

察を実施した。

この縦断面観察を実施した

位置は、南長辺にある土塁切

断部を中心に、第4トレンチ

を基点として第5トレンチに

第11表　土塁各部の計測値
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向かって約171花の範囲と、西長辺にある土塁切断部を中心に、第2トレンチを基点として

第3トレンチ側へ向かって約10mの範囲である。

この2か所の縦断面観察の結果、南、

西の各長辺に存在する土塁切断部が後世

の所産ではなく、土塁構築時から形成さ

れていたことは先に触れたとおりである。

ただ、縦断面観察の目的の一つとして

いた土塁がどの部分から構築作業が開始

され、どの方向へ進んだかという平面的

な順序については時間的制約のため、観

察できた部分は少なく果たすことはでき

なかった。これは横断面観察による土塁

構築の垂直的順序については、ある程度

見通しを得ていたので、平面的順序も明

3　　らかにしたいという意図であったが、先

に記したとおり、調査の日程上、土塁の

全周について同様な調査方法がとれず、

土塁全周の作業工程については不明であ

る。
4

横断トレンチの調査　土塁各所に設定

した横断トレンチ調査によって、土塁の

構築過程に一定の規則性があることが明

らかとなった。第174～179園に示す土塁

5　の構築過程図は、土塁横断面観察の所見

であり、各土層の分層の仕方、あるいは

各過程の順序についいては、若干の変更

の可能性もあるが、おおむね不動であろ

うと考えられる。

ただ、あらかじめ断っておきたいが、

各工程面が叩きしめられているとか、作第174図　第1トレンチ土塁構築の過程
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業の中断したような痕跡は認められず、土塁構築自体は、時間を置かずに一気に盛土され

たとみた方が良いと思われる。

また、盛土の土質は基本的には2種類で、その粒度や、礫の含有する有無など若干の相

違は認められるが、地山土である赤褐色を呈する土と、旧地表下の堆積土である暗黄褐色

土からなる。これらの2種類は、互層状に積み上げられることを原則としている。しかし、

「版築」と呼べるほど2種類の土を互層に叩きしめて盛り上げてはいない（断面図中の盛

土部分のYは黄褐色土、Rは赤褐色土、RYは赤褐色土と黄褐色土の混土である）。

以下、各トレンチの調査結果について述べることにする。

第1トレンチ　西長辺北側に設定したトレンチである。すでに立地の項でも途べたよう

に三田盆地を見下ろすことのできる丘陵頂東

半部とは逆方向にあり、下方は比高約50mの

深い谷になっていて、西側は同様な丘陵状地

形が連続している。山城としての機能からす

れば、敵の侵入を見張れる眺望の良い地点か
④

らは逆方向で、いわゆる「揚手」側にあたる。

土塁の構築はまず、地形を削り出す整形か

2　　ら始める（第174図1）。地形の整形は、内郭

第175図　第2トレンチ土塁構築の過程

と同時に行われたのであろう。残された旧地

表から類推して、第1トレンチ付近は約250程

度の傾斜で他の部分に比較すると急傾斜であ

る。

地形の整形は、頂部平坦面から傾斜面に移

行する付近の表土面を梯形に掘り残す作業

で、土塁の基礎的部分である。この際、地表

面を含めた堆積土が、掘り残されていること

から、必ずしも地山土層との区別がなされて

いたとは考えにくい。地形の整形に際しては

特に梯形部の外方（土塁外側）は、斜面の平

坦化をはかっている。
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なお、各部位でも同様であるが、

旧地表面が遣存している部分（厚さ

le椛前後の薄層）は暗灰色を皇し、

有機質分が分解した土層を残してい

るが、焼土・灰・炭化物は認められ

ず、築城前に山焼きされたような痕

跡は残していなかった。当然、伐採

が考えられるが、古墳盛土でよくみ

られる炭化物層が残らず、伐採した

木材は、再利用されたとみるべきで

あろう。地形の整形後に開始する盛

土は無差別に積み上げるのではなく、

一定の順序を有している0　2と3の

順序は、切り合いが微妙で、あるい

は順序の逆転する可能性もあるが、

2で示した工程が、あたかも地形を

削り込んだ部分を盛土によって修復

するかのような作業を行っており、

盛土作業の第1工程と考えた。第2

工程は梯形部側辺から上辺直上まで

の整形面全体に薄く盛土を行い、そ

の中位から上方にかけて黄褐色土を

交互に盛土し、梯形部の下方に拡大
第176図　第3トレンチ土塁構築の過程

している。

盛土の次の工程は、先の梯形状に盛土した端より上方に向かって外側から内側に盛土す

る。

第3工程は第2工程の上部の、やや内側に寄って盛土を行う。この段階でようやく土塁

状の高まりが麒著となり、ほぼ土塁最高部となる部分も決定される。

第4工程は第3工程までに盛土した部分の全面を覆うように盛土され、土塁の構築作業

を完了する。盛土部分の最大厚は約70C仇で、他の部分に比して盛土量が少ないことが特徴
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である。

なお、各土塁の計測値に

1　ついては第11表を参照され

たい。

第2トレンチ　西長辺中

央部の土塁切断部の北側付

2　近に設定した。第1トレン

チと同様に城址としては裏

側にあたり、斜面下方の一

部に若干の平坦面はあるも

のの、おおむね急傾斜であ

3　　る。

第177図　第4トレンチ土塁構築の過程
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まず、傾斜角度約200ほ

どであったと想定される斜

面の整形から構築作業を開

始する。債斜面の内外を掘

り削り、一部地表面を残し、

梯形に突出させる。削られ

た斜面の下方は平坦化がは

かられ、梯形部下方側辺下

はさらに帯状に掘りくぼめ

られている。

地形の整形後に盛土が行

われる。2と3の工程は、

第1トレンチと同様に逆転

する可能性もある。

2は梯形部の中位より上

方に外側から内側に向かっ

て盛土作業を行っている。

黄褐色土と赤褐色土を交互
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に盛土することは、それほど明瞭ではないが、僅かに窺うことができる0

3は梯形部下端と上辺上の一部に盛土する工程で、旧地形を一部復原するような形状を

示している。この場合は、内側から外側に向かって盛土することを原則としている。

4は盛土の最終工程で、全体を覆うように盛土し、作業を完了する○土塁上端には幅約

60C鵜ほどの平坦面がみられる〇

第3トレンチ　丘陵頂部から南にのびる尾根稜線の基部付近で設定した。南西短辺に

第178図　第5トレンチ土塁構築の過程
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あたる。

傾斜面地の第1・2トレンチとは

逆に、尾根稜線上の平坦地にあたり、

旧地形も麒著な高低差のない平坦な

地点であったと想定される○このほ

ぼ平坦な地形を大きく帯状に開削し

て、土塁の外側とし、内側も削平を

行い梯形状に地形を整形する○

地形の整形後、盛土作業を始める○

盛土はまず、梯形部中央から外側に

向かって溝状開削部まで行われる○

この段階の盛土によって、土塁外端

が決定され、上部に盛土被覆作業が

行われないことが、この断面付近の

特徴である○

次の段階では、梯形部を覆うよう

に外側から内側に向けて盛土される○

この段階では、整形面の梯形部と同

様に梯形に盛土されているが、上端

は叩きしめられたような痕跡は認め

られなかった○

さらにこの上面に、内側に向けて

盛土の作業を行い、土塁の幅が決定

され、若干の盛土被覆によって構築

l
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作業を完了する。

以上のような第3トレンチの断面観察によれば、外側から内側に向かって徐々に高さを

増すような土塁の構築方法がとられ、後に触れる第4・5トレンチと合わせて、南辺付近

にこの構築方法が顕著に認められる。この構築方法と南辺付近の土塁が最も急角度に、し

かも高さにおいても他を凌駕していることと無関係ではあるまい○なお上端は平坦面が認

められず、円弧状を呈している。

第4トレンチ　丘陵頂部の南東に開析する谷に画した土塁南辺中央部付近に設定した第

4トレンチの東側約10mには土塁の切断部がある。

南長辺の土塁の特徴は、傾斜変換点からやや丘陵頂平坦面に寄った地点に構築されてい

ることで、旧地形は約150程度の緩傾斜であったと想定される〇第4トレンチでも傾斜変

換点から約1mはど平坦両側に寄せて構築されている○これは、第1・2トレンチのよう

に懐斜変換点もしくは傾斜面に土塁を構築した場合、土塁を高く盛土できないという技術

的な制約があったと考えられる。換言すれば、南長辺は土塁を高く盛土する必要があった

ために、傾斜変換点よりやや上方に控えた場所を遠地したのであろう。

第4トレンチの場合も、他の部位と同様、土塁の構築は地形の整形から開始されている。

外側は大きく韓状に開削し、内側も僅かに削土され梯形状の地形の掘り残し部分をつくる。

この梯形部は、他と比較すると内側の削平が浅く、三角形状に近い○外側の大きく開削さ

れた部分は、幅95C帯、深さ約50C鵜で、断面「U」字形を呈する

なお、この掘り残された旧地表下に弥生時代の包含層、遺構が検出されたことは、奈カ

リ与遺跡の項で述べたとおりである。

この梯形部上に盛土作業を始める。2で示すように、まず梯形部上辺全体を覆うように

約10～15C鵜の厚さで水平に盛土される。

3・4では、この上方に三角形状に順次盛土された過程を示している。3では外側から

内側に向かって盛土される。4では3の過程で盛土された内側斜面上に、内側から外側に

向かって、3とは逆方向にまず盛土作業が行われ、さらに逆方向の外側から内側に向かっ

て盛土される。したがって、4で示した工程は、二つに分解しても良い。

このように、3・4の段階では外→内、内→外、外→内と盛土の方向を変えていること

が顕著に窺える。これは土塁外側の斜面角度を直立した状態に近づけるための盛土技法で

あったと考えられるのではなかろうか。

3・4の段階での、基本的な土塁の形成後、全体に盛土による被覆を行い土塁の構築作
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業を完了する。

第5トレンチ　丘陵頂から東にのびる尾根稜線上の基部に設定した○南東短辺上にあた

り、南長辺を挟んで第3トレンチとは対称の位置にある。また、第5トレンチの北側約1・5

第179図　第6トレンチ土塁構築の過程
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仇には内郭への出入口となったと考えられるスロープ状の土塁張り出し部がある。

第5トレンチ付近の旧地形は、ほとんど傾斜のない平坦地であったようである。ただ丘

陵頂部からみると、僅かに傾斜が変換している地点にあたり、土塁はこの僅かな変換部を

利用して構築されている。

第5トレンチでも、まず地形の整形から行われ、梯形部をつくり出している。特に、外

側の掘削は大きく尾根稜線上を横断するように帯状に掘り込まれ、土塁を盛土した高さ以

上に高くみせる工夫をしている。

盛土はこの溝状に開削した上部から開始している○この作業は旧地形を削平した部分の

復原に対応するかのようで、梯形状に地形を掘り残すこと自体は、土塁構築技術の上から

はあまり重要でなかったのかも知れない。

3の段階では、旧地形を掘り残した梯形部と、2の段階の盛土層を覆うように、外側か

ら内側に向けて盛土されている。この段階での盛土断面は梯形状を室し、第4トレンチで

みられたような断面3角形状になるような盛土の方法は、顕著には認められない。

4では3と逆方向に内側から外側に向けて盛土が行われ、おおむね土塁の形状が完成さ

れる。その後、全体を覆うように薄く盛土され、土塁構築作業を完了している。

第6トレンチ　東長辺中央付近に設定したトレンチである。

この部位の土塁の構築は、10～150前後の傾斜と推定される旧地表面の整形から開始さ

れる0地形の整形は、梯形状に地表面を掘り残し、それ以外ははぼ地山面までを掘削する

程度である。ただ、梯形部の前後は、若干の窪地状になるように一段深く開削している。

盛土はこの梯形部と、その前後の窪地を覆うように盛土していく0盛土された部分の幅

は、他のトレンチと比較するとかなり幅広いのが特徴である○しかし、構築作業終了後の

土塁の形状をみると、内郭側で土塁状に高まりをみせるのは内側盛土端より約3．3m外側

の地点にあり、その間は平坦ないし、僅かに下降気味である○このように実際に盛土され

た部分と、土塁状の高まりをみせる部分との幅には大きな相違がある○これは、梯形部を

つくり出すために、必要以上に内側を掘り込んだため傾斜が急になり、急傾斜部分を埋め

ざるを得なかったのであろう。

土塁部分の盛土は平均的に行われ、第3～5トレンチの盛土方法とは異なっているが、

第1、2トレンチに比べると、外側は高く、傾斜角度も大きい○このことは土塁各辺の中

で、この付近の土塁の占める防御機能上の位置を如実に示している。
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第　4　節　出土遣物

釜屋城址に関係すると考えられる遣物量は第1次・第2次調査分を合わせても、コンテ

ナ数にして約10箱を数えるにすぎず、城址を全掘したにもかかわらず数量は限られている0

しかし、量的には少ないが、各種の遺物が出土しており、室町時代末期～戦国時代の特徴

をよく示している。

これらの遣物の出土地点は大別して釜屋城址内郭、土塁盛土中、土塁外の三つに区分す

ることができる。量的には大半が土塁盛土中からの出土で、盛土の各層から比較的均等に、

しかも各個別の遺物がまとまった状態で出土している。次に内郭、土塁外の尾根、山腹の

順に出土量が多い。

土塁外から出土した遺物は、土塁以外に構造物が検出されていないので、土塁ないし内

郭から流出したものであろう。なお三者は相互に接合する遣物（土器）が若干認められる○

出土遣物には、土器・鉄製品・銅製品・鉛製品・銭貨・石製品・瓦がある○以下、土器

より順に個々の遣物について記述していくことにする。

1．土　　　　　器

土器類は出土量が最も豊富であるが、そのほとんどは破片となって出土している○種別

には土師質土器・須恵質土器・瓦質土器・国産陶器・舶載磁器がある○

土師質土器　土師質土器には小皿・措鉢・土鳩がある。

小皿　1～9は土師質の小皿である。

1は口径7C駕、器高1cmを測る。色調は淡黄灰色を呈する。休部は底部から緩やかに外

上方へ立ち上がる。口縁端部はややとがり気味で、体部外面は僅かに指頭圧痕が認められ

る。

2は口径8．5C仇、器高1cmを測る。色調は淡黄灰色を呈する。平底にやや直線的に外方

へ開く体部をもち、口縁端部はややとがり気味に終わる。内・外面ともヨコナデを施し、

器壁は5胡m前後とやや厚い。

3は口径7C潤、器高1．2cl花を測る。色調は淡黄灰色を呈する。体部は底部から緩やかに

外上方に短く立ち上がる。口緑端部はややとがり気味で、体部外面に僅かに指頭圧痕が認

められる。

4ほ口径8C椛、器高1．5C鵜を測る。色調は淡赤褐色を呈する。丸底風の平底で緩やかに
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立ち上がる丸味をもった体部をもち、口縁端部はとがり気味に終わる。内・外面とも丁寧

にヨコナデされ、器壁は3mm前後と薄い。

5は口径11cm、器高8mmを測る。色調は淡赤褐色を呈する。平底で緩やかに外方にのび

る短かい体部をもつ。内・外面ともヨコナデを施し、胎土は精良である。

6は口径9C甥、器高lc帯を測る○色調は淡赤褐色を呈する。平底でやや直線的に開く体

部をもち、口緑端部はややとがり気味に終わる。内・外面とも丁寧にヨコナデが施されて

いる。

7は口径9cm、器高1・4C仇を測る。丸底風の平底に緩やかに外方へ開く体部をもつ。口

縁下の体部器壁が肥厚する傾向を示す。内・外面ともヨコナデを施す。

8は口径9C郡、器高1・5川を測る。色調は淡赤褐色を呈する。平底に丸味をもって外方

に開く体部をもち、口緑端部はややとがり気味に終わる。内・外面とも丁寧にヨコナデさ

れ、器壁も薄手でシャトプにつくられている。

9は口径11C椛、器高1・5C鵜を測る。色調は淡赤褐色を呈する。丸底風の底部にやや外反

しながら斜め上方へのびる休部をもつ。

招鉢　30は土師質措鉢である。口径29Cが乙、底径12・6C椛、器高12．6C鵜を測る。色調は外面

口縁部が青灰色を皇し、体部は内・外面とも赤褐色を呈する。平底でやや丸味をもって外

上方へ開く体部をもち、口緑端部は丸味をもって終わる。口縁部から体部上面にかけては

ヨコナデ調整が施され、体部下面にはへラ削りが行われている。

内面にはヨコ方向とタテ方向の両方に櫛措きによる揺目が施されており、ヨコ方向に先

に措目を施した後、タテ方向に下から上に向かって11条を単位とする標目を施している。

体部外画には供が付着しており、内面底部の磨滅が著しい。胎土は精良で1mm以下の砂粒

しか含んでいない。

土鳩　29は口径18・45C鵜、腹径20C仇、器高9・1cmを測る土師質土鳩である。色調は外面が

赤褐色及び一部灰褐色を皇し、内面は赤褐色を呈する。丸底でやや丸味をもって上方へ立

ち上がる体部をもち、頸部はやや内側に傾き、口縁端部はややとがり気味に終わる。口緑

部外面および内面はヨコナデ調整を施し、体部外面に平行叩き目が残る。外面および口綾

部内面には一部煤の付着が見られる。焼成は良好で堅緻に焼き上げられている。

須恵質土器　須恵質土器にはこね鉢がある。

こね鉢　33は口径29cmを測るこね鉢である。色調は体部は灰白色、口綾部外面は灰黒色

を皇し、胎土中に微量の雲母片を含む。口縁部の内外面をヨコナデ調整する。
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第180図　釜屋城址出土の土器（1）
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第181図　釜屋城址出土の土器（2）
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第182図　釜崖城祉出土の土器（3）
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第183図　釜屋城址出土の土器（4）

第184図　釜屋城址出土の銭貨
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34も33と同様、須恵器の片口鉢である。

瓦質土器　瓦質土器には香炉がある。

香炉　22は口径10．5C椛、器高6．85C仇、底径9．2C都を測る瓦質香炉である。上下2条ずつ

のへラ描沈線を施し、その間に菊花の印花文を施す。体部外面は平滑に磨研されており、

内面はヨコナデ、内面下半には指押さえ痕が残る。脚は3足と考えられ、不定方向のケズ

リが加えられ、さらにナデによってそれを消している。色調は暗灰褐色を呈し、胎土・焼

成とも良好である。

国産陶器　国産陶器には産地の判別できるものに丹波焼と備前焼があり、備前焼には徳

利と措鉢が、丹波焼には壷・蛮・措鉢が見られる。また、ごく少量ではあるが、美濃系の

灰粕小皿の破片が見られる。

徳利　26は備前焼の徳利の口綾部および底部で、おそらく同一個体であろうと思われ

る。口径6C椛、腹径14．5C鵜、底径10C仇を測る。暗灰色のやや鉄分を含む胎土を見せ、焼成

は極めて墜緻である。ロクロ水挽き成形により、ロクロ回しは巧妙である。頸部には胡麻

状の灰被りを見せる。

摺鉢　40は口径29．8C鵜を測る丹波焼措鉢の口綾部である。色調は赤褐色を呈し、内面に

はへラ描きによる措目を下から上へ口緑下2～3C都程度にまで施す。体部は直線的に外上

方へ開き、口緑部は垂直に立ち上がる。口縁端部は丸味をもっておさめる。粘土紐巻き上

げ成形により、ヨコナデ調整を加える。

28は備前焼措鉢である。口径20C椛、底径9C耽、器高9C仇を測る。色調は暗茶褐色を呈す

る。粘土紐巻き上げ成形により、内・外面にナデ調整を加えている。上下に拡張されたロ

緑部外面に2条の凹線を施し、内面には櫛状施文具による6条単位の措目が施されている○

間壁編年Ⅴ期相当のものと思われる。

41は丹波焼措鉢の口綾部、体部、底部の拓影断面図である。色調は暗赤褐色を皇し、軟

質の焼成である。口緑部は内傾気味に立ち上がり丸味をもっておさめる○指押さえにより

体部外面を調整し、口綾部内面へのヨコナデは特に入念になされている。内面にはへラ措

きによる1条の標目を施すが、底部付近の標目は過度の使用により擦り減っている○

壷　27は口径10e孤、器高17．7C孤、腹径17．9C仇、底径13．4C帯を測る丹波焼片口付小壷であ

る。色調は茶褐色を呈する。口綾部から体部中央にかけて暗緑色の自然粕が付着する。平

底で体部はやや外方にふくらみながらのび、肩部でやや張り出す。口綾部は外方に開き端

部は丸くおさめる。体部内面中央部がアバタ状に剥落しているのが観察される○
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35は口径14C仇を測る丹波焼の壷口綾部である。体部から頸部が直立し、口緑端部は丸く

おさめる玉線状の口造りを呈する。粘土紐巻き上げ成形により、内・外面ともナデ調整を

施す。色調は暗赤褐色を皇し、胎土中には砂粒が多く混入する。頸部から胴部にかけて自

然粕が付着する。

36は丹波焼壷の口緑部である。口径14C枕を測る。肩の張った胴部から頸部をつくり出し、

口綾部は大きく外方に開く。色調は暗赤褐色を皇し、口綾部から肩部にかけて暗緑色の自

然粕が付着する。

37は丹波焼壷の底部である。底径15．3C仇を測る。

38は底径19c仇を測る丹波焼の璽もしくは壷の底部である。粘土紐巻き上げ成形により、

ナデ調整を加える。色調は暗赤褐色を皇し、内面には灰粕が付着する。胎土中には砂粒を

多く含み、焼成は堅緻である。

39は丹波焼壷の口綾部および底部で同一個体であろう。口径15C鵜、底径17．6C鵜を測る。

平底で開きながら上方にのびる胴部をもち、やや肩の張った肩部から頸部をつくり出し、

口綾部は外方に開く。粘土紐巻き上げ成形により、内・外面ともナデ調整を加える。口緑

から胴部にかけては自然粕が付着する。

窪　31は口径46C仇を測る丹波焼賓の口綾部である。色調は赤褐色を皇し、焼成は全体的

にややあまい。体部から口緑部を水平に近く折り曲げる。内・外面ともヨコナデ調整を加

えている。

32は口径35C仇を測る丹波焼聾の口綾部である。色調は外面は茶褐色、内面は暗赤褐色を

皇し、31に比べると墜敵に焼きしめられている。強く肩を張り、頸部は短かく、口綾部は

外方へ折り曲げられている。粘土紐巻き上げ成形による。体部内面は指押さえによる凹凸

を見せる。

23は口径11．2C仇を測る美濃焼の灰粕小皿である。口綾部はやや外方に開き、先端は丸味

をおびる。色調は淡緑色を呈する。

舶載磁器　舶載磁器には白磁皿・染付皿・青磁香炉・碗がある。

皿11は端反りの口縁をもつ白磁皿である。口径12．8cm、器高2．7C椛、底径57．3C仇を測

る。丸味をもちながら緩やかに斜め上方にのびる体部と大きく外反する口緑部をもち、口

緑端部は丸くおさめる。高台は比較的厚く、やや外傾気味である。高台畳付以外は全面に

施粕する。高台畳付には若干砂が付着する。

24は底径7C仇を測る白磁皿の底部である。底部は若干下方へ下がり気味で、高台畳付の
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粕はかきとられている。白磁皿と思われるが、器面全体の風化が著しく色調等は不明であ

る。

25は底径9．2C仇を測る白磁皿の底部である。粕は全面に施され、高台畳付の粕はかきと

られている。高台裏には呉須で四角の枠内に文様を措くが、底部が半分以上欠失している

ため詳細は不明である。

16は口径9．5C仇、底径5C仇、器高2．5C仇を測る染付皿である。高台をもつ端反りの皿で、

体部には呉須で唐草文を措く。口綾部外面・腰部・口綾部内面には界線をもつ。

12は口径12．5cmを測る端反りの染付皿口縁部である。体部には呉須で牡丹唐草文を描く。

香炉10は口径13．lc椛を測る青磁筒形香炉の口綾部である。色調は淡い黄緑色を皇し、

外面に凹線を巡らせることで形態を整えている。胎土・焼成とも良好である。

碗13は口径14C椛を測る端反り碗口綾部である。体部外面に呉須で文様を措くが、文様

構成は不明である。

14は口径15C仇を測る端反り碗の口緑部である。体部外面には、やや黒ずんだ青色で牡丹

唐草文を措く。口綾部は内・外面とも2条の界線を施す。器面全体に質入が走る。

18は底径6C仇を測る染付碗の底部である。施粕の状態が悪く、外面は所々虫喰い状を呈

する。見込みおよび外面には、呉須で草花文様を施す。高台畳付以外全面に施粕されてい

る。

17は底径5C仇を測る染付碗底部である。高台は18に比べ薄手に成形されており、高台畳

付以外は全面に施粕する。体部外面にはアラベスク風の文様を措く。施粕の状態が悪く、

所々虫喰状を呈する。器面には質入が走る。粕調はやや青味を帯びる。

20は染付梅花文碗口綾部破片である。口緑部は直立する。非常に薄手に成形されており、

呉須の発色は他の物に比べると非常によく、コバルトブルーに近い明るい青色である。

15は青磁の破片である。暗黄緑色を皇し、内面には櫛措きの文様を施す。

21は染付碗口綾部破片である。口緑部は直立する。文様は網目文様の一部であろうと思

われる。

2．鉄　　製　　品

鉄製品には小札がある。全部で11枚出土している。うち10枚（第185図1～10）は第3ト

レンチ～第4トレンチの土塁盛土下層から出土したもので、10枚が重なった状態で出土し

た。長さ6．2C仇、幅2．Oc仇、厚さ2mで7孔が2列に見られる。1枚の重量は10のまどで、

ー308－



10枚で107gを測る。11は上部に木質の残存が認められる。

3．銅製品・鉛製晶

銅製品には小柄の鞘と飾金具がある。小柄の鞘は全長5．3C仇、幅1．2C仇、上部厚4mmであ

る○重さは4．68gを測る。第5～6トレンチ間の土塁盛土中より出土している。

飾り金具は6某の花弁状を呈する。最大径5．25C椛、厚さ6mmを測り、重さは36．49gで

ある。中央に径8mmの円孔を穿つ。第2～3トレンチ問土塁盛土中より出土。

鉛製晶には鉄砲玉が1個ある。径1．28C椛、重さ10．68gを測る。北斜面区に設定した第

4トレンチの下部の暗黄褐色土より出土。

4．銭　　　　　貨

銭貨は全部で12枚出土している。うち1枚は鉄銭で他は銅銭である。腐食の著しいもの
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第185図　釜屋城址出土の金属製品
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もあるが全て判読可能である。内訳は皇宋通宝3枚、紹聖元宝1枚、照寧元宝1枚、永楽

通宝1枚、寛永通宝6枚である。6枚の寛永通宝のうち1枚は鉄銭である。

179図1～3は皇宋通宝（1038年初鋳）。1はBG49表土中出土、2は出土地不明、3

はBY59、暗茶褐色土中出土である。4は憮寧元宝（1068年初鋳）である。5は紹聖元宝

（1094年初鋳）である。6は永楽通宝（1368年初鋳）である。

4・5・6はいずれも第5～6トレンチの土塁盛土中よりの出土である。

7・8は寛永通宝（1636年初鋳）であるが、7は鉄銭である。

7はBJ57、暗茶褐色土中出土、8はAY47、表採である。

5．石　　製　　晶

石製晶は全部で6点出土しており、全て石臼の破片である。石材の違いからおそらく2

個体分であろうと思われる。図版101－2上は花崗岩製の石臼の破片である。図版101－2下

は砂岩製のおそらく茶目の一部であろうと思われる。

1は第5トレンチ、表土、2は北斜面区、表採の資料である。

6．瓦

瓦は5点出土している。4点が平瓦片、1点が丸瓦片である。図版102のものは丸瓦片で、

玉録をもち、黒灰色を呈する。玉縁は径6C仇、外径14cm、厚さ2C仇を測る。凸面はへラ削

り痕が見られ、凹面には布目が見られる。胎土中には小石や砂粒を含む。第5トレンチ周

辺の土塁上表面採集。

7．遺物の年代幅

釜屋城からは少量ではあるが、土師質土器・須恵質土器・瓦質土器・陶器・磁器が出土

している。

土師質土器には小皿・揺鉢・土堀がある。

小皿は全部で10数片の出土を見るが、完形に近く復元可能なものは1点のみで、他はす

べて破片である。

口径は7C耽前後から大きいもので1lc仇前後を測り、器高1C胱～1．5C駕と低い。
（B

時期的には同志社校地内出土のⅦ期のものに類似し、16世紀後半前後のものと思われる。

30の措鉢は内面に横方向および縦方向の両方に櫛措きによる標目が施されたもので他に
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類例の見られない特異なものである。
⑥

土師質の片口鉢としては県下では、三田市青野ダムAW－59地点、中世墓出土のものが

あるが、これには据目が施されていない。内面に据目をもつ揺鉢には、岡山県沖の店遺跡
⑦

のものがあるが、措目は縦方向のみであり、横方向への措目は認められない。現在のとこ

ろこのような形態の捨鉢は類例がなく、時期についても沖の店遺跡の遺物の年代が15世紀

後半から16世紀初頭に位置づけられていることから、それと同時期かやや下る時期を考え

たい。

29の土鳩は県下では比較的類例の多いものである。三田市青野ダムAW－59地点出土の
⑧

ものをはじめ、蔵骨器として転用されたものも少なくない。姫路市加茂遺跡では、類例が
⑧

多く見られる。ただ室町後半以降のものについては報告例が少なく、全く同様の類例は見

られなかった。30の措鉢と焼成、胎土が類似しており、おそらく同一の産地でほぼ同時期

に焼造されたものと考えられる。

33・34の須恵質片口鉢は明石市魚住窯産のものと考えられ、12世紀未から13世紀初頭の
㊥

時期が考えられる。釜屋城址とは直接関係はなかろう。

22の瓦質香炉は京都市内に揮例の多いものである。同志社中学校建設予定地SK2101、
⑳

1201から類晶の出土が見られる。

時期的には16世紀中葉以降の時期が考えられる。

陶器類には丹波焼・備前焼のほかに美濃系の灰粕小皿があげられる。

26の備前焼徳利は桃山期に入ると備前で盛んに生産される器種で、この遺物もおそらく
⑳

桃山期のものと考えられる。

拝鉢は大きく上下に拡張された縁帯に凹線をもつもので、間壁編年のⅤ期に相当し、室
⑳

町後半から安土・桃山の時期のものである。

丹波焼には壷・聾・措鉢が見られる。

壷には35のように口綾部が玉線状を呈するものと、36・39に見られるようにロ縁部が外

反するもの、さらに口綾部が外方に開き、片口を有する27がある。
⑭

35・27は桃山以降、丹波で盛んに生産されたものである。36・39の形態は25に比べ若干
⑬

時期の遡るもので15世紀後半に位置づけられる。

据鉢はへラ措きによる1条ずつの据目を施すもので、丹波では桃山期にも見られるもの
⑲

である。

聾は口綾部を外側へ水平に近く折り返したもの（31・32）で、丹波では室町末から桃山
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にかけて一般的となる形状を呈する。

磁器には白磁皿・青磁香炉・青花碗・皿がある。

11の白磁皿は、いわゆる端反りの日録をもつ皿で、森田勉氏の分類による白磁皿E－2
⑳

類に相当するものである。時期的には16世紀代のものと考えられる0

10の青磁香炉はいわゆる天竜寺手に属するもので、簡形の器形、黄緑色の粕調等から15
⑱

～16世紀のものと考えられる○

青花磁器には皿と碗がある。
⑩

皿はいわゆる端反りのロ緑をもつもので小野正敏氏の分類による皿B類に相当する0

文様構成は体部外面に唐草文をもつものが多い。15世紀後半から16世紀後半に位置づけ

られるものである。

碗にはロ緑が直口のもの（19・20・21）と1端反りのもの（13・14）とがある9端反り

のものは、小野分類では染付碗B類に位置づけられるが、時期的には14世紀末から15世紀

後半に編年され、他の遣物に比べ時期的に遡るものである0　　　　　　　　　　　／

ただ資料の破片であるため底部の形状、あるいは文様構成に不明な点が多く、必ずしも

古い形態の端反り碗に属するとは断定できないo

r．以上述べてきたように釜屋城出土の土器類は、下限は16世紀中葉から後半に、上限が15

世紀後半にまで遡るものがあり、15世紀後半から16世紀後半の1世紀間に収まるものと考

えたい。

第　5　節　ま　　と　　め

釜屋城址の調査は、第2次調査ですべて終了した。調査の結果、確認することのできた

遺構は丘陵頂部をとりかこむ土塁のみで、他には遺構は全く検出することができなかった0

特に丘陵頂部から南にのびる屋根には平坦面があり、郭の存在も想定されたが、調査では

明確な遺構は検出することができず、南尾根に釜屋城と関係する遺構が存在したことには

否定的にならざるをえない。このような調査結果から、釜星城は丘陵頂に土塁を巡らした

だけの単純な単郭式構造の山城であると考えられる。したがって以前に考えられていたよ

うな連郭式山城でないことは明らかである。

また出土した遺物から釜屋城の築造年代は16世紀後半と考えられ、室町時代末期にあた

るとみられる。16世紀後半の永禄、元亀、天正年間の築造になることは、ほぼ間違いなく、

この点もかつて想定されていたような南北朝時代の貴志五郎四郎の伝承とは無関係である
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ことが明らかとなった。

永禄～天正年間に所伝を残す三田市域内の城享駒こは、藍岡山城の藍出雲守房清、稲田城

の中川佐渡守重清、内神城の有馬四郎、大原城の大原上野守宗隆、岡山城の赤松藤兵衛書

広、事瀬城の荒木平太夫、桑原城の桑原左衛門清正などがあり、多くは荒木村重の摂津平

定に関与しているらしい。

しかし釜屋城の場合には、築城主も、築城から廃城に至る経過を示す文献・伝承もなく、

それらは全く不明である。ただ憶測すれば、先にあげた城郭と同様、荒木村重の摂津平定

に関係した可能性が最も高いのではなかろうか。仮に荒木村重の摂津平定に関係するとし

ても、釜屋城の場合、籠城、合戦に及んだ事実は発掘調査から認められず、築城後利用され

ることのないまま廃棄されたとみられる。合戦に至らず和議もしくは降伏したのであろう。

以上のように、文献史料もしくは伝承などみるべきものをもたないが、調査の結果若干

の考古学的事実が明らかとなった。すでにふれた点もあるが、再度簡単にまとめてみたい。

釜足掛ま標高約221mの丘陵頂部をとりまく土塁と、その内郭からなる。内郭は全面調

査を実施したが、何ら建物址やその他の構造物は確認できず、本来存在しなかったのであ

ろう。

内郭は旧地形を利用しているものの、土塁盛土の確保のため若干の削平を受けている。

また、旧地形に沿うように、内郭中央部は高く、土塁に近づくにつれ僅かに低くなってい

る。特に2か所の土塁切断部付近は、一段低くなっていて水が流れ出すような形状をとっ

ている。

内郭の低い部分や土塁切断部の機能とも大いに関係するが、先にのべたように、切断部

は雨水の処理施設としての排水口として機能していたと考えたい。もちろん、城の出入口

にあたる虎口として利用されていた可能性もあるが、切断部の位置は、虎口としては不自

然な急斜面に画した位置にあり、排水口として機能していたとみる方が妥当であろう。

土塁切断部が斜面に画した南辺および西辺の2か所に設けられた理由は、内郭の土塁に

近い部分では南と東にのびる屋根基部付近が高く、西辺のみでは内郭の中央部最高所と、

南角と東角を結ぶ三角形部分の水仕舞が不可能で、釜屋城の正面にあたり、最も重要な辺

である南辺にあえて切断部が設けられたのであろう○西辺切断部はそれ以外の雨水の処置

を分担していたと考えられる。この場合、切断部の位置は西辺でなくともよいが、旧地形

上の制約や、軍事的側面から重要性の低い西辺が選択されたのであろう。

土塁切断部が虎口でないとすれば、内郭への出入りは、東南短辺に付加された張り出し
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部から行われた可能性が高い。張り出し部は東にのびる尾根稜線基部にあり、稜線上を下

れば、御霊神社を経て貴志の集落へ続いている。おそらくこのルートによって、釜屋城へ

の上り・下りが行われていたのであろう。

さて、釜屋城址の唯一の視覚的構造物である土塁は、平面形が不整形な7角形を呈する0

7角形とみるのは、西辺が幾分屈曲していて、2辺とみたからで、これを1辺とみれば6

角形でもよい。しかしいずれにしろ、基本的には3辺の長辺と、残りの短辺とから構成さ

れ、各短辺は尾根稜線基部にあり、3角形の各頂点付近を切断して付け加えたもので、土

塁の平面形態は大まかにいえば、旧地形に沿って3角形を呈している。

3長辺のうち、南辺が最も高く、しかも急角度に土塁が構築されている。南辺上に立て

ば、三田盆地が一望でき、南辺が釜屋城址の最も重要な側面であったことがわかる。次に

東辺、西辺の順となるが、東・西両辺は北に行くにつれて、徐々に低くなり、北頂点付近

では、土塁の高さは著しく減じている。このことからも、南に向かって三田盆地を望むこ

とのできる側面と、その逆方向の山合いの急傾斜地に向かう側面との土塁の構築の仕方が

異なっていることが明確に窺うことができる。西辺は三田盆地とは逆方向にあたり、土塁

構築も簡略化され、この方向からの敵の進入はまず考えられていなかったと思われるので

ある。土塁の構築方法については、第3節で詳細にふれたが、若干整理すれば次のように

なる。

工　旧地形の整形

土塁の構築は旧地形の整形から開始する。地形の整形は、傾斜変換点付近の旧地表面を

梯形状に掘り残し、前後を削平する作業である。これによって土塁の位置は決定された○

この際、郭の整地も同時に行われた。

梯形状の掘り残しは、土塁構築の盛土の省力化が目的であったと考えられるが、実際に

は、梯形状の掘り残し部分の内外にも盛土をしなければ、土塁は構築できず、土塁構築時

の目安となる程度の便宜的なものとなっている。

Ⅱ　盛　　　　　土

盛土は主として、内郭と梯形状に掘り残し部内外の削平土によっている。地山土である

赤褐色土と、堆積土である黄褐色土を交互に積み上げることを原則とするが、必ずしも全

域で守られているわけではない。

盛土作業は外側面が急傾斜になるように考慮され、外側から内側に向かって順次盛土さ

れる。また内側から外側へ逆方向に盛土される場合もあるが、その場合でも、外→内、内
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→外、外→内と盛土方向が逆転する。こうした盛土方向の逆転は、土塁の強度を図ること

に関係するのであろう。

このように土塁構築に一定の規則性が認められるので、土塁構築に際しては作業全般を

指導、助言する専門技術者の存在が考えられる。

しかし、土塁盛土作業も各部位を詳細に観察すると、南半と北半では構築方法が異なり、

北半部では雑な構築作業を行っている。このことは、釜屋城の立地と関係し、山城の主要

な要件である、敵の進入を防ぐ、敵を見張るなどの機能が南辺に集中していたことが明ら

かである。

註①奈カリ与・釜屋城址の調査終了後に発掘調査を実施した中西山遺跡（三田市西野上字中西

山所在）の調査結果によれば、内郭の削平の規模が参考になる。

中西山遺跡は、弥生時代集落と山城力近陵頂部に複合する遺跡で、丘陵頂平坦部（東西

約100恥、南北約407花）の％程度に城址が築造されている○この部分では、堆積層は現地表

下約5C確度で城址外である残る平坦面の蟻では約15～20C誹と厚くはっきりとした差をみ

せている。

このことから内郭は若干の整形のための削平作業が行われたとみられる○兵庫県教育委

員会内部資料　昭和57年

⑧調査中には幾度となく雨天にみまわれたが、この際、切断部より一段深いトレソチ部から

内郭の雨水は排出された。この量は降水量にもよるが、かなり多かったことは事実である。

しかし、築造時には当然トレンチは存在しなかったわけであるから、切断部から排水され

たのであろう。

⑧　御霊神社本殿は一間社春日道で、屋根は桧皮葺きの構造で大きくないが、室町時代中期の

代表的な建造物である。

内陣扉裏面には文正元年（1466年）再建に着手し、文明2年（1470年）庚申五月二日に

完工と墨書があり、釜屋城址が築城された頃に存在していたことは明らかである。

④　城の裏門にあたる拐手が存在したかどうかは明らかにすることはできなかった。ここでは

城の裏側にあたるという位置を仮に漠然と称し、本来の揚手という意味からは、表現が不

適切かも知れない。

⑨　鈴木重治・松藤和人他『同志社キャンパス内出土の遺構と遺物』同志社校地内埋蔵文化財

調査報告資料編Ⅱ　同志社大学校地学術調査委員会　昭和53年3月

⑥榎本誠一・山本三郎・吉田昇・大平茂・岡田章一・深井明比古『三田市青野ダム建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査概報』兵庫県教育委員会　昭和53年3月
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⑦　伊藤晃「沖の店遺跡」『山陽道建設に伴う発掘調査』2　岡山県教育委員会　昭和56年3

月

⑧　埋蔵文化財研究会「古代・中世の墳墓について」『第13回埋蔵文化財研究会資料』昭和

58年1月

⑨　山本博利・秋枝芳『加茂遺跡』姫路市教育委員会　昭和50年

⑲　大村敬通・水口富夫『魚住古窯ニュース』11昭和57年

⑪　鈴木重治・松藤和人他『同志社中学校体育館建設予定地発掘調査概報』同志社大学校地

学術調査委員会　昭和52年

⑲　林屋暗三「備前」『世界陶器全集』第4巻　平凡社　昭和52年5月

⑲　問壁忠彦・問壁蔑子「備前焼研究ノ←ト」（1）（2）（3）『倉敷考古館研究集報』1・2・5

号　昭和40・41・43年

⑲　大槻伸「丹波」『世界陶器全集』第3巻　平凡社　昭和52年12月

⑮　註⑲と同じ

⑲　註⑲と同じ

⑩　森田勉「14～16世紀の白磁の分類と編年」『貿易陶磁研究』‰・2　昭和57年8月

⑱　鈴木重治「京都出土の中国産陶磁器14世紀・15世紀を中心に」『貿易陶磁研究』‰・1

昭和56年8月

⑲　小野正敏「15～16世紀の染付碗、皿の分煩と年代」『貿易陶磁研究』‰・2　昭和57年8月
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第　7章　五良谷11号壇の調査

第1節　立地　と　墳丘

本墳は貴志字五良谷1，892番地に所在し、武庫川を見下す丘陵上にあって、標高約194m

の稜線上に立地している。丘陵先端部の標高170～1807花付近には10基の古墳が群在するが、

それらの古墳群から北東約250mはどの距離に、単独に築造されている。

墳丘　古墳は南東に下降する痩せ尾根上に営まれた円墳で、墳丘は流出が著しく、盛土は

ほとんど存在しなかった。古墳築造前の丘陵の状況は、ほぼ50程度の傾斜地であったと想

定される。墳丘は尾根上方部を幅3〃乙、深さ70e盈ほどの規模で掘り割り、尾根下方は地山

を僅かに削って墳形を整えている。墳丘南東部では、旧表土面において樹木を焼いたと考

えられる、木炭・灰および焼土が検出された。それらの直下は地山層であり、北および西

第186図　五良谷11号墳墳丘測量図
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方では検出されていない。すなわち盛土の開始にさきだって、基盤面となる旧地形を削り

整えたことが知られる。墳丘の規模は径127花程度と考えられる。高さについては、墳頂部

に約15e郡の盛土が残存するのみで、明らかでない。現状では西側基底部から75e仇を測る○

墳丘頂上部を中心に、埋葬後の墓上祭祀に使われたと推測される須恵器が検出された○い

ずれも完形を示すものはないが、杯身、杯蓋、高塀、聾、壷などの器種が含まれている○
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第　2　節　埋　葬　施　設

埋葬施設は封土の流出によって、遣存状況は著しく悪かったが、2基の木棺が検出され

た。木棺はいずれも主軸を尾根に対して直交した方向に向けている。2基の木棺は南西部

で切り合い関係にあって、第1主体部が古いことが判明した。主体部は盛土を行った後に、

墓塊を掘り込んだものである0いずれも調査時においては大部分が流出して、第2主体の

北西部以外は、地山上の掘り込み面が検出されたものである。

なお性格・時期などは不明であるが、明らかに人為的なものとして図版67・2のような

遺構が認められた0ほぼ方形の70C椛前後の深さの第1段の掘り方の南辺に、さらに44×53

C椛の方形の竪穴が、垂直に深さ約83e拡穿たれている。

時期を推測する遺物は全く検出されていないが、堆積土層からの掘り込みでないことか

ら、比較的古い時期の遺構と考えられる。

第1主体部　第1主体部は東側に位置する木棺で、墓境全長は3．98m、中央幅1．291花を

測る○墓境は1段で「U」字状に掘り込んでいる。旗底部はほぼ平坦である。木棺は主軸

をN－490－Eに向けている。棺の規模は全長3．40m、幅北側で66C仇、南で45C椛を測る。

遺物の出土状況　棺内遺物は、北部側に刀子1本が置かれていたのみである。棺外遣物

は木棺北側小口から、南へ約48C駕の位置で土師器壷が検出された。壷は棺底から約30c珊上

部で検出されたもので、棺上に埋置されたと考えられる。

さらに墓境南西部で、墓塊底に須恵器の杯が4セット副葬されていた。4セットの須恵

器は棺側に近い1セットが棺の崩壊によって傾いたとみられるほかは、ほぼ水平に配置さ

れている。

第2主体部　第2主体部は現状の

墳丘では最も高所に位置し、墓旗北

西側は約15C批程度の盛土が残存して

いる。検出された墓境は、墳頂部が

平坦でないため平面形は不整形であ

るが、全長3．54仇、中央部幅1．46m

を測る。墓旗底部は平坦である。

木棺は主軸をN－50．50－Eに向 第188図　第2主体部の鉄鉱および刀子出土状況
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け、全長2．85m、幅は北で48C仇、南で46C椛を測る。
l

遺物の出土状況　棺内遺物は木棺南西部に鉄銀が4本置かれ、その北東に35×15C盈程度

の範囲に赤色顔料があった。その地点には刀子の茎の破片が認められた。

棺中央部で北西側板に沿って、鹿角装刀子が副葬され、南東側板に沿って鹿角装の刀が、

切先を南西に向けて置かれていた。

l

l

l

＿1

1

1

I

l

l

北東小口部には須恵器塩1点があった。

棺外遺物は墓墳北側で須恵器杯が6セット埋置され、東部には須恵器杯

が2セット置かれていた。北側の須恵器のうち西側のものは、杯身および

杯蓋のセットにさらに杯身を副えたものである。

第　3　節　出　土　遣　物

1．第1主体部

鉄器　刀子（第190図6）　鉄製品は刀子1点が出土したのみである。

残存全長7・8C鵜、身の幅9mmの細身のもので、僅かに切先部を欠くがほぼ

完形晶である。

土器　須恵器は焼成・胎土などやや不揃いで、焼ひずみの著しいものも

l

l

l

l

l

t

l

l

J

∴　∵
ー⑳－　1 0　　　　　　　　　　　　　　　　　10C詔
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第190図　五艮谷11号墳出土の鉄器
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第191図　五良谷11号墳出土の土器（1）
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第192図　五良谷11号墳出土の土器（2）

含まれている。形態については塔身の立ち上がり端面が丸くおさめられている一例がみら

れる。その他はルーズで浅いくぼみを呈している。また杯蓋の天井部と口綾部をわける突

出部の稜はにぶく、ほとんど消失

している状況である。口線端部が

丸くおさめられているものは見ら

れない。

以上のような形態や製作技術を

示す第1主体部出土の須恵器は、

ほぼ6世紀前半頃の年代観を示す

ものであろう。

第193図　墳頂部の須恵器出土状況
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第194図　五良谷11号墳出土の土器（3）

2．第　2　主体部

鉄器　刀（第190図8）　全長29．lc仇あって、把部に鹿角装を施している。鹿角装は腐

食が著しいが、調査時においては関部から約9C仇の長さを認めた。刀身には斡木の遺存が

観察される。茎の長さは1C仇あって、身の長さに比して短い。茎尻は尖った形態を呈して

いて、関はほぼ直角に切られている。身の幅2．2C鵜、厚み5mmある。

刀子（第190図5）　現存する長さは8．9C帯あって把部に鹿角装を施し、皮製かと推測さ

れる輪を装着したものである。刀身や関の形態については、外装の遣存することから充分
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に観察できない。茎の先端は折損していると見られるが、現状では不明である。南西約

1．17花の赤色顔料の配された地点から出土した、刀子茎と同一個体であるかどうかは明確

にできていない。しかし埋葬当初からの意図されたものとすれば、赤色顔料の使用とあわ

せ注意すべきものと思われる。

刀子（第190図7）　全長7．3C孤、身幅1．6C仇の幅広の形態を示している。関部は両側か

らほぼ直角に切り込まれている。茎部には木質の遺存がみられる。

銑鉄（第190図1～4）　4本分と考えられるが、2型式に分類される。3は破砕して

原形が不明である。おそらく腸決を有する他の2点と同形式のものと推測される。1は腸

決の端部に切り込みをなした可能性が高いが、腐食などによって明確ではない。4は小型

尖根鉢で、箆被ぎの有無については確認できない。

土器（第191図10～26）　棺内北東部に須恵器塩1個、墓墳北西部に7セットの須恵器

杯が副葬されていた。杯身は口縁端部に浅いくぼみをもつものは1点のみで、他は丸くお

さめられている。また杯蓋の口緑部と天井部をわける突出部は、ほとんど失なわれた状況

となっている。ロクロケズリの範囲は杯蓋はなお広いが、杯身はかなり狭くなっている。

ケズリの方向は塔蓋の2点以外はすべて逆時計まわりである。棺内に置かれていた塩は杯

に比べると丁寧なつくりとなっている。これらの形態や手法からみて、第1主体部出土須

恵器よりはやや新しい様相を多く示していると考えられる。

3．墳　　頂　　部

土器　墳頂部の棺上部付近から出土した須恵器は杯、無蓋高杯、短頸壷、小型壷、饗で

ある。杯身・杯蓋は口緑端部が浅くくぼむものと、丸くおさめられているものの両方があ

る。杯蓋の天井部と口緑部をわける突出部の稜はにぷい特徴を示している。小型聾は手捏

ね土器である。聾は大型璽1点、小型賓5点が確認できる。これらの土器のうち、僅かな

時期差がみられる点は、各主体部に伴ってそれぞれ墓上祭祀が行われた結果であろう。

第　4　節　築　造　時　期

第1主体部が最初に構築されたことは発掘によって確認されたが、しかし埋葬施設が大

きく切り合うこともなく、墳丘の中央部に営まれている配置状況から、当初からの計画的

な様相を想定することができる。墓境内に副葬された須恵器は、形態や手法において同様

の特徴を呈している。しかしその変化の流れのなかで、第2主体部出土須恵器群がやや新

しい要素を多く示している。このことは発掘の結果と合致している。五良谷11号墳は6世
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紀前半ころに、第1主体部被葬者の埋葬を契機として造営されたものである。その後あま

り時間差を有しない時期に、第2主体部が造営されたものであろう。

第12表　五長谷11号墳出土の土器

第1主　体　部

器種歴l出土地区l撃）l　形 態　l　技　　　　　法　l　備　　考

2とセット

粗い砂粒を含
む

第1主体

墓境内
天井部と口縁部とをわける
突出部の稜はにぷい。
天井部はややふくらみをも

っているが、ケズリは粗く
範囲も狭い。

天井部内面の中央部に仕上
げナデ。

ケズリ方向は逆時計回り。

第1主体
墓境内

たちあがり端面は浅くくぼ
む。受部はわずかに外上方

にのびる。
底部はやや扁平で、ケズリ

はあらく旭程度に施してい
る。

底部内面の中央部に仕上げ

ナデ。

ケズリ方向は逆時計回り。

胎土は粗くな

かには5×6

抑程度の粗い

砂粒が2、3
個見られる

第1主体
墓境内 芸芸雷雲端面は浅いくぼi票雷雲雷雲造語謡‡デ

胎土はきめが

細かい

底部に直線状

のキズ

第1主体

墓境内
天井部と口縁をわける突出
部の稜はにぷい。口縁端部
は丸くおさめられ、すぐ下

方に凹線状のくぼみがめぐ
る。

調整が粗く形態を著しく損
ねている。

天井部内面仕上げナデ。
ケズリ方向は逆時計回り。

6とセット

焼ひずみ

胎土は杯身と

同様

第1主体

墓境内
たちあがり端部は丸くおさ
められているが、内面端面
下方に凹線状のくぼみがあ

る。受部はわずかに外方に
のびる。

底部内面は仕上げナデ。
ケズリ方向は逆時計回り。

焼ひずみ

胎土は粗い砂

粒を含む

第1主体
墓境内

たちあがり端面は丸くおさ
められている。

底部内面の中央部の仕上げ
ナデはみられない。

ケズリ方向は逆時計回り。

胎土は砂粒を

含みきめが粗
い
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第　2　主　体　部
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第2主体
墓境内

第2主体
墓境内

口縁端に浅いくぼみ。ロ緑
部と天井部をわける突出部

の稜はにぷい。

天井部内面中央に仕上げナ
デ。
ケズリ方向は逆時計回り。

日録端部に浅いくぼみ。口

縁部と天井部をわける稜は

にぷい。

口縁端面は浅いくぼみをも
ち、稜をつくる。頸部と口
縁部の境は凸帯によって段
をなす。

頸部はラッパ状に外上方に
のびる。

底部は平底。

23とセット

底部内面に仕上げナデ。
ケズリ方向は逆時計回り。

ロ縁部に櫛描波状文。

頸部、体部はナデ。

25とセット

内面は灰黒色

天井部に焼成

時の亀裂

内面に自然粕

の付着著しい
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※　図版恥．は五良谷11号墳出土の土器実測図、および写真図版に付した番号と一致する。

※　法量の数字は上段からそれぞれ口径、器高、腹径、底径で、復原値は（）で、計測不能は－で示す。
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第8章　遺構と遣物の検討

第1節　奈カリ与弥生時代集落の構成

1．は　じ　め　に

奈カリ与遺跡は発掘調査開始当初予想しなかった、丘陵頂で検出された弥生時代集落で

ある。しかも住居址を中心とした遺構の広がりも、南北約200m、東西約150mの広範囲に

および、大規模な集落遺跡であることが判明した。

また、これまで断片的な資料しか存在しなかった三田盆地の弥生時代遺物も、中期後半

という限定された時期ではあるが、土器をはじめ石器、鉄器が多量に出土し、特に豊富な
①

鉄器の出土は、石器が急速に激少していく時期とされているだけに、畿内周辺部における

鉄器の普及の実相を示す好資料であろうと思われる○なお、遺物については後論している

のでそれに譲り、本節では検出された遺構からその特徴の二、三について述べることにし

たい。

奈カリ与遺跡は三田盆地西側に展開する丘陵地帯の一角にあり、三田盆地を一望にでき

る地点にある。三田盆地を貫流する武庫川に向かって、東向する尾根先端部からやや奥ま

った地点にある丘陵頂部と、その周辺の傾斜地および支脈上に遺跡は立地する。

遺跡の位置は、現在の行政区画では兵庫県三田市貴志字奈カリ与、同字尾治嘉尾、同字
（診

五良谷の一部で、律令制下では摂津国有馬郡大神郷に比定されている。

丘陵頂は中世城郭によって削平を受けたらしく、土塁の下層に僅かに遺構が残っていた

にすぎない。また、尾根稜線および傾斜面は、弥生時代以降の自然流出によって遺構の下

半部が失われ、個々の遺構の遺存状態は良好とは言い難いが、後世の人為的撹乱・削平を

受けず、全体的な集落景観は良好に遺存していたといえる。

2・住居牡の位置と規模

奈カリ与弥生時代集落は比高差約70mの眺望の良好な丘陵頂と、その周辺部に造営され

ていた0のベ3年間にわたる発掘調査で検出された弥生時代の遺構は、住居址、溝、段状

遺構、焼土塊、井戸、埋葬施設、土塊、円形周薄状遺構である○このうち、土境、円形周

溝状遺構については、弥生時代の所産でない可能性もあることはすでに指摘したとおりで

ある。
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検出された遺構のうち、中心となるのほ住居址で、合計30棟が検出されたが、重複関係

にある住居址や、住居址と確定するにはやや不安を残すものなどが存在した。これらの関

係を整理するとつぎのようになる○

（1）重複関係にある住居地（増築は除く）

（古）東谷区3号住居址→（新）東谷区2号住居址

東谷区8号住居址→　　東谷区7号住居址

（2）住居址の遺存状態による分類

A…周壁があり、周壁に沿って壁溝が穿たれ、しかも壁溝は全周の抜以上残存し、上屋

を支持した主柱穴が複数本確認できる。住居中央には炉もしくは中央境、あるいは

その両者を兼ね備えているのを通例とする。住居址とみて、ほぼ間違いなかろう○

山頂区…1号住居址

南尾根区…1・3号住居址

東尾根区…1号住居址

東谷区……1・2・（3）・4・6・7・（8）・11・14・15・16号住居址

北斜面区…1・3・4号住居址

南斜面区…1号住居址　　　以上19棟

B‥・Aほど遣存状態が良好でなく、周壁と壁溝の一部が残存するだけである○中に柱穴

の検出されたものもある。床面の状況や埋土の堆積状況も考慮して、住居址と考え

た。Aほど積極的に住居址と断定できないのは当然のことであるが、住居地の可能

性が高い。

山頂区…2号住居址

東谷区…12・13号住居址

北斜面区…5号住居址

南斜面区…2号住居址　　　以上5棟

C…A、Bに比較して、遣存状態が劣悪であり、壁溝状の溝、あるいは周壁状の掘り込

みが検出されたが、住居址と断定するには躊躇せざるをえず、異なった遺構である

可能性もある。

南尾根区…2号住居址

東尾根区…2号住居址

東谷区…5・9・10号住居址
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北斜面区…2号住居址　　　以上6棟

以上のように、30棟の住居址を3種類に分類したが、あくまで住居址の遺存状態による

分類である。憤斜面地の住居址の場合、遣存度に相当の差異があり、その評価によって奈

カリ与集落の構成も大きく違ってくると考えられるOかつ、調査を担当した老相互にも各

検出住居址の評価に相違点があることも事実で、そのことについては第3章の記述中にも

窺うこができる。

本項では先に3分類したうちのC類は主として対象から除外することにして、A、B類

を中心にして考えることにしたい。

住居址が造営されている位置は、丘陵頂部にある平坦面の縁辺、丘陵頂から派出する尾

根の稜線直下、および傾斜面の3種に分類される○しかし、いずれも共通している点は、

必ず等高線の走向に沿って存在することで、他の遺構も含めて例外は無い。したがって各

遺構の立地、位置は自然地形に制約されているとみられ、各遺構が一定方向を示すという

ような規則性は認められない。

（3）丘陵頂の住居群

丘陵頂の平坦面縁辺に位置する住居址には、山頂区の2棟の住居址がある。形態の明ら

かな山頂区1号住居址は、奈カリ与集落で最も小規模な住居址（約107㌔）であるが、その

平面形は整美な長方形を呈している。さらに特徴的なことは、柱穴が認められなかったこ

とであり、主柱のない上屋構造を想定しなければならないことである。なお、床面には焼

けて赤変した火所が2か所で検出されている。このような特徴をもつ山頂区1号住居址

は、他の住居址と異なった構造を有していて、住居址の位置が高位の丘陵頂にあることも

加味すると、その性格が単に居住することを目的とした住居でない可能性も考えられる。

しかし反面、規模が極めて小さいことや、焼土の存在など共同施設と考えるには否定的要

素も多く、出土した遺物も僅かに土器が良好に遺存していた程度で、さして他の住居址と

大差がない。

むしろ、住居址としては、その遺存状態から疑問が残る山頂区2号住居址の直下で、サ

ヌカイトの石核、剥片の接合資料がまとまって出土したことは注意される。この資料が2

号住居址に伴うとみて間違いなければ、石器製作を行っていた作業小屋的住居と考えられ

よう。

いずれにしろ、丘陵頂部の南東縁辺部には、釜屋城址土塁盛土中の弥生土器の出土状況

からみても、2棟以外に住居があったことは大いに考えられる。しかもその構造、遺物に
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特異性が認められ、僚斜面地に位置する住居群とは性格の異なった住居群を想定したい。

（4）尾根稜線の住居

丘陵頂から派出する尾根稜線には5棟の住居址が検出されている。その位置は南東にの

びる尾根、南西方向にのびる尾根、東にのびる尾根にあり、北にのびる尾根稜線には検出

されていない。尾根稜線とはいえ、厳密には稜線最高所から僅かに下降した地点を遠地し

ている。

なお、5棟の住居は南東、南西にのびる尾根稜線を包括した南尾根区で3棟、東尾根区

で2棟ということになる。

南尾根区の3棟のうち、1・2号住居址は切り合い関係があり同時には存在しない。さ

らに2号住居址は、1号住居址の中央境から始まる小港を壁港と誤認しているとも考えら

れ、住居址かどうかははなはだ疑問である。いずれにしろ、検出できた住居址中でも、最

も根拠に乏しい住居址のひとつである。

丘陵頂から東に派出する尾根を東尾根区と呼称し、尾根稜線から東谷区側（南側）へ僅

かに下降した地点に2棟の住居が検出されている○このうち、東尾根区2号住居址は稜線

頂から約4mも下降し、同レベルに東谷区15・19号段状遺構があり、傾斜面地の住居地群

である東谷区に含めた方が妥当かも知れない0その場合、東谷区住居群に一定の規則性が

あり、特に位置的関係から住居址とはみなし難いこと、あるいは後世の古墳築造による遺

構の改変があったことから考えて住居址とみるよりは、段状遺構と考える方が妥当かも知

れない。

このように考えると、尾根稜線付近に立地する住居址は、南尾根区1・3号住居址、東

尾根区1号住居址の3棟ということになる。この3棟は南尾根区1号住居址から北東約

130mに東尾根区1号住居址、南西約80mに南尾根区3号住居址があり、東尾根区1号住居
ヽ

址と南尾根区3号住居址とは、東谷区を隔てて約110mの距離（いずれも水平距離であり、

実長はこれより長い。）にある。

さらにこの位置的関係で重要なことは、東谷区をはさんで対噂する2棟の住居が、東谷

区の居住空間のほぼ東限の位置に存在していることである○さらに2棟の住居が、尾根稜

線からいずれも東谷区側へ約2mほど下降した位置にあり、2棟が北斜面区や南斜面区の

住居址との関係よりは、より濃厚に東谷区の住居群との関連性を示している○また、尾根

稜線付近の3棟の住居と傾斜面地との住居との間には空自地帯があり、溝、段状遺構など
④

住居に付属するとみられる施設は存在するものの、両者には比高差で約5mはどの空自が
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存在する。

しかも、3棟の住居の最大の特徴は、規模が大きいことで、第195図でみると、住居床

面積の復原できたA類の16棟の住居址のうち上位3位を占め、奈カリ与集落の住居中では

最大規模を有する35〝戸を超える大型住居である。またB・C類を含めた床面最大長の計測

可能な住居址の比較においても、第196図のとおり、尾根稜線付近の住居は上位を占め、

傾斜面地の住居を圧していることが明らかであろう。

3棟の住居が、東谷区の住居群をとりかこむように配置され、しかも傾斜面地の住居と

は明確に比高差を有する高位にあり、かつ大型住居であることが明らかとなったが、その

出土遣物から他の住居址と異なった内容が得られるかを検討すると、際立った特徴を指摘

することができない。これは奈カリ与集落の住居址の場合、共通して床面上における遣物

の検出例が少なく、南尾根区1号住居址の埋土中で板状鉄斧の出土をみた程度で、傾斜面

地の住居址の方が鉄器出土量が多い場合も認められることから、出土遺物から尾根稜線付

近の3棟の住居の優位性をみとめることができない。

出土遺物の僅少さと、後に検討するように住居構造にもさして異なった点も認められな

いので、大型住居の性格については明確に指摘できないが、傾斜面地の住居群中にも尾根

稜線付近の住居につぐ床面積を有する数棟の住居が存在し、家長世帯の住居と考えられる

ので、稜線上の住居は居所ではなく別の機能を保持していたと考えたい。ただ住居付近か

らの眺望は極めて良好であることは注意する必要があろう○

（5）傾斜面地の住居群

傾斜面地では23棟の住居址が検出された。その遣存状態によってA～Cの3分類し、住

居址と考えるにはあまりに遺存状態の劣悪なものを含んでいることは先に指摘したとおり

である。傾斜面地の23棟の内訳は、東谷区がA：B：Cが9＋2：2：3の合計16棟（重

複関係にある住居址を除くと14棟）、北斜面区が3：1：1で合計5棟、南斜面が1：1

：0で2棟である。

奈カリ与遺跡の場合、検出住居址総数30棟のうち傾斜面地の住居址が23棟と8割近くを

占め、主要な居住区が傾斜面地にあったことが明らかで、しかも住居址は丘陵頂部や尾根

稜線から107花も下降した地点にあり、最も住居址の多い東谷区の場合、丘陵頂や尾根稜線

に近い地点というより、むしろ谷底に近い地点に住居が位置している0

このような丘陵頂もしくは尾根稜線から相当下降した地点に位置する理由として、まず

地形的条件による制約が挙げられる。
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各斜面区の地形縦断

図（付図2～7）、およ

び傾斜分布図（付図10）

でも明らかなように、

丘陵頂部や、尾根稜線

下の傾斜は約25～300

ほどで、極めて急傾斜

である。実際、発掘調

査中においても、この

斜面は急傾斜のため登

り降りは難渋したほど

であるから、この地点

での住居造営は不可能

であったのであろう。
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第197図　奈カリ与遺跡の溝・段状遺構分布

急懐斜面も下方になると、若干傾斜が緩くなる。この傾斜角度は約5～150程度で、明ら

かに急傾斜から緩傾斜に変化していることがわかる。

各斜面区で検出した遺構状況からみると、斜面の傾斜が緩くなり始める地点付近に溝、

段状遺構が形成されている場合が多く、それより下方の緩傾斜面で住居がつくられ、居住

区となっている。溝、段状遺構を含む居住空間と考えられる緩傾斜地は、斜面長で12～20

mほどの幅を有し、比高差は大きい所で8mほどあり、等高線に沿った帯状の空間となっ

ている。

住居址の分布状況はさらに顕著で、A類13棟のうち東谷区4号住居址が谷の最奥部にあ

る関係上、その位置が高い地点にあるが、東谷区4号住居址を例外として除外すると、残

りの12棟は、東谷区2号住居址の標高211．21花を上限とし、東谷区14号住居址の標高207m

を下限とする比高差4・2mの間につくられている。B・C類の住居址を加味した場合でも、

標高207～211・2〝乙の間に大半がおさまり、東谷区4号住居址を含めても僅かに5棟がそれ

からはみだすだけで、この4mほどの帯状地帯が住居空間を構成している。北斜面区の場

合、さらに下方に緩傾斜の地点があるにもかかわらず住居址をつくっていないことからみ

ても、傾斜面地の住居位置には単に地形上の制約だけでないことも考えられる。

つぎに傾斜面地の住居の規模について検討し、あわせて住居群のまとまりについて考え
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てみたい。

床面積の復原できた17棟の住居のうち、尾根稜線付近の住居の床面積は351㌔を超え、上

位を占めていた。傾斜面地では35〝デを超える住居は存在しないが、30が以上の住居が東谷

区14号住居址の347㌔、北斜面区1号住居址の337㌔と2棟あり、尾根稜線付近の住居に匹敵

する規模を有している。この2棟は家長世帯の住居にふさわしいが、その場合、東谷区の

住居群をひとまとまりとは考え難く、いくつかの単位の複合とみた方が良いと思われる。

このように考えると、東谷区14号住居址に次いで30〝釦こ近い床面積を有する東谷区4号住

居址が29〝デ、同7号住居址の30諺の2棟があり、東谷区14号住居址と共に、奈カリ与集落

の中における大型住居であると位置付けられる。

（6）北斜面区の住居群

まず、丘陵頂から派出する2つの尾根によって、遺構のまとまりが完結している北斜面

区の住居群についてみると、1号住居址を中核に、中型の3号住居址（24が）、小型の4号

住居址（12〝ヂ）と、やや形態の異なる住居である5号住居址、さらに2号住居址の5棟か

ら構成されている。ただ相互に近接し、同時存在は不可能な1・2号住居址、3・4号住

居址があるから、同時に存在していたのは3棟前後であろう。

北斜面区の場合、北向斜面という条件の悪い地点に居住区があるにもかかわらず、住居

の間には独自の広場をもち、独立した祭祀を執行していた可能性があり、奈カリ与集落を

構成した複数の住居群から相対的に自立した集団であると考えられる○

このことは鉄器の出土量においても明らかで、1号住居址に伴うとみられる板状鉄斧、

「きさげ」の他、銑鉄、板状鉄斧、鉄器片が出土し、弥生時代の所産と考えられる鉄器総

数22点のうち7点が北斜面区の出土であり、全体の約坊を占め、住居数に比べて多くの鉄

器を保有している集団である。この北斜面区住居群は住居の床面構造で東谷区の住居と共

通性があり、出土土器も他の地区と同様、弥生時代中期後半に限定されるので、北斜面区

の住居群は他の地区の住居群と同時に存在していたと考えられる0

（7）東谷区の住居群

東谷区では、北半部南向斜面に8＋1棟、南半部の北向斜面に6＋1棟が、谷の両側傾

斜面に向かいあって存在する。東谷区では先にみた大型住居址の棟数と分布状態から、少

なくとも3単位の住居群から構成されているようである。

まず北半部では4号住居址を中核とし、1・2・（3）・12号住居址の4＋1棟から構成

される一群がある。大型住居である4号住居址は、谷の最奥部のやや高い位置に独立して
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つくられ、あとの3棟は2号段状遺構を共有してつくられている。4号住居址につぐ1号

住居址は25〝戸、小型の2号住居址は11諺の床面積で、方形住居ばかりから形成されてい

る。なお、4号住居址に近接して1号土器棺があり、丁寧な葬法をと．る土器棺であること

から家長世帯の死亡した小児の埋葬施設であろうか。

この東谷区北半部の西側部分を占める住居群に対して、北半部の東側部分に位置する住

居群がある○これら2群の住居群の中央には湧水点に掘りこまれた井戸があり、2群の住

居群もしくは東谷区の3つの住居群が共有していたのではなかろうか。山陵性の集落の場
（り

合、湧水点は極めて限られた地点にのみあり、低地の集落のように「各単位集団」が独自

の井戸を有することは不可能であったと考えられるので、湧水点、井戸を共有する必要が

あったと想定したい○したがって、東谷区の住居址群が相互に強い紐帯により結ばれてい

た集団であると思われるのである。

東谷区北半部の東側部分を占める住居群は、中核となる東谷区14号住居址と、15号住居

址（16の、16号住居址（13諺）、13号住居址の4棟から構成される。この住居群には屋外

炉とみられる焼土壌が検出されたが、他の地区でも焼土塊（原位置は動いている）を検出

しているので、各群に屋外炉が存在したと思われる。

東谷区北半部とほぼ同じ面積を占める南半部では、北半部と同様に複数の住居群に分か

れるのかも知れないが、発掘の結果からは1単位しか存在しないようである。南半部の住

居址の検出状況は各住居址が相互に距離をもって散在する傾向が強く、集住の傾向の強か

った南半部とは対象的である。これは北向斜面という居住区としての条件の悪さに起因し

ているのではないかと思われる。

東谷区南半部のほぼ中央に位置する7号住居址は、この住居群で最も大型住居である。

先行する住居があり、それとほぼ同位置に建て替えを行い、さらに数次にわたって増築を

行っている。これに次ぐ6号住居址は復原床面積が26〝銅まどで、7号住居址よりはやや小

型であるが、上段の平坦面も住居内の空間であるとすれば、7号住居址を凌駕する規模と

なる。なお、6号住居址のような斜面上方を2段に掘りこんでテラス状の平坦面をつくり

出している住居址は、奈カリ与遺跡では他に東谷区16号住居址、北斜面区3号住居址の3
⑥　　　　　　　　　　⑦

棟がある。岡山県領家遺跡31号住居址、山根屋遺跡21、39号住居址、押入西遺跡1、4、
⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥

5、6、7号住居址、鳥聴県服部遺跡9号住居址、奈良県六条山遺跡第5号住居址など傾

斜地の住居址に多くみられることは注目される。ただこのような構造を有する住居址が、

集落内の住居のうちで限られた棟数にのみみられるだけであり、東谷区16号住居址のよう
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な小型住居址にかかわらず埋土中ではあるが16号住居址に伴うとみられる非実用的儀器で

ある磨製石鉢が2点も出土していることは、何か別の性格を付与しなければならないかも

知れない。

他に11号住居址（17が）、9・10号住居址および5号住居址から構成されている。

9・10号住居址、あるいは北斜面区5号住居址の場合、他の住居とは異なる平面形態を
⑪　　　　　　　　⑱

とっていることが考えられる。このような例は、岡山県用木山遺跡や野田畝遺跡などで検

出されたような「長方形長屋状住居址」の可能性があり、居住用の住居ではなく倉庫では
⑲

ないかという指摘は、さしたる根拠があるわけではないが、傾聴すべき意見のように思わ

れる。

奈カリ与遺跡の場合、山頂区の遣存状態が悪く、検出されたこの地区の遺構の有無につ

いては明らかでない。また傾斜面地でも建物址とみられる遺構は検出されていないので、

この種の等高線と並行に長い壁溝を有する住居址が長方形の平面形態をとる倉庫の可能性

も考えられるのである。

（8）南斜面区の住居群

南斜面区で遺構の存在することに気付いたのは、遺跡周辺部の工事が相当進捗した後の

ことであり、存在したすべての遺構が十分に検出できていないかも知れないという危供が

ある地区である。検出された遺構には住居址、滞状遺構、段状遺構、円形周溝状遺構、土

壌がある。

住居址は南向斜面の小起伏をはさんで1棟ずつが検出された。その距離は807花を超え、

一単位のまとまりとして把えることは困難であろう。南斜面区の場合、検出された遺構に

限定性があるので、この地区に住居群の存在するという事実以上には、明らかにすること

ができない。

以上のような各地区の住居群のまとまりを整理すると、奈カリ与集落は山頂区と北斜面

区にそれぞれ1単位、東谷区に3単位もしくは4単位、南斜面区に1単位もしくは2単位

の、あわせて6単位ないしそれ以上の住居群から構成されていた。

主要な居住区は傾斜面地で、3～4棟前後が住居群としてのまとまりを示し、経営、生

産、消費の基礎単位としての「単位集団」として把捉される。また山頂区には居所ではな

いとみられる住居群のまとまりがあり、傾斜面の住居群にも東谷区のように、尾根稜線付
⑭

近に「家屋の共同性を保持した場」とみられる大型住居が配されている。

このような住居の配置から想定すると、6単位前後が併存していたとみられるが、各住
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居群から出土した土器は同一の様相を示し、出土遺物から各住居群の形成過程を分別する

ことは困難で、同時期に各住居群が併存したとする方がより妥当であろう。仮に出土遺物

の同一様式内における先後関係があるとしても、住居址の床面構造の類似性、溝、段状遺

構の形態などからみて、極めて近接した時期の所産と思われるのである。勿論、各住居の

建て替え、増築に示された時間的経過は当然存在するとしても、住居群が集落の範囲と理

解される領域を次々と移動したとは考え難いのである。このことは、例えば北斜面区の住

居群があえて居住条件の悪い北向斜面に遠地しているのは、すでに南向斜面に住居群が存

在していたことにより、移動の結果ではなかろうと思われる。とすれば、南向斜面に位置

する住居群が北向斜面の住居群に先行、もしくは優位にあった集団であったことを示して

いるのではなかろうか。しかし、先に触れたように住居の規模、出土遣物などを想起すれ

ば、各住居群に指摘できるほどの差異は認められず、等質的で、特定の集団が優位性を示

しているとは認めがたいし、同様の観点からすれば、各住居群内においても、卓越した

「世帯」の存在も否定的にならざるをえないのである。

3．住居の構造

検出された住居の遺存状態は必ずしも良好とは言い難い。しかも相当数の住居址は、住

居として判定することすら困難なほどであった。ここでは、比較的遺存度の良かった住居

址を中心に、奈カリ与集落の住居構造の特徴について、二、三検討したい。

（1）住居の形態

奈カリ与集落の住居は、山頂区の住居を除く大多数が尾根稜線や傾斜面にあり、住居の

ある傾斜面は、斜面上方の急傾斜に比べると幾分緩やかであるが、10～180程度の傾斜を

有している。

一方、住居の遺存状態をみると、大半の場合、程度の差はあっても下半部が流出したも

のか、床面および壁溝などの施設は検出できなかった。検出できた部分は斜面上方にあた

る上半部で、地山土を竪穴状に掘り込んだ部分であると考えられる。この竪穴状に掘り込
⑲

んだ土量は、竪穴周壁をめぐる周堤築造にあてられたとする考え方がある。しかし、奈カ

リ与遺跡のような傾斜地につくられる住居の場合、防水用周堤も必要であるが、まず床面

を形成する土量が確保されねばならない。東谷区6号住居址の場合、床面のすべてが地山

面上にあったため壁溝が完周していたが、これは例外的で他の住居址の場合は、下半部は

盛土から形成され、傾斜角度や住居の検出状態からみて、住居址全周にわたって竪穴状に
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掘り込まれていたとみなし難いのである。住居下半部を盛土によって確保していたと想定

した場合、全周を竪穴状に掘り込むには膨大な盛土量が必要となり、1棟の住居をつくる

作業量は各世帯の共同作業の限界を超えていたであろう。したがって、壁溝の完周してい

た6号住居址の場合も、下半部には周壁は存在しなかったと考えたい。このような構造の
⑲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥

住居は、「傾斜地性住居」あるいは「半竪穴半平地式住居」と呼ばれており、傾斜面に位

置する住居の共通した住居構造であろう。

（2）住居の防水と排水

奈カリ与集落のような傾斜面地にある住居の場合、斜面上方からの雨水が住居内に侵入

することは、平坦地にある住居の場合よりも多かったと思われる。雨水と、さらに雨水と

一緒に流れ落ちる土砂から住居を守ることは必要不可欠の条件であったであろう。これを

防ぐ方法として、まず住居の上方につくられた溝と段状遺構の存在が挙げられる。この施

設によって、傾斜面を流れ落ちてくる雨水を住居外方の左右へ分散させたと考えられる。

また段状遺構の平坦面には、小柱穴を伴うものがあり、平坦面に「しがらみ」がつくられ

ていたのではないかと想定され、土砂流が下方へ流れ落ちるのを防いでいたとみられる。

このことから、発掘で検出できた溝、段状遺構とは別に住居を雨水あるいは土砂流から保

守する施設があったと想定したい。しかし、帝、段状遺構のいずれの遺構も住居址から少

し距離があり、また検出された遺構が本来の形状に近いとすれば、雨水の住居址への侵入

はおそらく防ぎ切れなかったであろうと考えられる。これは調査中の降雨量が多い時に幾

度となく経験した。

つぎに、住居の上半部にあたる竪穴部分の周壁外に、周堤状の土盛りの存在が考えられ

る。しかし、発掘調査では残念ながら堤状土盛りの痕跡すら検出することができず、その

存在は想定の域を出ない。

住居内には壁溝がある○平坦地にある山頂区1号住居址を除くと、東谷区6号住居址で

唯一の壁溝が床面を完周している。他の住居址の場合、住居下半部の壁溝の存否は明らか

にすることができなかったが、東谷区6号住居址の例からみて、当初は住居床面を完周す

る壁溝があったと想定したい。
⑬

この壁溝については、開いていて排水溝として機能したとみる考え方と、竪穴住居の周
⑳

壁に沿って周堤がめぐらされ、壁溝は周堤の土留めをも兼ねた壁板を支持する跡とみる考

え方がある。

奈カリ与集落の住居の場合、防水用の水仕舞の堤の存在を想定した先の考えからすれば
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壁溝は壁板を支持する跡とも考えられるが、竪穴部分の壁港埋土の状況は、壁板の存在に

は否定的な調査結果であった。特に火災による焼失住居の場合、壁構内に炭化物、焼土が

床面と同様な状況で堆積し、壁溝が開いていて、排水に供されていたとみられる。

壁溝の他に、住居床面の中央部には小幕がある。壁溝あるいは中央境から床面をとおる
⑳

小港で間仕切り溝とも考えられている。この床面中央部にある小港を有する住居址には、

南尾根区1号住居址、東尾根区1号住居址、東谷区2・4・6・16号住居址の6棟があり、

いずれも床面中央に2つの土境を備えている（南尾根区1号住居址は1つのみ残存）とい

う共通点があり、しかも、大きい方の中央境を中継（東谷区2号住居址）、もしくは起点（東

尾根区1号住居址、南尾根区1号住居址、東谷区4・6・16号住居址）にしていて、中央

境と不可分に結合していることが明らかである。この小港の性格については、床面中央部

の土塊との関係の中で、その性格を把えるべきであろう。

（3）中央境と　炉

床面の遺存状態の良い住居址には、炉ないし中央境からなる土塊状施設を有する住居が

多くみられる○炉とみる土塊は、円ないし長楕円の浅いくぼみ状の土塊で、炭化物、灰が

充満している○中央境と呼ぶ土塊は、円ないし方形に掘り込まれた比較的深い土壌で、床

面上を走向する小港が付設される場合がある。床面中央部の土塊状施設は、炉だけの場合、

中央塊だけの場合、炉と中央境を併設する場合の三とおりがある。いずれの場合も住居の
㊧

中心点をはずれることはなく、また主柱穴との距離もほぼ等しい「求心構造的」住居であ

り、住居の平面形の復原も、中央部施設と柱穴から容易にできた。

炉と考えられる土壌のみが設けられている住居には、東谷区7・15号住居址、南斜面区

2号住居址の3棟がある0　3棟の土塊は共通した規模、形状を示し、径約45～65C椛の不整

円形で、深さ約10C肌前後と浅く、断面形は船底形を呈している。境内は炭化物、灰が充満

し炉址と考えるには十分であるが、塊自体は焼けて赤化していない。屋内炉を境壁が焼け

て赤化しているかどうかで判断の基準にするなら、この炭化物の充満した船底形土塊は屋

内炉とみることができない。しかし、旗に灰が充満した状態では墟壁が焼けることは少な
⑳

いと考えられるので、屋内炉として十分機能していたのであろう。この種の住居例には、

他に火所とみられる設備、痕跡は確認されなかった。

中央墳のみが検出された住居址には、南尾根区1号住居址、東谷区14号住居址がある。

いずれの住居址も厳密には住居の中心点から僅かに偏り、炉と中央境の2つを持つ住居址

の中央境と同じ位置関係にある。
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第198図　南尾根区3号住居牡の中
央境・炉址

1．灰黄褐色土（炭化物少量混）
2．暗灰褐色土（炭化物多量混）
3．灰褐色土

L満「
‥‾こ‾妄「
L・上一一一Ⅰ；　　　　　　－づ

第200図　東谷区2号住居
址の中央境・炉
祉

1．黒色炭化物層
2．暗茶褐色土（小礁混）
3．淡茶褐色土
4．黒灰色土（炭化物混）

第199図　東尾根区1号住居址の中央境
・炉祉

1．淡黄褐色土　　2．黄白色土
3．黒灰色土（炭化物、灰）
4．黄褐色土　　5．暗黄褐色土
6．黄灰色土

第201図　東谷区4号住居址の
中央境・炉祉

1．灰褐色土（炭化物混）
2．黒灰色炭化物土
3．暗茶褐色土
4．暗茶褐色土（炭化物混）
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第202図　東谷区6号住居牡の中央境・炉祉

1・灰褐色土　2．暗灰褐色土
3・暗黒灰色土（灰層）4．灰黄褐色土

0　　　　　　　　　　　1m
：・・・・；　　　　芋

第203図　東谷区14号住居牡の中央境・炉址

1・暗茶褐色土　2．茶褐色土
3・暗茶褐色土（炭化物含）
4・茶褐色土（炭化物含）

南尾根区1号住居址の場合は、方形に掘り込まれた上段中央に円形の境を穿っていて、

上段の方形境の底からは床面小港が壁溝方向にのびている○埋土中には若干の炭化物を含

んでいたが、境底には純粋な炭化物、灰層は認められなかった○また、住居西半部は流失

し、検出されなかったので、中央境とは別に炉の存在した可能性もある。

東谷区14号住居址は特異な床面構造をとる住居址である○中央旗は径約90C仇、深さ約56

C仇の不整円形で、深さ約30C肌の所で段をなし、そこから径約22C仇ほどで円形状に掘り込ま

れている。この中央境の堆積状況は、第203図のように炭化物を含む土が堆積しているが、

墳壁が焼けていたり、純粋な炭化物、灰層は認められない○中央境の側方には、幅約50c郡、

深さ約20C〝Zの溝が主柱穴P・1からのびている○この溝は中央境からのびる小港とは形状、

規模が異なり、その性格は明らかでないが、この住居址が湧水の多い地点にあることに関

係するのであろうか○また炉と考えられる長楕円形土壌のある位置と重なっていて、炉の

存在については明らかでないが、中央境の埋土の状況は炉の存在した可能性を示している。

床面中央部に2つの土壌状施設を有する住居址には、南尾根区3号住居址、東尾根区1

号住居址、東谷区3・4・6・16号住居址、北斜面区1・4号住居址があげられる。

このうち北斜面区1号住居址は、径約60C孤、深さ約50cmの中央塊に接して、壁面が焼け
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て赤変した不整円形の浅い船底状の炉とみられる土壌があり、奈カリ与集落の住居址の中

でただ1基のみ、壁が赤化した炉を有する住居である○

その他の住居址には中心点をはさんで浅い長楕円形土塊と、深い方形もしくは円形の土

塊が併置されている。

長楕円形の平面形をとる土塊は、長さ約0・9～2・11花、幅約25～30C仇、深さ10C彿ほどの規

模で、断面は「U」字形を呈する○境内は炭化物、灰が充満し、土砂は殆んど混じらない。

また、北斜面区4号住居址のように炭化物が土塊を中心に床面上に拡散しているのもあ

る。壊壁は焼けて赤化していないが、先の円形船底形土塊と同様、住居の屋内炉と考えら

れる。その位置は等高線の走向に沿っている場合（南尾根区2号住居址、北斜面区4号住

居址）と直交する場合（東尾根区1号住居址、東谷区2・4・6・16号住居址）があり、

前者の場合、炉は斜面上方側に、後者の場合は中央境と位置がいれかわる場合があるが、

中央境に床面小溝がとりつくという特徴が指摘できる。この炉の位置と中央境にとりつく

床面小港の関係は明らかでないが、例外なくこの関係にあるので何か因果関係があるのか

も知れない。

ところで、炉址と考えた長楕円形土壌と中央境の埋土の関係は、第198～203図にみられ

るように、炉の炭化物、灰層が中央横側へ流れ込んだような堆積状況を示し、中央境の最

下層に炭化物を含んだ土があるものの、炭化物、灰層は中層にあり、中央境が炉として使

用されたものではないことを示している○
⑳

中央境の機能が炉でないことは明らかとなったが、中心柱とみる考えもある。東谷区6

．14号住居址のように壊底に柱穴状の小境が掘り込まれている例など、一見、中心柱の存

在したような形状を示していた。しかし、中央境内埋土の堆積状況をみると、住居の上屋を

支える柱の存在を想定することは困難で、中心柱穴とは考えられない○ただ住居建築時に
㊥

立柱祭祀が執行され、祭祀終了後には柱は除去されたと考えられなくもないが、この場合、

柱除去後の掘り方は別の用途に利用されたとみるのである。いずれにしろ奈カリ与遺跡で

得られた資料からは中央境を柱穴と考えるには飛躍があり過ぎ、今後の検討をまちたい。

中央旗の形態をみると、中央境は円ないし方形に浅く掘り込まれた平坦な面の中央部に

一段深く掘り込んだ土壌で、床面からみれば2段に掘り込まれている○断面形はおおむね

「コ」字形で鋭く掘られていて、炉址のような浅い船底状の断面形は示さない。したがっ

て、平面形は近似していても立体的には異なるのであるから、その機能は異なっていたと

理解される。
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境内は若干の堆積物があるとしても、開いていたらしいことは先の堆積状況から明らか

である。

ここで注意されるのは、東谷区6号住居址と14号住居祉の2棟は、調査中に境内に湧水

があったことである。他の住居址の場合、晴天時には湧水は認められなかったが、雨天後

は明らかでない。弥生時代中期から水利、水位に変更がなければ、2棟の開いていた中央

境内は絶えず湧水により水溜していたと考えられる014号住居址の場合、中央旗の側方に

は床面を貫く幅広い溝が設けられているので、当時も湧水があったのであろう。

これまで中央境を排湿用施設とする見方も検討されたことはあったが、多湿な地点を避

けて住居はつくられたという観点から否定的であったようである。

中央境からはじまる、あるいは壁溝からはじまり中央境を通過する床面小港は、間仕切

溝とする説もあるが、一般的には排水溝と理解される○奈カリ与遺跡の場合でも、東谷区

2号住居址のように床面積が僅か1接はどの小型住居に間仕切が必要であったかどうかは

はなはだ疑問であろう。遺存状態の関係で、小港が住居外まで続いていたかどうかは不明

であるが、小港は斜面下方側の壁溝方向に向かってのび、漸次低くなっていくので、排水

機能を有していたとみるべきであろう。また東谷区2号住居址のように、斜面上方側の壁

溝からはじまり、中央境を経て外方に向かう小港の場合、壁溝を排水溝と想定すると、当

然中央境に水が入り込んでくるのではなかろうか○しかも、中央境は小港の取付く部位よ

り深く掘り込まれているので、境内に滞水するはずである。

以上のようにみると、中央境のうち鋭く深く掘り込まれたものの中には排水、防湿施設

とみるべきものが含まれていると考えることも可能であろう。その際、中央墳上段の浅い

掘り込みは中央頻を覆う蓋を載せる施設が必要であったとも想定されるのである。

いずれにしろ、中央境には地域、遺跡により、その性格が炉、貯蔵穴、防湿施設であっ

たりするのであろうか。ただ形態の類似性が強くみられるが、境内埋土の状況には相違が

あるようである。

奈カリ与集落で検出された住居址床面中央部の構造の特徴について述べてきたが、以上

を整理すると次のとおりである。

工…船底形円形炉のみからなる。

東谷区7・15号住居址、北斜面区3号住居址

Ⅱa‥・2段に掘り込まれた中央墳のみからなる。（但し長楕円炉の存在した可能性がある）

南尾根区1号住居址、東谷区14号住居址
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Ⅱb‥ヰ央境と焼けて赤化した炉からなる。

北斜面区1号住居址

ⅡC‥ヰ央塊と等高線走向に並行する長楕円形炉からなる○

南尾根区3号住居址、北斜面区4号住居址

Ⅱd…床面小溝を付設する中央塊と、等高線走向に直交する長楕円形炉からなる0

東尾根区1号住居址、東谷区2・4・6・16号住居址

Ⅲ…その他

山頂区1号住居址、東谷区11号住居址

周辺地域の弥生時代中期の住居址床面中央部の構造をみると、奈カリ与遺跡の長楕円形
⑳

炉と中央境の組み合せを有する住居址例として、播磨地方市川流域に所在する八幡遺跡1
⑳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

号住居址、黒岩山遺跡や、神戸市池上北遺跡3号住居址がある。特に八幡遺跡1号住居地

は形態、埋土の状況が酷似していて親緑性を窺わせる類例である○

4．高地性集落としての奈カリ与遺跡

奈カリ与遺跡の集落構成と、住居の構造についての特徴は以上のような諸点が指摘でき

ると思われるが、最後に眺望の良好な丘陵頂に位置するという集落立地の奈カリ与遺跡と

高地性集落の問題について触れておきたい○

奈カリ与遺跡は標高220〝乙を超える丘陵項とその周辺の傾斜面から形成され、丘陵下の

沖積地の水田面との比高差は約65m以上で、弥生時代中期後半に限定された集落である。
⑳

小野忠照氏の分類によれば高地性集落に含まれるといえる。特に丘陵頂や尾根稜線からの

眺望は非常に良好で、急峻な山岳地形ではないが、緩やかな丘陵上の高所に位置している。

また同位置に中世の山城が築造されたことを考えあわせれば、外敵の監視、通報、防塞の

ような広い意味での防衛的機能を予想できるような地形に占拠していて、高地性集落の範

噂に含められると思われる○

弥生時代中期の三田盆地は、石製武器の発達の度合の分析から「統一国家が誕生するま
㊧

で繰り返された抗争」にまき込まれない地域と考えられていたが、集落の立地、遺構、遺

物一特に石藤一をみると畿内中心部と本質的な差異は認められず、むしろ違いは全くない

とした方が良いという発掘結果であった○
⑳

しかし、集落を囲むような長大な周濠あるいは土塁などの存在は検出されていないし、

大型の凸基有茎式石鉾を含む大型石鉢が多く出土しているとはいえ、石槍、石剣などの石
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製武器の欠如、日常生活や生産活動を行っていたことを示す石斧、石庖丁、鉄製工具など

の出土は、高地性集落としての防衛的・軍事的側面をそこからは兄い出すことはできない

のである。

高地性集落としての奈カリ与遺跡の出現の契機は、やはり多量に出土した鉄器が物語っ

ているように思われる。鉄器の大量の所有過程が集落の高所立地への必然性を生み出す契
⑳

機のひとつであったと考えれば、鉄器の保有形態に典型的に示される地域的矛盾の噴出の

表現が、高地性集落を出現させる契機となったのであろう。しかも奈カリ与遺跡の場合、

小規模な単位集団が丘陵上に移動したのではなく、複数の単位集団あるいは集落全体が移

動したのではないかと考えられる。三田盆地という畿内地方の末端に位置する小盆地にお

ける弥生時代中期後半の社会の実態は、これまでの予想を超えて地域内における矛盾が激

化していたのであろう。

しかし、弥生時代遺跡の調査が、ようやく始まったばかりであり、特に低地における実

相が明らかでない現在、三田盆地における弥生社会の動向は、いまだ不分明であるといえ

る。奈カリ与遺跡の発掘調査が、そうした一端を少しでも解明できる糸口になることを期

待し、今後の成果と重ねあわせて、再評価されるべきであろう。

1

1

1

1

1

1

1

1

註　①　田辺昭三・佐原真「近畿」『日本の考古学』Ⅲ　河出書房　昭和41年

⑧　中谷一正『三田市史』下　昭和30年

③　住居址の床面積の算出は、1／10の原図を縮少（1／60）したものから計算した。その際、航空

測量図（1／200）の等高線図を参考にしながら、住居址の床面諸施設を基準に平面形を復原

した。また床面積の算出は、壁溝の幅の中間より内側を方眼紙のマス目を数えて計測した。

④　A類とした住居址との比高差である○また東谷区4号住居址は谷の最奥部にあるので除外

した。

⑤　近藤義郎「共同体と単位集団」『考古学研究』第6巻第1号　昭和34年

同「弥生文化論」『岩波講座　日本歴史』1岩波書店　昭和37年

⑨　粟野克己・山磨康平・竹田勝「領家遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査』5

岡山県教育委員会　昭和50年

⑦　竹田　勝・岡本寛久「山根屋遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査』12　岡山県

教育委員会　昭和53年

④　河本　清・橋本惣司・下沢公明・井上弘・柳瀬昭彦「押入西遺跡」『中国縦貫自動車道建

設に伴う発掘調査』1昭和49年　6号住居址は、この種の段状のテラス面の機能を如実

に示している。
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⑨　名越　勉・佐藤興治・置田雅昭『倉吉市服部遺跡発掘調査報告』遺構篇　倉吉市教育委員

会　昭和48年

⑩　久野邦雄・寺沢薫『奈良市六条山遺跡』奈良県立橿原考古学研究所　昭和55年

⑪　神原英朗『用木山遺跡』　岡山県山陽町教育委員会　昭和52年

⑲　高畑知功・福田正継「野田畝遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査』11岡山県

教育委員会　昭和52年

⑲　註⑲に同じ

⑲　田中義昭「弥生時代における耕地と集落」『日本考古学を学ぶ』3　有斐閣　昭和54年

⑮　都出比呂志「家とムラ」『日本生活文化史』1昭和50年

⑲　村川行弘・石野博信『会下山遺跡』兵庫県芦屋市教育委員会　昭和39年

⑩　註⑲と同じ

⑬　一般的見方であろう。特に註⑮の見解後に目についた報告書では、菅原正明『東山遺跡』

大阪府教育委員会　昭和54年がある。

⑲　註⑮と同じ

⑳　石野博信「考古学から見た古代日本の住居」『家』社会思想社　昭和50年

㊧　註⑮と同じ

⑳　安川豊史『東蔵坊遺跡B地区発掘調査報告』津山市教育委員会　昭和56年

⑳　註⑲と同じ

⑳　下車弥三郎編『神道大辞典』第3巻　昭和12年

国学院大学日本文化研究所編『神道要語集』祭祀第1昭和49年

㊧　近藤義郎・渋谷春彦『津山弥生住居址群の研究』津山市津山郷土館　昭和32年

⑳　註⑳と同じ

㊨　阿久津久・吉田昇『播磨八幡遺跡』兵庫県教育委員会　昭和49年

⑳　書識雅仁「黒岩山遺跡調査報告」『播但連絡有料自動車道建設にかかる埋蔵文化財調査報

告書』Ⅱ　兵庫県教育委員会　昭和55年

⑳　口野博史「神戸市池上北遺跡の焼失家屋一昭和55年度の調査から－」『摂河泉文化資料』

第26・27号　昭和56年

⑳　小野忠照縮『高地性集落跡の研究』資料篇　学生社　昭和54年

㊧　佐原真「考古学からみた伊丹地方」『伊丹市史』第1巻　昭和46年

同　「農業の開始と階級社会の形成」『岩波講座　日本歴史』1昭和50年

⑳　石野博信「3世紀の高城と水城」『古代学研究』68号　昭和48年

⑳　乗安和二三・吉瀬勝康『井上山』井上山遺跡調査団　昭和54年
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第13表　奈カリ　与遺跡の住居地

間門翳匡柱穴l炉 中央境l中央矧拡　張 備 考
態l床暫高i規　模（m） 床面規模（仰）

3．75×　2．50

6．85×（4．30）

3．55×（4．35）

7．70×（3．80）

6．20×（5．80〉

7．10×（5．80）

（5．70）×（2・20）

4．70×（1．15）

拡①5．60×（2・75）

3．00×（1．90）

6．25×（3．70）

5．85×　4．60

拡①5・85×　5・00

5．80×（4．40）

拡①6．20×（4・40）

⑧6．50×（4．40）

7．20×（0．72）

5．25×（0．60）

5．00×（2．80）

4．40×（0．7）

4．05×（0．95）

6．65×（5．10）

4．60×（2．60）

4．35×（2．60）

4．20×（3．30）

7．00×（3．30）

（5．15）×（0・85）

5．80×（3．55）

4．00×（3．90）

‰つ住馳番号l形

山頂区－1
－2

南尾根区－1

－2

－3

東尾根区－1

－2

東谷区－1

－2

－3

－4

－5

－6

－7

方　　　形

方　　　形

円　　　形

円　　　形

楕　円　形

楕　円　形

楕　円　形

方　　　形

方　　　形

隅円長方形

隅円方形

方　　　形

楕　円　形

楕　円　形

220．9

219．6

221．0

220．8

218．4

216．0

213．95

209．3

211．2

211．2

213．8

213．3

210．7

208．7

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

－8

－9

－10

－11

－12

－13

－14

－15

－16

北斜面区－1

－2

－3

－4

－5

南斜面区－1
－2

楕　円

長　方

長　方

楕　円

方

方

形

形

形

形

形

形

楕　円　形

隅円方形

楕　円　形

楕　円　形

楕　円　形

楕　円　形

円　　　形

長　方　形

208．7

210．0

209．9

208．2

209．20

205．90

207．1

210．65

207．95

209．9

207．7

209．1

210．5

212．6

207．2

209．6

4．15×　3．00

5．70×（2．0）

7．30×（4．45）

3．85×（4．45）

8．00×（4．50）

6．70×（6．40）

拡　7．70×（6．40）

（6．40）×（2．50）

5．25×（1．70）

拡①6．20×（3・05）

3．40×（2．10）

（1．60）×（0・40）

6．80×（3．90）

（1．90）×（0．95）

6．30×　4．90

拡①6・30×　5・40

6．35×（5．00）

拡①6．80×（5・00）

⑧7．00×（5．00）

（2．70）×（0・90）

7．90×（0．72）

5．75×（0．90）

5．50×（3．26）

5．10×（1．0）

4．65×（1．45）

7．50×（5．50）

4．75×（2．95）

拡　5・00×（2・95）

4．90×（3．70）

7．25×（3．70）

（5．40）×（1．05）

6．10×（3．70）

4．30×（2．39）

6．70×

拡（6．60）×

6．25×（3．25）

（3．65）×（4．85）

拡（3．40）×（6．55）

（33）

（11）

（29）

（17）

（18）

（34）

（16）

（13）

（33）

（24）

（12）

5．80×（3．05）

（3．35）×（4・35）

（3．80）×（6・25）

（10）

（10）

（5）

（70）

（55）

（26）

（35）

（22）

（40）

（66）

（5）

（3）

（3）

（40）

（32）

（33）

（58）

（50）

（50）

（48）

（25）

（18）

（42）

（68）

（20）

×

？

4

？

6

4

2

？

4

？

6

？

？

？

？

？

？

6

？

2

6

？

4

2

○

？

？

？

●

●

？

×

●

？

●

？

●

？

？

？

○

？

？

×

●

●

●

？

●

●

×

？

団

？

回

国

？

×

国

？

画

？

（り

？

？

？

×

？

？

◎

×

国

囲

？

×

○

〇

〇

〇

○

○

×

×

1

×

×

1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

1

×

×

×

×

×

一部壁溝のみ残存

1号住居址に切られている

古墳に切られている

2号住居址に切られている

一部壁溝のみ残存

壁溝上にテラス状平坦面

7号住居址に切られている

一部壁溝のみ残存

一部壁溝のみ残存

一部壁溝のみ残存

壁溝上にテラス状平坦面

壁溝なし

壁溝上にテラス状平坦面

一部壁溝のみ残存

円形周溝状遺構に切られている

※　炉のうち●は長楕円形炉、○は円形炉を示す

※　中央境は上、下段の形状を示す。
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第　2　節　三田盆地の弥生土器

1．は　じ　め　に

三田盆地は旧摂津国にあたり、その中でも北西端に位置し、北は丹波、西は播磨と境を

接しているところである。また河川においては、西摂平野を抜け大阪湾に注ぎ込んでいる

武庫川の中流域に位置するところでもある。

このような地理的環境下にあり、四方を山に囲まれ1つのまとまった地域として把捉で

きる三田盆地である。その中で弥生文化の流れはどのようなものであったのかを、盆地内

の弥生遺跡をも踏まえながら、奈カリ与遺跡の在り方、また多大な影響を受けている西摂

平野地域との交流経路をも含めて展望していくつもりである。

2・奈カリ与遺跡弥生土器概略

奈カリ与遺跡弥生土器の二、三の視点から見た大要は、すでに第3章で叙述しているが、

ここではその概略的なことをもう1度まとめて行くこととする。

奈カリ与遺跡は立地条件により、山頂・南尾根・東尾根・東谷・北斜面、そして南斜面

区の6区に分けられている。またこの遺跡では、良好な条件下のもとにある遺構が少ない

ため、遺構別の観点からの先後関係を論ずることは避け、各地区ごとに在り方の相違があ

ればと思い、大きな枠の中で見てきた。そこで時期的な観点に立つなら、各地区とも差を

感じさせる特徴はなく、弥生時代中期後半に把撞できるものである○器種構成の面から見

るならば、各地区、または各遺構によっては若干の相違が見られるものもある。しかしこ

れらの土器は、原位置で捉えられるものは少ないため断定できるものはなく、各々の特徴

として捉えることは困難で、優劣差を感じさせることはないようである。

また個々の器種をとってみても、三田盆地の中での個性の萌芽として捉えられるものは

見られず、西摂平野地域の影響下のもとにあったものと考えることができる。
①　　　②　　③

それは各器種の総体が、西摂平野で営まれていた田能遺跡、勝部遺跡、加茂遺跡、栄根
④

遺跡などの土器総体と比較することからも窺われるのである○特に、壷Aの全般的な傾向

で捉えられるものとし七、斜め上方に開くか、あるいは水平外反する口綾部に掌握するこ

とが可能である。そして端部を上下に拡張した端面に、幅の狭い四線を数条めぐらすこと

を常とするものである。その他の施文としては、櫛措波状文・同斜格子文、綾杉文などが

あり、その後の加飾としては円形浮文がほとんどであった○また数点ではあるが、口線部
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内面に櫛措文による施文も見られ、それらはいずれも単帯構成のものである○

壷B、壷Dにおいては、口緑部から頸部にかけて全体的に四線文を多用することが特徴

のものである。また壷Bについては、頸部下端に指頭圧痕文貼付凸帯や刻目文貼付凸帯を

めぐらすものが多く、その簡略化とも思われるへラ先等による刻目のみを施文するものも

見られた。

壷Eの中で、大和・河内地域で盛行している台付無頸壷の小片が見られたが1点のみで、

他には見あたらなかった。このことから、摂津の遺跡に入っていたものが、2次的な要因

で奈カリ与遺跡に運ばれたと考えられる。

賓に関しても、完形品が少なく全体的な傾向は指摘することはできないが、口頸部が「

く」字形に外反するものと、短く直立する頸部から外反する口縁部のものとがある○後者

の方は口頸部のみでは、壷と区別することは難しい。

北斜面区3号溝から双頭の蕨手文を押捺した土器が出土している。この種のスタンプ文
⑤

土器は、祭祀に関係するものとして捉えられている意見もある。しかし奈カリ与遺跡の場

合は、器種は磐であるが、出土は溝状遺構からで、この点については深く追求することは

不可能であった。

鉢・高塀の区別を明確にすることができないものもあったが、総体的には、この時期に

畿内地域や播磨など広範囲な地域で見られる普遍的なものばかりである。

器台についても同様で、地域差を示すようなものはなかった○

以上のようにいずれの場合においても、破片がほとんどで、奈カリ与遺跡における土器

の傾向を把握することは困難であった。そこで次に、奈カリ与遺跡の先後に位置する遺跡

を扱いながら、三田盆地内での弥生遺跡の在り方を見ることにする○

3．三田盆地の弥生遺跡と土器概要

現段階において、三田盆地内で確認されている弥生遺跡は7か所である○そのうち、完

掘されたものは、奈カリ与遺跡だけである。他遺跡については、幾分か不充分な点がある

にしても、その遺跡の大要を捉えることは可能と思われる。そこでその遺跡の時代や、地

域性について叙述し、その中で奈カリ与遺跡の土器について見て行きたい○ここでは、初

めに各遺跡から出土している土器について若干の説明を述べて行くことにする○
⑥

天神遺跡（第205図1～5）

標高160mの台地に位置し、現水田面との比高差約20mを測る。この遺跡は、水道敷設
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1

の際の採集資料のみで、遺構の存在は確認さ

れていない。天神遺跡の出土遺物は、すでに
（診

渡辺昇氏によって『兵庫考古』第8号に説明

がなされているので、詳しいことはそれに譲

り、ここでは若干の加筆にとどまりたい。 第204図　天神遺跡の弥生土器（彷）

天神遺跡の土器は、1～2mmの砂粒を含むものが数点見られるが、全体としては良好な

ものである○色調は、黄褐色や茶褐色など褐色系が中心である。
⑧

遺跡の時期については前掲で言われているが、中期前半から後期（畿内第Ⅱ～第Ⅴ様式

併行）にかけてのものである。今後の調査が可能になれば、西摂平野の集落に匹敵しうる

遺跡の出現が期待できるものと言えよう。ここで紹介されている土器は、第Ⅱ～第Ⅲ様式

が中心であり、同時に掲載されている土器文様をとってみても櫛措文が中心である。施文

種類としてほ、櫛措波状文・同直線文・同斜格子文などが見られ、ほとんどが体部文様で

ある。その中で、聾の口緑部下に簾状文を施すものがある。この土器は小片であるため、

施文されている範囲などは不明である。また土器の胎土などは、他のものと変わりはなく、

畿内南部の特有のものとは異なると思われる。

次に前掲では紹介されていないが、口綾部文様の資料が2点ある。この2点とも小片で

明確な全体の形態は不明である。1点は、漏斗状に開くと思われる口綾部内面に櫛措扇形

文が施され、端部は上下に僅かに拡張し、端面に2条の凹線文をめぐらし円形浮文を加飾
⑨

している。もう1点は、田能遺跡の広口壷Cに相当すると考えるものである。斜めに外反

する頸部から、上方に立ち上がる口綾部に櫛措斜格子文を施し、上端にはへラ先の刻目を

めぐらしている。口縁端面には櫛措波状文が施文されている。
⑲

古城遺跡（第205図6～9）

天神遺跡の所在する台地の東端約600mに位置する。標高は約1601花を測る。

この遺跡は工事中発見されたもので、1日だけの緊急調査ではあったが、弥生土器はコ

ンテナ箱約1箱の出土量であった。しかし大半が破片で、器形の判明するものは僅か数点

にしか過ぎなかった○確認できた器種としては、壷形土器と賓形土器のみである。古城遺

跡の土器は、天神遺跡のものとは違い、全般にわたって2～3mm前後の砂粒を多く含んで

いる。色調は、乳褐色ないしほ乳灰色を呈している。

壷は2点確認できるが、いずれも同形態のもので、漏斗状に開く口頸部の端部を斜め下

方にのみ拡張させたものである。端面は櫛措波状文とへラ措斜線文が施されている。『土
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㊤

器集成』の第Ⅲ様式における壷形土器Aに相当するものであろう。

図化できた聾は2点で、いずれも胴の張るものではなく、口径と腹径が大差となるもの

はない。ロ緑端部の拡張が明瞭なものは少なく、1点のみではあるが丸くおさめているも

のも見られ、内外面は刷毛目調整を行っている。

以上のことから、古城遺跡の時期は中期前半末～後半（畿内第Ⅲ様式併行）に比定する

ことができよう。
⑳

大山遺跡

天神遺跡から直線距離にして約800m離れた、標高約200mに位置し、現水田面と比高差

約407花を測る。この遺跡の土器は実見することができず、今回の論中からは省略する。若

干概要を叙述するならば、竪穴住居址が3棟以上確認されており、出土土器は中期後半の

ものということである。
⑱

西山遺跡（第205図10）

西山遺跡は、6世紀前半から後半にわたって築造された、西山古墳群の6号墳下層より

発見されたものである。遺構としては、弥生時代中期の方形周溝墓1基、木棺直葬墓3基

の墳墓群より成るものである。この遺跡は、標高約1951花を測る高位段丘上に位置する。

方形周溝墓内より出土した土器は、小片が多くほとんどが底部で出土量も少ない。胎土

は奈カリ与遺跡のものと大きな違いはないが1～2mm大の砂粒を含むものが多い。色調は

黄褐色や茶褐色など褐色系のものである。その中で、1点のみではあるがほぼ完形の壷形

土器が出土している。

この壷は播磨的な特徴を有するものである。ほぼ直立する筒状の頸部から、斜め上方に

外反する口緑部へと続くもので、端部は上下に拡張する。口縁部内面には1条の凸帯をめ

ぐらし、端面は4条の凹線文後、7本単位の棒状浮文を4ヶ所に加飾している。頸部は3

条の断面三角形貼付凸帯文下に、1条の指頭圧痕文貼付凸帯をめぐらしている。体部は中

位付近で欠損しているため形態は不明である。

時期を1つの土器で決定するのは危険であるが、この壷からは中期後半（畿内第Ⅲ様式
⑭

（新）併行）に比定できよう。
⑮

中西山遺跡

中西山遺跡は、西山遺跡から直線距離にして約500mの標高約213mに位置し、現水田面

との比高差は約60mを測る。

この遺跡からは、現段階において1棟の住居址が確認されているが、全体の調査は済ん
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第205図　三田盆地出土の弥生土器
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でおらず明確なことはわからない。僅かではあるが、出土している土器を見ると、奈カリ

与遺跡出土の土器と胎土・色調とも酷似しており、今後の調査が待たれるところである。

調査途中のため、土器の出土量は僅かであるが、奈カリ与遺跡で分類している壷B2の出

土が1点見られた。

時期としては、奈カリ与遺跡とほぼ同時期の中期後半として捉えることが妥当であろう。
⑩

下深田遺跡（第205図11～22）

下深田遺跡は、天神遺跡や大山遺跡から直線距離にして約5001花のところの徴高地上に

位置する。標高は約151鰍を測る。この遺跡は、昭和56年度の圃場整備に伴う調査で確認

されたものである。遺構としては、帯状遺構（一部分のみ）と、土壌状遺構2がある。こ

れらの土壌は、溝を切り合うような形で検出されている。

溝出土土器の胎土は、砂粒の湿りも少なく良好なものである。色調は、黄褐色あるいは

赤褐色などの褐色系中心である。土壌の方は、胎土は1～2mm前後の砂粒を含むものが目

立ち、色調も褐色系の中に、灰白色系のものが含まれている。

遺物に関しては、まだ整理途中でここでは断片的なことしか述べることができない。

滞からは、壷形土器、整形土器、高塔形土器、器台形土器などが出土している。しかし

壷と磐については、遺存状態が悪く詳しいことは不明である。高塀は奈カリ与遺跡での高

杯A2と高塀Bの、また脚Bに相当する脚部の出土も見る。器台については、2点の出土

を見るがいずれも鼓胴形を呈するものである。1点は体部から脚部にかけて、幅の広い凹

線を数10条にわたってめぐらしているものである。もう1点の方は、ロ緑部内面と体部（

下半部のみ残存）の2か所に刺突文をめぐらしている。この刺突文は不規則なもので、口

緑部内部は3段、体部は5段ずつ押したものである。

2か所の土壌からは、壷形土器、蛮形土器、高塔形土器などの出土を見る。壷に関して
⑰

は、『土器集成』第Ⅴ様式の壷C・D・F、長頸壷、短頸壷に該当するものである。また

聾については、第Ⅳ様式の系統を受けつぎ、腹径が口径を凌ぐものも数点あり、第Ⅴ様式

に見られる口径の方が腹径を凌ぐものと共存している。両方とも刷毛目を主体とした調整

である。1点だけ底部付近に粗い叩き目を残すものが見られるが、全体に叩き目調整を行

っているものは今のところでは見られなかった。

従って、溝は中期後半（畿内第Ⅲ（新）～第Ⅳ様式併行）に、各土塊は後期（畿内第Ⅴ様

式併行）に比定することができよう。
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4・土器から見た遺跡の変遷

前項の三田盆地における土器概要を踏まえて、各遺跡を奈カリ与遺跡の前後に位置付け

ながら見て行きたい。
⑱

三田盆地において、現段階では弥生前期（第工様式併行）の遣物は確認されておらず、

天神遺跡での弥生中期前半（第Ⅱ様式併行）から定着を見ることができると言えよう。天

神遺跡は中期中頃（第Ⅲ様式併行）も継続しており、この遺跡の東端の古城遺跡において

も同時期の出土を見る○古城遺跡については、僅かであるが古相を示すものもあり、天神

遺跡同様の時期に遡る可能性もある。西山遺跡の土器も、この時期で把振することができ

るO Lかしこの時期までの土器は、絶対量が少なく不分明な点が多いため、多くのことは

語ることはできなかった。次に、中期末（第Ⅳ様式併行）になると、奈カリ与遺跡を初め

として遺跡数の増加を見る。継続している天神遺跡を除くと、この時期に萌芽を見るもの

としては、大山遺跡、中西山遺跡、そして下深田遺跡が各土器から指摘できよう。しかし

これらは、天神遺跡と下深田遺跡を除くと、中期後半の短期間のものばかりである。
⑲　　　　　　⑳

後期に入ると、かつて『三田市史・下巻』、『祖先のあしあと』などで明記されている貴
㊧

志遺跡があるが、土器が残っておらず明確なことは不明である。後期の土器は、天神遺跡

でも若干の出土を見るが、今のところでは下深田遺跡の方が、まとまった資料として扱え

る。今後の調査により、全貌が明らかになるのを待ちたい遺跡である。

以上のように、断片的な形での遺跡が多く土器についても傾向を捉えることは難しい。

そのため、単に遺跡の流れを示すにとどまってしまった。今後の調査による資料増加を待

ちたい。

なお現段階では、三田盆地内での母村的集落の可能性としては、中期前半から後期にか

けての幅広い時期の土器を出土している天神遺跡である。しかし、これらはすべて工事中

の採集によるもので実態は不明である。今後調査により明らかになることを期待するとこ

ろでもある。

5．西摂平野の土器の関連と伝播経路

奈カリ与遺跡の弥生土器は、西摂平野で営まれている各遺跡の土器の影響を大きく受け

ていることはすでに述べている。ここでは、三田盆地の各遺跡の土器をも対象とし、また

伝播経路についても考えて行きたい。

奈カリ与遺跡は、中期後半に位置付けられるのであるが、この遺跡の土器は形態的にも、
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技法的にも東（特に西摂平野地域）の影響下にあったと言える。その特徴をもつ出土土器

量から見ても、影響が大きかったことが窺われる。それでは、この時期の前後はどうであ

ったのであろうか。

結論的には、中期前半から捉えることの可能な天神遺跡においても、初期の頃から東の

方の影響を受けていると言える。前述しているが、田能遺跡出土の広口壷Cに酷似してい

るものや、ロ綾部内面に施文している櫛措文あるいは、簾状文を有する土器からも言えよ

う。また古城遺跡の饗は、体部外面に粗い縦方向の刷毛目、口緑部内面は横方向の刷毛目

調整を行っていることは、西摂地域の聾の特徴を受けついでいるものである。

また西山遺跡の壷は、播磨的な特徴をもつものであるが、三田盆地では他遺跡において

播磨的特徴をもつ土器は出土していない。それから、きわめて小片であるが、日録部内面

に櫛措列点文と思われるような破片も、同様に出土していることから、西摂地域から入っ

て来たと考える方が良いと思われる。

さらに、後期における下深田遺跡でも、出土土器の二重口縁壷や長頸壷など、この時期

に代表されるものの多くは、西摂地域の土器と酷似している。
⑳

また奈カリ与遺跡で、比較的見られる底部内面のへラケズリに関しては、田能遺跡の第

Ⅲ－Ⅳ様式として扱われている壷や賓にも若干ではあるが行われている例がある。

このように弥生時代の三田盆地は、全般にわたって西摂地域の影響を強く受けている。
⑳

その中で、奈カリ与遺跡の壷B4については、田能遺跡の広口壷Cに相当するものである。

この土器は、奈カリ与遺跡では3点の出土例を見るのみであるのに対し、田能遺跡では多

くの出土を見ている。しかしながら、奈カリ与遺跡においては、口頸部の境に明瞭な稜を

もたない壷Bl・B2・B3の範噂に入るものの点数を多く見る。このことは田能遺跡では、

第Ⅲ様式中心とした土器の中での出土のため、第Ⅳ様式中心と考える奈カリ与遺跡との時

期的差異であるのかどうか、またこの遺跡のもつ地域的な特質なのかは、検討し得なかっ

た。

次に、奈カリ与遺跡や天神遺跡の土器文様から見ても、西摂平野の各遺跡との結びつき

の強いものが多く見られる。このようなことから、今度は西摂平野と三田盆地をつなぐ伝

播経路について考えて行くことにする。

考えられる経路としては、2コースある。その1つは、三田盆地を南北に貫流し、西摂

平野を技け、大阪湾へと注いでいる武庫川を媒介とするものである。このコースは、西摂

平野の北西端に位置する、宝塚を抜けて三田に至るものであるが、宝塚から遡るとすぐ武
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田尾付近で峡谷に挟まれてしまう。そのため国道176号線に沿って一旦名塩方面へ抜けて、

三田に入って来た可能性もあろう○またこの経路は、武庫川の支流である仁川上流域に営
⑳　　　　⑳

まれている、仁川五ケ山遺跡や仁川高台遺跡などの出土弥生土器の形態と類似するものも

あり、関係が窺われる。

もう1つの経路としては、同じく西摂平野を抜け大阪湾へと注ぐ、猪名川沿いに遡るコ

ースである○この猪名川下流には、周知の弥生遺跡である田能遺跡、勝部遺跡や加茂遺跡

などが位置するところでもある。猪名川コースは、篠山盆地に至る経路としても考えられ

ているもので、上佐曽利を抜け波豆川を経由して三田に至る可能性も推測される。
⑳

かつて佐原某氏は、『伊丹市史』において、加茂遺跡を猪名川谷をさらに遡って、三田

に至る起点として捉えられ、猪名川コースを考えられている。しかしながら、三田盆地の
㊥

入口付近の武庫川左岸の鏑射山から、銅剣形石剣の出土を見る。これは全国的にも出土例

が少なく、この分布状況も特異なもので近畿に片寄りを見る。その中でも、摂津で比較的

多くの分布を見るものである。そのうちの1点が、三田盆地の入口を見おろす位置の鏑射

山から出土している。このことは、あらためて西摂平野地域と三田盆地を考えて行く上で、

重要な事になると言えよう。

このようなことから考えて見るならば、現段階では武庫川を遡るコースが最も有力な経

路と考える。

6．ま　　と　　め

奈カリ与遺跡を初めとして、現時点においてわかっている弥生遺跡出土土器は、全般的

に西摂地域の影響を受けている。そのため、三田の地域性を示すような個性の強いものは

まだ見られない。

また北は丹波、西は播磨と境界を接しながら、弥生時代においては直接的な影響は見ら

れない○　この時期では、丹波の篠山盆地内の弥生土器においても、摂津地域の要素を含む

ものが多く見られることにも、一因があるかも知れない。

三田盆地では、弥生時代中期後半になると、標高2007花前後の丘陵上に集落が営まれて

いることが多い。この時期は、いわゆる倭国の大乱と関連付けられている時期と合致する。

そして、瀬戸内海沿岸など表六甲での集落上昇にも、あてはまるものである。

三田盆地の場合は、土器から見ると中期後半（第Ⅳ様式併行）のものがほとんどである

が、倭国大乱による高地への移動であるかどうかは不明である。土器から見ると、この時
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期にあてはまるものであるが、今後低地の調査による資料増加を待ち、比較を行いたいも

のである。

註　①　村川行弘・石野博信・福井英治『田能遺跡発掘調査報告書』尼崎市教育委員会　昭和57年

⑧　鳥越憲三郎・藤井直正・荻田昭次『勝部遺跡』豊中市教育委員会　昭和47年

⑧　末永雅雄・石野博信他『摂津加茂』　昭和43年

④　池田正男・深井明比古『栄根遺跡』兵庫県教育委員会　昭和57年

⑤　今里幾次「播磨弥生式土器の動態」に）『考古学研究』　第16巻第1号　昭和44年

永島輝臣慎・木原克司・田中清美・森　毅・京嶋　覚『瓜破北遺跡』（財）大阪市文化財協

会昭和55年

⑥　中谷∴正『三田市史』下巻　昭和40年

⑦　渡辺　昇「三田市天神遺跡採集の弥生土器」『兵庫考古』　第8号　兵庫考古研究会

昭和54年

⑧　佐原　真「畿内地方」『弥生式土器集成本編』2　昭和43年　左記の様式編年に従うこと

にする。ただし、第Ⅲ様式（古）を前半末と、また第Ⅱ（新）～第Ⅳ様式にかけてのものを

中期後半、第Ⅳ様式のものを中期末という表現を使用した。なお本文中においては『土器

集成』と略記させてもらうことを記しておきたい。

⑨　註①に同じ

⑩　高島信之・西尾知恵子「三田市古城浄水場建設に伴い発見された古城遺跡について」『三

田考古』第4号　三田市教育委員会　昭和57年

⑪　註⑧に同じ

⑲　書識雅仁氏の御教示による。

⑲　三田市教育委員会『三田市の埋蔵文化財展』資料　昭和56年

神戸新聞「三田の古代を訪ねて　埋蔵文化財展から」⑧　昭和56年8月5日

⑲　周溝墓内の供献土器として捉えるならば、墳墓築造時期よりも土器年代の方が少し時期が

遡る可能性もある。

⑮　井守徳男氏の御教示による。脱稿後の遣物整理より、後期に入る土器底部もみられ、第Ⅴ

様式まで下る可能性をもつ。

⑲　三田市教育委員会高島信之氏の御教示による。

⑳　註⑧に同じ

⑬　兵庫県教育委員会が調査を行っている、青野ダム建設予定地内（AW－54地点）で前期の

土器の破片が出土しているが、実見していない。

⑲　註⑥に同じ
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⑳　神戸新聞社会部『祖先のあしあと』Ⅱ　のじぎく文庫　昭和34年

㊧昭和57年11月に、旧貴志小学校前の道路における水道管移設工事前の確認調査が三田市教

育委員会によって行われたが、遺構などは確認することはできなかった。

⑳　註①に同じ

⑳　註①に同じ

⑳　森岡秀人「弥生時代」『新修芦屋市史』資料篇1昭和51年

㊧　直宮憲一・坂井秀弥『仁川高台弥生遺跡一宝塚市仁川高台1丁目222番地の調査』宝塚市

教育委員会　昭和54年

⑳　佐原真「考古学からみた伊丹地方」『伊丹市史』第1巻　昭和43年

⑳　註26に同じ

〔付記〕

この拙稿をまとめるにあたり、山本三郎氏に多くの御教示と助言を得た。また三田市教

育委員会の高島信之氏には、未発表資料を実測・使用させていただくなど、多くの御好意

を得た○両氏の御芳名を記して、感謝の意を表したい。



第　3　節　奈カリ与遺跡の剥片生産技術

一弥生時代剥片生産技術の一例－

1．は　じ　め　に

打製石器における剥片石器の場合、原礫が採聴され、遺跡内へ搬入されてから最終的に

一定の形態の石器が完成される過程は、基本的に「石材の遺跡内への搬入→剥片剥離の各

種工程→目的剥片の獲得→石器製作の各種工程→石器の完成」の各プロセスを経ることは

了承されよう。

石材の遺跡への搬入に関しては、石材の形状（原礫、分割礫、剥片など）、遺跡への搬入

経路（原礫採取地から遺跡までの移動ルート）、その要因などは、当時の社会的状況を直接

的に反映することが予想されることより、その様態を究明することはその時代の実態をよ

り鮮明化することに他ならない。その場合、石器製作に至る過程をより具体的、構造的に

把捉することにより、各遺跡間の比較、検討もより容易となろう。

従来の弥生時代における打製石器研究は、形態の整った完成品のみが扱われることが多
（り

く、石器製作技術などもそれら完成品より類推されるにとどまった。打製石器の場合、原

礫から完成された石器に至る各剥離工程をより具体的に捉え、各々の有機的関連性を把握

することは、打製石器に対してより高度の資料化が可能であろう。近年漸くにして、縄文

時代も含めて二、三の遺跡において石核、剥片をも分析対象とし、その剥片生産技術の実
（動

態究明が試みられるようになった。

本稿では、奈カリ与遺跡出土石核を分析対象の中心とし、その剥片生産技術の把握を試

みるが、諸般の事情により石核と目的的剥片および完成された石器との有機的関連性など、

より説得的な分析が試みられなかったことをまずお断わりしておく。

2．奈カリ与遺跡の剥片生産技術

本遺跡には、近畿地方弥生遺跡の一般的傾向と同様、石核の出土数が寡少である。さい

わい、弥生遺跡からは確認例が少ない石核と剥片等の接合資料および同一母岩が出土した

（BO46、第2層）。石核がその剥片剥離工程の最終段階を示すのに対して、石核と剥片等

の接合資料はより立体的に剥離工程を追求できる意味で貴重な資料である。石核は、接合
③

資料を除き本遺跡からは5点検出された（第207・208図、図版86上段右上）。

（1）BO46出土接合資料・同一母岩資料
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接合資料A（第206図上段）：抽・208の石核に抽・210～212の3点の剥片と1点の二次加工

ある剥片（抽・209）が接合する。a・b両面に剥片剥離作業面が設定され、石核は薄いレ

ンズ状を呈する。石核が方形に近い形状を呈するため、剥片剥離作業における打撃点の位

置は上下、両側緑に4分割されるが、必ずしも各縁辺に直交する剥離方向は示さず、石核

の縁辺より同中央部へ向かって剥離する状態に、打撃点を順次石核周囲を巡るように移動

させている、との表現が適切であろう。以下に剥離順序を示すが、剥片剥離作業面が両面

に亘っており、直接先後関係が捉えられないものがあり、正確さを欠く箇所もある。

1

面1 →2→3→4→5

J

53→54→55→56→57→58→59→60→61

▼

→33→34・35→弓6→37→38・39→40→41・42→⑬→44→⑬
J　　　　　　　　　　　　　‾‾　）

→⑳・64→65・66→67→68→⑳

ー→6→7→
8→9→10→11→12・13→14→15→16・17・18→19→20→21→25

→26→27→28・29→30

ー→31→32

J

一一→62　　　　46・47→48・49→50・51→52

11→12
→15′→13・14

J　　　　　†

22→23→24

面1はきわめて広い平坦な剥離面であり、素材面と考えられる〇両6はa・b両面に直

交する。面1形成後の剥離痕である。加圧により形成されており、剥片剥離作業初期にお

ける石核調整（整形〕痕であろう。面7・10など現在確認される範噂での剥片剥離作業初

期には、両端の長さが10C鵜を越える大形の剥片が剥離されているが、その後は2・3～5

C椛前後の中～小形の剥片が剥離されるにとどまる。その形状に規格性は認められないが、
④

概してやや幅の広い剥片（横長状剥片）が多いようである。面31は画60に切断されており、

各剥離痕の状況（とくにリングの状態）から察すると、b面右側緑上部→a面左側縁上部

の作業面の移動が考えられる。また、b面左側縁とa面右側縁は面64が面28・30を切断し

ていることより、前者→後者の移動が推察される。接合する資料は、43・45・63・69の加

撃により剥取されているが、69の加撃による抽・209のみにその後二次加工が施されている。

接合資料B（第206図中段）：抽・213～215の3点の剥片が接合する○いずれにも素材面は

留めていないようである。その剥離順序は、はぼ以下の通りである。

面1く1誓→4●5→6●7●8→9′→10′⊥．
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接合資料A

（恥．208＋恥．209＋恥．210＋恥．211＋恥．212）

接合資料C

（恥．21°＋恥．217＋恥．218）

0

第206図　BO46出土接合資料の面構成
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剥片剥離作業の剥離方向は、上方からのもの（面5・9・10）、下方からのもの（面3）、

a面右側方からのもの（面2・4・6～8）、同左側方からのもの（面1・11・12）におお

むね分離されるが、実際は図の通り周辺より石核の中央部へ向けて剥離されているようで、

特定の剥離方向を指向してはいない。Nb・213は面9′の形成により剥離されているが、末端

の片半部が階段状剥離を呈している。その際、打撃力は石核内部にも進行していたらしく、

面10′（抽・214の主要剥離面）の右上方にそのなごりを留める○面13・14は恥．215の剥離後、

加圧により形成された背旗両面に直交する剥離面であるが、意図的な折断かアクシデンタ

ルな折損かは判然としない。

接合資料C（第206図下段）：抽・216～218の3点が接合するoNb・216・218は剥片、鈍．217

は二次加工ある剥片である。

面3ほきわめて広い剥離面であり、ポジティブかネガティブかの認定は困難であるが、

いわゆる石核の素材面と考えられる。面8はa・b両面に対して直交する剥離面であり、

面6・7形成後面9・11′形成以前に作出されている。剥片剥離工程中の石核調整痕であ

ろうかo b面「a」の・印は、面12の打撃点である。

剥離順序はおおむね以下の通りである。

面3く：二：．6→7→8→9→1。→11→12

13→14

†

剥片剥離作業の剥離方向は、ほぼ上方からのもの（面1・2・5・11′）、側方からのも

の（面4・6）、下方からのもの（面7・9・10）の三方向で、打撃点が弧状に移動してい

る。まず、素材獲得ののち面9の形成により抽・216が剣離され、面11′の形成により油．218

が剣取されている。なお、抽・216は打撃点より半折しており、あるいは剥片剥離の際の加

撃により折損したことも考えられる。その後、抽・218の主要剥離面（面11′）を加撃し（r

a」）、面12を形成することにより沌・217を獲得しているoNb・217には、その後に一端より

二次加工が施されている。すなわち、面12は剥片抽・218を分断するための折断面である。

なお、面13・14は抽・218割取後加圧により形成されており、いずれも背旗両面に直交する

が折断面とはにわかに認定できない。

同一母岩資料（第145図219～221）：これまでの接合資料と同一地点・層位において出

土しており、肉眼観察によりその色調、石質、器面の状態などが酷似することから、これ

ら3点の資料と先の接合資料は原礫を同じくするものと考えられる。

いずれも剥片である。抽・219は新しく打両部を欠損しており、抽・220は同じく打両部が古
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く折損している。Nb．220の背面には大きな剥離面の一部を留めており、石核素材面である

可能性をもつ。No．221は完形品で、その形状が接合資料Aの剥片抽・212に酷似する○背面を

構成する剥離痕のうち、石核時の剥片剥離痕は周囲より求心的な剥離方向を示し、接合資

料Aなどの剥片剥離工程とほぼ合致する。なお、背面の一部には石核素材面と礫面をわず

かに留めている。

以上、これらの接合資料A～C、同一母岩資料3点は、各々の接合には成功していない○

しかし、接合資料はいずれにも一定の剥離方向が認められず、接合資料Aに代表されるよ

うに石核の周囲を打撃点が移動し同中央部に向かって剥離されている○いわゆる求心的な

剥離方向を示す。以上より、接合資料、同一母岩資料ともほぼ同様な剥離技術として捉え

ることができよう。

（2）出　土　石　核

No．207（第207図）：良質のサヌカイトを石材とする。面0はポジティブな剥離面（剥片

の主要剥離面）であり、剥片を素材とした石核であることが理解されるo a面右側縁およ

び下端の一部に礫面を留める。素材剥片の背旗両面より剥片剥離作業が実施されている。

各剥離痕の剥離順序は、ほぼ以下の通りである〇

両0→19→20・21

1

両1→2→3→4→5→6

面7→8・9→10・11→12→13→14→15・16→17→18
†

＼1
22・23→24→25→26→27→28・29→30

1

31→32・33・34

両19は剥片剥離作業面に直交する面で、a面より加圧によって形成されている。面0（

素材剥片の主要剥離面）を切断しており、面3に切断されている。素材剥片の折断面であ

ろう。面1は素材剥片の背面を構成する剥離痕かもしれない。剥片剥離作業における打撃

点は、石核の周囲を弧状に移動している。剥離方向は、典型的ではないがいわゆる求心的

である。目的剥片は、素材剥片の打面からより多く生産されているようである。また、目

的剥片の剥離痕形状はまちまちで、概して幅の広いものが多くみられる。

剥片剥離作業段階の剥離痕（面2・3・22～24など）は石核縁辺部にみられるものより

大きく、この現象は石核が剥片剥離工程の最終形態を示すことを考慮しなければならない。
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第207図　BK50出土石核（‰207）の面構成

しかし、本石核は剥片剥離工程が進行するに従って．、目的剥片の大きさが大形から小形へ

移行しているように見受けられる。第140図において、器長、器幅とも4C盈前後を境とし

て大形と小形に分離される現象と対応するものであろうか。

図版86：安山岩を石材とした、大形剥片を素材とする石核である。このような石核の素

材となり得る大形剥片を剥取した石核は、本遺跡では未検出で、遺跡内へ剥片として搬入

されたものと考えざるを得ない。

この石核は、まず素材剥片の左右両端を主要剥離両側より折断し、剥片の打両部側より

剥片剥離作業が実施されている。剥片剥離作業面は素材剥片の背腹両面に設定されており、

その打撃点は左右に移動しながら素材の打面部より後退している。接合資料および石核恥．

207のように石核の周囲を巡るような打撃点の移動がみられないのは、素材の両端を折断

することにより、石核の幅を限定したことによるものであろう。本石核からは、二次加工

ある剥片抽・141の素材となった大形剥片に匹敵するような大きさの剥片も剥取されている

ようである。

本遺跡からは、以上の石核と比較してきわめて小形の石核が出土遺物中より抽出された。

No・204（第208図右）：碧玉を石材とした石核で、本資料と色調などが酷似する遣物とし

て剥片抽・188が認められる。サヌカイト、安山岩とは異質の原石を石材とする本遺跡では
●　●　●

付随的な遺物も、一部は遺跡内で生産されていたことが考えられる。

本石核は裏面に礫面を留め、その剥離痕の進行順序は、

面1→2→3・4→5→10→11・12→6→7→8．9

となる。各剥離痕の剥離方向、打撃点位置は不規則で、一定の打面は形成されていない。

剥取された剥片の形状、大きさも規格的ではないようである。
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No．205（第208国中）：サヌカイトを石材とした石核で、その剥離順序は、

面1・2→3→4→5→6→7・8→9である。

面1．2はきわめて平坦な剥離面で、また面3・4はポジティブな剥離面である。これ

らの面より、分割礫もしくは剥片をさらに分割し、本石核の素材が得られたものと考えら

れる。面6・9が目的的剥片を剥取した剥離痕とみられるが、分割面により石核高が限定

されているため、長さ1cm前後の極小剥片しか得られていない。本遺跡には、このような

剥片を素材とした石器を抽出し得ず、剥片の目的性を明確にし得ない。翻って、砕片と認

定した中にも目的的剥片が包摂されていることが考慮される。しかし、本石核からの剥片

の生産性は低かったものと思われる。

No．206（第208図左）：本石核もサヌカイトを石材とする。その剥離順序は、

三二＝一三／
9

11

となり、石核柚．204と同様でその剥離方向、打撃点の位置、剥離痕の形状は不規則である○

打撃点を留める最終的に形成された剥離痕も、長さ1cm前後を測るのみである○ただ、面

1・2・4・9などからはより大形の剥片が剥離されたものと推察され、本石核は剥片剥

離工程の最終形態を留めるだけにすぎないかもしれない。すなわち、石核が剥片剥離作業

の進行にしたがって、小形化したことを想定し得る。このことは、その剥離技術は異なる

が、石核鈍．207で指摘したように目的的剥片が小形化することと一脈通じるものがある○

以上の3点の小形石核は、いずれも不規則に打面転移が著しい石核で、技術的にほぼ同

種のものとして包摂される。いずれにしても、多数検出された定型的な石器を考慮すれば、

本遺跡では例外的な石核と言える。

（3）剥片生産技術の概観

以上やや詳細に観察してきたように、接合資料および石核よりみた本遺跡の剥片生産技

野∈フ
9】　　　　　　　　　　9　5

20° 甥　205
第208図　奈カリ与遺跡出土石核の面構成
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術を、以下に概観してみたい。

本遺跡の石核は、その大きさ、剥離技術において二分される。大形石核の剥片生産技術

は、接合資料と石核施．207に代表されるように剥片を素材とし、その背腹両面に剥片剥離

作業面が設定される。目的的剥片の剣取に関わる打撃点は、石核の周囲を巡るように弧状

に移動し、石核中心部に向かって剥離されている。いわゆる求心的剥離に近い状況を呈す

る。このような剥離状態は、恥．65・70・88．110・181・186などの石器の素材剥片や剥片

の背面を構成する剥離痕にも見受けられる。石核一剥片一石器の対応関係を示す要素と言

えよう。

剥片剥離作業に際しては、一定の打面を形成せず（ときには礫面や折断面を打面とし、

打面に対してほぼ垂直に剥離する場合もある）、先行する剥片剥離作業面が打面となる。
（む

したがって、剥離角補正のための特定の剥離作業は不必要となる。その打撃点部位は稜上
⑥

か剥離面上かは問わず（現象的には「平坦面打撃」である場合が多い）、剥片剥離作業面

の面構成も考慮せず、さらに特定の石核調整も施されないため、剥離された剥片の形状は

定型的でない。これは、目的剥片の折断技術とも関連するものであろう。このように、剥

片が特定の形状を示さず、長軸比も1：1を中心に分布することは、統一的な石器製作体

系の崩壊した縄文・弥生時代の剥片生産技術では一般的であったらしく、奈良県桜ケ丘第

1地点遺跡（縄文時代早期）、大阪府長原遺跡（縄文時代晩期）、同亀井遺跡（弥生時代中期
⑥

後半～後期前半）などでも同様の結果が得られている。ただ、わずかに1：2に片寄った、
（長）（幅）

いわゆるやや横長の剥片が多く獲得されているのは、剥片剥離作業面における剥離痕相互

で形成された稜をいかに取り込むかが意識されていないという、剥離技術の問題に帰する

ことができよう。

目的的剥片の打面は点状打面がやや多いようであるが、それほど限定的ではなく、自然

画（礫面）、平坦、調整など各種形状の打面が劣らずみられることは、一定の打面形成もし

くは打面設定がおこなわれていないことに影響されたもので、その剥離角も一定ではない。
⑦

たとえば、石核抽・207の場合を例にとると、測定可能な剥離痕の「復原剥離角」は850、

1080、1080、1200、1280、1360、1370とほぼ900～1400間で剥離されている。1100以下の

より900に近いものは、剥片剥離作業面に直交する礫面を打面としており、1200以上の剥

離角を示すものは、先行する剥片剥離作業面を打面としている。一定の打面を剥離によっ

て形成せずとも、剥片剥離作業面に直交するような面（礫面・分割面）を打面に選定する
⑧

亀井遺跡などとは、技術的に異なる点である。
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小形の石核抽・204～206の石核は、鈍．204が異質の碧玉製である点除外すべきではあるが、

技術的には不規則に打面転移作業が著しく実施された剥片生産技術を示す石核として包摂

される。残存形態はきわめて小形で、目的的剥片および最終的に製作された石器が想定し

えず、本遺跡では例外的な石核であろう。ただ、剥片剥離作業が進行するにしたがって小

形化した最終形態を示す残核とも想定される。このような、不規則に打面転移を施す剥片

生産技術は、流理構造がきわめて発達した「安山岩」では技術的に困難で、よりガラス質

の「サヌカイト」などが利用されたのであろう。

本遺跡からは、例外的な先の小形石核の他、施．207、施．208、図版86上段右上の石核しか

検出されておらず、多数の剥片、砕片が出土したことを考慮すれば、本遺跡出土石器の目

的剥片生産は、ほぼ遺跡内で賄われていたものと考えられる。したがって、大形の石器と

小形のそれの両者の目的剥片が、接合資料Aおよび石核恥．208を代表とする剥片生産技術

より生み出されていたことが想定される。このことは、石核における剥片剥離作業面を観

察することによってもうなずけよう。

3．結　　　　　語

本稿においては、接合資料および石核の剥離痕、とくにその切断（先後）関係の観察に

より、本遺跡における剥片生産技術を把握することに努めた。しかし、石核一剥片一石器

を有機的に追求せず、大胆な想像をまじえることが多分にある点は否めない。さらに剥片

は折損資料が多く、各属性に対してその量的保障が得られなかったなどのため、各種デー

タ呈示による量的分析は割愛した。いきおい石核との関連性など想定をまじえることにな

るが、石核を観察することによっても剥片生産技術の一定の追求は可能であることを示し

得た。

従来、弥生時代の目的剥片の剥離に関してはきわめてランダムな剥片生産技術が想定さ

れがちではあったが、それは各種剥片剥離工程を示す石核、剥片を詳細に分析することな

く、旧石器時代のパターン化された剥片生産技術と単純に比較したことに原因しよう。

一定の形態の石器を製作するためには、一定の属性を有する剥片が生産されねばならず、

それは石材の性質、各種剥離行為によるその結果が十分予想されているところに成功する

ものである。たとえば、サヌカイトは流理構造が発達しているため、その石理走向に沿っ
⑨

て剥離すればより有効であることはかつてより指摘されており、本遺跡でも流理構造がと
⑳

くに著しく発達した安山岩の場合は、目的（的）剥片はほぼ例外なく「順目」の、もしくは
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それに近い状態に剥離されている。

このような、剥片生産技術を追求していく作業は、今後他遺跡でのそれと比較、検討する

ことにより、弥生時代の実態をより鮮明かつ動的に把握するためにも有用な方法であろう。

今回は資料呈示にとどめ、他の遺跡との比較、検討は今後の課題としたい。各遺跡で剥

片生産技術の分析が試みられることを期待したい。

l

註　①　小林行雄・佐原　真『紫雲出』詫間町文化財保護委員会　昭和39年

上記文献において、佐原氏はそれまでになく精緻な分析を打製石器に対して施されており、

多くの収穫が得られている。今日の弥生時代打製石器研究の出発点ともなったことが推察

されよう。ただ、ほとんど完成品のみが分析の対象とされていることは、その時代背景を

考慮すれば致し方ないことであろうか。

⑧　山中一郎「森の宮遺跡出土の石器について」『森の宮遺跡』難波官址顕彰会　昭和53年

山中一郎・石橋峰行・田中清美「石器遣物」『大阪市平野区長原遺跡発掘調査報告』Ⅱ

大阪市文化財協会　昭和57年

森本　晋・蜂屋晴美「喜志遺跡79－1区土塊3の遣物について」『喜志遺跡・東阪田遺跡

調査概要Ⅳ』大阪府教育委員会　昭和56年

西村尋文「亀井遺跡における剥片生産技術」『亀井』大阪文化財センター　昭和57年

⑨　なお、第206～208図の図示表現の方法は、基本的にかつての拙稿に準ずる。

佐藤良二「二上山北麓における縦長剥片生産技術－とくに桜ケ丘Loc．1、鶴峯荘Loc・1を中

心として－」『二上山・桜ケ丘遺跡一第1地点の発掘調査報告－』奈良県教育委員会　昭

和54年

④　佐藤良二「志方町・加西市および周辺の旧石器」『旧石器考古学』21昭和55年

⑤　柳田俊雄・藤原妃敏「瀬戸内技法と石刃技法一調整技術のもつ意味－」『旧石器考古学』

23　昭和56年

⑥　古森政次・麻柄一志「土坑1の剥片生産技術一縄文早期の石器群の分析－」『二上山・桜

ケ丘遺跡』奈良県教育委員会　昭和54年

註⑧　山中・石橋・田中前掲と同じ

註ク　西村前掲と同じ

⑦　松藤和人「再び“瀬戸内技法”について一瀬戸内技法第1工程を中心に－」『二上山・桜ケ

丘遺跡』奈良県教育委員会　昭和54年

⑧　註⑧西村前掲と同じ

⑨　松沢亜生・岩本圭輔「小型遣物の写真測量図化と石器製作に関する研究」『奈良国立文化

財研究所年報』1975　奈良国立文化財研究所　昭和50年

⑩　註⑦と同じ
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第　4　節　奈カリ与弥生遺跡の遣物・遺構よりみた

二・三の祭祀事例

1．は　じ　め　に

弥生時代の祭祀形態を検討するのに、遺物（土製晶・木製品・石製晶・青銅製晶等）に

あらわれた祭祀と、遺構（墳墓関係・青銅器埋納関係・土器埋納関係等）にあらわれた祭

祀よりその要素を個々に抽出していく方法がある。

ここでは、奈カリ与遺跡の遣物（小型粗製手捏土器・小型精製土器・管玉）、遺構（住

居址中央壊・北斜面区土器埋納境）を例に祭祀内容について若干の考察を行ってみたい。

本遺跡北斜面区（cc47）で小型粗製手捏土器1点、東尾根区（第5トレンチ4区）に

おいては小型精製土器1点をそれぞれ検出している。小型粗製手捏土器は壷形を皇し、手

捏成形にナデを用いる。小型精製土器はミニチュアの把手付壷形土器である。どちらも遺

構に伴うものではなく第2層の遊離層からの出土である。管玉は、東谷区2号段状遺構内

埋土上層からの発見である。時期はいずれも弥生時代中期後半に属するものと考える。

2．小型粗製手捏土器
①　　　　　（り　　　　③　　　　④　　　　⑤　　　　　⑥

兵庫県内における弥生時代の手捏土器は、上ノ島・新宮宮内・尾崎・山田・権現・上戸田
⑦

・大中等の諸遺跡から発見されており、特に新宮宮内と山田の両遺跡では中期の竪穴住居

址より、上戸田・大中遺跡では後期の住居址内より出土しており、住居内祭祀の確実な痕

跡と推定されている。この種の県内最古のものは上ノ島遺跡の前期新段階に属するもので
（む

あり、上田哲也はとくに弥生時代終末期から古墳時代前期の集落遺跡に多く認められる事

実を指摘している。
（り

森貞次郎によれば、小型粗製手捏土器は弥生時代前期後半に出現し、中期から後期を経

て古墳時代に至るという。そして、その性格は古墳時代の手捏土器の性格と同様であって

自然神に対する祭祀遺物と考えている。

本遺跡の当該遣物は1点のみであり、直接遺構に伴うものでないが、北斜面区住居址群

中の中央部に位置し、同地区に祭祀色の強い高塀と壷の土器埋納境及び焼土壌が存在した

ことから、居住区域内での祭祀に関連した遣物と確信される。

3．小、型精製土器
⑩　　　　　⑪　　　　⑳

一方、小型精製土器は兵庫県内で新方・大歳山・権現遺跡等に検出例がある。新方遺跡

の例は中期に属する周溝墓の構内からの、また大歳山遺跡例では後期の住居址内よりの出
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土である。古墳時代の前期まで下れば、
⑳　　　　　⑭　　　　　　　⑮

長越・本位田遺跡、および門前遺跡等が

加わる。長越遺跡例は土塊内で手捏土器

と一括に出土、本位田遺跡例は井戸状遺

構付近からこれまた手捏土器類と伴出し

たものである。

墳墓に伴うもの、住居址に伴うもの、

水に関連するもの等、様々な祭祀形態が

想定される。本遺跡例は墳墓に関連する

哉上底

第209図　小型精製土器

1・2：本位田遺跡　　　3：長越遺跡

5cm

n＼

rノ

ものではなく、また井戸址とは地点を異にする事実から水に関連するものとも考えられな

い。遺構に伴わないためにどのような祭祀内容に使用したのかは不明なのであるが、出土

地点が集落の中でも高所の眺望のよい地区である点が、性格究明上おおいに参考になる。

4．管　　　　　玉

次に、弥生時代の県内出土の管玉をみると、明らかに墳墓から検出したもの及び玉作り
⑲　　　　　　⑳　　　　　⑬

工房に属する遺構出土と思われるものを除くと、新宮宮内・東園田・本多町遺跡等がある。

新宮宮内・東園田遺跡はともに遣物包含層中の発見で、他にこれといった祭祀遺物の伴出

もないため、その性格は明らかでない。しかし、本多町遺跡では住居址内でミニチュア土

器と共伴しており、装身具としての使用よりも祭祀具としての利用が考えられる。古墳時
⑲　　　⑳　　　　　　　　　　　㊧　　　⑳

代にまで降れば、前期に長越・伊和遺跡、中期に砂部・高田遺跡等があり、滑石製祭祀遣

物と共伴してくる事実がある。

現在、4世紀後半から5世紀代にかけて出現する滑石製模造品（祭祀遺物）は、4世紀

代の碧玉製品の影響を強く受けて発達してきたと考えられている。この考え方をさらに推

し進め、その祖源をこれら弥生時代の碧玉製品にまで求めて遡上するこは無理なことであ

ろうか。

5．磨　製　石　鍍

その他、祭祀遺物と考えられるものに東谷区16号住居地出土の磨製石鉢がある。有茎式
⑳

の形態を皇すが、刃部を磨き落としていることから非実用品と思われ、石製模造品の一種

と考えうる。なお、16号住居址では他に祭祀遺物を検出しておらず、斜面上部にテラス状

の遺構を持つのが特徴程度で特別な住居とは到底思われない。

6．住居地中央填
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近畿・中国地方の弥生時代中期から後期にかけての竪穴住居址にみられる中央境につい

ては、炉址とか貯蔵穴とか柱穴等の諸解釈が提出されている。

本遺跡のものは、東谷区6号住居址の中央壊（第202図）が典型例であり、3段の掘りこ

みを認める。上段は一辺約120C帯、深さ5～10C鵜の浅い方形の掘りこみで、中段に径約60

～90e椛の不整円形の掘りこみ、最下段は径約25C椛の柱穴状の掘りこみを設けている。焼土

面は一切認められず、埋土の中間層にレンズ状に灰を含んだ堆積がみられる。

このような状況からみると、当初は明らかに柱を意識して掘ったとしか思えない形状で

ある○柱穴と考えるならば中心柱となり、さらに立柱祭の痕跡かともみられる。いわゆる
⑳

心御柱に相当する新築にあたっての祭祀の場と想定され、祭祀が終了すると、そのまま他

の用途（貯蔵穴等）に利用したと理解すべきであろう。

7．土器哩納墳

北斜面区検出の壷埋納境である。土器棺とも考えられるが、東谷区の土器棺に比較して

掘り方が大きすぎること、すぐ横に高杯や焼土塊が認められることから、祭祀にあたって

の土器埋納境と推定した方が自然であろう。

さらに、各住居址群のほぼ中央部に位置し、当然住居があってもよい空間に予想外にこ

のような土塊をもつ事実は、中央広場での集落内の共同祭祀場の痕跡との考え方が極めて

妥当性をもつことを物語るものであろう。

この時代のまつりは、一般的に祭祀遺物の出土状況から、各家ごとに行われず、数棟の

住居が結合する小集団あるいはまた集落ごとに祭祀遣物を保有し、まつりを執行していた

ものと考えられている。

本遺跡では遺構の項の検討にもあるように、数棟ごとに核となる大型の住居が存在する

が、そうした住居の居住者が、祭祀遺物を保有し共同体のまつりを執行していた可能性は

極めて高いといえよう。

8．ま　　と　　め

祭祀遺跡の解明で重要なことは、祭祀の対象、目的、性格が何であるのかを明らかにす
⑳

ることである○祭祀の対象は大場磐雄によれば、山嶽（名山大嶽・神奈備山）、巌石（磐座

・磐境）、水（河川・湖沼・井泉）、島喚海洋等の自然崇拝に関連したものが極めて多い

という。
⑳

筆者は、別稿において弥生時代から古墳時代にかけての播磨の祭祀遺跡を以下の8項目

に分類し検討したことがある。
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①　墳墓地域の祭祀

⑧　山岳の祭祀

⑨　水系の祭祀（河川・泉・井戸等）

④　巌石地の祭祀

⑤　島峡や沿岸部の祭祀

⑥　峠や軋の祭祀

⑦　居住域内の祭祀

⑧　生産地域の祭祀（製塩・製鉄等）

しかし、この種の自然物対象の祭祀遺跡調査においては実施例が少なく確実な祭祀遺構

の発見例もこれまた少なく、何を対象とし何を目的とした祭祀かを把捉するのは容易なこ

とではない○実際には具体的な祭祀遺物の発見をもって、その結果で色々と想定している

のが実状である。
㊥

弥生時代の集落内祭祀の代表といえる会下山遺跡では、尾根上最高所S地区とその下方

にあたるQ地区の2か所の祭祀場が報告されている。S地区は住居址状竪穴があり、遺物

は高杯他の土器とサルボウ貝等である。Q地区は小建物と石組みからなり、高塀他の土器

と男根状石製晶、球形土製晶、ガラス玉等がある。両地区とも弥生式土器中に占める高塔

形土器の比率が非常に高い。しかし、小型の粗製手捏土器や小型精製土器は見当らない。

祭祀の性格については、S地区を自然、特に山岳を主とした対外的な祭祀場、Q地区は集

落の対内的な祭祀場と理解される。

この例を参考にすれば、北斜面区の小型粗製手捏土器は一連の遺構（高杯・壷埋納土塊
⑳

・焼土壌）から考えて居住区域内の祭場と比定できる。また、森貞次郎の説くごとく自然

神に対する祭祀である可能性も強い。

小型精製土器は東尾根区の出土である。管玉は東谷区北半部地区の出土であるが、層位

からみると東尾根からの流れこみの可能性が高い。もし、そうであれば結果的に小型精製

土器とは共伴することも考えられる。この位置は本集落の中でも特に周囲に眺望の良い地
⑳

点であり、祭場があったと考えても不自然ではない。さらに、武庫川をはさみ東側対岸に

有馬富士の存在がひときわ注意される。当祭場はこの有馬富士を対象にした山岳の祭祀で

あったと考えてもこれまたあながち無謀とも思えない。

奈カリ与遺跡は平野部との比高差約70〝lを測り、高地性集落といえるものの、集落の特

徴としては出土遺物にあらわれているようになんら低地の集落と変わりはなく、稲作を生
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活基盤とする普遍的な農村集落であったと考えられる○

このことから、祭祀はほぼ農耕儀礼に関連した性格のものであったと想定でき、その豊

穣を祈る目的の祭祀であると理解できる。言いかえると、豊かな実りを目的とし、大地の

神霊を丁重にまつることが極めて重要であった訳なのである。この点については従来より

多くの先賢によって詳細に説かれてきた。

だが、さらに水稲を中心とする農耕生活に関連して大切なことは、毎年定期的な季節を

知ることであったろう。世界における古代文明の発生地においては、極めて早くからそれ

ぞれ太陽暦や太陰暦がつくられて季節の把握がなされている。
⑳

農耕における春の播種・手入れ・水の管理・病害虫に対する処理・秋の収穫・保存等を

考えても、季節に合わせた作業の重要性は改めて説くまでもないことである○　日本におけ

る暦の伝来・普及は、『記』『紀』に登載されているとおり、6世紀に百済より暦博士・

医博士・五経博士の渡来によって朝鮮を通じてもたらされたものであるといわれるO

ではこれ以前の農耕、なかでも水稲栽培に関連した季節の把握はどのようになされたで

あろうか。この点につ、いては、農耕祭祀に関連して次のように論究できるのではなかろう

か。すなわち、エジプトにおけるピラミッドがその方位や特定時間の太陽の位置と深く関

係しているように、太陽の特定の位置における出入りが、長い経験の積み重ねと極度の必

要性によって季節識別の一大方法として用いられたのではあるまいか。詳細な時間を把握

する点については、その必要性からも、水時計（漏刻）、日時計等の使用と併せ後世に視

点を移すべきであろうが、初期水稲耕作に関連した時期の把握は、古老による天候や季節

の識別と同じように、特定の目安になるその土地の自然物である山や川そして大石等の位

置するその地点から毎日の太陽の出入りを通じ、観察による極めて原初的かつ合理的な方

法がとられたのであろう。それが重ねて農耕に関係した各集落の貴重な祭祀と深く結びつ

き、さらに春の祈年祭（予祝儀礼）や冬の新嘗祭へと発達していったのではなかろうか○

集落内で厳粛に執り行われる祭祀の多くは、対象が特定の山・水・石と色々であるけれ

ども、こうした農耕関連の季節の移り変りを太陽の位置で把えた古代人の知恵、またこの

季節ごとの農耕とまつりとを関連して把捉できるのではなかろうか。

弥生時代から古墳時代にかけての集落遺跡を調査すると、必ず数個体の小型粗製手軽土

器が検出される。この遣物が古典にいう『天手扶』であることは疑いなく、これを用いて

各集落ごとに前述祭祀儀礼が執行されたものと把えてみた次第である。
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註　①　橋爪康至・勇　正広・藤岡　弘『尼崎市上ノ島遺跡』尼崎市教育員会　昭和48年

⑧　松本正信・加藤史郎『新宮・宮内遺跡』新宮町教育委員会　昭和57年

⑨　志水豊章・森下大輔『尾崎遺跡』龍野市文化財調査報告1龍野市教育委員会　昭和52年

④　上田哲也・中溝康則『山田遺跡』太子町教育委員会・建設省姫路工事事務所　昭和50年

⑤　松下　勝・山本三郎『播磨・権現遺跡』兵庫県社会文化協会　昭和47年

⑥　西脇市教育委員会岸本一郎氏教示　西脇市上戸田所在

⑦　上田哲也・島田　清・多淵敏樹『播磨大中』播磨町教育委員会　昭和40年

⑧　上田哲也「揖保郡太子町鶴遺跡」『播磨の土師器の研究』　昭和48年

⑨　森　貞次郎「新・天手扶考」『国学院雑誌』大場磐雄博士追悼考古学特集号　第78巻　第

9号　昭和52年

⑩　神戸市教育委員会「新方遺跡」『地下にねむる神戸の歴史展』神戸市立考古館　昭和55年

⑪　神戸市教育委員会「大歳山遺跡」『地下にねむる神戸の歴史展』神戸市立考古館　昭和55

年

⑲　註⑤と同じ

⑲　松下　勝他『播磨・長越遺跡』兵庫県教育委員会　昭和53年

⑭　井守徳男「本位田遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書（佐用郡

編）』兵庫県教育委員会　昭和51年

⑮　上田哲也・河原隆彦他『山陽新幹線建設地内兵庫県埋蔵文化財調査報告書』兵庫県教育委

員会・龍野市教育委員会　昭和46年

⑲　註⑧と同じ

⑰　岡田　務『尼崎市東園田遺跡』尼崎市教育委員会　昭和55年

⑬　宍粟郡広域行政事務組合　垣内　華氏教示　宍粟郡山崎町鹿沢所在

⑲　註⑲と同じ

⑳　村上紘揚『播磨一宮伊和遺跡』　一宮町文化協会　昭和49年

㊧　上田哲也他『加古川市砂部遺跡』加古川市教育委員会・加古川市文化財保護協会　昭和53

年

⑳　城内義夫氏教示　宍粟郡波賀町高田所在

⑳　弥生時代の磨製石鉄と鋼鉄との関係が十分解明されていないが、筆者は鋼鉄との関連を考

えている。鋼鉄が実用品から儀器化の過程を辿ることとあわせ、実用と思えない当該遣物

を石製模造品の一種とする。

⑳　河野省三「心御柱」『神道要語集』祭祀篇1国学院大学日本文化研究所　昭和49年

柳田国男「諏訪の御柱」『定本柳田国男集』第11巻「先づ立てて神を祭る柱は式の為に特

に設けたものであって、建築の一部となって永く残るべき大極柱では無いのである。」筑

摩書房　昭和44年
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㊧　大場磐雄『祭祀遺跡一神道考古学の基礎的研究－』角川書店　昭和45年

⑳　大平　茂「播磨の祭祀遺跡」未刊

㊨　村川行弘・石野博信『会下山遺跡』　芦屋市教育委員会　昭和39年

⑳　註⑨と同じ

⑳　椙山林縫「古代祭場立地考」『国学院大学日本文化研究所紀要』第37輯20周年記念特輯号

昭和51年　古墳時代の祭祀遺跡をその対象から、島・山・水・峠と分類し、それぞれ祭祀

遺跡の立地を検討して祭場占地を考察する。

「山あるいはこれに類する島の祭場を、頂上、尾根先の高所、山腹中の谷あい、と分けて

考えてみた。（中略）そして最も基本となるのは、尾根先の高所である可能性も指摘しえ

る。」という。弥生時代の祭場立地にも通じるものであろう。

⑳　稲は幼穂形成期・出穂期に200C以下の低温になると正常な花粉や結実ができない。また、

早魅や病害虫も大きな被害をもたらすものである。

付記　小稿は初期農耕社会における祭祀事例を、水稲耕作を基盤とする農耕社会の祭祀

儀礼と位置づけ、筆者の持つ原始時代の自然神対象のまつり観念を仮説をもとに提

示したにすぎない。

小型粗製手捏土器・小型精製土器の性格、他遺跡でのあり方、組み合わせ等細か

い検討を省略しており、今後別稿において再検討していきたいと考えている。

文末ではあるが、村上紘揚氏には有益なる御教示を受けている。記して深謝した

い○
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