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巻頭カラー図版１

二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡調査区全景

植出北Ⅱ遺跡出土 勾玉の鋳型



巻頭カラー図版２

植出北Ⅱ遺跡の土層堆積



例　　　言
１．本書は沼津市足高字尾上250－223他に所在する、二

ふた

ッ
つ

洞
ぼら

南
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遺跡（二東№４地点）と沼津市足高

字尾上250－５他に所在する、植
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出
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北
きた

Ⅱ
に

遺跡（二東№５地点）の発掘調査報告書である。

２．二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡の発掘調査は、日本道路公団静岡建設局（現 中日本高速道路株式

会社東京支社）が建設する第二東海自動車道の建設に先立ち、日本道路公団静岡建設局と沼津市

の協議に基づいて沼津市が受託し、平成13年度に「平成13年度 第二東海自動車道埋蔵文化財発掘

調査受託事業」として踏査および確認調査を行った後、調査範囲を確定して本調査を行った。

３．本調査は確認調査の結果に基づき実施された。現地調査期間は次の通りである。

【二ッ洞南遺跡（№４地点）】　（平成14年度）　平成14年４月15日～平成15年３月31日

（平成15年度）　平成15年４月10日～平成15年10月31日

【植出北Ⅱ遺跡（№５地点）】　（平成14年度）　平成14年４月15日～平成15年３月31日

（平成15年度）　平成15年４月10日～平成16年３月26日

（平成16年度）　平成16年９月２日～平成17年３月31日

（平成17年度）　平成17年４月18日～平成17年11月30日

４．発掘調査の関係者は以下の通りである。

事業委託者

日本道路公団静岡建設局　　　　　　局 長　　川人 達男（H14）　三浦 克（H15）

松崎 恵一（H16～H17.6.30）

日本道路公団関東第二支社　　　　　支 社 長　　木下 悦朗（H17.7.1～9.30）

中日本高速道路株式会社横浜支社　　支 社 長　　吉川 良一（H17.10.1～）

事業受託者　　沼 津 市　　　市 長　　斎藤 衛

事業主体者　　沼津市教育委員会　　　教 育 長　　長澤 靖夫（H14・15）

工藤 達朗（H16・17）

事業担当者　　沼津市教育委員会　文化振興課

文化振興課長　　大澤 敏夫

課 長 補 佐　　鈴木 裕篤

文化財調査係長　　高尾 好之

調査担当者　　二ッ洞南遺跡：指 導 主 事　　永井 厚史（H14・15）　横山 尚博（H15）

植出北Ⅱ遺跡：主任学芸員　　鶴田 晴徳

指 導 主 事　　二又川和行（H14）　中山 智善（H14・15）

永井 厚史（H15）　横山 尚博（H15）

岩品 文隆（H16・17）　厚地 淳司（H17）

５．整理事業については、平成21年度に遺物の註記および、現地写真や記録類の整理などの基礎的

作業を行い、平成22年度は遺物の接合や実測、遺構図の作成、原稿の執筆、写真撮影を行って報



告書を刊行した。なお、主要な剥片石器については、㈱ラングへの業務委託によって実測図を作

成し、その他の遺物については、作業補助員が実測を行った。また、調査現場で取得した遺構の

デジタルデータについては、㈱シン技術コンサルへの委託業務（担当：歌代久志）によって編集

と図版化（紙出力）を行った。

整理事業の関係者は以下の通りである。

事業委託者　　中日本高速道路株式会社東京支社

事業受託者　　沼 津 市　　市 長　　栗原 裕康

事業主体者　　沼津市教育委員会　　教 育 長　　工藤 達朗

事業担当者　　沼津市教育委員会　文化振興課

文化振興課長　　上原 正之（H21）　宮下 義雄（H22）

参事／副参事　　鈴木 裕篤（H22／H21）

副 参 事　　初又 利明（H22）

課 長 補 佐　　後藤 豊（H21）　山口 正文（H22）

文化財調査係長　　高尾 好之（H21）　山本 恵一（H22）

整理担当者　　主 査　　池谷 信之

主 事　　小崎 晋

指導主事　　倉地 憲（H21）　佐野 貴明（H21・22）　杉山 一永（H21）

高橋 信一（H22）　前嶋 秀張（H22）

臨時嘱託　　北 佳奈子　矢田 晃代

６．整理作業は、池谷・前嶋・北が担当し、沼津市文化財センターにて行った。遺物図版・遺構図

版・写真図版の作成には、整理補助員の工藤みさ子、笹原伊津子、高木美奈、高林千明、目黒上

子、守屋智子の補助を得た。事務処理は、事務補助員の高島千明（H21）、土屋周子（H22）が担

当した。

７．報告書本文の執筆は以下の通りに分担し、編集は池谷と北が行った。

◦第Ⅲ章第３節（遺物）、第Ⅳ章第４節（遺物）� 小崎 晋

◦第Ⅲ章第４節、第Ⅳ章第５節、第Ⅴ章（旧石器時代）� 前嶋 秀張

◦第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章第１節・第２節（遺物）・第３節（遺構）、

第Ⅳ章第１節・第２節・第３節（遺物）・第４節（遺構）、第Ⅴ章（弥生時代）� 北 佳奈子

◦第Ⅲ章第２節（遺構）、第Ⅳ章第３節（遺構）� 矢田 晃代

８．本書に係わる二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡の発掘調査資料および出土遺物は、沼津市教育委員

会事務局文化振興課文化財調査係（沼津市文化財センター　〒410－0873 沼津市大諏訪46－１�

TEL055－952－0844）で保管している。

凡　　　例
層位や黒曜石産地、石材などの略語については、第２分冊の凡例に記載している。
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第Ⅰ章　調 査 経 過
第１節　調査に至る経緯
⑴　第二東名高速道路建設の経緯

東名高速道路は昭和44年に全線が開通し、東京と名古屋を結ぶ大動脈として現在も大きな役割を

果たしている。開通以来、人々に高速性・定時性を提供するだけでなく、その効果により産業・文

化・経済の発展にも大きな影響を与えてきた。このように日本の社会を支え、人々の暮らしに欠か

せない道路として定着してきた東名高速道路であるが、他の高速道路に比べて利用台数が非常に多

いことや、開通後40年の経過に伴う維持補修工事によって引き起こされる渋滞により、本来の利便

性を著しく低下させている。また、大地震を始め、災害・事故などにより東名が不通となった場合、

社会的・経済的に大きな影響を受けることは避けられない。

こうした事態を改善するためにも、新たな大動脈と成りうる道路の必要性が高まり、国家的事業

として第二東名高速道路の建設が計画された。第二東名完成後には、時間・距離の大幅な短縮や緊

急輸送路としての役割はもちろん、インターチェンジ周辺地域の発展、人・物・情報の更なる活発

な交流など、様々な効果が期待される。

⑵　第二東名高速道路建設に伴う発掘調査
第二東名高速道路の建設は、昭和62年９月に国土開発幹線自動車道建設法の一部改正で予定路線

となり、平成元年２月27日に国土開発幹線自動車道建設審議会で基本計画が策定された。平成３年

12月３日には、静岡県駿東郡長泉町以西の静岡県全域が基本計画路線から整備路線に格上げされ、

平成５年11月19日付けの建設大臣から日本道路公団に対する施行命令をもって、本格的な工事が始

められた。静岡県内における建設計画が具体的になってきた平成４年度、御殿場市から引佐町（現

浜松市）を担当する日本道路公団静岡建設局より、本線部分にかかる埋蔵文化財有無の照会を受け

たことから分布調査を実施したところ、沼津市域を走る本線上には埋蔵文化財の存在する可能性を

持った地点が39か所あることが判明した。

発掘調査の分担は原則的に、SA・PAを県が、工事用道路・代替地・排土処分場は市町が対応す

ることになったが、平成８年度に本線部分についても調査協力を要請されたため、39か所のうち14

か所は沼津市が対応することになった。現地調査の実施にあたり、日本道路公団静岡建設局（局

長 小泉光政）、静岡県教育委員会（教育長 杉田豊）、沼津市（市長 斎藤衛）、沼津市教育委員会（教

育長 五月女武）が、まず平成10年３月10日付けで「第二東名建設事業に伴う沼津地区埋蔵文化財発

掘調査費用の支払に関する協定書」（以下、「協定書」とする）を取り交わした。さらに平成10年４月

１日付けで、「平成10年度 第二東名建設事業に伴う沼津地区埋蔵文化財発掘調査費用の支払に関す

る契約書」を締結し、これより沼津市の発掘調査はスタートした。協定書に基づき、道路工事行程

との調整を図りながら調査対象地の選定を行い、年度ごとに契約を締結して現地での確認調査およ

び本調査を実施していった。沼津市担当分の現地調査は、平成18年度末にすべて終了している。
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第２節　発掘調査事業の経過
⑴　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査経過

本調査に先立ち、平成13年10月２日～24日にかけて延べ110㎡に対し確認調査を行った。２ｍ×

２ｍのテストピットを28か所設定し、遺構や遺物の分布状況を確認したところ、弥生時代後期に属

すると思われる溝状遺構や土器、縄文時代・旧石器時代に属する土器や石器を検出した。

確認調査の結果を受け、本調査は第二東名の本線上にあたる南北に長い長方形状の調査区（便宜

上、南調査区とする）と、その北西からさらに北へ延びる細長い調査区（便宜上、北調査区とする）

を対象に、２か年に渡って行われることとなった。なお北調査区については、西側を通る市道0217

号線が、第二東名との立体交差部分にかかる橋脚の設計変更によって、市道自身の線形を現道の東

側をカーブするかたちに変更する必要性が生じたことに伴い、平成15年度に追加調査として設定さ

れた区域である。

①平成14年度調査
平成14年度は南調査区を対象とし、日本道路公団静岡建設局と沼津市において平成14年４月１日

付けで締結した「平成14年度 第二東名建設事業に伴う沼津地区埋蔵文化財発掘調査費用の支払いに

関する契約書」により、平成14年４月15日から現地調査を開始した。調査区南側で住居址が多数検

出されたことから、各住居址の調査を継続的に進めながら、並行して北側の調査を行った。

７月初旬までの期間は、中央より南側で栗色土層を中心に調査を行い、住居址17基、焼土址２基、

南端部で溝状遺構２条と畝状遺構16本を検出した。また、調査区の中央付近で大形の土坑を伴う大

きな溝（SD1）を検出したことから、住居址の調査と並行して７月末まで重点的に溝の調査が行わ

れ、土坑を７基伴うことが判明した。これらの土坑は、単独の土坑と区別するため “SDK” という

名称を付け、東から順に番号を振っている。

８月以降は、住居址の調査と同時に南調査区北側の調査に着手した。北東部は、ほとんどの部分

で表土直下に休場層が堆積していたことから、それより上層では数点の遺物を検出するに留まり、

９月中旬には休場層の掘り下げに入ることができた。礫群３基と炉穴１基を検出し、11月上旬に調

査を始めた北西部では、大きな撹乱の南に方形周溝墓の溝を検出した。また、SD1のすぐ北では焼

土址５基が見つかっている。一方、SD1より南側は、年度末まで栗色土層と富士黒土層で遺構の検

出が続き、住居址14基、土坑１基、集石６基、焼土址３基、ピット６基、不明遺構１基を検出した。

さらに、掘り下げの進んだ南端部の一部では、休場層から礫群１基が発見されている。

調査の進行が早いSD1以北は、トレンチを設定して第Ⅰスコリア層以下の状況確認を始めたが、

住居址の集中するSD1以南は、その調査に大きく時間を割かれる状態が続いた。空中写真撮影は計

４回実施され、南側の住居址を中心とした遺構の分布状況、中央の溝状遺構、北側の方形周溝墓、

遺物の分布状況を記録した。調査面積は3,500㎡にのぼる。

②平成15年度調査
平成15年度は、引き続きSD1より南側の栗色土層・富士黒土層の掘り下げを行い、続いて第Ⅰス

コリア層上面までの掘り下げを進めて、旧石器時代文化層の調査を行うとともに、途中から北調査

区の調査を並行して行った。
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前年度と同様に契約を締結した後、４月10日より現地調査を始め、掘り下げの早く進んでいた南

端部では、先行して休場層の掘り下げに取りかかった。一方、前年度に検出された住居址の多くは

ほとんど調査が進んでいなかったことから、南側全体を休場層上面まで掘り下げる作業と同時に調

査を行った。５月中には南調査区全面で休場層上面までの掘り下げを完了したことから、第Ⅰスコ

リア層上面を目指してさらに掘り下げを進めていったところ、８月初旬までに掘立柱建物址１基、

礫群20基、土坑９基、焼土址３基、ピット１基を検出した。また、トレンチを東西および南北方向

に設定し、第Ⅲスコリア層までの状況確認も進めた。

８月初旬には、本格的に北調査区の調査を開始した。南調査区と同様に表土直下の大部分は栗色

土層または富士黒土層が堆積しており、溝状遺構１条、土坑７基、集石２基、炉穴２基、ピット２

基、畝状遺構13本を検出した。さらに休場層で土坑４基を検出し、全体を第Ⅰスコリア層上面まで

掘り下げるとともに、トレンチで第Ⅲスコリア層までの状況を確認した。

また、南調査区の中央部では、６ｍ×６ｍの範囲で第Ⅲスコリア層以下の調査も行い、最終的に

中部ローム層直上まで掘り下げている。空中写真撮影は２回行い、SD1以南の休場層遺物分布状況

を記録した。調査面積は、延べ3,200㎡となった。

⑵　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査経過
本調査に先立ち、平成13年６月５日～11月２日（７月１日～９月17日は中断）にかけて確認調査

を行った。立木により調査が不可能であった市道0230号線西側の地域を除き、２ｍ×２ｍのテスト

ピット60か所以上と、トレンチ４本を設定して、遺構や遺物の分布状況を確認したところ、弥生時

代後期以降と考えられる溝状遺構や土坑、縄文時代・旧石器時代の土器や石器を検出した。

この結果を受け、本調査は市道0230号線と0217号線に挟まれた東西に長い調査区（便宜上、東調

査区とする）と、市道0230号線西側の小さな調査区（便宜上、西調査区とする）を対象に実施され

ることとなった。また、東端の市道0217号線部分（便宜上、東拡張区とする）についても、№５地

点に含まれるものとして、平成17年度に追加調査を行うこととした。

なお、現地調査に関しては、日本道路公団静岡建設局と沼津市において、「第二東名建設事業に伴

う沼津地区埋蔵文化財発掘調査費用の支払いに関する契約書」を毎年４月１日付けで締結し、これ

に基づいて実施されている。

①平成14年度調査
平成14年度は、西調査区と東調査区のほぼ全面を対象とし、４月15日から現地調査を開始した。

遺構・遺物の検出が比較的少ない西調査区と東調査区の西尾根（以下、尾根Aとする）では、本年

度中に縄文時代までの調査がほぼ終了し、一部で旧石器時代文化層の調査に入ることができた。一

方、東調査区の中央尾根（以下、尾根Bとする）および東の谷部（以下、谷Cとする）では、多量

に検出された溝状遺構の調査に追われ、栗色土層から住居址を検出し始めたところで本年度を終了

することとなった。

開始以降、７月初旬までは尾根Bと谷Cを重点的に調査し、尾根と谷にまたがる大きな溝（SD1）

のほか、溝状遺構15条、土坑４基、焼土址３基、ピット１基を検出した。７月初旬以降は西側にも
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調査範囲を広げ、谷Bの西側と東側の調査を並行して進めていった。表土直下には、谷Cの一部を

除いた大部分で栗色土層が堆積しており、９月中旬までは東西とも栗色土層から富士黒土層の調査

を行った。谷Cでは新たに溝状遺構12条、ピット１基、不明遺構２基、尾根Bでも土坑２基、集石

２基、焼土址４基、ピット１基、不明遺構２基を検出し、尾根Aでは、土坑６基、ピット３基、焼

土址２基を検出している。比較的検出された遺構が少なく、調査の進行が早い尾根Aは９月中旬以

降、休場層上面を目指して掘り下げを進め、谷Cは遺構・遺物の検出とともに、溝状遺構の調査を

継続して行った。10月下旬、尾根Aでは休場層上面までの掘り下げがほぼ終了したことからトレン

チを設定し、第Ⅲスコリア層上面までの確認を進めたところ、12月～１月中旬にかけてトレンチ内

およびその付近で礫群６基を検出した。２月になると尾根Bで５基、谷Cで３基の住居址が検出さ

れ、集落中心部の本格的な調査がスタートする。また、継続して調査を進めていたSD1では、溝に

付属する土坑の調査に入り、12基の大きな土坑を伴うことが判明した。

２月下旬、西調査区の調査に着手し、尾根Bから続くと考えられる大きな溝状遺構１条（SD1）

と、集石３基を検出した。その後、トレンチにより休場層以下の状況を確認したが、文化層は確認

されなかった。谷Cではさらに多数の遺構を検出する可能性が高いため、栗色土層からトレンチを

入れて下部の状態を確認しながら掘り下げを行い、徐々に遺構の検出を進めることとした。空中写

真撮影は３回実施され、谷Cの溝状遺構やその他の遺構分布状況を撮影した。本年度の調査面積は、

延べ12,120㎡にのぼる。

②平成15年度調査
平成15年度は東調査区を対象とし、尾根A・Bと谷Cを中心に調査を行った。尾根Bと谷Cでは、

前年度に検出された住居址の調査を引き続き行うとともに、新たな遺構の検出を進め、休場層上面

までの掘り下げが完了していた尾根Aでは、旧石器時代文化層の調査を進めた。また、９月下旬～

10月上旬に南側を拡張したことで、さらに集落全体の様相が明らかとなった。

４月10日から現地調査を開始し、尾根Bと谷Cは前年度に引き続き、栗色土層から富士黒土層の

調査を進め、８月初旬には谷Cの住居址付近を除いて、休場層上面までの掘り下げが完了した。そ

こで、８月中旬からは休場層以下の調査を始め、９月下旬には尾根A、尾根AとBに挟まれた谷（以

下、谷Bとする）、谷Cの南側を拡張して、新たに新期スコリア層から栗色土層の調査を行った。尾

根Bでは、土坑５基、集石１基、焼土址５基、礫群２基、不明遺構24基、拡張部分を含めた谷Cで

は、住居址10基、溝状遺構８条、土坑22基、焼土址２基、ピット１基、不明遺構１基をそれぞれ検

出している。

休場層上面までの掘り下げが完了していた尾根Aでは、休場層以下で礫群10基、土坑２基を検出

し、その南端では尾根BのSD1に続くと考えられる大きな溝状遺構を発見した。さらに、拡張部を

含めた谷Bの南では、溝状遺構９条、土坑２基、焼土址１基が検出された。３月末には、それまで

排土場として利用していた谷C北端の調査を開始し、溝状遺構１条を検出した。

また、上記の調査と並行して、前年度に検出された住居址の調査を継続的に行ったことから、本

年度検出の住居址にはほとんど調査が及ばず、その多くが検出された状態のままで年度の終了を迎

えた。７回の空中写真撮影が行われ、尾根Bから谷Cにかけての住居址を中心に、各尾根や谷部の
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遺構分布状況などを記録した。調査面積は、延べ12,250㎡であった。

③平成16年度調査
前年度に検出しただけで終わってしまった、谷Cの住居址の調査を中心に行った。また、谷C南

側の拡張部をさらに南へ拡大して、新たな遺構・遺物の発見に努めた。

現地調査は９月２日から再会し、調査途中だった谷C北端の排土場部分で遺物の検出を進めた。

12月下旬に谷C南側の拡張部をさらに南へ広げたところ、新期スコリア層で住居址７基と焼土址１

基、掘立柱建物址１基を検出し、その後は谷C中央からトレンチを延長して掘り下げを行った。昨

年度に検出された住居址は重複が激しかったため、重複関係が明白となり、最終的に各プランが確

定したのは３月初旬であった。空中写真撮影は２回行われ、住居址を中心に記録をした。調査面積

は、延べ1,600㎡にのぼる。

④平成17年度調査
市道0217号線部分にあたる東拡張区を対象に、４月18日から追加調査を行った。新期スコリア層

の調査中に、東調査区で検出されたSD1の延長上から同様の大きな溝を検出し、そのすぐ南では、

やはり東調査区から続く溝状遺構（SD3）を検出した。上部土層の残存状態が悪いSD1より北側は、

先行して休場層までの掘り下げを進め、土坑４基を検出し、さらにトレンチを設定して休場層以下

の状況を確認した。

SD1より南側では、８月初旬～10月中旬までの間に、住居址７基と土坑２基を検出し、最終的に

は住居址周辺部を除いて休場層までの調査を行った。住居址は重複が激しく、各プランの把握が困

難であったため、何度か修正を行いながら、10月中旬に最終的なプランを確定した。休場層より下

位の状況についてはトレンチを設定して調べたが、ごく少量の遺物が出土したのみであった。３回

の空中写真撮影では、溝状遺構と住居址を中心に記録をし、調査面積は延べ1,250㎡となった。

⑶　発掘調査方法
発掘調査区は、南西角を原点（000-000）とし、東方向にX軸、北方向にY軸となる10ｍ方眼の座

標を設定し、その交点に測量の基準となる方眼杭を設置した。方眼によって区画されたグリッドの

名称は、南西角に位置する交点の名称を使用している。ただしグリッドの座標値は、植出北Ⅱ遺跡

の西側に隣接する中見代第Ⅰ遺跡（二東№６地点）で調査時に設定したグリッドを延長し、続けて

使用している。よって原点は、中見代第Ⅰ遺跡で設定されたグリッドの南西角に求められる。

また、遺構・遺物・土層断面などの実測は光波測距儀によって行い、電子野帳に記録した後、沼

津市が導入している遺跡管理システムに取り込んでデータベース化した。土層断面の註記は、第一

合成株式会社製の土色計（SCR-1）を用いて色調を測定し、新版標準土色帖に準じて記載を行うこ

とで、第二東名関連遺跡内での統一を図っている。また、遺構の検出状況や遺物の分布状況を把握

するために、業務委託としてRCヘリコプターによる空中写真撮影を適宜実施した。

なお両遺跡の遺物については、現地にて洗浄・註記作業の大部分を行ったことから、調査終了後

は沼津市文化財センターへ持ち帰り、整理作業を始めるまで保管した。
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第３節　整理作業経過
第二東名建設事業に伴う発掘調査の整理事業は、平成16年度から本格的に始まり、これまで平成

16・17年度に石川古墳群（№34地点）、平成18年度に尾上第１遺跡（№３地点）、平成19年度に尾壱

遺跡（沼津工業団地代替地）、平成20年度に中見代第Ⅰ遺跡（№６地点）、平成21年度に八兵衛洞遺

跡（№９～12地点）の報告書が刊行されている。二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡の整理作業は、沼津

市教育委員会文化振興課文化財調査係が担当し、市内大諏訪46－１に所在する、沼津市文化財セン

ターにおいて実務を行った。

両遺跡の整理作業は、平成22年度に二ッ洞南遺跡の土器の接合・復元作業から取りかかった。す

べて終了した後、続けて植出北Ⅱ遺跡についても同様の接合・復元作業を行った。縄文土器は出土

量が少なく、元の器形をある程度復元できるような試料が得られなかったことから、口縁部などの

特徴的な部位を含めた破片資料の採拓を行い、断面の実測を行った。弥生土器は出土量が非常に多

かったため、復元樹脂による接合土器の強化と復元を接合作業と並行して行うことで作業の効率化

を図ったが、これらの作業をすべて終了するまでには、両遺跡合わせて８か月を要した。接合して

ある程度器形が判明したものに関しては、株式会社シン技術コンサルに業務委託をし、正射投影撮

像装置（SIOS-1000）を用いた等倍の画像を撮影し、実測に使用した。SIOS-1000は、立体物の寸法

精度を保ったまま結像し、歪みのない正射投影と呼ばれる方法を用いるため、完全な画像の投影が

可能である。したがって、今回のように多量の土器を実測する場合、この写真を実測用の下絵とし

て用いることで作業の迅速化を図ることができる。これらの方法を利用しながら、手実測を交えて

鉛筆による素図を作成し、スキャニングした後、ペンタブレットによるデジタルトレースを行った。

さらに、土器と並行して石器の抽出を行い、剥片石器はすべて株式会社ラングに業務委託をして、

三次元レーザースキャニングを基にしたデジタルトレース図を作成し、そのまま報告書図版として

使用している。礫器の実測は、沼津市文化財センター内で撮影したデジタル写真を用いて整理補助

員の手により行われた。

また、旧石器時代と縄文時代の黒曜石製石器は、石材の原産地を特定するために蛍光X線分析を

行った。分析には、沼津市が平成17年度に導入した島津製作所製エネルギー分散型蛍光X線分析装

置（EDX-900HS）を用い、資料は分析可能なサイズのもの全点を対象とした。その結果について

は、第Ⅵ章（第２分冊）の分析編を参照されたい。土器の型式名や石器の器種名・計測値・材質な

どのデータは、できる限り遺跡管理システムに入力し、保管している。

接合や実測作業に加え、平成22年度の５月頃からは報告書図版の作成、原稿の執筆を開始した。

遺構図版は、現地作業時にデジタルデータとして遺跡管理システムに取り込んだものに、必要最低

限の編集を加えて整合性を確認し、図版用の図面とするための編集作業を行い、ページプリンター

で印刷した図面を印刷用版下図として使用している。これらの編集作業は、「整理事業支援業務委託」

として、沼津市において本遺跡管理システムを運用・管理している株式会社シン技術コンサルの社

員が、担当職員の指示に従って実施した。写真図版については、現地調査時に撮影した記録写真と、

整理作業時に撮影した遺物の記録写真を合わせて整理し、InDesign上に割り付けた。
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第Ⅱ章　遺 跡 の 環 境
第１節　遺跡の位置と地理的環境

二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡の所在する沼津市は、駿河湾に面した伊豆半島西岸の付け根に位置

し、旧国区分でいう駿河と伊豆の境界に市域が及ぶ。市街地は市域南部を中心に広がり、浮島ヶ原

と呼ばれる低湿地帯や黄瀬川扇状地を土台としている。北部には富士山を背に愛鷹山がそびえ、そ

の裾野を広げているが、新幹線の開通や東名高速道路沼津インターチェンジの開設、工業団地の進

出など開発が進み、現在建設中の第二東名自動車道開通後には更なる発展が期待される。

両遺跡が営まれた愛鷹山は、富士山形成以前の20～70万年前に活動を開始して、1500ｍ前後まで

成長し、８万年前に活動を停止した成層火山である。小御岳火山とともに生成した大地は「古富士

火山」を形成する土台となっており、富士山はこの土台に火山噴出物が積み重なり、あるいは塞き

止められることで標高を伸ばしていった。約１万１千年前には「新富士火山」が活動を開始し、そ

の噴出物は古富士火山の山体を広く覆って、現在の富士山を形成した。この時に流出した溶岩流に

は、三島市まで到達した “三島溶岩流” が含まれている。また、2600～2900年前頃、山体崩落によ

り発生した岩屑なだれ堆積物は、河川への流入や雨水により泥流化して下流へ流れ下り、黄瀬川扇

状地を形成した。

愛鷹山の山体は古期の火山活動で流出した玄武岩と中部凝灰角礫岩、新期の火山活動により噴出

した安山岩質の溶岩により形成されているが、市域の遺跡が広がる南緩斜面では、古期の玄武岩と

凝灰角礫岩が基盤となっている。活動休止後は、古富士火山や周辺火山に由来する火山噴出物が堆

積し、現在のように緩やかな扇状の緩斜面を作り出した。また緩斜面は、河川によって複数の細長

い尾根に区切られ、さらに小河川やそこから派生する小支谷が貫入することで、独立した丘陵地を

いたるところに形成している。丘陵地の比較的開析が進んでいないところでは、小河川との比高差

が小さく、起伏も穏やかである。こうした環境は、生活の場として非常に魅力的だったようで、愛

鷹山東南麓には旧石器時代から弥生時代の遺跡が密集し、時代を重複して集落が営まれている。

二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡は、愛鷹山東南麓の中腹、東西を松沢川と中沢川に挟まれた細長い

尾根上に位置する。尾根上は複雑に入り込んだ埋没小支谷に分断されることで、さらに複数の細い

尾根に分かれており、愛鷹山東南麓のなかでも特に多くの遺跡が形成される場となっている。両遺

跡の形成が始まった弥生時代後期は、遺跡の展開する地域が大きく２つに分けられるが、その１つ

がこの尾根の丘陵高所である。また両遺跡の北側には、旧石器時代と縄文時代遺跡の一大密集地で

ある、足高尾上遺跡群も広がっている。

両遺跡の主な活動時期、周辺には類似した高地性の集落が複数存在していた。ただしこの一帯で

は、尾根上だけでなく谷部にまで遺構が及んでいるため、地形の区切りを目安にそれぞれの遺跡を

分けることは難しい。集落が分かれているのは、前述したような地形上の制約によるものであって、

隣接する遺跡との境界は必ずしも明確ではない。したがって、両遺跡は当初、周知の遺跡である二ッ

洞遺跡、植出北遺跡として発掘が行われたが、調査により明らかとなった遺構の分布状況や地形上

の区切りを考慮して、名称を改めることとした。
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第１図　遺跡位置図（１／100,000）
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第２図　周辺地形と遺跡位置関係図
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第２節　周辺遺跡と歴史的環境
【旧石器時代】

遺跡のほとんどが愛鷹山東南麓の緩斜面上に集中している。標高200ｍ付近には国指定史跡の休場

遺跡が存在するほか、代表的な遺跡として足高尾上遺跡群、清水柳北遺跡、尾上イラウネ遺跡など

が挙げられる。第二東名高速道路や愛鷹運動公園の建設を始めとした近年の開発により発掘事業が

活発化したことから、沼津市ではスコリア帯を除く10枚の黒色帯と２枚のローム層すべてから石器

が出土するなど、資料が増加しつつある。石器群は後期旧石器時代初頭から終末までの段階をほぼ

網羅しており、これら石器の編年研究から、愛鷹山麓の旧石器時代は現在５期に区分されている。

【縄文時代】
基本的には旧石器時代に好まれた生活の場を継承しており、愛鷹山東南麓のほとんどの尾根に遺

跡が存在する。遺跡数が非常に多く、特に足高尾上遺跡群は旧石器時代と重複するかたちで遺跡が

密集し、遺構や遺物を豊富に検出した。また清水柳北遺跡では、早期末～前期前半にかけての住居

址を80基以上検出している。ただし、時代を通しての遺跡数には変動が見られ、時期によって偏り

がある。草創期に属するものは非常に少ないが、葛原沢第Ⅳ遺跡の住居址からは、住居に伴う土器

や建築材と考えられる炭化材などが出土し、重要な資料を提供している。早期は遺跡数の飛躍的な

増加により日本でも有数の集落密集地帯が形成され、前期初頭まで多くの遺跡が継続するが、前期

末葉以降は減少してしまう。中期から後期初頭は、少数の集落を残すが衰退状況にあり、その後は

極端に減少して、晩期には皆無となる。

【弥生時代】
前期から中期にかけては、少量の遺物が検出されるのみで、遺跡はほとんど確認することができ

ない。際立って遺跡が増加するのは後期からであり、中期集落と後期集落との間には断絶がある。

この時代の生活圏は、それまでと同様の愛鷹丘陵地だけでなく、浮島沼周辺部から黄瀬川砂礫層が

堆積する低位の台地へと広がった。沢田遺跡や目黒身遺跡、御幸町遺跡などはその拠点集落といえ、

浮島ヶ原の低湿地に営まれた雌鹿塚遺跡では、多数の木製品が出土している。愛鷹山麓では、標高

100～170ｍにかけての丘陵中腹に、高地性の集落が出現する。代表的な遺跡としては、八兵衛洞遺

跡や北神馬土手遺跡、植出遺跡、植出北遺跡が挙げられ、第二東名の発掘調査で集落の存在が明ら

かとなった、中見代第Ⅰ遺跡・二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡もこれらの集落に含まれている。

【古墳時代】
古墳時代初頭以降、人々は愛鷹山から下りて平地部へと生活の場を移行していった。特に千本砂

礫洲上や狩野川下流には多くの遺跡が営まれている。集落遺跡の存在が希薄となった丘陵地では、

替わって古墳が築造されるようになる。後期には群集墳が造られ、石川古墳群では170基以上の墳墓

が確認されている。また市内南部では、神明塚古墳・子ノ神古墳・長塚古墳という全長50ｍ前後の

前方後円墳が築かれた。さらに、平成20年度に行われた高尾山穂見神社の発掘調査において、全長

62ｍの巨大な前方後方墳である、辻畑古墳が発見された。出土した土器の型式から、築造年代は３

世紀代中頃の可能性が高まっており、現在行われている整理作業と分析調査の成果が期待される。
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第３節　基本土層
⑴　愛鷹ローム層
「愛鷹ローム層」は、愛鷹山の形成後に活動を開始した「古富士火山」や箱根火山に由来する火山

噴出物が厚く堆積することで形成されている。このローム層は、下部・中部・上部の３期に大別さ

れ（愛鷹ローム団 1969）、その堆積は給源火山に近い割に薄い。これは、愛鷹山が古富士火山の南

側に位置し、降灰の分布範囲から逸れていたことが影響したものと考えられる。

遺跡の調査は約３万５千年前を下限とする上部ローム層を中心に行われ、ほぼ関東地方の立川ロー

ム層に相当すると考えられている。上部ローム層は腐植質土壌である黒色帯と、短期間に堆積した

スコリア層とが交互に積み重なって層を作り出す点に特徴がある。これは、降灰速度や頻度が比較

的緩やかで、植生に与える影響が少なかったことや、給源火山に近いため短時間にスコリアが堆積

したことなどが要因として挙げられる。

スコリア帯を基準にすると、上部ローム層は10枚の黒色帯と２枚のローム層から成り立っている。

特に黒色帯の間隔が比較的短い姶良丹沢火山灰（AT）以下は、他地域に比べてより細かい層位的な

石器の変遷が追求可能であり、この石器の編年をもとに愛鷹山麓の旧石器時代は細分されている。

愛鷹ローム各層の呼称については、市町村の文化財担当者や愛鷹ローム層の研究者らの間で検討

を重ね、考古学および地質学の調査・研究により検証作業を経て統一された。各層には上位から順

に番号が付けられており、発掘調査の層名はこれに基づいて表記されている（第４図参照）。

⑵　各層の特徴と出土遺物
以下、愛鷹山麓における上部ローム層の基本的な層準を示し、その特徴と出土遺構や遺物につい

て述べる。ただし、今回の調査で遺物の出土がほぼ確認されなかった、中部ローム層直上～第Ⅳ黒

色帯については、記述を省略する。

第Ⅲスコリア帯（SCⅢ）…５枚のスコリア層（s1～5）と２枚の黒色帯（b1・b2）から構成されて

いる。下部３枚のスコリア層のうち中位の層は、黄褐色で非常に硬く締まっているため明瞭に識別

でき、箱根山西麓と対比する際の鍵となる。その上位に存在する層厚10㎝弱ほどの２層の黒色帯は、

他の黒色帯に比べてスコリアを多く含むため黒味が弱く、b2は特にその傾向が強い。複数の遺跡で、

b2から二側縁加工のナイフ形石器の出土が確認されている。

第Ⅲ黒色帯（BBⅢ）…はっきりとした漆黒色を呈し、非常に目立つ層である。複数の遺跡で小形の

ナイフ形石器を主体とする石器群が出土する。また、この時期には陥穴が盛んに用いられる。

第Ⅱスコリア層（SCⅡ）…暗橙色を呈し、大粒の橙色スコリアから成る。

第Ⅱ黒色帯（BBⅡ）…黒褐色を呈し、よく締まっている。下部には比較的大粒の橙色スコリアが多

く含まれ、上部に向けて漸移的に減少するため、SCⅡとの明瞭な区分が困難である。

ニセローム層（NL）…黄褐色を呈し、離れるとローム層のように見えることから付いた名称だが、

実際には風化したスコリアと火山ガラスから成る層である。ATがパッチ状に含まれ、肉眼では中位

からやや下にかけて最も多く見られる。清水柳北遺跡以外では、まとまった石器群は発見されてい

ない。
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第Ⅰ黒色帯（BBⅠ）…黒色を呈し、乾くと縦に割れる。下半ではスコリアが少ないが、上半では風

化の進んだ細かいスコリアが多く、上部と下部で黒味に微妙な差が見られる。休場層に次いで石器

の出土例が多く、下底からは彫器が特徴的に出土してくる。

第Ⅰスコリア層（SCⅠ）…橙色スコリアから成るが、中位付近には黒褐色の部分が認められる。

休場層下部黒色帯（BB０）…以前は休場層の下部に存在する暗色帯として認識され、「YLLB」と呼

称していたが、現在は「BB０」に変更されている。暗褐色を呈し赤褐色・橙色スコリアを比較的多

く含む。下部からは角錐状石器を伴う石器群が出土する。

休場層（YL）…粘性の強いローム層で、通常50～60㎝の層厚を持つ。その特徴から、上位（YLU）・

中位（YLM）・下位（YLL）の３層に細分され、旧石器時代において最も石器の出土例が多い層で

ある。下位はスコリアを多く含むため、赤味がかなり強

く硬い。中位・上位に比べると遺物量は少ない傾向にあ

る。中位はにぶい黄褐色を呈し、スコリアが少量混入す

る。上位は３層の中で最も鮮やかな黄褐色を呈し、粘性

が強い。

富士黒土層（FB）…黒色を呈し、休場層ほどではないも

のの粘性がある。緩やかな谷に堆積し層厚が厚くなると

上下で性質に差を生じる場合がある。そのうち中位から

下位では、黄褐色土を基とし、スコリアが多量に含まれ

る層（FBsc）を検出することがある。この層は縄文時代

草創期の隆帯文土器や押圧縄文土器の包含層となってお

り、その直上からは草創期の表裏縄文土器が出土してい

る。さらに上位には、鬼界アカホヤ火山灰を含む。

栗色土層（KU）…黄褐色のローム層に似た色調を示す

が、YLよりもやや暗く、上位では粒子が粗くて粘性に乏

しい。FBからKUへの変化は漸移的であり、乾燥すると

下部が黒ずむことからその境が曖昧になる。上部にはカ

ワゴ平パミスと呼ばれる細かな白色の軽石粒が含まれて

いる。層中には縄文時代前期から晩期の遺物が含まれ、

足高尾上遺跡群では最下部から縄文時代前期初頭の土器

が、中位から中期の土器が出土することが確認されてい

る。

新期スコリア層（新期SC）…暗黄褐色を呈し、褐色の

スコリアが密集している。弥生時代から古墳時代の遺物

が含まれ、その遺構の覆土となる。

第４図　標準土層
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査
第１節　遺跡の概要
⑴　調査区の地形・環境（第２図）

№４地点は、東を松沢川、西を中沢川に挟まれた尾根上の東端、標高160～170ｍ付近に位置し、

調査区は東側を松沢川の流れる谷、西側を南から貫入する支谷（以下、谷Cとする）によって挟ま

れた細長い尾根上（以下、尾根Cとする）に、南北へ長く展開する。さらに南北を東の谷から派生

した埋没谷に挟まれることで、独立丘陵地状の地形を呈し、全体には南へ緩やかに下る馬の背状尾

根が広がっている。

本地点は、足高尾上遺跡群の１つに含まれる二ッ洞遺跡の南側に位置し、二ッ洞遺跡と本遺跡と

の間は、東から貫入する埋没谷によって隔てられている。周知の二ッ洞遺跡は、昭和63年度および

平成元年～３年度に、県立愛鷹運動公園の建設に伴って調査が実施され、現在は多目的競技場となっ

ている（第２図b・c区）。二ッ洞遺跡では、旧石器時代と縄文時代の遺構や遺物を中心に検出して

おり、本集落の主要な活動時期である、弥生時代後期～古墳時代初頭の遺構はほとんど検出されて

いない。よってこの時期に属する集落の北限は、第二東名本線上付近と考えられるが、これは愛鷹

山麓の他の集落も同様である。

⑵　土層の堆積状況と特徴（第６・７図）

本調査区の層序は、おおむね愛鷹山東南麓に見られる一般的な層序を呈している。ただし、南調

査区の中央付近を除いて新期スコリア層は確認できず、表土直下には栗色土層が堆積している場合

が多い。また、南調査区の北東部では、表土直下に休場層が堆積していた。なお、土層の堆積状況

はトレンチの壁面で観察を行っているが、調査区内に設定されたすべてのトレンチが休場層下部黒

色帯以下から掘り下げられているため、土層セクション図にはそれより上位の層を記録することが

できなかった。

３・４層にあたる栗色土層と富士黒土層、および５層にあたる休場層では、南北両調査区から多

くの遺構や遺物を検出し、特に栗色土層からの検出が多かった。休場層は、上位・中位・下位に分

層が可能で、遺物の出土量は中位が圧倒的に多い。

また、調査区全体で第Ⅰスコリア層上面まで、トレンチで第Ⅲスコリア帯上面までの調査を行っ

たが、第Ⅰスコリア層で土坑や礫群を検出したほかは、各層とも礫や石器がわずかに出土しただけ

であった。さらに、南調査区の中央やや北側付近では、６ｍ×６ｍの範囲にわたって中部ローム層

直上までの掘り下げが行われたが、数点の礫が出土するのみに留まった。
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第５図　グリッド設定図
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第２節　弥生時代後期～古墳時代初頭の遺構と遺物
⑴　遺構と遺物の分布状況
①遺　構（第８図）

弥生時代の遺構としては住居址31基、掘立柱建物址１棟、溝状遺構４本、畝状遺構29本、ピット

９基、方形周溝墓１基が確認された。畝状遺構以外の確認面は新期スコリア層下面、畝状遺構の確

認面は新期スコリア層下部である。遺構はおもに、調査区南側の北西から南東に伸びる尾根上（以

下、南調査区とする）で検出されており、方形周溝墓から北に広がる平成15年度の拡張部分（以下、

北調査区とする）では畝状遺構と溝状遺構が確認されている。住居址群は南調査区の中心よりやや

北側で認められた溝状遺構（SD1）の南側に分布しており、SD1は居住地を区画するために構築さ

れた可能性が高い。住居址の平面形プランは円形ないし小判形のものが多く認められる。隣接する

№５地点でも、SD1の西側延長線上に土坑を伴う溝状遺構が検出され、居住地を区画する溝が両遺

跡に構築されていることが確認された。

また南調査区内では北側と中央付近の２か所で大規模な攪乱が確認され、北側の攪乱は方形周溝

墓にかかり、主体部は失われていた。各住居址からは弥生時代後期の土器が出土しており、古墳時

代に帰属する遺構は存在しない。

②遺　物
弥生時代に属する遺物としては、土器・石器が出土した。土器は出土点数が非常に多く、住居址

群が構築された南調査区の尾根C上に分布が集中しており、SD1より北側では出土数が格段に減少

する。構成器種は壺と台付甕を中心としているが、わずかに小形の鉢や高坏が見られる。大半は弥

生時代後期に属するが、一部に古墳時代初頭まで下るものが認められる。

遺構外では、尾根C先端付近の栗色土層や表土を中心に多数の土器が出土したが、その出土点数

の多さに反して、完形に近く状態の良い土器はほとんど存在しなかった。

住居址では、第６～８号・第13号・第25号・第31号住居址を中心に、床面および覆土から多数の

土器が出土した。特に第７号・第８号・第31号住居址は出土点数が豊富で、図化できたものも多かっ

た。しかし、これら住居址においても完形のものはほとんどなく、口縁部～胴部上半、もしくは胴

部下半～底部までしか残存していない土器が中心を占めている。このような土器の残存状態の悪さ

は、八兵衛洞遺跡（第二東名№９～12地点）でも指摘されているが、住居址の立ち上がりが低く、

覆土が浅いことも影響していると考えられよう。

しかし、隣接する植出北Ⅱ遺跡の谷部で検出された壁高のある住居址からも、あまり多くの土器

が出土しなかったことから、愛鷹山麓の集落の保有する土器じたいが比較的少なかったと考えられ

る。また、住居址以外の遺構から出土した土器は非常に少なく、大形の溝状遺構（SD1）でも、溝

および付属する土坑の覆土中からわずかな土器が発見されただけであった。
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第８図　弥生時代後期～古墳時代初頭遺構分布図
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⑵　遺　　構
①住居址

31基が検出され、すべて第１号溝状遺構より南に分布している。平面形プランや住居址の構造、

主軸を尾根C先端方向へ向ける点などは、全体にほぼ共通しており、重複して建てられているもの

が多く見られた。各住居址の覆土については、別表にて記載している（第３～５表）。

第１号住居址（第９図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央からやや南西側で検出され、６月７日に調査を開始した。

６月17日に土層断面実測を行った後、遺物を取り上げセクションベルトを除去した。６月20日に床

面全体を露出させ、精査を行って硬化面を確認した。９月12日には床面の実測を行い、１月７日か

ら堀り方に着手して、柱穴を４本検出した。１月９日に土層断面実測および柱穴の実測を行い、セ

クションベルトを除去した後、２月７日に写真撮影を行って調査を完了した。

【規模】　長径2.83ｍ×短径2.60ｍ　　【主軸方向】　N－23°－W　　【形状】　やや円形

【壁・床】　最大壁高20㎝、貼床あり。

【出土遺物】　（第９図１・２）

10cm0

2

1

第９図　第１号住居址実測図および出土遺物
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１は台付甕の脚部である。緩やかに内湾

して開き、裾部をごくわずかに肥厚させる。

半透明白色の砂粒がやや多く確認できた。

２は手捏土器である。丸底の底部から内湾

して立ち上がり、外面には指頭による調整

痕を残す。

第２号住居址（第10図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央か

らやや南西側の西端斜面で検出され、６月

10日に調査を開始した。本住居址の西側は

調査区域外に伸びると考えられ、全容は把

握できなかった。斜面のため南北の壁の一

部と床面が流失しており、検出した段階で

すでに床面の一部が露出していた。６月17

日に出土遺物とセクションベルトを残して

床面までの掘り下げが完了し、土層断面実

測・写真撮影を行った後、遺物の取り上げ、

セクションベルトの除去を行い６月21日ま

でには床面の掘り下げが完了した。その後、床面の精査を行って１基の炉と硬化面を確認し、１月

７日には堀り方に着手した。１月９日に土層断面実測により柱穴の検出を試みたが、確認すること

ができなかった。１月28日にエレベーション、堀り方の実測を行い、調査を完了した。

【規模】　不明　　【主軸方向】　不明　　【形状】　不明

【壁・床】　最大壁高33㎝、貼床あり。攪乱などにより一部貼床が認められないところがある。

【炉】　住居址のやや北側で検出され、径52㎝、深さ15㎝を測る。平面形はほぼ円形を呈し、覆土は

２層に分層される。１層は暗赤灰色土（10R4/1）で、径１～５㎜のスコリアを微量に含み、焼土を

多量に含む。２層は褐灰色土（5YR4/1）で、焼土を微量に含み、やや粘性がある。

【出土遺物】　わずかに土器片が出土しているが、図示できるものはなかった。

第３号住居址（第11図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央からやや南西側の斜面で検出され、６月13日に調査を開始

した。斜面にあるため西側の壁と床の一部が流失しており、検出の段階で床面の一部が露出してい

た。６月20日に遺物を取り上げた後、土層断面実測を行い、６月26日までにセクションベルトを除

去し、床面までの掘り下げが完了した。床面の精査を行って、１基の炉と硬化面を確認し、９月12

日に床面の実測を行った。１月７日には堀り方に着手して柱穴を４本確認し、１月９日に土層断面

実測および柱穴の実測を行った。セクションベルトを除去した後、１月28日にはエレベーションと

堀り方の実測を行って調査を完了した。

【規模】　長径3.28ｍ×短径2.79ｍ　　【主軸方向】　N－34°－W　　【形状】　小判形

第10図　第２号住居址実測図
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【壁・床】　最大壁高34㎝、貼床あり。炉周辺に炭化物が集中しており、焼土も多く見られる。

【柱穴】　４本検出された。径25～34㎝の円形を呈し、深さは17～27㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出され、周辺に炭化物が集中している。長径50㎝、短径36㎝、

深さ９㎝を測る。

【出土遺物】　（第11図１）

１は軽石製の石製品である。白色で楕円形状を呈し、中央に径７㎜、深さ７㎜ほどの穿孔が認め

られる。

第４号・第５号住居址（第12図）

【調査経過】　６月５日に南調査区のほぼ西端の斜面で２基同時に検出された。住居址の西半分が調

査区域外になっている。検出時の覆土上面の観察で、第４号住居址が第５号住居址を切っているこ

10cm0

1

第11図　第３号住居址実測図および出土遺物
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とが判明した。６月20日に第４号住居址から調査を開始した。６月24日に床面までの掘り下げが完

了し、精査を行ったところ、１基の炉と硬化面が確認された。

第４号住居址の床面の精査が完了したところで、第５号住居址の調査を開始した。７月２日には

床面までの掘り下げが完了し、床面の精査を行ったところ、１基の炉と硬化面を確認した。９月12

日に床面の実測を行い、１月７日に両住居址そろって堀り方に着手した。掘り方で柱穴の検出を試

みたところ、第４号住居址では堀り方底面で２本の柱穴が認められたが、第５号住居址では確認さ

れなかった。１月９日に第４号住居址の土層断面実測および柱穴の実測を行い、１月17日に第５号

住居址の土層断面実測を行った。セクションベルトを除去した後、１月28日に両住居址のエレベー

ション、堀り方の実測を行い調査を完了した。

【規模】　SB4：長径3.45ｍ（残存部分）　SB5：不明

【主軸方向】　SB4：不明　SB5：不明　　【形状】　SB4：不明　SB5：不明

【壁・床】　SB4：最大壁高30㎝（残存部分）、貼床あり。攪乱により床面が一部削られている。

第12図　第４号・第５号住居址実測図
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第13図　第６号住居址実測図
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SB5：最大壁高22㎝（残存部分）、貼床あり。攪乱により床面が一部削られている。

【柱穴】　SB4で２本検出された。径31～35㎝の円形を呈し、深さは18～22㎝を測る。

【炉】
SB4：住居址の中央よりやや北側で検出された。長径84㎝、短径72㎝、深さ16㎝を測り、平面形は

楕円形を呈する。覆土は３層に分層され、１層は暗赤灰色土（10R4/1）で焼土を多量に含む。２層

は暗褐色土（10YR3/4）、３層は褐灰色土（5YR4/1）で、焼土を微量に含み、やや粘性がある。

SB5：住居址の中央よりやや北側で検出された。長径63㎝、短径22～45㎝、深さ10㎝を測り、平面

形は不整形である。覆土に多くの焼土を含む。

【出土遺物】　第４号住居址では、遺物は出土していない。第５号住居址では、わずかに土器片が出

土しているが、図示できるものはなかった。

第６号住居址（第13図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央からやや南西側の斜面で検出され、６月26日に調査を開始

した。斜面で検出されたため西側の覆土が薄く、検出の段階で床面の一部が確認された。７月３日

までに遺物を取り上げ土層断面実測を行って、７月４日には床面までの掘り下げが完了した。床面

の精査を行い２基の炉と硬化面を確認し、７月12日に２基の炉の調査が終了した。９月12日には床

面の実測を行い、１月17日に堀り方に着手した。堀り方底面で４本の柱穴を確認し、１月23日に土

層断面実測、１月24日に柱穴の実測を行った。セクションベルトを除去した後、１月29日にエレベー

ションおよび堀り方の実測を行い、調査が完了した。

【規模】　長径5.41ｍ×短径4.66ｍ　　【主軸方向】　N－16°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　最大壁高39㎝、貼床あり。炉２の周囲に多くの焼土粒が散布していた。

【柱穴】　４本検出された。径31～35㎝の円形を呈し、深さは18～22㎝を測る。

10cm01

2 3

第14図　第６号住居址出土遺物
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第15図　第７号住居址実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

10cm0

1
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3

4

5 6
7

第16図　第７号住居址出土遺物
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第17図　第８号・第17号住居址実測図

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査
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【炉】　２基が検出され、住居址のほぼ中央で検出されたものを炉１、やや南西側で検出されたもの

を炉２とした。炉１は長径84㎝、短径62㎝、深さ29㎝を測る。覆土中に多くの焼土を含み、堀り込

みは堀り方底面まで達していた。炉２は長径38㎝、短径29㎝、深さ９㎝を測り、覆土の上部に多く

の焼土を含んでいる。

【出土遺物】　（第14図）

１は台付甕で、胴部上位～中位付近に最大径を持つ。やや扁平な無花果形を呈し、胴部が強く張

る。口縁部内面と外面全体に明瞭なハケメが施されているが、胴部内面はさらにヘラケズリによっ

て整形している。２は砂岩製の敲石で、下端に明瞭な敲打痕が認められる。３は砂岩製の磨石で、

平面形状は楕円形を呈し、扁平である。

第７号住居址（第15図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央からやや南西側の斜面で検出され、７月12日に調査を開始

した。西側は調査区域外に伸びていると考えられ、北西部分は攪乱により壁が一部削られている。

７月23日に土層断面実測を行い、７月25日までにはセクションベルトをすべて除去し床面の精査を

行った。その結果、１基の炉と硬化面が確認された。８月８日に炉、９月18日に床面を実測し、１

月10日に堀り方に着手した。堀り方底面で２本の柱穴を確認し、引き続き土層断面実測および柱穴

の実測を行った。１月24日にエレベーションおよび堀り方の実測を行い、調査を完了した。

【規模】　不明　　【主軸方向】　不明　　【形状】　隅丸方形（残存部分から推測）

【壁・床】　最大壁高53㎝、貼床あり。

【柱穴】　２本検出された。径36～46㎝の円形を呈し、深さは22～27㎝を測る。

【炉】　残存部分の中央からやや北側で検出された。長径110㎝、短径68㎝、深さ10㎝を測り、平面形

は不整形である。覆土の上部に焼土が多く含まれている。

【出土遺物】　（第16図）

本住居址では多くの土器片が出土しており、特に中央より東側にかけての覆土中に集中的に分布

していた。１は壺の頸部～胴部である。胴部下位で強く屈曲し、頸部は外反しながら立ち上がる。

２～６は台付甕である。２は胴部の強く張った球胴形を呈する。内外面ともにハケメが施され、胎

土には白色の砂粒が多量に含まれていた。３は球胴形を呈し、短い口縁部を付す。胴部中位には接

合痕が認められる。４は口縁部～肩部のみが残存し、外面全体に煤が付着している。５は脚部で、

「ハ」の字状に緩やかに開き、裾部をわずかに肥厚させる。内外面ともハケメが施されている。６も

脚部で、やや直線的に開き、非常に薄手である。胎土には白色の砂粒がやや多く含まれている。７

は凝灰岩製の敲石である。平面形状は楕円形を呈し、敲打時の衝撃により一部破損している。

第８号・第17号住居址（第17図）

【調査経過】　６月５日に第８号住居址、６月６日に第17号住居址を南調査区の南西で検出し、その

段階で切り合い関係が認められた。７月22日に第８号住居址から調査を開始し、７月25日に土層断

面実測を行った。セクションベルト内に焼土が検出されたため、その部分だけを掘り下げると、床

面に堀り込みが認められ炉であることが確認された。ここで第８号住居址の調査を一旦中断し、８

月13日には第17号住居址の調査に着手した。第17号住居址の掘り下げの途中、再度第８号住居址と
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の切り合い関係を確認したところ、第17号

住居址が第８号住居址を切っていることが

判明したため、第17号住居址の西壁面の一

部を東西のセクションベルトBで確認した。

８月27日に第17号住居址の土層断面実測を

行い、８月29日にはセクションベルトを除

去した。その後、床面の精査を行い、２基

の炉と硬化面を確認した。さらに床面上に

は、広範囲に渡って焼土、炭化物が散在し

ていたことから、焼土の範囲を図に示して

いる。

９月２日に第８号住居址のセクションベ

ルトを除去して床面の精査を行うが、硬化

面は認められなかった。１月10日には第17

号住居址の堀り方に着手した。掘り下げて

いくと、下部にもう１枚の床面（床２）が

検出され、床が貼り直されていることがわ

かった。床面の精査を行ったところ、１基

の炉と硬化面が認められた。１月17日に土層断面実測を行い、堀り方底面で柱穴を４本確認した。

１月21日には第８号住居址の堀り方に着手し、１月24日に土層断面実測を行って、セクションベル

トを除去した後、堀り方底面で柱穴を４本確認した。引き続き２基同時に柱穴の実測を行い、１月

30日にも２基同時にエレベーション、堀り方の実測を行い調査を完了した。

【規模】　SB8：長径5.54ｍ×短径4.65ｍ（残存部分）　SB17：長径5.13ｍ×短径4.28ｍ

【主軸方向】　SB8：N－13°－W　SB17：N－14°－W

【形状】　SB8：隅丸方形　SB17：小判形

【壁・床】
SB8：最大壁高25㎝（残存部分）、貼床あり。

SB17：最大壁高62㎝、貼床あり。貼り直しにより床面が２枚認められた。１枚目（床１）の床面上

に焼土、炭化物の分布が認められた。

【柱穴】
SB8：４本検出された。径37～48㎝の円形を呈し、深さは16～43㎝を測る。南東側の１本は、第17

号住居址により約半分が切られている。

SB17：４本検出された。径42～47㎝の円形を呈し、深さは19～35㎝を測る。

【炉】
SB8：住居址の中央からやや北側で検出され、長径72㎝、短径69㎝、深さ12㎝を測る。覆土は３層

に分層され、１層は褐灰色土（10YR4/1）で、径１㎜のスコリアと炭化物を微量に含み、焼土を少

第18図　第８号住居址遺物分布図
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10cm0 10cm0

1 2

3

4

5 6

第19図　第８号住居址出土遺物
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量含む。２層は灰赤色土（10R4/2）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、焼土を多量に含む。３

層は褐灰色土（10YR4/1）で、焼土を少量含む。

SB17：住居址の北側で３基検出された。本遺構は床面が貼り直しにより２枚あり、下層（床２）で

検出したものを炉１、上層（床１）で検出したものを炉２、炉３と呼称する。

炉１は住居址の中央からやや北側で検出された。長径55㎝、短径45㎝、深さ12㎝を測り、覆土は

２層に分層される。１層は褐灰色土（5YR4/1）で、径１～５㎜の炭化物を少量、径１㎜のパミスを

微量に含み、焼土をやや多く含む。２層は黒褐色土（5YR3/1）で、焼土を微量に含む。

炉２は北壁寄りで検出された。長径72㎝、短径37㎝、深さ６㎝を測り、覆土は２層に分層される。

１層は暗紫灰色土（5P4/1）で、多量の炭化物とやや多くの焼土を含む。２層は黒褐色土（5YR3/1）

で、微量の炭化物と焼土を含む。炉３は北東寄りに位置し、長径80㎝、短径58㎝、深さ８㎝を測る。

ただし、２基とも焼土の含まれる割合がやや低いことに加え、炉２は北寄りの位置で検出され、炉

３は下部から柱穴が検出されるといった状況が見られることから、実際に炉として機能していたか

否か多少の問題が残る。

【出土遺物】
SB8（第18・19図）

全住居址のなかで最も多量の土器が出土し、特に炉の周囲で集中的な分布が見られた。第19図１

は壺の頸部～胴部で、胴部下位に明瞭な稜を有する。頸部～肩部および胴部下位には、接合痕が明

瞭に認められる。２は壺の肩部～底部である。胴部下位に明瞭な稜を有する無花果形を呈し、胴部

が強く張っている。胴部上位～中位にかけて接合痕が認められる。３～５は台付甕である。３の口

縁部は緩やかに屈曲し、内外面ともに細かいハケメが施される。４は脚部である。「ハ」の字状に開

10cm0

1 3

2

第20図　第17号住居址出土遺物
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き、胎土には白色と半透明白色の砂粒が少量含まれている。５の口縁部は強く外反し、胴部の張り

が強い。内外面とも全面にハケメが施されているが、外面は口頸部が縦から斜め方向、胴部が横か

ら斜め方向となっている。６は軽石製の石製品である。表裏面の中央付近に径９㎜、深さ10㎜程度

の穿孔が認められ、表裏面および両側面に幅２～８㎜程度の溝が12条ほど認められる。

SB17（第20図）

１は壺の口頸部である。複合口縁を有し、頸部は大きく屈曲する。口縁部外面は横方向のハケメ

による調整の後、棒状浮文を施している。２は壺の下半部である。下位に明瞭な稜を有し、そこか

ら胴部が直立気味に立ち上がる。３は台付甕の下半部である。胴部の内面には煤が付着していた。

第９号住居址（第21図）

【調査経過】　６月５日に南調査区の中央からやや南西側の斜面で検出され、７月25日に調査を開始

10cm0

1

第21図　第９号住居址実測図および出土遺物
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した。斜面のため、南西側の一部で壁が削られていた。７月29日に土層断面実測を行い、セクショ

ンベルトを除去して、７月31日には床面までの掘り下げが完了した。床面の精査を行い、硬化面を

確認した後、９月12・13日に床面の実測を行った。１月９日から堀り方に着手し、１月10日に堀り

方底面で４本の柱穴が検出された。その後は土層断面実測および柱穴の実測を行い、セクションベ

ルトを除去して、１月17日にエレベーションおよび堀り方の実測を行って調査を完了した。

【規模】　長径4.32ｍ×短径3.73ｍ　　【主軸方向】　N－29゜－W　　【形状】　楕円形

【壁・床】　最大壁高４㎝、貼床あり。

10cm01

第22図　第10号住居址実測図および出土遺物
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【柱穴】　４本検出された。径30～39㎝の円形を呈し、深さは16～44㎝を測る。

【出土遺物】　（第21図１）

１は小形の台付甕である。肩部～胴部の張りが弱く、口縁部はやや直立気味に立ち上がる。外面

のハケメは、口頸部と胴部下位が縦方向、胴部上位～中位は横から斜め方向となる。

第10号住居址（第22図）

【調査経過】　６月６日に南調査区の中央付近の斜面で検出され、７月25日に調査を開始した。斜面

のため南側の壁と床面が流出しており、検出した段階で床面の一部が確認された。７月29日にはセ

クションベルトと遺物を残して床面まで掘り下げた。土層断面実測を行い、セクションベルトを除

去したところ、セクションベルト内で炉を確認した。７月30日に床面の掘り下げを完了し、床面の

精査を行うと硬化面が認められた。９月13日には床面の実測を行い、１月７日から堀り方に着手し

た。堀り方底面で４本の柱穴を確認し、１月10日に土層断面実測および柱穴の実測を行った。セク

第23図　第11号・第12号住居址実測図
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ションベルトを除去し、１月20日にエレベーションの実測を行い、２月７日に写真撮影をして調査

を完了した。

【規模】　短径3.65ｍ（残存部分）　　【主軸方向】　不明　　【形状】　小判形（残存部分から推測）

【壁・床】　最大壁高23㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径41～52㎝の円形を呈し、深さは24～33㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北寄りで検出され、長径54㎝、短径42㎝、深さ12㎝を測る。覆土は３

層に分層され、１層は黒褐色土（5YR3/1）で、径１㎜の炭化物を微量に含み、焼土を少量含む。２

層は暗赤褐色土（5YR3/3）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、焼土を多量に含む。３層は暗赤

灰色土（2.5YR3/1）で、焼土を少量含む。

【出土遺物】　（第22図１）

１は台付甕である。最大径を胴部中位に持つ扁平な球胴形を呈し、頸部が強く屈曲して外反する。

内面の頸部～胴部上位には、ヘラケズリが認められる。

第11号・第12号住居址（第23図）

【調査経過】　６月６日に南調査区のほぼ中央の斜面で検出された。検出時の覆土の状況から第12号

住居址が第11号住居址を切っているものと判断された。しかし２つの住居址とも斜面のため南側の

床面と壁が流出しており、全容は不明である。７月29日に同時に調査を開始した。８月６日に土層

断面実測を行い、８月７日にはセクションベルトを除去した。床面までの掘り下げが完了した後、

床面の精査を行い、両住居址とも１基の炉と硬化面を確認した。９月13日に床面の実測を行い、１

月７日に第11号住居址の堀り方に着手して、１本の柱穴を検出した。１月９日に土層断面実測、柱

穴の実測を行い、引き続き第12号住居址の堀り方に着手した。ここでも１本の柱穴を確認し、１月

10日に土層断面実測および柱穴の実測を行った。セクションベルトを除去し、１月21日にエレベー

ションの実測を行い、２月５日に写真撮影をして調査を完了した。

10cm0

1

2 3

第24図　第12号住居址出土遺物
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【規模】　SB11：不明　SB12：不明　　【主軸方向】　SB11：不明　SB12：不明

【形状】　SB11：不明　SB12：円形（残存部分から推測）

【壁・床】　SB11：最大壁高16㎝（残存部分）、貼床あり。南側半分が流出している。

SB12：最大壁高20㎝（残存部分）、貼床あり。南側の一部が流出している。

【柱穴】　SB11：１本検出された。長径32㎝の円形を呈し、深さは25㎝を測る。

SB12：１本検出された。長径42㎝の円形を呈し、深さは28㎝を測る。

【炉】
SB11：残存部分の中央で１基検出された。長径54㎝、短径40㎝、深さ11㎝を測る。

SB12：住居址のほぼ中央で１基検出された。長径51㎝、短径44㎝、深さ13㎝を測る。覆土は３層に

第25図　第13号住居址実測図
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分層され、１層は褐灰色土（5YR4/1）で、径５㎜の炭化物、径１㎜以下のパミスをわずかに含む。

２層は暗赤褐色土（2.5YR3/2）、３層は黒褐色土（5YR3/1）で、ともに径１～５㎜の炭化物を微量

に含む。すべての層で焼土が認められるが、特に２層はその割合が多い。

【出土遺物】
SB12（第24図）

１は短頸壺の上半部である。内外面ともにヘラミガキが認められる。２は台付甕の上半部である。

口径と胴径がほぼ同等で、口縁部は短く外傾する。３は砂岩製の敲石である。上下端に敲打痕が認

められる。

第13号住居址（第25図）

【調査経過】　６月７日に南調査区の南西端で検出され、７月31日に調査を開始した。８月29日に土

10cm01

第26図　第14号住居址実測図および出土遺物
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層断面実測を行い、８月30日にセクションベルトを除去して、床面までの掘り下げが完了した。床

面の精査を行ったところ、１基の炉と硬化面が確認された。９月18日に床面の実測を行い、１月15

日に堀り方に着手した。堀り方底面で柱穴を４本確認し、１月20日に土層断面実測および柱穴の実

測を行っている。セクションベルトを除去し、２月３日にエレベーション、堀り方の実測を行い調

査を完了した。

【規模】　長径4.26ｍ×短径4.00ｍ　　【主軸方向】　N－５°－W　　【形状】　不整円形

【壁・床】　最大壁高34㎝。

【柱穴】　４本検出された。長径30～49㎝の円形を呈し、深さは25～36㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出され、長径122㎝、短径68㎝、深さ10㎝を測る。覆土は３層

に分層され、１層は褐灰色土（7.5YR4/1）で、径１～３㎜のスコリアを微量に含む。２層は暗紫灰

色土（5P4/1）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、３層は褐灰色土（5YR4/1）である。すべて

の層で焼土が認められるが、特に２層はその割合が多い。

【出土遺物】　床面および覆土から、壺の胴部や台付甕の口縁部が出土しているが、図示できるもの

はなかった。

第14号住居址（第26図）

【調査経過】　６月６日に南調査区の中央からやや南東側の斜面で検出された。斜面のため、南側の

床面と壁が流出しており、全容が不明である。８月２日に着手したが、床面を認識できなかったた

め、セクションベルトにおいて床面を確認した。８月６日に土層断面実測を行った後、８月７日に

セクションベルトを除去した。１月28日に堀り方に着手し、堀り方底面で柱穴を６本確認して実測

を行った。１月30日にエレベーションの実測、２月５日に写真撮影を行い調査を完了した。

【規模】　不明　　【主軸方向】　不明　　【形状】　不明

【壁・床】　最大壁高11㎝、貼床あり。南半分が流出している。残存部分のほぼ中央で径35㎝ほどの

焼土が検出されたが、堀り込みは確認されていない。

【柱穴】　６本検出された。長径38～58㎝の円形を呈し、深さは18～36㎝を測る。

【出土遺物】　（第26図１）

１は台付甕の脚部である。「ハ」の字状に直線的に開き、内面は横方向、外面は縦から斜め方向の

ハケメが施される。

第15号住居址（第27図）

【調査経過】　６月６日に南調査区の中央からやや南東側の斜面で検出され、８月２日に調査を開始

した。斜面のため南側の壁の一部と床面が流出しており、検出した段階で床面の一部が確認された。

８月６日に土層断面実測を行い、その後セクションベルトを除去し床面までの掘り下げが完了した。

床面の精査を行ったところ、１基の炉と硬化面を確認し、９月13日に床面の実測を行った。１月７

日に堀り方に着手し、堀り方底面で柱穴を４本確認して、１月10日に土層断面実測および柱穴の実

測を行った。セクションベルトを除去した後、１月17日にエレベーション、堀り方を実測し、２月

７日に写真撮影を行って調査を完了した。

【規模】　長径4.42ｍ×短径4.33ｍ　　【主軸方向】　N－23°－W　　【形状】　不整円形
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【壁・床】　最大壁高37㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径44～54㎝の円形を呈し、深さは19～28㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径78㎝、短径56㎝、深さ19㎝を測り、覆土は３

層に分層される。１層は黒褐色土（2.5YR3/1）で、径１～５㎜のスコリア、径１㎜以下の炭化物と

パミスをわずかに含む。２層は黒褐色土（10YR3/2）で、径１㎜のスコリア、径１㎜以下のパミス

をわずかに含む。３層は褐灰色土（7.5YR4/1）で、粘性がある。

【出土遺物】　床面からわずかに土器が出土しているが、図示できるものはなかった。

第27図　第15号住居址実測図
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第18号住居址（第28図）

【調査経過】　南調査区の中央からやや南側の斜面で検出され、８月21日に調査を開始した。９月２

日に土層断面実測を行った後、セクションベルトを除去し、９月３日には床面までの掘り下げが完

了した。１月７日から堀り方に着手し、堀り方底面で４本の柱穴を確認した。１月16日に土層断面

実測および柱穴の実測を行い、１月21日にはエレベーション、１月22日には堀り方の実測を行った。

２月３日に写真撮影をして調査を完了した。

【規模】　長径3.67ｍ×短径3.65ｍ　　【主軸方向】　N－18°－W　　【形状】　円形

【壁・床】　最大壁高17㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径32～47㎝の円形を呈し、深さは26～49㎝を測る。

【出土遺物】　床面から台付甕の脚部などが出土しているが、図示できるものはなかった。

第19号住居址（第29・30図）

【調査経過】　南調査区の中央から南東側斜面で検出され、８月21日に調査を開始した。南北のセク

ションベルトAの西側では床面を確認できなかったが、セクションベルトの東側の範囲で検出され

第28図　第18号住居址実測図
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第29図　第19号住居址実測図⑴
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た床面から20～30㎝低い位置にもう１枚の床面が認められた。これにより、床面を貼り直していた

ことが確認されたため、上層を第19－１号住居址、下層を第19－２号住居址と分けて呼称すること

にした。９月３日に第19－１号住居址の東側のみ床面の精査を行い、硬化面を確認した。引き続き

床面を掘り下げて第19－２号住居址の床面を露出させ、土層断面実測を行った。その後セクション

ベルトを除去し、第19－２号住居址の床面の掘り下げが完了した。１月10日から堀り方に着手し、

堀り方底面で４本の柱穴を確認している。１月16日に土層断面実測および柱穴の実測を行い、セク

ションベルトを除去した後、１月21日にエレベーションの実測を行った。１月31日に写真撮影を行

い調査を完了した。

【規模】　長径5.47ｍ×短径4.79ｍ　　【主軸方向】　N－22°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　SB19－1：最大壁高31㎝、貼床あり。攪乱により一部床面が削られている。

SB19－2：最大壁高63㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径45～59㎝の円形を呈し、深さは21～33㎝を測る。

【出土遺物】　（第30図１・２）

１は台付甕の口頸部である。緩やかに外反し、内面は横方向、外面は縦方向のハケメによって整

形されている。２は軽石製の石製品である。表裏面は平らで側面は一部が大きく凹んでいる。また、

幅５㎜前後の溝や、径７㎜ほどの穿孔が認められた。

第20号・第21号・第22号住居址（第31図）

【調査経過】　南調査区の中央からやや南西側で検出された。検出された時点で３基の切り合いであ

ることを確認し、８月27日に第20号・第21号住居址、８月28日に第22号住居址に着手した。第22号

10cm0

10cm0
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2

第30図　第19号住居址実測図⑵および出土遺物
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第31図　第20号・第21号・第22号住居址実測図
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住居址は第21号住居址に、第21号住居址は第

20号住居址に切られている。３基ともセクショ

ンベルトを残して床面までの掘り下げを行っ

たが、第22号住居址のみ覆土が非常に薄く、

床面を確認できなかったため、セクションベ

ルトで床面を確認している。

土層断面実測を行った後セクションベルト

を除去し、９月18日には第20号・第21号住居

址の床面までの掘り下げが完了した。床面の

精査を行ったところ、第20号住居址において

炉が１基と硬化面が認められた。１月17日に

は第20号住居址の堀り方に着手した。堀り方

底面で４本の柱穴を確認し、１月22日に土層断面実測および柱穴の実測を行った。１月30日に第21

号住居址の堀り方に着手し、堀り方底面で１本の柱穴を確認した。土層断面実測および柱穴の実測

を行い、１月31日には第22号住居址の堀り方に着手するが、堀り方底面でも柱穴は認められなかっ

た。さらに土層断面実測を行い、２月４日にエレベーション、堀り方の実測を行って調査を完了し

た。

【規模】　SB20：長径4.24ｍ×短径3.84ｍ　SB21：長径4.52ｍ

SB22：長径5.16ｍ

【主軸方向】　SB20：N－20°－W　SB21：不明　SB22：不明

【形状】　SB20：隅丸方形　SB21：楕円形（残存部分から推測）

SB22：楕円形（残存部分から推測）

【壁・床】　SB20：最大壁高32㎝、貼床あり。　SB21：最大壁高21㎝（残存部分）、貼床あり。

SB22：最大壁高４㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】　SB20：４本検出された。径40～45㎝の円形を呈し、深さは24～37㎝を測る。

SB21：１本検出された。径32㎝の円形を呈し、深さは37㎝を測る。

【炉】　住居址のほぼ中央から検出された。長径50㎝、短径41㎝、深さ10㎝を測り、覆土は３層に分

層される。１層は黒褐色土（10YR2/2）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、焼土を少量含む。２

層は黒褐色土（5YR2/2）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、焼土を多量に含む。３層は黒褐色

土（10YR3/2）で、粘性がある。

【出土遺物】
SB20（第32図１）

１は台付甕の脚部である。「ハ」の字状に広がり、内面は横方向、外面は縦方向のハケメで整形さ

れる。

SB21（第32図２・３）

２は小形の鉢で、胴部～口縁部がやや内湾しながら開く。内外面ともハケメが施されているが、

10cm0

SB21  2

SB21  3

SB20  1

第32図　第20号・第21号住居址出土遺物
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胴部外面はさらにヘラミガキによって仕上げられる。底部～胴部にかけて接合痕が認められた。３

は泥岩製の敲石である。本来は楕円形状を呈するものと考えられるが、裏面の大半を破損している。

SB22：床面および掘り方から、わずかに土器が出土しているが、図示できるものはなかった。

第23号住居址（第33図）

【調査経過】　調査区の中央から南東側で検出され、８月28日に調査を開始した。覆土中に２か所の

攪乱が見られたが、床面には達していなかった。８月29日にはセクションベルトを残して床面まで

掘り下げ、９月３日に土層断面実測を行った。セクションベルトを除去し、床面までの掘り下げが

完了した後、床面の精査を行ったところ、１基の炉と硬化面が確認された。９月13日に床面の実測

第33図　第23号住居址実測図



51― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第34図　第25号住居址実測図
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を行い、１月15日に堀り方に着手した。堀り方底面で４本の柱穴を確認し、１月31日に調査を完了

した。

【規模】　長径4.52ｍ×短径4.08ｍ　　【主軸方向】　N－25°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　最大壁高25㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径42～45㎝の円形を呈し、深さは18～22㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径77㎝、短径59㎝、深さ15㎝を測り、覆土は３

層に分層される。１層は暗紫灰色土（5P3/1）で、径１㎜のスコリアを微量に含み、焼土を多量に含

む。２層は黒褐色土（7.5YR3/1）で、径１㎜のスコリア、焼土を微量に含む。３層は黒褐色土

（10YR3/2）で、粘性がある。

【出土遺物】　床面・覆土・炉で、台付甕の上半部や壺の底部などが出土しているが、図示できるも

のはなかった。

第25号住居址（第34図）

【調査経過】　南調査区の南側で検出され、９月12日に調査を開始した。斜面に位置するため南側の

壁と床面の一部が流出しており、検出した時点で床面の一部が確認された。９月18日にセクション

ベルトを残して床面まで掘り下げ、土層断面実測を行った。９月26日にはセクションベルトを除去

し、床面までの掘り下げが完了した。床面の精査を行って１基の炉と硬化面を確認し、１月15日に

は堀り方に着手して、堀り方底面で柱穴を５本確認した。１月22日に土層断面実測および柱穴の実

測を行った後、セクションベルトを除去し２月３日にエレベーションの実測を行って調査を完了し

た。

【規模】　長径4.93ｍ×短径4.30ｍ　　【主軸方向】　N－29°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　最大壁高21㎝、貼床あり。

【柱穴】　５本検出された。径39～62㎝の円形を呈し、深さは17～44㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径76㎝、短径54㎝、深さ22㎝を測り、堀り込み

は堀り方底面まで達していた。覆土は２層に分層されており、１層は暗赤灰色土（7.5R3/1）で、径

１～５㎜のスコリアを微量に含み、焼土を多量に含む。２層は黒褐色土（10YR3/1）で、径１㎜の

炭化物を微量に含む。

【出土遺物】　（第35図）

本遺跡のなかでは比較的まとまって土器が出土し、そのほとんどが床面で検出された。１と２は

壺である。１は複合口縁を有し、内面は横方向、外面は縦方向のハケメによって整形されている。

２は胴部中位～底部が残存する。内外面ともほとんど磨滅している。３と４は台付甕である。３は

口頸部が長く、口径と胴径がほぼ同等である。口縁部内面と外面全体には、非常に細かいハケメが

施されている。４はほぼ完形で、胴部上位に最大径を持つ無花果形を呈する。内外面ともハケメが

施されているが、胴部内面はさらにナデによって仕上げられている。５は安山岩製の磨石である。

扁平な長方形状を呈し、非常に重い。四隅や下端部を中心に使用痕が認められる。

第26号住居址（第36図）

【調査経過】　南調査区の南端で検出され、９月20日に調査を開始した。９月30日に土層断面実測を
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行い、セクションベルトを除去して、10月３日には床面までの掘り下げが完了した。床面の精査を

行ったところ、炉を１基と硬化面を確認し、10月８日に炉の掘り下げが完了した。１月15日から堀

り方に着手したが、堀り方底面でも柱穴は認められなかった。土層断面実測を行った後セクション

ベルトを除去し、２月４日にエレベーション、堀り方の実測を行い調査を完了した。

【規模】　長径3.9ｍ×短径3.8ｍ　　【主軸方向】　不明　　【形状】　円形

【壁・床】　最大壁高42㎝、貼床あり。堀り方底面と床面のレベル差はわずかで、特に東西セクショ

ンの中央部分では、堀り方底面上に床が設けられていた。

10cm0
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第35図　第25号住居址出土遺物
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【炉】　住居址のほぼ中心から検出された。長径85ｍ、短径59㎝、深さ17㎝を測り、覆土は２層に分

層される。１層は暗赤灰色土（2.5YR3/1）で、焼土を多量に含み、２層は黒褐色土（10YR3/1）で、

焼土を少量含む。

【出土遺物】　床面からわずかに土器が出土しているが、図示できるものはなかった。

第27号・第28号住居址（第37図）

【調査経過】　南調査区のやや南側で検出された。斜面に位置するため、南側の壁と床面の一部が流

出しており、検出の段階で床面の一部が確認された。検出時に第27号住居址が第28号住居址を切っ

ていることが認められ、９月26日に２基同時に調査を開始した。２基を通してセクションベルトA

を設置し、10月４日に土層断面実測を行った。第27号住居址はセクションベルトを除去し、床面ま

での掘り下げが完了した後、床面の精査を行ったところ硬化面と焼土が確認された。第28号住居址

は床面を認識できなかったため、土層断面実測が終わった後、セクションベルトで床面を確認した。

セクションベルトを除去すると、セクションベルト内で焼土が確認され、焼土の下に浅い堀り込み

の構造が確認されたことから、炉と判断した。１月15日に２基同時に堀り方に着手した。第27号住

居址の堀り方底面において４本の柱穴が認められたが、第28号住居址では認められなかった。土層

断面実測および第27号住居址の柱穴の実測を行ってセクションベルトを除去し、１月29日にエレベー

ション、床面の実測を行い調査を完了した。

【規模】　SB27：長径3.94ｍ×短径3.77ｍ　SB28：不明

【主軸方向】　SB27：N－13°－W　SB28：不明

【形状】　SB27：楕円形　SB28：不明

第36図　第26号住居址実測図



55― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

【壁・床】　SB27：最大壁高26㎝、貼床あり。

SB28：最大壁高12㎝（残存部分）、床面を認識できなかったため、セクションベルトで

確認した。

【柱穴】　SB27：４本検出された。径36～50㎝の円形を呈し、深さは23～40㎝を測る。

【炉】　SB28：北端で検出された。セクションベルト内で焼土と浅い堀り込みを確認したが、北に寄

り過ぎているため、炉として機能していたか多少の問題が残されている。長径33㎝、短径24㎝、深

さ５㎝を測る。覆土は暗赤灰色土（10R4/1）で、径１～５㎜の炭化物を微量に含み、焼土をやや多

く含む。

【出土遺物】　両住居址とも床面からわずかに土器が出土しているが、図示できるものはなかった。

第29号住居址（第38図）

【調査経過】　南調査区の南側で６月６日に検出され、10月２日に調査を開始した。セクションベル

トを残し床面まで掘り下げると、やや大きめの炭化物が散在していたことから、火災住居と考えら

第37図　第27号・第28号住居址実測図
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第38図　第29号住居址実測図および出土遺物
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れた。10月11日に土層断面実測を行い、セクションベルトを除去して床面の掘り下げが完了した。

10月22日に床面の炭化物の実測を行った。10月23日に住居址のほぼ中央で炉を確認したことから掘

り下げて実測を行い、床面の精査を行って硬化面を確認し、10月24日には遺物を取り上げた。１月

10日には堀り方に着手し、堀り方底面で柱穴を２本確認している。１月17日に土層断面実測を行っ

た後、セクションベルトを除去し、１月28日にエレベーションの実測を行い、調査を完了した。

【規模】　長径6.02ｍ×短径5.08ｍ　　【主軸方向】　N－33°－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高61㎝、貼床あり。床面上に板状や棒状の炭化物が散在することから、火災の痕

跡と考えられる。特に北西隅の壁際と、炉の周囲に集中している（第39図）。

【柱穴】　堀り方底面で検出を試みたが、２本を検出したのみであった。径43～48㎝の円形を呈し、

深さは21～30㎝を測る。

【炉】　住居址のほぼ中心で検出された。長径117㎝、短径91㎝、深さ17㎝を測り、平面形状は不整形

である。覆土は３層に分層されており、１層は褐灰色土（5YR4/1）で、径１～５㎜の炭化物を微量

に含み、焼土を少量含む。２層はにぶい赤褐色土（2.5YR4/3）で、焼土を多量に含み、やや粘性が

ある。３層は黒褐色土（2.5Y3/1）で、焼土を少量含み、粘性が強い。

第39図　第29号住居址遺物分布図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

【出土遺物】　（第38図１～３・第39図）

第38図１は小形の壺の下半部である。

内外面とも大半が磨滅しており、調整は

不明瞭であった。２は小形の台付甕であ

る。胴部が強く張った球胴形を呈する。

内面の頸部には、接合痕が観察できる。

３は鉢である。緩やかに内湾して開き、

口縁端部を丁寧に面取りする。内外面と

もヘラミガキによって仕上げられている。

第30号住居址（第40図）

【調査経過】　南調査区の南端で６月６日

に検出された。検出時に第２号溝状遺構

に切られていることが認められた。10月

８日に調査を開始し、セクションベルト

を残して床面まで掘り下げた後、土層断面実測を行った。10月10日にセクションベルトを除去して

床面の精査を行い、２月４日に堀り方に着手した。セクションベルトを残し堀り方底面まで掘り下

げ、土層断面実測を行った。堀り方底面で柱穴の確認をしたが認められなかったため、引き続きセ

クションベルトを除去し、堀り方底面を露出させた。エレベーション、堀り方の実測を行い、調査

を完了した。本遺跡内に存在する住居址の中では規模がかなり小さいが、やや軟弱ではあるものの

床面があり、下部に堀り方も認められたことから住居址と判断した。

【規模】　長径3.05ｍ×短径2.79ｍ　　【主軸方向】　不明　　【形状】　不整な円形

【壁・床】　最大壁高37㎝、貼床あり。貼床が認められるがやや軟弱である。

第31号・第32号住居址（第41図）

【調査経過】　南調査区の南端で２月26日に２基同時に検出された。検出時に第31号住居址が第32号

住居址を切り、さらに第３号溝状遺構に切られていることが判明した。２月27日に第31号住居址、

３月４日に第32号住居址の調査を開始した。２基の住居址とも検出面で床面が露出していたことか

ら、すぐに床面の精査に移行し、硬化範囲を確認した。３月６日に第31号住居址、３月11日には第

32号住居址の堀り方に着手した。堀り方底面で柱穴の検出を行い、第31号住居址では６本、第32号

住居址では２本の柱穴を確認した。３月20日にエレベーション、柱穴の実測を行い調査を完了した。

【規模】　SB31：長径5.25ｍ×短径4.85ｍ　SB32：長径5.51ｍ（残存部分）

【主軸方向】　SB31：N－28°－W　SB32：不明

【形状】　SB31：不整な円形　SB32：楕円形（残存部分から推測）

【壁・床】　SB31：最大壁高17㎝、貼床あり。　SB32：最大壁高７㎝、貼床あり。

【柱穴】　SB31：６本検出された。径38～51㎝の円形を呈し、深さは42～43㎝を測る。

SB32：２本検出された。径15～21㎝の円形を呈し、深さは11～17㎝を測る。

第40図　第30号住居址実測図



― ―59・60

第41図　第31号・第32号住居址実測図

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

【出土遺物】
SB31（第42・43図）

第８号住居址に次いで土器の出土数が多く、

そのほとんどが中央から北東側にかけての床

面から検出されている。第43図１～４はすべ

て台付甕である。１は中央よりやや東の床面

に土器片が集中していた。肩がほとんど張ら

ず、口径が胴径を凌駕する。口縁部はやや強

く外反し、胴部下位に接合痕が認められる。

２は北東側の床面で発見され、口縁部～胴部

までがほぼそのままの状態で残存していた。

最大径を胴部中位に持ち、大形でやや長胴を

呈する。内外面ともほぼ全面に細かいハケメ

が施される。３は北壁寄りの床面で検出され

た。胴部の張りが強く、内面は横方向、外面

は縦方向から斜め方向のハケメによって整形

されている。４は中央よりわずかに北の床面で検出された。最大径を胴部上位に持ち、口縁部は直

線的に開く。やや薄手で、軽量である。

第33号住居址（第44図）

【調査経過】　南調査区の南側で検出され、３月13日に調査を開始した。検出面ですでに床面が露出

していたためすぐに床面の精査を行い、硬化範囲を確認した。引き続き堀り方に着手し、堀り方底

面で柱穴を４本確認した。土層断面実測を行った後、セクションベルトを除去してエレベーション

の実測を行った。３月20日に写真撮影を行い、調査を完了した。

【規模】　長径5.50ｍ×短径4.78ｍ　　【主軸方向】　N－14°－W　　【形状】　楕円形

【壁・床】　最大壁高22㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。４本中３本は径36～41㎝の円形を呈し、深さは25～41㎝を測る。北東の

１本のみ長径72㎝、短径41㎝の楕円形を呈し、深さは29㎝を測る。

【出土遺物】　（第44図１・２）

１は小形の壺である。胴部中位～底部が残存し、外面はヘラミガキによって仕上げられている。

２は小形の台付甕である。口縁部～胴部上位が残存し、口縁部が強く屈折する。内面は口縁部にハ

ケメ、肩部にヘラケズリが認められ、胴部はハケメを施した後、ナデによって整えられている。

②掘立柱建物址
第１号掘立柱建物址（第45図）

平成15年度の調査時に南調査区の南西端で検出された。検出当時はピットとして扱い調査を進め

たが、東側のピットの配列に多少のずれが見られるものの、６基の配列が比較的整っているという

ことから、最終的に掘立柱建物址と認定し、７月３日に完掘した。

第42図　第31号住居址遺物分布図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

10cm0

1

2

3

4

第43図　第31号住居址出土遺物
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

10cm0
1

2

第44図　第33号住居址実測図および出土遺物
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第45図　第１号掘立柱建物址実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第46図　第１号溝状遺構および土坑（SDK）実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第47図　第１号溝状遺構土坑（SDK）実測図⑴
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

南北２間×東西１間の建物である。柱穴間は西側のPT4～PT5で1.9ｍ、PT5～PT6で2.1ｍを測

る。東側はPT1～PT2で1.6ｍ、PT2～PT3で2.5ｍを測り、やや不揃いである。柱穴は径８～53㎝の

円形を呈し、深さは21～52㎝を測る。PT2とPT7は切り合い関係があり、PT2がPT7を切っている。

【規模】　南北2.86ｍ×東西4.05ｍ　　【平面形】　長方形　　【主軸方向】　N－１°－W

【覆土】　１層は黒褐色土（7.5YR2/2）で、径１～５㎜のスコリアを少量含み、炭化物を微量に含む。

２層は黒褐色土（10YR3/2）で、径１～５㎜のスコリアを微量に含む。PT7の２層はスコリア・パミ

スの含有量にわずかな差があるため分層した。３層は黒褐色土（10YR3/2）、４層は黒色土（7.5YR2/1）、

５層は黒褐色土（7.5YR3/2）である。６層は黒色土（7.5YR2/1）で、径１～５㎜のスコリアを少量

含み、炭化物を微量に含む。７層は黒褐色土（10YR3/2）、８層は黒褐色土（7.5YR3/2）で、８層に

は径１～５㎜のスコリアが少量含まれ、炭化物が微量に含まれる。９層は黒褐色土（10YR3/2）で、

径１～５㎜のスコリアと炭化物を微量に含む。10層は黒褐色土（7.5YR3/2）、11層は黒褐色土

（10YR3/2）で、ともに径１～５㎜のスコリアを微量に含む。12層は黒褐色土（10YR3/1）、13層は黒

褐色土（10YR2/2）で、13層には径１～５㎜のスコリアが微量に含まれる。すべての土層に粘性が

あり、特に２～３・11～13層は粘性が強い。また、11～13層は締まりのない脆い土であった。

③溝状遺構
第１号溝状遺構（第46～48図）

南調査区の中央からやや北側で検出され、７月８日に調査を開始した。７月31日に土層断面実測

を行い、８月２日にセクションベルトの除去を行った。11月15日から実測を開始し、11月19日に溝

の実測、11月27日に土坑の実測が終了し、調査を完了した。

第48図　第１号溝状遺構土坑（SDK）実測図⑵
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

北東－南西方向へ直線状に走り、西端は隣接する植出北Ⅱ遺跡（№５地点）で検出された同様の

溝状遺構に繋がるものと考えられる。断面はV字形を呈し、土層の観察により改修の跡が認められ

た。また、本遺構は大形の土坑を伴う点に大きな特徴があり、７基の土坑が検出されている。遺跡

内の遺構分布状況を見ると、この溝状遺構以北には、方形周溝墓・畝状遺構・溝状遺構が存在する

のみで、住居址が全く見つかっていない。

【規模】　長さ：32.03ｍ　幅：1.18～2.23ｍ　深さ：0.84ｍ

【覆土】　上層～中層にかけては黒褐色土、下層には黒色土が堆積する。１層は黒褐色土（10YR3/2）

で、径１～５㎜のスコリアを少量含む。２層は黒褐色土（2.5Y3/1）で、径１～５㎜のスコリアを

少量含み、径１㎜以下のパミスを微量に含む。３層は黒褐色土（10YR3/2）で、径１～５㎜のスコ

リア、径１㎜の炭化物、径１㎜以下のパミスを微量に含み、やや粘性がある。４層は黒褐色土

（10YR3/1）で、径１㎜のスコリア、径１㎜以下のパミスを微量に含む。５層は黒褐色土（7.5YR3/2）

で、径１㎜のスコリアを微量に含み、粘性がある。６層は黒色土（10YR2/1）で、径５㎜のスコリ

アを少量含み、粘性がある。７層は黒色土（10YR2/1）で、粘性が強い。

【溝状遺構に伴う土坑】
７基が検出された。単独の土坑と区別を付けるため、“SDK” と表記することとした。平面形はや

や不整形だが、方形および円形を呈するものと思われ、断面は方形および逆台形を呈する。底面は

平坦に整えられているが、小穴は見つかっていない。下部の溝が走る方向と垂直に交わるよう、主

軸を北西－南東方向へ向け、土坑どうしの間は1.5～4.8ｍとやや不揃いである。各土坑の覆土につ

いては、別表にて記載している（第７表）。規模は以下の通りである。

SDK1　長径1.92ｍ×短径1.35ｍ×深さ1.80ｍ　　SDK2　長径2.85ｍ×短径2.35ｍ×深さ3.23ｍ

SDK3　長径3.42ｍ×短径2.40ｍ×深さ2.76ｍ　　SDK4　長径2.30ｍ×短径1.62ｍ×深さ2.73ｍ

SDK5　長径1.94ｍ×短径1.26ｍ×深さ1.61ｍ　　SDK6　長径2.08ｍ×短径1.98ｍ×深さ2.76ｍ

SDK7　長径2.11ｍ×短径2.00ｍ×深さ2.32ｍ

【出土遺物】　（第49図）

10cm0

1

2

第49図　第１号溝状遺構出土遺物
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

１は短頸壺である。最大径を胴部下位に持ち、口縁部付近の内面がほぼ水平になるほど強く外反

する。口縁部内面にヘラミガキが認められる。２は台付甕である。最大径を胴部上位に持つ無花果

型を呈し、口縁部は緩やかに外反する。内外面ともにハケメが施され、胴部中位には接合痕が認め

られる。

第２号溝状遺構（第50図）

６月６日に南調査区の南端で検出され、第３号溝状遺構とともに６月17日に調査を開始した。６

第50図　第２号・第３号溝状遺構実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

月21日に土層断面実測を行い、６月24日にセクションベルトを除去した後、実測、写真撮影を行っ

て調査を完了した。検出時に第30号住居址と切り合い関係があることが確認された。東西方向へ直

線状に伸び、断面はU字形または逆台形を呈する。堀り込みはやや浅い。東端が調査区域外である

が全長を確認することができた。

【規模】　長さ：23.92ｍ　幅：0.21～0.75ｍ　深さ：0.09～0.15ｍ

第３号溝状遺構（第50図）

６月６日に南調査区の南端で検出され、６月17日に調査を開始した。検出時に第31号住居址と切

第51図　第４号溝状遺構実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第52図　第１号畝状遺構実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

り合い関係があることが確

認され、溝を掘り下げてい

く過程で、PT1を検出して

いる。６月21日に土層断面

実測を行い、６月24日には

セクションベルトを除去し、

実測、写真撮影を行って調

査を完了した。東西に直線

状に伸び、断面はU字形を

呈する。堀り込みはやや浅

い。

【規模】
長さ：16.83ｍ

幅：0.28～0.76ｍ

深さ：0.06～0.18ｍ

第４号溝状遺構（第51図）

北調査区の北端で８月13

日に検出された。８月25日

に土層断面実測を行い、９

月２日に完掘した。屈曲部

分が断絶しているが、ほぼ

170.6ｍのコンタに沿ってい

たことから１本の溝と判断

した。調査区域外に伸びる

ため端部が検出されず、全

容は不明であり、南北の一

部はテストピット、攪乱に切られている。断面はほぼU字形を呈する。

【規模】　SD4－西側：長さ15.72ｍ　幅0.85～1.44ｍ　深さ0.37～0.46ｍ

SD4－東側：長さ7.55ｍ　幅0.50～1.07ｍ　深さ0.29～0.35ｍ

④畝状遺構
第１号畝状遺構（第52図）

南調査区の南端に位置し、15本の小溝から構成される。15本中14本が東西に伸び、１本のみ南北

に伸びている。新期スコリア層の下位で検出され、確認面は周辺の住居址よりやや上位にある。堀

り込みは浅いが、新期スコリア層に褐灰色土（7.5YR4/1および10YR4/1）が落ち込んでおり、プラ

ンは比較的明瞭に確認できた。

【規模】　長さ：0.90～8.68ｍ　幅：0.21～0.43ｍ　深さ：0.013～0.12ｍ

第53図　第２号畝状遺構実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第54図　第１号方形周溝墓実測図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第２号畝状遺構（第53図）

北調査区の北端に位置し、14本の小溝から構成される。小溝はすべて南北に伸び、第１号畝状遺

構よりも堀り込みが深い。断面はU字、V字、逆台形を呈する。

【規模】　長さ：0.61～8.39ｍ　幅：0.17～0.60ｍ　深さ：0.042～0.29ｍ

⑤方形周溝墓
第１号方形周溝墓（第54図）

南調査区の北西部で11月15日に周溝部が検出された。７月２日に本遺構の北側に大規模な攪乱が

あることを確認しており、この攪乱により周溝部の北側と主体部が失われていることが判明した。

よって主体部の規模は不明であり、周溝の残存部分のみの調査となった。11月18日に掘り下げを開

始し、11月28日には土層断面実測、写真撮影を行っている。引き続きセクションベルトを除去して、

12月３日に平面の実測を行い、12月６日にエレベーションの実測を行って調査を完了した。

【規模】　周溝部：長さ30.50ｍ　幅1.15～2.13ｍ　深さ0.28～0.56ｍ（残存部分）

【覆土】　本遺構において土色の共通する覆土をそれぞれA～E層としてまとめ、各層をさらに細分

して表記した（第６表）。A層は灰色土（N4/0）、B層は黒褐色土（10YR3/1）、C層は褐灰色土

（7.5YR4/1）、D層は褐灰色土（10YR4/1）、E層は暗灰色土（N3/0）で、１層は黒色土（N2/0）、２

層は黒褐色土（10YR3/2）となっている。

⑶　遺構外出土遺物（第55図）

１～６は台付甕・高坏・鉢である。鉢と高坏は本遺跡では出土数が非常に少なかった。図化でき

た土器は少数に留まったものの、壺や台付甕の一部と考えられる土器片が多く発見されている。

１は小形の台付甕である。口径と胴径がほぼ同等で、口縁部が直立気味に開く。口縁部内面に横

方向、外面は全体に縦方向から斜め方向のハケメが施されている。２は台付甕の上半部である。口

縁部は短く、「く」の字状に屈折する。外面の口頸部は縦方向のハケメで整えられ、ハケメ工具を使

用した際にできた段や工具先端の跡が認められる。３は小形の台付甕で、口径と胴径がほぼ同等の

球胴状を呈する。胴部下位は直線的に立ち上がり、中位に段を形成する。外面では口頸部と胴部下

位に指頭圧痕、中位にヘラケズリが認められた。

４・５は高坏である。４は045－011グリッド（南調査区南東付近）から出土した。坏部は下位に

明瞭な段を有し、そこから内湾して立ち上がる。頸部は強く屈曲し、口縁部がさらに外方へ内湾し

て開く。口縁部外面には、粘土紐が幅２㎝ほどに渡って認められ、その部分がやや厚味を持ってい

る。５は試掘時に設定された南調査区南東端のテストピットから出土した。坏部は椀状の深い鉢形

を呈する。頸部に弱い段を形成し、緩やかに外反した口縁部を付す。６は鉢である。胴部が強く張

り、扁平な球胴形を呈する。大きく内湾する口縁部には、径４㎜の穿孔が認められる。

７と８は敲石である。１は砂岩製で、平面形状は細長い楕円形を呈し、扁平である。２は安山岩

製で、上下端に明瞭な使用痕が認められる。
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76― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第
３
表
　
住
居
址
土
層
一
覧
表
⑴

第
４
表
　
住
居
址
土
層
一
覧
表
⑵



77― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第
５
表
　
住
居
址
土
層
一
覧
表
⑶

第
６
表
　
第
１
号
方
形
周
溝
墓
土
層
一
覧
表

第
７
表
　
土
坑
（
SD
K）
土
層
一
覧
表



78― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第３節　縄文時代の遺構と遺物
⑴　遺構と遺物の分布状況
①遺　構（第56図）

今回の調査では、縄文時代の遺構として土坑21基、集石８基、炉穴および焼土址16基、不明遺構

（竪穴状遺構）１基が検出された。大半の遺構は傾斜が比較的なだらかな地形となっている馬の背状

の尾根に分布しているものの、南調査区北側のほぼ半分は遺構の分布が極めて希薄な状態となって

いる。層位別に見ていくと、栗色土層では北調査区で集石１基、南調査区で不明遺構１基、土坑１

基、焼土址７か所が検出されたのみであり、大半の遺構が富士黒土層で検出されている。

調査区内では明確な住居址は検出されなかったが、栗色土層において南調査区中央東側で不明遺

構が１基検出されている。楕円形に掘り込まれており、柱穴や炉址を有していないものの、住居址

である可能性がある。土坑は北調査区北西部と南調査区南側にまとまっているが、その大半は富士

黒土層で検出されており、これらのうち３基がその形状から陥穴と判断された。後述する第２号土

坑では、底部に小穴（逆茂木痕）が残っている。焼土は10か所以上で検出されているが、平面およ

び断面の形状や焼土が混じっている状況から炉穴（屋外炉）と考えられるものが３基確認されてお

り、北調査区と南調査区の境付近に集中している。また、南調査区中央部において、黒曜石の剥片・

砕片類が栗色土層～富士黒土層にかけて集中して検出された。明確な遺構を伴っていないものの、

黒曜石を主体とした石器製作が行われていたものと考えられる。

②遺　物（第57・58図）

遺物についても、遺構と同様に大半が尾根上で出土している。

土器は草創期の押圧縄文土器から中期後葉の曽利Ⅱ式までの複数の時期に及んでおり、調査区全

体に広がるかたちで分布しているが、時期ごとで出土位置の相違が見られる。時期別に見ていくと、

早期前半までは調査区全体に散在的な分布状況であるが、早期後半および末葉の土器は北調査区南

側と南調査区中央部の２か所に集中する。前期中葉～中期初頭の土器は南調査区でその大半が出土

しており、なかでも諸磯b・c式は標高165～167ｍの位置に集中している。中期中葉のいわゆる勝坂

式系の土器は、北調査区北端と南調査区南端に分布域が分かれており、中期後葉の曽利Ⅱ式はその

大半が北調査区で出土している。

石器は様々な器種が出土しており、調査区全体に広がって分布している。前述した石器製作址と

の関連は不明であるが、栗色土層では調査区全体に広く分布しており、北端や南端でもまとまった

数の剥片石器が出土している。これに対し、富士黒土層では調査区全体で出土が確認されているも

のの、南調査区の中央部に剥片石器が集中する傾向がある。
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第56図　縄文時代遺構分布図
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第57図　縄文時代土器分布図
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第58図　縄文時代石器分布図
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⑵　遺　　構
①土　坑

土坑は21基が検出された。南調査区では南端の埋没谷付近および埋没谷と尾根Cの境界付近、北

調査区では尾根Cの緩斜面と谷Cの先端付近に、ややまとまる傾向がみられる。休場層より上部の

堆積状態が悪い場所では、休場層や第Ⅰスコリア層で検出されることが多く、立ち上がりが本来よ

り低くなってしまっているものが存在する。またわずかではあるが、規模や形状から陥穴の機能を

果たしたと考えられるものが含まれている。

第１号土坑（第59図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の斜面上に位置し、富士黒土層で検出された。平面形は円形に近

く、長軸を北東－南西方向に向ける。長径75㎝、短径65㎝、深さ30㎝。

第２号土坑（第59図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の斜面上に位置する。平面形はやや不整形で、長軸を東西方向に

向ける。長径145㎝、短径96㎝、深さ55㎝。底部には、東西方向へ並ぶ径17～24㎝、深さ10㎝前後の

小穴３基が存在する。休場層で検出されたことから、立ち上がりが本来より浅くなってしまってい

るが、規模や形状から陥穴の機能が想定される。

第３号土坑（第59図）

南調査区中央の谷C先端付近に位置し、富士黒土層で検出された。長軸を北東－南西方向へ向け

る。長径50㎝、短径38㎝、深さ44㎝。

第４号土坑（第59図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の西斜面上に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。平面形は不

整形で、長軸を北東－南西方向へ向ける。長径158㎝、短径95㎝、深さ48㎝。土層の堆積などの形態

から、陥穴の機能を果たしていたことが推測される。

第５号土坑（第59図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の東斜面上に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長軸を北東

－南西方向へ向ける。長径78㎝、短径59㎝、深さ18㎝。

第６号土坑（第60図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の東斜面上に位置し、長軸を北西－南東方向に向ける。第４号・

第５号土坑と同様に第Ⅰスコリア層で検出されたことから、立ち上がりは非常に浅い。長径50㎝、

短径39㎝、深さ20㎝。

第７号土坑（第60図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置し、休場層上位で検出された。発見

が遅れたために南側半分を失ってしまったが、平面形は円形もしくは楕円形状を呈するものと考え

られ、深さは68㎝を測る。

第８号土坑（第60図）

南調査区南西端に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長軸を北東－南西方向へ向け、下底面

はニセローム層に達する。平面形は不整形で、長径179㎝、短径111㎝、深さ51㎝。覆土から、礫が
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第59図　土坑実測図⑴
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第60図　土坑実測図⑵
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第61図　土坑実測図⑶
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１点出土している。

第９号土坑（第60図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置する。第Ⅰスコリア層で検出され、

下底面は第Ⅱ黒色帯に達する。平面形は円形を呈し、底部は平坦に整えられている。長径87㎝、短

径86㎝、深さ67㎝。小穴が確認できず、規模が小さいものの、形状から陥穴の機能が想定される。

第10号土坑（第61図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。

発見が遅れたために北東側を失ってしまった。深さ30㎝を測る。

第11号土坑（第61図）

北調査区南東の尾根C緩斜面に位置し、富士黒土層で検出された。平面形は不整形で、長軸をほ

ぼ南北方向へ向ける。長径100㎝、短径82㎝、深さ30㎝。

第12号土坑（第61図）

北調査区中央付近の緩斜面に位置し、休場層上位で検出された。長軸を北西－南東方向へ向け、

下底面は第Ⅰ黒色帯に達する。長径167㎝、短径90㎝、深さ48㎝。

第13号土坑（第61図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、栗色土層で検出された。平面形は不整形で、長軸を東西

方向へ向ける。長径84㎝、短径64㎝、深さ22㎝。

覆土からは井戸尻Ⅲ式の土器片が１点出土した。幅10㎜程度の隆帯を貼付し、その上には連続し

た刻みが施されている。また隆帯で区画された中には、縦位の沈線が施文される。色調は褐色を呈

し、胎土には白色の粒子や雲母を含む。

第14号土坑（第62図）

北調査区南東の尾根C緩斜面に位置し、休場層上位で検出された。平面形は不整形で、長軸を北

東－南西方向へ向ける。長径162㎝、短径75㎝、深さ24㎝。

第15号土坑（第61図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、栗色土層で検出された。平面形は円形を呈し、長軸を東

西方向へ向ける。長径43㎝、短径37㎝、深さ22㎝。

第16号土坑（第62図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、栗色土層で検出された。長軸を北西－南東方向へ向ける。

長径49㎝、短径38㎝、深さ27㎝。

第17号土坑（第62図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、栗色土層で検出された。平面形は楕円形を呈し、長軸を

南北方向へ向ける。長径62㎝、短径42㎝、深さ23㎝。

第18号土坑（第62図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、第17号土坑の西側に隣接する。栗色土層で検出され、長

軸を東西方向へ向ける。長径71㎝、短径59㎝、深さ26㎝。
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第62図　土坑実測図⑷
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第19号土坑（第62図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、栗色土層で検出された。長軸を北東－南西方向へ向ける。

長径75㎝、短径57㎝、深さ21㎝。

第20号土坑（第62図）

北調査区北西の谷C先端付近に位置し、休場層上位で検出された。平面形は不整形で、深さは41

㎝を測り、第Ⅰ黒色帯に達する。

第21号土坑（第63図）

北調査区南東の尾根C緩斜面に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。発見が遅れたため、上部

半分近くがトレンチ18によって削り取られてしまい、平面形プランは不明である。深さは75㎝で、

第Ⅱ黒色帯に達する。

②集　石
集石は８基が検出された。南調査区の尾根C先端付近に比較的まとまっており、北調査区の尾根

C斜面上と谷Cの先端にも存在する。全体的に小規模で、構成する礫の点数が少ない傾向にある。下

部に土坑を伴うものは存在せず、垂直方向への密な重なりが認められるものもなかった。礫の主体

は周辺の小河川の河床で得られる安山岩であるが、本遺跡から約2.5㎞東方を南流する桃沢川の上流

で得ることができ、板状に節理する性質があるデイサイトも用いられている。

第１号集石（第64図）

南調査区南端に貫入する埋没谷の斜面上に位置し、栗色土層で検出された。南西－北東方向にわ

第63図　土坑実測図⑸
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ずかな礫が並び、礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は４点、総重量は8,918ｇ。他の集石に比べるとやや大形の礫で構成されている。うち１

点は径22㎝程度で、ほぼ全面にわたって赤化が認められた。すべてに安山岩を用いている。

第２号集石（第64図）

南調査区のほぼ中央、谷C先端付近に位置し、富士黒土層で検出された。ごく狭い範囲にまとま

り、北西－南東方向へ平面的に広がる。礫以外の遺物は出土しなかった。

礫の総数は13点、総重量は2,713ｇ。小形の礫で構成され、すべてに安山岩が用いられている。完

形で赤化したものの割合がやや多い。

第64図　集石実測図⑴
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第３号集石（第64図）

南調査区の第２号集石に隣接し、富士黒土層で検出された。北東部と南西部のかたまりに分かれ、

平面的に分布している。礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は18点、総重量は3,710ｇ。拳大程度の礫と、さらに小形の礫で構成され、ほとんどに赤

第65図　集石実測図⑵
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化が認められる。安山岩を中心に用い、完形のものと、割面まで赤化したものが大半を占める。

第４号集石（第65図）

南調査区の中央付近に位置し、富士黒土層で検出された。本遺跡の集石のなかで最も規模が大き

い。南西－北東方向に平面的に分布し、中央を境に２つのかたまりに分かれている。礫以外の遺物

としては、南端部で黒曜石製の細部加工剥片１点が出土した。

礫の総数は44点、総重量は8,193ｇ。拳大ほどの完形礫と、それ以外の破砕礫で構成される。大半

が安山岩で、わずかにデイサイトが用いられていた。ほとんどの礫で赤化が認められ、赤化は割面

にまで及ぶものが多い。

第５号集石（第65図）

南調査区中央よりやや南、第２号・第３号集石の東側に位置し、富士黒土層で検出された。南西

－北東方向へ平面的に広がる。礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は19点、総重量は3,890ｇ。拳大もしくはそれ以下の小形の礫で構成される。ほとんどに

赤化が認められ、うち数点は非常に強く赤化する。すべて安山岩で、完形のものと、割面まで赤化

したものが大半を占める。

第６号集石（第64図）

南調査区の第５号集石の北側に隣接し、富士黒土層で検出された。非常に小規模で、半楕円形を

描くように分布する。礫以外の遺物は出土しなかった。

礫の総数は８点で、総重量は1,212ｇ。拳大またはそれ以下の非常に小形の礫で構成される。安山

岩を用い、そのすべてに赤化が認められた。完形のものと、割面まで赤化するものに分かれる。

第７号集石（第65図）

北調査区中央の尾根C緩斜面に位置し、栗色土層で検出された。本遺跡の集石のなかで、最も小

規模である。礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は３点、総重量は1,489ｇ。拳大の安山岩とデイサイトを用い、すべてに赤化が認められ

る。

第８号集石（第65図）

北調査区北西端の谷C先端付近に位置し、富士黒土層で検出された。平面的に分布し、礫以外の

遺物は出土しなかった。

礫の総数は11点、総重量は1,190ｇ。すべて拳大以下の細かい破砕礫で、安山岩とデイサイトが用

いられている。多くに煤の付着が認められた。

③炉穴および焼土址
炉穴および焼土址は合わせて16基検出された。すべての遺構で下部に堀り込みを伴うが、堀り込

みが非常に浅いものや、焼土層を明瞭に認識することができないものが含まれており、炉穴と焼土

址とをはっきりと区別することは難しかった。よって、規模や形状から炉穴と断定できるであろう

３基をFP1～3、それ以外を焼土址（SYO1～13）として扱い、両遺構を一括して掲載する。

第１号炉穴（第66図）

北調査区南東の尾根C緩斜面に位置し、漸移層で検出された。下部の土坑は、長径132㎝、深さ25
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㎝で、下底面は休場層上位に達する。漸移層の段階で落ち込みを確認したため、土坑の立ち上がり

が非常に浅い。これは、本来の炉穴の下位部分のみが検出されたものと考えられる。覆土は４層と

５層が純粋な焼土層といえる。

第２号炉穴（第66図）

北調査区の第１号炉穴の北東側に隣接し、漸移層で検出された。下部の土坑は長径75㎝、深さ18

㎝と小規模で、下底面は休場層上位に達する。第１号炉穴と同様に発見が遅れたため、土坑の立ち

上がりが非常に浅くなってしまった。覆土は２層が純粋な焼土層である。

第３号炉穴（第66図）

南調査区北東端の尾根C東斜面に位置し、休場層で検出された。平面形は細長い楕円形で、下部

の土坑は長径148㎝、深さ48㎝を測る。下底面は休場層下部黒色帯に達する。覆土の１層には多量の

焼土が含まれており、ほぼ純粋な焼土層である。形状は陥穴に似ているが、焼土層が形成されてい

第66図　炉穴および焼土址実測図⑴
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たことから炉穴とした。

第１号焼土址（第67図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置し、栗色土層で検出された。径75㎝

ほどの範囲に明瞭な焼土の分布が認められ、下部に浅い堀り込みを伴う。覆土は１層が焼土層で、

炭化物も微量に含まれている。

第２号焼土址（第67図）

南調査区の第１号焼土址の北側に位置し、栗色土層で検出された。下部に浅い堀り込みを伴い、

覆土は１層に多量の焼土および、微量の炭化物が含まれていた。

第３号焼土址（第67図）

南調査区のほぼ中央、馬の背状の尾根に位置し、栗色土層で検出された。下部に浅い皿状の堀り

込みを伴い、覆土は１層がほぼ純粋な焼土層である。

第４号焼土址（第67図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置し、栗色土層で検出された。焼土の

分布が明瞭に認められ、下部に浅い皿状の堀り込みを伴う。覆土は１層がほぼ純粋な焼土層である。

第５号焼土址（第67図）

南調査区南西端に位置し、休場層で検出された。明瞭な焼土層は認められなかった。

第６号焼土址（第67図）

南調査区南西端、第５号焼土址の北側に位置し、漸移層で検出された。下部に浅い堀り込みを伴

い、覆土は１層がほぼ純粋な焼土層である。

第７号焼土址（第67図）

南調査区の谷C先端付近に位置し、休場層で検出された。焼け方は弱いが、北西－南東方向に細

長く焼土が広がっている。下部の堀り込みは南半分がやや深い。土層の堆積状況は不明である。

第８号焼土址（第68図）

南調査区の中央よりやや北側に位置し、第９～12号焼土址とともに栗色土層で検出された。下部

に堀り込みを伴うが、明瞭な焼土層は認められなかった。

第９号焼土址（第68図）

南調査区の第８号焼土址と第10号焼土址との間に位置し、栗色土層で検出された。焼土の広がる

範囲は非常に狭く、焼け方も弱い。明瞭な焼土層も認められなかった。

第10号焼土址（第68図）

南調査区の中央よりやや北側に位置し、栗色土層で検出された。焼土は東西に細長く分布するが、

焼け方は弱い。東側のやや深く掘り込まれた部分に、多く焼土が含まれていた。

第11号焼土址（第68図）

南調査区の中央よりやや北側に位置し、富士黒土層で検出された。南北に長い楕円形に近いかた

ちで焼土が分布しており、一部で焼け方が強い。下部に浅い堀り込みを伴い、覆土は２層と３層に

やや多く焼土が含まれる。
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第67図　炉穴および焼土址実測図⑵
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第68図　炉穴および焼土址実測図⑶
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第12号焼土址（第68図）

南調査区の中央よりやや北側に位置し、富士黒土層で検出された。広い範囲が非常に強く焼けて

いる。下部の堀り込みは浅いが、覆土は２層が純粋な焼土層で、３層には炭化物が多量に含まれて

いる。

第13号焼土址（第68図）

南調査区の尾根Cと南から貫入する埋没谷の境界付近に位置し、第４号焼土址に隣接する。栗色

土層で検出され、下部には非常に浅い堀り込みを伴う。覆土は１層に多量の焼土が含まれていた。

④その他の遺構
第１号竪穴状遺構（第69図）

南調査区南東寄りの緩斜面上に位置し、栗色土層で検出された。当初は住居址として調査を進め

ていたが、平面形プランが不整形であり、明確な炉址や柱穴状の配列が検出されなかったため、竪

穴状遺構とした。残存部は長径4.3ｍ、短径3.3ｍで、長軸を東西方向へ向ける。

出土遺物としては、覆土中から黒曜石製の剥片と砕片が計３点と、礫が少量出土した。

石器製作址（第70・71図）

南調査区の中央やや北西側の緩斜面では、栗色土層～富士黒土層にかけて集中的な石器製作の痕

跡が認められた。石器・石片は南北方向へ約10ｍにわたって分布し、特に北側で剥片・砕片が集中

的に出土している。石材は黒曜石が圧倒的に多く、黒曜石を主体とした石器製作が行われていたと

考えられることから、分布図には黒曜石製石器のみを表示し、以下の記述も黒曜石製石器に限るこ

ととする。

第69図　第１号竪穴状遺構実測図
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第70図　石器製作址黒曜石器種別出土状況
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製作址とした範囲内では、剥片・砕片のほかに、10点の石鏃と３点のRFが出土した。砕片が非常

に多く出土している状況からも、石鏃を主とした石器製作が行われたものと考えられる。また、北

側の石器集中地点の剥片・砕片のうち、分析可能なサイズのもの全点（106点）を抽出し、石鏃・RF

を加えた計117点で産地分析を行った。その結果、剥片・砕片のほとんどが神津島恩馳島産で占めら

れていたことから、神津島恩馳島産黒曜石を用いた石鏃の製作が行われていたものと考えられる。

ただし、神津島恩馳島産の石鏃は製作址内に３点しか残されていない。本遺跡では、南北調査区の

広範囲にわたって石鏃の出土が認められるが、産地分析の結果その多くが神津島恩馳島産であると

判明しており、製作址外へ運び出されていたものとみられる。

剥片・砕片の主体が神津島恩馳島産であるのに対し、石鏃は諏訪星ヶ台産が４点、箱根畑宿産と

和田小深沢産が１点ずつと、複数の産地が含まれていた。箱根畑宿産と和田小深沢産については、

剥片・砕片がまったく出土していないことから、製作址と直接の関係性はなく廃棄されたものと思

われる。諏訪星ヶ台産については、剥片・砕片とも一定量の出土が認められるため、この製作址内

で石鏃の製作を行っていた可能性がある。

第71図　石器製作址黒曜石産地別出土状況
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⑶　遺構外出土土器
第Ⅰ群　草創期　押圧縄文土器（第72図１～10）

草創期の押圧縄文土器を本群とした。本遺跡では10点が出土している。

いずれも縄文を、斜位ないし横位方向に連続して器面に押し当てることで文様を施している。色

調は茶褐色を呈し、器厚は５㎜ほどと薄く、胎土には多量の雲母を含んでいる。

第Ⅱ群　早期
早期に属する土器を本群とした。駿豆撚糸文系土器、押型文土器、野島式（木戸上式）、元野式が

出土している。

１類　駿豆撚糸文系土器（第72図11・12）

早期前葉の東海地方東部に分布する、駿豆撚糸文系土器（池谷 1996・2003）を本類とした。

縄文を軸に巻き、回転させることで文様を器面に施している。胎土は白色や橙色の砂粒を含んで

おり、外面は赤褐色、内面は橙色の色調を呈している。

２類　押型文土器（第72図13～17）

押型文土器では、山形文と楕円文が出土している。

山形文（第72図13～15）は、横位方向に原体を回転して施文している。器厚は５㎜ほどで、胎土

に微細な雲母や黒色の粒子を含み、黄褐色の色調を呈している。楕円文（16・17）は縦位方向に原

体を回転して施文しており、楕円の粒は径２～３㎜ほどと小さい。外面は黄褐色の色調を呈してい

るが、内面は煤が付着しており黒色である。器厚は７㎜程度で、胎土には白色や黒色の粒子を含む

ものの、雲母は含んでいない。

３類　野島式（第72図18～第73図17）

早期後葉の野島式（木戸上式）に相当する土器を本類とした。文様の特徴から、a～c種の３種に

分類が可能であった。

a種　沈線のみで文様を施すもの（第72図18～23）

黄褐色の色調を呈しており、胎土に白色の砂粒や黒色の粒子を含む。

第72図18・23は器面に連続した縦位の沈線を施文し、その上から斜位の沈線を施文している。19・

21は器面に連続した縦位の沈線を施文し、その上から横位の沈線を施文している。また21は口縁部

文様帯と胴部の屈曲部分であり、屈曲部は指頭などによって横位方向にナデ付けられている。20・

22は器面に連続した横位方向の沈線を施文している。

b種　沈線によって幾何学的な文様を施すもの（第72図24～第73図７）

黄褐色や橙色などの色調を呈しており、a種と比較すると明るい印象を受ける。胎土には白色の

砂粒を含んでおり、繊維も若干ながら含んでいる。

第72図24は口縁部の破片であり、口端部には棒状工具による連続した押圧状の刻みが施されてい

る。器面には２本１単位の斜位方向の沈線を施文して組み合わせることで区画を形成し、その中に

連続した短沈線を充填している。25は口縁部の破片で、口端部にはヘラ状工具による連続した刻み

が施されている。器面には１本１単位の斜位方向の沈線を施文して組み合わせることで区画を形成

し、その中に連続した短沈線を充填している。26は文様部の破片であり、文様構成は24と類似する
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第72図　縄文時代遺構外出土土器⑴
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ものの、施文される沈線が比較的浅いのが特徴である。

第73図１は波状口縁部の破片である。口端部には棒状工具による連続した押圧状の刻みが施文さ

れる。器面には２本１単位の沈線を口縁に沿って施文してから、波頂部から垂下するように施文し

て大きな区画を形成する。そしてその区画の中には、横位方向と斜位方向の沈線を施文することで

さらに小さな区画を形成し、内部に短沈線を充填する。なお、垂下する沈線を挟んで右側には横位

の沈線が施文されているが、左側には施文されていないことから、施文される文様は区画ごとで異

なっている可能性がある。

２は口縁部の破片である。口端部に押圧状の連続した刻みを加えている。文様は縦位の沈線を施

文し、その両側に横位ないし斜位の連続した沈線を施文する。３は文様部の破片である。３本の沈

線が山形状に施文されており、その下位に縦位と斜位の２本の短沈線が充填されている。４は３本

１単位の沈線を縦位に施文し、その両側に沈線によって文様を施している。５は縦位の沈線の右側

第73図　縄文時代遺構外出土土器⑵
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に、斜位の連続した短沈線が施文されている。６は第72図26に文様が類似しており、浅い２本１単

位の沈線で区画を形成し、その中を短沈線で充填している。７は口縁部文様帯と胴部の屈曲部分で

あり、斜位の連続した沈線が深く施文されている。屈曲部が指頭などでナデ付けられている。

c種　微隆起線によって区画を形成するもの（第73図８～15）

微隆起線を器面に貼付することで区画を形成し、区画内に沈線を描くものを本種とした。

第73図８は微隆起線を縦位に貼付し、その両側に斜位の沈線列を組み合わせたものを施文してい

る。９は微隆起線を逆T字状に貼り付け、その区画内に斜位の沈線列を組み合わせて文様を施して

いる。10は口縁部文様帯と胴部の屈曲部分であり、屈曲部分に横位の微隆起線が貼付され、その上

に沈線列による文様が施されている。11は微隆起線を縦位に貼付し、その上から斜位の沈線列を施

文している。12は屈曲部に横位の微隆起線を貼付したもので、その上には横位の沈線と斜位の平行

沈線を施文している。15は屈曲部の一部で、横位の微隆起線が部分的に残存しており、器面には斜

位の沈線が矢羽状に施文されている。これらの土器は、器厚が10～12㎜ほどで、色調はにぶい橙色、

もしくは橙色を呈している。胎土には繊維を含んでおり、白色や黒色の砂粒を含む。

14は微隆起線を幾何学的に組み合わせて貼付しており、内面には条痕が確認できる。器厚は７㎜

程度と薄く、c種のなかでも異質であり、関東における野島式そのものである可能性が高い。

d種　その他（第73図16・17）

第73図16は口縁部の一部で、半裁竹管による押引文が縦位ないし斜位方向に施文されている。器

厚は15㎜程度と比較的厚く、色調はにぶい黄褐色を呈し、胎土には微量の繊維と白色や橙色の微細

な粒子を含んでいる。

４類　元野式（第74図１～第75図３）

貝殻条痕が施文され、器面外面は凹線と刺突列によって文様帯と胴部を分け、文様帯にも同様の

凹線と刺突を組み合わせた文様を施文している土器で、早期後葉における茅山下層式併行の東海地

方在地の土器型式である、元野式に相当する。第74図１～５と第75図１は口縁部から文様帯にかけ

ての破片であり、第74図６・７と第75図２・３は胴部以下の破片である。

今回出土した土器は、口縁形状が緩やかな波状となっており、第１文様帯と第２文様帯の間で屈

曲が生じていることから、１段の屈曲を有する器形を呈している。そして、口端部直下、第１文様

帯と第２文様帯の間に横位の凹線を施文し、その際に生じる隆起部分に刺突を加えることで文様帯

を形成している。また、第２文様帯最下段には刺突列のみを施文し、文様帯と胴部とを区画する。

施文される文様については、第１文様帯には指頭などによる凹線を鋸歯状に施文し、その際に生

じる隆起部分に刺突列を加えることで文様を施文している。鋸歯状の文様で生じる三角形の部分に

は、凹線ではなく縄文が施文される。第２文様帯には、縄文のみが施文されている。胴部には貝殻

条痕が一部で残るものの、大半はナデによって消されている。内面には横位方向の貝殻条痕が明瞭

に残っている。器厚は12㎜程度で、色調はにぶい黄橙色を呈し、胎土には繊維や、白色・橙色・灰

色の砂粒を含んでいる。

５類　その他の土器（第75図４～10）

早期後葉～末葉にかけての、型式等がはっきりとしないものを一括した。
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第75図４・５・８～10は器厚が12～15㎜程度と比較的厚く、明赤褐色の色調を呈し、胎土に繊維

や大粒の白色の砂粒や黒色の粒子を含んでいるもので、内面と外面に条痕が確認できるものの、文

様は施されていない。５では破片下部に段部と思われる屈曲部が存在している。これらの特徴を踏

まえると、早期後葉の関東系土器である、茅山下層式である可能性が高い。

６・７は褐色の色調を呈した無文の土器で、胎土に細かい白色や灰色の粒子を含んでいる。７の

内面には条痕が残っており、一部で煤が付着している。いずれも器厚が７～８㎜程度と薄く、４・

５・８～10の土器とは大きく異なっている。型式等の確定は困難である。

第Ⅲ群　前期（第76図１～21）

前期に属する土器を本群とした。特に、中葉の関東系の土器である諸磯b式が出土している。

第76図１・２は口端部に連続した刻みを加え、口唇部直下に棒状工具による連続した刺突を横位

方向に施文し、その下位に斜位や縦位の沈線を施文している。９は横位や斜位の隆帯を貼り付けて、

その上にヘラ状工具による連続した刻みを加えているが、隆帯ごとに刻みの方向を変えており、刻

みは矢羽状になっている。

３～８・10～20は、口縁が直線的な立ち上がりとなる器形を有する。口端部には連続した刻みを

加え、口端部直下に横位の４本１単位の沈線を１本施文し、その下に縦位ないし斜位方向に同様の

沈線を何本にも渡って施文し、これらの上から左斜め下に向かって同様の沈線を施文することで、

格子目状の文様を描いているものである。３～８は口縁部、10～20は口縁部以下の破片である。色

調はにぶい褐色を呈し、胎土には径５㎜以下の白色や橙色の砂粒を含んでいる。

21は文様構成が３～８・10～20に類似しているものの、施文する工具が異なっており、条線の間

隔が広い。そして胎土には、径２㎜以下の白色や灰色の砂粒を含み、色調はにぶい褐色を呈してい

る。これらのことから21は、別個体の土器と考えられる。

第Ⅳ群　中期
１類　五領ヶ台式（第76図22～28）

中期初頭の五領ヶ台式と思われるものを本類とした。いずれも器面に縄文が施文されている。

第76図22は口縁部の破片であり、断面で見ると口端部下10㎜ほどの位置で膨らみ、そこから口端

部に向かって細くすることで、屈曲（内湾）するような器形を作っている。外面には縄文が施文さ

れており、内面は磨かれている。23～28は口縁部以下の破片であり、器面には斜位ないし横位方向

に縄文が施文されている。これらの器厚は８～10㎜程度で、にぶい橙色もしくはにぶい褐色の色調

を呈しており、胎土には微細な雲母や白色・灰色・橙色の粒子を含んでいる。

２類　狢沢式～井戸尻Ⅲ式（第77図１～第78図７）

中期中葉の新道式、藤内Ⅰ式、井戸尻Ⅲ式に相当するものを本類とした。

a種　新道式（第77図１～４）

第77図１は口縁が外側に向かって直線的に開く器形の深鉢となっている。口縁部には縄文を施文

し、中央部には円形の窪みが指頭によって作られている。胴部との境には、横位の押引によるキャ

タピラ文を施文している。胴部には、尖端の尖った工具による三角形状の押引文を横位方向に施文

したものや、幾何学的な文様が見られる。また一部に突起状の部分が貼付されており、キャタピラ
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第75図　縄文時代遺構外出土土器⑷
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第76図　縄文時代遺構外出土土器⑸
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第77図　縄文時代遺構外出土土器⑹
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文による象形的な図柄も施文されている。色調はにぶい褐色を呈し、胎土には雲母や微細な白色の

砂粒を含む。

２は口縁部の一部を含んだ胴部で、破片上部には１や３と同様の縄文と円形の窪みが施文され、

中央には隆帯に沿って押引によるキャタピラ文と三角押文を用いた抽象文が描かれている。また抽

象文の下部には、玉抱三叉文が見られる。３は口縁部の一部である。４は縦位の波状の角押文と、

半裁竹管による押引文が施文されている。明褐色の色調を呈し、胎土に微細な雲母や白色・橙色の

砂粒を含む。

b種　藤内Ⅰ式（第77図５～11）

第77図５～11は、キャタピラ文に三角押文や円形の連続刺突を組み合わせたものや、沈線によっ

てパネル文を施文しているもので、藤内Ⅰ式に相当するものと考えられる。橙色や明黄褐色、暗褐

色の色調を呈しており、胎土には微細な雲母や白色・橙色などの砂粒を含んでいる。

第78図　縄文時代遺構外出土土器⑺
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c種　井戸尻Ⅲ式（第77図12～第78図７）

第77図13・14はキャリパー型の器形となる、深鉢の口縁部の一部である。口縁は波状となってお

り、口縁に沿って幅20㎜程度の太い隆帯が貼付され、その上に連続した刻みが施文されている。第

78図１～７は胴部の一部で、いずれも横位や縦位に隆帯を施文し、その上に連続した刻みが加えら

れている。また１・２・７には、隆帯による区画の中に縦位の集合沈線が施文されている。

第77図12は口縁に貼付される突起の一部であり、何らかの形が作られていたと思われるが、部分

的なものであり全体の形状は不明である。いずれの土器も褐色の色調を呈し、胎土には白色の粒子

や雲母を含んでいる。

３類　曽利Ⅱ式（第78図８～13）

これらの土器は、山梨県や長野県で見られる曽利式とは胎土や色調、器厚等の特徴が大きく異なっ

ているものの、文様的要素から曽利Ⅱ式の範囲に入るものと判断した。

第78図８・９は大きく内湾する口縁部の一部であるが、文様は施されていない。胎土には微細な

雲母や白色の粒子を含んでおり、灰黄褐色の色調を呈している。10～12は口縁部から胴部にかけて

文様を施文する破片であり、同一個体と思われる。10は口縁部に、幅７㎜程度の隆帯１条を緩やか

な波状に貼付し、破片中央部でつなげることで「つなぎ弧文」を形作っている。また隆帯下部には

縦位の集合沈線が施文されている。器厚は５㎜程度と薄く、胎土には微細な白色や橙色の粒子を含

む。11・12はその一部で、貼付された隆帯の下部に縦位の集合沈線が施文される。10～12は口縁の

幅や内湾の程度が８・９とは大きく異なっており、別個体のものである。13は縄文が縦位に施文さ

れるものである。にぶい黄褐色の色調を呈し、胎土には微細な白色や灰色の粒子を含む。

⑷　遺構外出土石器
尖頭器（第79図１～９）

縄文時代に属すると考えられる尖頭器が９点出土しており、すべてを図示した。第79図１～８は、

いわゆる木葉形のものが大半を占める。１・２は大形であるが、３～８はいずれも4.5㎝以下と小形

である。

１は背面右側に細かい剥離調整、左側にやや粗い剥離調整が行われており、断面がレンズ状であ

る。２は基部を欠損しているため全体の形状は不明であるが、両側縁に細かい剥離調整が行われて

いる。３は先端を欠損しているが、両側縁に細かい剥離調整が行われている。４は小形の尖頭器で

あり、腹背・両側縁に細かな調整が行われている。５は先端を欠損しており、腹面は基部から剥離

することで形を整えている。６は粗い剥離調整を行うことで、整形している。７は先端をわずかに

欠損する。９は木葉形の形状と推測されるが、基部を大きく欠損しているため全体の形状は不明で

ある。石材は１・３～５が黒曜石（諏訪星ヶ台産・和田土屋橋南産・蓼科冷山産）、２・７・９がガ

ラス質黒色安山岩、６・８がF．ホルンフェルス（富士川系ホルンフェルス）である。

有茎尖頭器（第80図）

尖頭器の基部に茎を有するもので、３点が出土しており、すべてを図示した。

第80図１は茎部の作り出しが緩やかで、茎から基部に向かって緩やかに移行している。剥離調整
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第79図　縄文時代石器実測図⑴
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は全体的に粗く行われている。両側縁が直線的に平行しているため、欠損箇所付近から屈曲して先

端部が作られているものと推測される。２は腹背・両側縁に細かい剥離調整が行われている。茎部

は欠損しているものの、基部に向かって直角に近い角度で屈折しており、側縁は直線的に先端部ま

で達している。３は小形で、側縁は緩やかに膨らみ先端部に達している。石材は１・３がF．ホル

ンフェルス、２が珪質頁岩である。

石鏃（第81～83図）

石鏃は74点出土しており、うち60点を図示した。側縁と基部の形状に着目して、a～iの９類に分

類した。

a類（第81図１～６）　基部の抉りが全体の1/2に及ぶような大きなもの。

いずれも側縁に細かな剥離調整が行われている。第81図１・３・４は抉りが三角形と逆U字形の

中間的な形状を呈しており、側縁は直線的である。また、脚部は尖っておらず丸みを帯びている。

２・５は基部が三角形状に抉られており、側縁は直線的で、脚部は尖っている。６は抉りが三角形

と逆U字形の中間的な形状を呈しているものの、側縁の外形は丸みを帯びている。石材は１～５が

黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産）、６が珪質頁岩を用いている。

b類（第81図７～16）　基部の抉りが三角形状に入り、側縁の外形が直線的なもの。

第81図７・10・14・15は、粗い剥離調整を行うことによって側縁が鋸状になっている。16の背面

には、先端から基部にかけて剥離を行った際の稜線が残る。石材は７～15が黒曜石（神津島恩馳島

産・諏訪星ヶ台産）、16が珪質頁岩を用いている。

c類（第81図17～24）　基部の抉りが三角形状に入り、側縁の外形が丸みを帯びるもの。

第81図17・18は、やや肉厚の石鏃である。17は両側縁の外形が丸みを帯びており、18は背面の右

側縁が中央部分で内側に括れる形状となっている。19は両側縁に細かい剥離調整が施されている。

20や24は先端部分が突出する形で尖っている。21は側縁が鋸状になっている。22の右側縁は丸みを

帯びているものの、左側縁は直線的である。石材は17～20が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台

産・天城柏峠産）で、21・24はチャート、22はF．ホルンフェルス、23はガラス質黒色安山岩を用
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第80図　縄文時代石器実測図⑵
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いている。

d類（第82図１～７）　基部の抉りが逆U字形、または半円形で、側縁が直線的なもの。

第82図１～４は縦1.4㎝以下の小形の石鏃である。１・２は薄手の剥片を用い、側縁は鋸状になっ

ており、平面形では正三角形に近い形状となっているが、３・４は縦長の二等辺三角形に近い形状

である。５は脚の先端が丸くなっている。６は逆U字形の抉りが右斜め方向に入っており、脚の先

端は平坦である。石材は１～５が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・和田小深沢産）で、６

は珪質頁岩、７はF．ホルンフェルスを用いている。

e類（第82図８～19）　基部が浅い抉りによって緩い弧状となるもの。

側縁は直線的なものが多いが、第82図９・18・19のように丸みを帯びているものもある。10は縦

長の剥片を用いて細かな剥離調整が行われており、先端部は鋭くなっている。基部には緩い弧状の

抉りが入っているものの、抉りの形状は不均等である。11は側縁が鋸状になっている。14は平面形

状が整った縦長の三角形で、細かい剥離調整が行われており、基部の抉りは浅い三角形である。18

は縦長で、側縁は鋸状である。19は厚手の剥片を用いて製作されている。基部は緩い弧状となって

いるが、剥片の形状をそのまま用いており、抉りを入れていない。石材は８～12・14～17・19が黒

曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・箱根畑宿産）、13・18が珪質頁岩を用いている。

f類（第82図20～26）　基部が抉られておらず、ほぼ平坦（直線状）なもの。

第82図20は基部の右側に剥離した痕跡が残るため脚が存在した可能性もあるが、片側ではその痕

跡が見られないため、本類に含めた。21は薄手の剥片を用いて製作されており、側縁の剥離調整は

粗い。22は右側縁の基部側を欠損するが、中央部にノッチ状の抉りがある。24は薄手の剥片を使用

し、平面形状が整った縦長の三角形となっている。25は厚手の剥片に剥離調整を加えて整形してい

るが、腹面は一次剥離面がそのまま残されている。石材は20～23・25・26が黒曜石（神津島恩馳島

産・諏訪星ヶ台産・天城柏峠産）、24がガラス質黒色安山岩を用いている。

g類（第83図１・２）　基部が膨らむもの。

第83図１は平面形状が不整形で、先端は剥片での形状をそのまま利用している。２は基部が膨ら

んだ三角形状を呈する。背面の一部に自然面が残っており、側縁には腹面から剥離調整を行ってい

る。石材はともに黒曜石（箱根畑宿産）である。

h類（第83図３～５）　基部に茎を有するもので、いわゆる有茎石鏃と呼ばれるもの。

第83図３は先端部と茎部を欠損しているものの、茎部から脚部にかけて大きく屈曲し、脚の先端

は尖っている。側縁は脚の先端から外側に丸みを帯びるかたちで立ち上がり、先端部も含めた全体

の形状は５のようになるものと考えられる。また側縁には、細かい剥離調整が行われている。４は

側縁が先端から脚まで直線的になっており、茎部から脚部にかけて大きく屈曲している。また背面

左側縁の中央部は、使用時の衝撃で欠損している。５は側縁が脚部から丸みを帯びて立ち上がり、

途中で直線的になる形状となっている。腹背両面に丁寧な剥離調整が行われている。石材は３が

チャート、４・５は黒曜石（諏訪星ヶ台産）を用いている。

i類（第83図６～10）　欠損等が見られ、全体の形状が不明なもの。

第83図６は先端部と脚部を大きく欠損している。残存する脚付近の形状から、c類の可能性があ
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

る。７は先端部、左側縁、脚部を欠損しており、全体の形状はわからないが、残存する部分からd

類の可能性がある。８は先端部のみが残存している。細かい剥離調整が行われているが、基部を大

きく欠損しているため全体の形状は不明である。９・10は先端部を欠損している。石材はいずれも

黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・箱根畑宿産）を用いている。

打製石斧（第84・85図）

出土した打製石斧は20点であるが、うち15点を図示した。全体の特徴からa～c類に分類している。

いずれも、使用時の衝撃によって刃部ないし基部を欠損しているものが多い。石材は第85図５が緑

泥片岩であることを除き、いずれも砂岩である。

a類（第84図１～４）　平面形状が短冊形や小判形のもの。

第84図１～３は円礫の表皮部分を使用しており、背面には自然面を残しているものである。１は

基部の一部を直線状に欠損しており、全体にやや粗い調整を加えて形を整えている。２は全面に比

較的細かい剥離調整が行われているが、背面の刃部右側を欠損している。３は刃部腹面側の一部が

剥離しており、背面側でも刃部の右側が欠損している。４は基部と刃部を欠損する。両側縁が直線

的であるため本類に加えたが、側縁右下側に抉りが見られ、刃部が左右に広がる形状（b類）にな
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

る可能性もある。

b類（第84図５～第85図３）　刃部が左右に開く、いわゆる撥形に近いもの。

第84図５は側縁や腹背面に粗い剥離調整を行うことで形を整えているが、刃部は欠損し、基部は

折れている。６は円礫の表皮部分を使用しており、背面に自然面を大きく残している。７は基部付

近や左側縁の一部に自然面を残すもので、腹面は一次剥離面をそのまま利用しており、背面と側縁

に剥離調整を行っている。８は背面側の刃部先端部を残して基部方向に大きく剥離しており、基部

じたいは折れて欠損した状態である。第85図１は両側縁中央付近で内側に若干、抉れている。背面

の刃部付近は自然面が残っている。２は先端部の腹面左側が大きく欠損しており、欠損は背面にも

及んでいる。基部上端には自然面が残るが磨滅しており、打ち欠いた部分がある。３は背面に自然

面を残すものの、刃部左側を大きく欠損している。両側縁中央部分は両側から抉られている。

c類（第85図４～７）　欠損が大きく全体の形状がわからないもの。

第85図４は左側縁および刃部を欠損している。残存する右側縁から推測すると、分銅形の可能性

がある。５は背面の左側縁に剥離調整が行われているが、他の部分は欠損している。６・７は背面

に自然面を残しているものの、刃部は欠損しており全体の形状は不明である。

礫斧（第86図１・２）

礫を素材として用いており、原礫の形状をとどめるものを礫斧として扱った。２点が出土してお

り、ともに図示している。第86図１は腹背両面を平坦にするため大きく剥離しているが、２の背面

は自然面である。いずれも、礫の長軸に対し直交するように刃部が設けられており、１の上端は凹

み、磨滅している。１・２ともに安山岩を石材としている。
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

磨製石斧（第86図３）

１点が出土している。第86図３は珪質頁岩を石材としており、縦の長さ5.8㎝、幅3.5㎝、厚さ1.1

㎝と小さく、薄い。丁寧に磨くことで刃部を作っている。また、基部上端、腹背両面、両側縁は剥

離調整を行った後にきれいに磨かれており、いずれの面もほぼ平坦になっている。ただし上端左側

には、使用された際に打ち欠いたと思われる欠損箇所がある。

削器（第87図１～４）

４点が出土しており、すべてを図示した。第87図１は、素材となる剥片に腹背両面から剥離を行

うことで平坦にしており、右側縁に細かい剥離調整を行っている。２は断面が三角形状となる縦長

の剥片を使用しており、背面に自然面を残す。先端と両側縁には細かい剥離調整が行われている。

３は上端と下端を直線状に剥離することで形を整えており、右側縁に細かい剥離調整が行われてい
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

る。４は薄い縦長の剥片を用いており、左側縁は平坦な面となっている。石材は、１がガラス質黒

色安山岩、２・３が黒曜石（諏訪星ヶ台産・箱根畑宿産）、４が珪質頁岩である。

錐状石器（第87図５）

１点のみ出土している。第87図５は剥片の背面に剥離を行うことで、断面を三角錐状にしている。

両側縁には細かい剥離調整を加えており、先端は鋭く尖っている。黒曜石（神津島恩馳島産）を石

材とする。

加工痕のある剥片（第87図６）

加工痕のある剥片は12点出土しているが、実測が可能であった１点を図示した。第87図６は先端

が欠損した黒曜石（箱根畑宿産）の剥片を用いており、両側縁に細かい剥離調整が行われている。

背面右側と腹面左側にも剥離を行うことで形を整えており、断面はひし形状となる。
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

石匙（第87図７～第88図３）

４点が出土しており、すべてを図示した。第87図７・第88図３は、横長の剥片を石匙の縦軸に対

して斜交するようにしている。７は断面が三角形状であり、細かな剥離調整を全体に加えて形を整

えている。また基部は、腹背両面に左右から抉りを加えることで、つまみ状にしている。３は大形

の剥片を用いており、粗い剥離調整が全体的に行われている。

第88図１・２は、横長の剥片を石匙の縦軸に対して直交するようにしたものである。１は全体の

磨滅が激しいものの、やや粗い剥離調整によって形を整えている。また基部の背面右側は抉りを入

れている。２は腹背両面に細かい剥離調整が加えられている。石材は第87図７が珪質頁岩、第88図
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

１・３がF．ホルンフェルス、２がチャートである。

磨石（第89・90図）

29点が出土しており、16点を図示した。石材は第90図６が砂岩であることを除いて、いずれも安

山岩を使用しており、楕円形に近い平面形状を呈するものが大半である。

第89図１は大形で、平面形状が縦長の楕円形となっている。先端部と基部端部は、敲打もしくは
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

磨り潰しのために平坦になっており、擦痕が残る。２は腹背面が平坦になっており、断面は楕円形

である。腹面上部左側の一部が、繰り返し敲打された際の衝撃によって凹んでいる。５は背面の一

部で平坦になっている部分が存在することから、敲打を受けた可能性がある。７の先端部は、敲打

もしくは磨り潰しの影響でわずかに平坦になっており、磨滅している。９は腹背両面が平坦になっ

ており、腹面中央右側では敲打によると考えられる凹みが確認できる。10は腹面が平坦になってお

り、中央部分に若干の凹みが存在する。

第90図１は背面の中央部がわずかに凸凹していることから、敲打が行われたものと考えられる。

２は上端と下端に磨滅が見られる。３はいわゆる凹石であり、背面の中央部分が凹んでいる。また、

腹面にも一部で凹みが存在する。４はやや薄手の円礫を用いており、中央部分が磨滅している。６

は先端部が磨滅し、一部を欠損していることから、敲打を行う際にハンマーとして使用されたもの

と考えられる。

石皿（第91～93図）

石皿もしくは台石と考えられるものが17点出土しており、うち８点を図示した。いずれも安山岩

を石材としている。

第91図１は背面右中央部をわずかに欠損しているものの、背面上半部に磨面が形成されている。

２は下半を大きく欠損しているが、磨面は背面の全体に及んでいる。３は下端を欠損しているため、

全体の大きさや形状は不明であるが、残存する部分だけでも縦43.5㎝、最大幅33.5㎝と大きい石皿

である。中央に磨面が形成されており、なだらかに凹んでいることから研磨が進んでいる。第92図

１は縦49.5㎝、最大幅35.9㎝と大きい石皿である。中央部に形成された磨面には凹凸があり、研磨

はあまり進んでいない。２は角状に割られた石材を用いており、磨面は平坦である。

第93図１は上部から左側縁にかけて表面を大きく剥離しており、側縁もほぼ全周が剥離している。

このため磨面は約1/3を欠損している。２は磨面が石皿の中央部分を通って作られており、凹んでい

る。磨面には若干の凹凸が残り、背面や側縁には被熱による赤化や煤の付着が見られる。３は磨面

が背面全体に形成されており、表面の凹凸は少なく研磨が進んでいるものの、２と同様に側縁や腹

面に被熱による赤化や煤の付着が見られる。

石核（第94・95図）

45点が出土しており、うち６点を図示した。石核として整形されたうえで、剥離が行われている

ものが多い。

第94図１は打面転移を繰り返しており、稜線を境に錯交状に剥離が行われている。２は背面左側

の側縁を固定して剥離を行っており、側縁と上部の一部には自然面が残る。３は打面転移を繰り返

して剥離を行った結果、三角錐状になっている。４は腹背両面に錯交状の剥離が行われており、両

側縁の稜線が鋭角になっている。また、基部は直線的に切断されており、欠損した製品を再利用し

ている可能性もある。

第95図１は大きく自然面を残しており、背面のみにおいて繰り返し剥離を行っている。２は打面

転移を繰り返しながら剥離を行うことで、幅広の剥片を作っている。石材は第94図１が珪質頁岩、

２・３が黒曜石、第94図４・第95図１・２がF．ホルンフェルスである。
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査
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第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第４節　旧石器時代の遺構と遺物
旧石器時代に属する遺構と遺物は、尾根Cに分布していた。これらの礫群・配石・石器は、出土

層位・水平分布・垂直分布を検討し、漸移層、休場層、ニセローム層、第Ⅲスコリア帯黒色帯１を

生活面とする文化層として認識した。なお、石器実測図中には、出土遺構あるいは出土層位と遺物

番号、石材（黒曜石の場合は原産地名）を記載している。

⑴　漸移層の遺構と遺物の分布状況（第96図）

漸移層の石器は尾根Cに散在していた。遺構は検出できなかったが、20点の石器が出土した。

①遺　物
尾根Cの遺物は、単独で出土した20点の石器群によって構成される。その内訳は細石刃石核２点、

細石刃３点、剥片・砕片15点であった。

細石刃（第97図１～３）

第97図１～３は細石刃である。１と２は打面から中間部である。細石刃の末端側を切断している

もので、末端部を欠いた状態で出土した。長さは１が2.1㎝、２が1.6㎝である。これらは使用痕と

考えられる細かな剥離が両側縁のいずれかに認められる。これらの細石刃を構成している剥離面と

主要剥離面をみると、上設打面側からの剥離で構成されており（１・２）、剥片剥離方向を一定方向

に限定した単設打面石核から作出されたことが理解される。これらの打面は、調整打面をもつ細石

刃石核から作出されたことが判断される。３は中間部である。これは打面部と末端部の両端を欠く

もので、両方の端が切断面で構成される。長さが1.6㎝で、側縁に使用痕と思われる微細な刃こぼれ

が観察される。剥離面と主要剥離面には下設打面からの剥離痕が観察される。

細石刃石核（第97図４・５）

第97図４・５は細石核である。４はやや厚みのある剥片を素材として細石刃石核を形成したもの

である。素材の小口面に剥片剥離作業面を設定し、正面と左側縁で細石刃剥離が行われている。打

面は剥片剥離作業面側から入念な打面調整を施している。なお、現打面以前に行われた剥離痕が観

察できることから、打面再生剥離を加えた可能性が高い。右側縁に加えられている剥離は裏面から

の調整剥離である。５は立方体に近い細石刃石核で、剥片剥離作業面が正面と左右側面にかけて形

成されているものである。打面は剥離作業面に接する縁辺で細かな調整が加えられている。剥片剥

離作業面には現打面より古い剥離痕が観察できることから、打面再生剥離を加えた可能性が高い。

石核調整は認められない。

②まとめ
本文化層は、細石刃を主体とする文化層で、これにわずかな量の細石刃石核が伴う細石刃石器群

である。石器組成は断片的なもので細石刃３点、細石刃石核２点、剥片・砕片15点の合計20点であ

る。石器群は細石刃の作出に関連する細石刃石核・細石刃・剥片・砕片の単純な組成を示している。

石材組成は、黒曜石20点（100%）、16.1ｇ（100%）であり、すべて神津島恩馳島産の黒曜石であ

る。

細石刃は３点確認された。完形のものはなく、一端か両端を切断面で構成されるものであった。

細石刃石核は２点出土した。基本的には「野岳・休場型」（鈴木 1971）の細石刃石核の範囲に含ま
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第96図　漸移層石器分布図
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れるものである。この細石刃石器群は、高尾 2006「東海地方の地域編年」『旧石器時代の地域編年

的研究』安斎正人・佐藤宏之編に対比すると、「第５期」に相当すると思われる。

⑵　休場層の遺構と遺物の分布状況（第98・99図・第110・111図）

休場層の礫群・配石・石器は、尾根Cに分布しており、礫群25基1,193点、配石53基53点、単独礫

774点からなる合計2,020点の礫と、ブロック６か所79点、単独出土した292点からなる合計371点の

石器が検出された。

礫群は25基が松沢川を臨む緩斜面に分布している。これらの礫群は一部でブロックに重複してい

た。

①遺　構
a．礫群
尾根Cでは第１号礫群～第25号礫群の礫群25基が検出された。検出層位は第０黒色帯が１基261点

（22%）、休場層中層が21基786点（66%）、休場層上層が１基28点（２%）、休場層が２基118点（10%）

である。

第１号礫群（第100図）

尾根Cの46－16・17グリッドに位置する。構成礫は28点で、長軸約3.5ｍ、短軸約1.8ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層上層である。垂直分布は標高166.06ｍ～165.95ｍにかけて約11㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高166.00ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は7,095ｇ、

平均重量が253.4ｇである。構成礫は、完形赤化礫２点、割面赤変破損礫20点、割面非赤変破損礫４

点、割面赤変破損礫（礫面なし）２点である。石材は、安山岩25点、デイサイト３点である。接合

第97図　漸移層石器実測図
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関係は、第４号礫群と１例、礫群内で４例が認められた。

第２号礫群（第100図）

尾根Cの44－19グリッドに位置する。構成礫は11点で、長軸約0.8ｍ、短軸約0.4ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高167.09ｍ～166.98ｍにかけて約11㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高167.02ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,563ｇ、平均

重量が323.9ｇである。構成礫は、完形赤化礫１点、割面赤変破損礫10点である。石材は、安山岩11

点である。接合関係は認められない。

第３号礫群（第100図）

尾根Cの44・45－19グリッドに位置する。構成礫は63点で、長軸約1.2ｍ、短軸約0.9ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高166.96ｍ～166.73ｍにかけて約23㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高166.87ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は18,473ｇ、

平均重量が293.2ｇである。構成礫は、完形赤化礫６点、割面赤変破損礫53点、割面非赤変破損礫１

点、割面赤変破損礫（礫面なし）３点である。石材は、安山岩62点、デイサイト１点である。接合

関係は礫群内で１例が認められた。

第４号礫群（第101図）

尾根Cの44・45－20グリッドに位置する。構成礫は103点で、長軸約2.4ｍ、短軸約1.8ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層である。垂直分布は標高167.91ｍ～167.58ｍにかけて約33㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高167.77ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は23,976ｇ、平

均重量が232.8ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫92点、割面赤変破損礫（礫面なし）11点であ

る。石材は、安山岩89点、デイサイト14点である。接合関係は第１号礫群と１例、単独礫と３例、

礫群内で17例が認められた。

第５号礫群（第101図）

尾根Cの45－８・９グリッドに位置する。構成礫は31点で、長軸約1.9ｍ、短軸約1.3ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高159.75ｍ～159.54ｍにかけて約20㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高159.63ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は4,674ｇ、

平均重量が150.8ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫20点、割面赤変破損礫（礫面なし）11点であ

る。石材は、安山岩30点、デイサイト１点である。接合関係は礫群内で２例が認められた。

第６号礫群（第102図）

尾根Cの46－８・９グリッドに位置する。構成礫は33点で、長軸約2.0ｍ、短軸約1.1ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高158.91ｍ～158.63ｍにかけて約28㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高158.81ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は4,546ｇ、

平均重量が137.8ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫21点、割面赤変破損礫（礫面なし）12点であ

る。石材は、安山岩33点である。接合関係は単独礫と３例、礫群内で３例が認められた。

第７号礫群（第102図）

尾根Cの47－９グリッドに位置する。構成礫は247点で、長軸約3.6ｍ、短軸約1.9ｍの範囲に分布

する。検出層位は第０黒色帯である。垂直分布は標高157.33ｍ～156.84ｍにかけて約49㎝の分布幅
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第98図　休場層礫群・配石分布図⑴



134― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第99図　休場層礫群・配石分布図⑵
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第100図　第１号～第３号礫群実測図
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を形成しており、大部分の礫が標高157.12ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は52,256ｇ、平

均重量が211.6ｇである。石材は、安山岩161点、デイサイト86点である。構成礫は、完形赤化礫２

点、割面赤変破損礫193点、割面赤変破損礫（礫面なし）52点である。接合関係は配石と１例、礫群

内で34例が認められた。

第８号礫群（第103図）

尾根Cの48・49－11グリッドに位置する。構成礫は115点で、長軸約2.3ｍ、短軸約2.2ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高161.02ｍ～160.71ｍにかけて約31㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高160.86ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は13,071ｇ、

平均重量が113.7ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫81点、割面赤変破損礫（礫面なし）33点、不

明１点である。石材は、安山岩113点、デイサイト１点、不明１点である。接合関係は単独礫と１

例、礫群内で14例が認められた。

第９号礫群（第103図）

尾根Cの48－11グリッドに位置する。構成礫は11点で、長軸約1.2ｍ、短軸約0.4ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高161.7ｍ～161.55ｍにかけて約15㎝の分布幅を

形成しており、大部分の礫が標高161.66ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,558ｇ、平均重

量が323.5ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫９点、割面赤変破損礫（礫面なし）２点である。石

材は、安山岩10点、デイサイト１点である。接合関係は単独礫と１例が認められた。

第10号礫群（第103図）

尾根Cの47－12グリッドに位置する。構成礫は３点で、長軸約0.3ｍ、短軸約0.2ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高161.76ｍ～161.71ｍにかけて約５㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高161.74ｍに分布している。総重量は993ｇ、平均重量が331.0ｇ

である。構成礫は、割面赤変破損礫２点、割面赤変破損礫（礫面なし）１点である。石材は、安山

岩３点である。接合関係は礫群内で１例が認められた。

第11号礫群（第104図）

尾根Cの48－12グリッドに位置する。構成礫は17点で、長軸約1.5ｍ、短軸約1.2ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高162.55ｍ～162.28ｍにかけて約27㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高162.44ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,376ｇ、平均

重量が198.6ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫14点、割面赤変破損礫（礫面なし）３点である。

石材は、安山岩14点、デイサイト３点である。接合関係は第23号礫群と１例、単独礫と１例が認め

られた。

第12号礫群（第104図）

尾根Cの48－13グリッドに位置する。構成礫は45点で、長軸約1.6ｍ、短軸約1.6ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高162.95ｍ～162.64ｍにかけて約31㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高162.75ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は8,804ｇ、平均

重量が195.6ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫36点、割面赤変破損礫（礫面なし）９点である。

石材は、安山岩45点である。接合関係は礫群内で４例、単独礫と５例が認められた。
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第101図　第４号・第５号礫群実測図
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第102図　第６号・第７号礫群実測図
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第103図　第８号～第10号礫群実測図



140― ―

第Ⅲ章　二ッ洞南遺跡（№４地点）の調査

第104図　第11号～第13号礫群実測図
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第13号礫群（第104図）

尾根Cの48－14グリッドに位置する。構成礫は15点で、長軸約1.1ｍ、短軸約1.0ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.06ｍ～162.89ｍにかけて約17㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高162.96ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,026ｇ、平均

重量が201.7ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫14点、割面赤変破損礫（礫面なし）１点である。

石材は、安山岩13点、デイサイト２点である。接合関係は認められない。

第14号礫群（第105図）

尾根Cの48－14グリッドに位置する。構成礫は13点で、長軸約1.0ｍ、短軸約0.3ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.38ｍ～162.90ｍにかけて約48㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高163.17ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,657ｇ、平均

重量が204.4ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫９点、割面非赤変破損礫１点、割面赤変破損礫

（礫面なし）３点である。石材は、安山岩13点である。接合関係は認められない。

第15号礫群（第105図）

尾根Cの48－15グリッドに位置する。構成礫は24点で、長軸約1.7ｍ、短軸約1.2ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.59ｍ～162.91ｍにかけて約68㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高163.22ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は8,030ｇ、平均

重量が334.6ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫20点、割面赤変破損礫（礫面なし）４点である。

石材は、安山岩22点、デイサイト２点である。接合関係は認められない。

第16号礫群（第105図）

尾根Cの48－15グリッドに位置する。構成礫は110点で、長軸約2.8ｍ、短軸約2.4ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高164.08ｍ～163.30ｍにかけて約78㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高163.81ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は29,023ｇ、平

均重量が263.9ｇである。構成礫は、完形赤化礫１点、割面赤変破損礫93点、割面赤変破損礫（礫面

なし）15点、割面非赤変破損礫（礫面なし）１点である。石材は、安山岩84点、デイサイト26点で

ある。接合関係は単独礫と１例、礫群内で５例が認められた。

第17号礫群（第106図）

尾根Cの47・46－16グリッドに位置する。構成礫は55点で、長軸約1.2ｍ、短軸約1.0ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高165.20ｍ～165.01ｍにかけて約19㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高165.12ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は12,258ｇ、

平均重量が222.9ｇである。構成礫は、完形赤化礫２点、割面赤変破損礫37点、割面赤変破損礫（礫

面なし）16点である。石材は、安山岩54点、デイサイト１点である。接合関係は礫群内で７例が認

められた。

第18号礫群（第106図）

尾根Cの45－10グリッドに位置する。構成礫は15点で、長軸約1.7ｍ、短軸約0.7ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高161.01ｍ～160.91ｍにかけて約10㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫が

標高160.96ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,513ｇ、平均重量が167.5ｇである。構成礫
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第105図　第14号～第16号礫群実測図
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は、割面赤変破損礫11点、割面赤変破損礫（礫面なし）４点、である。石材は、安山岩15点である。

接合関係は単独礫と２例、礫群内で１例が認められた。

第19号礫群（第107図）

尾根Cの47・48－13グリッドに位置する。構成礫は67点で、長軸約1.7ｍ、短軸約1.5ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.15ｍ～162.89ｍにかけて約26㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高163.06ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は16,893ｇ、

平均重量が252.1ｇである。構成礫は、完形赤化礫１点、割面赤変破損礫46点、割面赤変破損礫（礫

面なし）20点である。石材は、安山岩63点、デイサイト４点である。接合関係は第21号礫群と１例、

配石と４例、礫群内で８例、単独礫と１例が認められた。

第20号礫群（第107図）

尾根Cの47・48－13グリッドに位置する。構成礫は17点で、長軸約1.5ｍ、短軸約0.7ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.04ｍ～162.80ｍにかけて約24㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高162.95ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,436ｇ、

平均重量が202.1ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫12点、割面赤変破損礫（礫面なし）５点であ

る。石材は、安山岩17点である。接合関係は第21号礫群と１例、配石と２例、礫群内で１例、単独

礫と１例が認められた。

第21号礫群（第107図）

尾根Cの48－13グリッドに位置する。構成礫は36点で、長軸約2.0ｍ、短軸約1.4ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.03ｍ～162.92ｍにかけて約11㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高162.98ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は5,446ｇ、平均

重量が151.3ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫27点、割面赤変破損礫（礫面なし）９点である。

石材は、安山岩32点、デイサイト４点である。接合関係は第19礫群と１例、第20号礫群と１例、礫

群内で３例、単独礫と１例が認められた。

第22号礫群（第108図）

尾根Cの48－13グリッドに位置する。構成礫は10点で、長軸約1.5ｍ、短軸約0.6ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高163.21ｍ～163.03ｍにかけて約18㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高163.14ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,112ｇ、平均

重量が211.2ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫10点である。石材は、安山岩10点である。接合関

係は礫群内で１例が認められた。

第23号礫群（第108図）

尾根Cの48－12グリッドに位置する。構成礫は81点で、長軸約2.0ｍ、短軸約1.5ｍの範囲に分布

する。検出層位は第０黒色帯14点、休場層中層67点である。垂直分布は標高162.38ｍ～162.06ｍに

かけて約32㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫が標高162.20ｍ付近に礫の底面を置いている。

総重量は22,157ｇ、平均重量が273.5ｇである。構成礫は、完形赤化礫２点、割面赤変破損礫62点、

割面非赤変破損礫１点、割面赤変破損礫（礫面なし）16点である。石材は、安山岩77点、デイサイ

ト４点である。接合関係は第11号礫群と１例、礫群内で３例が認められた。
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第106図　第17号・第18号礫群実測図
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第107図　第19号～第21号礫群実測図
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第108図　第22号・第23号礫群実測図
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第24号礫群（第109図）

尾根Cの48－12・13グリッドに位置する。構成礫は30点で、長軸約2.5ｍ、短軸約1.5ｍの範囲に

分布する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高162.54ｍ～162.22ｍにかけて約32㎝の分

布幅を形成しており、大部分の礫が標高162.41ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は4,539ｇ、

平均重量が151.3ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫23点、割面赤変破損礫（礫面なし）７点であ

る。石材は、安山岩30点である。接合関係は礫群内で５例が認められた。

第25号礫群（第109図）

尾根Cの45－14グリッドに位置する。構成礫は13点で、長軸約1.2ｍ、短軸約0.4ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高164.62ｍ～164.52ｍにかけて約10㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫が標高164.58ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は3,853ｇ、平均

重量が296.4ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫８点、割面赤変破損礫（礫面なし）５点である。

石材は、安山岩13点である。接合関係は認められなかった。

b．配石
尾根Cでは53基53個からなる配石が検出された。これらは第１号～第４号配石が尾根の北側、第

５号～第38号配石が尾根の中央、第39号～第53号配石が尾根の南側に分布する。検出層位は第Ⅰス

コリア層１基、第０黒色帯９基、休場層中層が18基、休場層上層が20基、休場層が５基である。配

石53基の総重量は85,440ｇ、１基の平均重量が1,612ｇである。配石の状態は完形赤化礫が３点、割

面赤変破損礫が49点、不明１点である。完形礫が８%と少なく、すべて赤変礫である。石材は、安

山岩が最も多く49点で92%を占めている。これ以外に、デイサイト３点（６%）、不明１点がある。

接合関係は配石と礫群が６例、配石と単独礫が１例認められた。

c．ブロック
尾根Cの遺構は６か所のブロックから検出されたナイフ形石器11点、楔形石器１点、剥片・砕片

62点、石核５点の合計79点と単独出土292点の合計371点の石器群によって構成されている。ブロッ

クは尾根Cの中央から南側にかけて分布する。

第１号ブロック（第112図）

尾根Cの45－14グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約1.9ｍ、短軸約

1.8ｍである。石器類は標高164.14ｍ～163.88ｍにかけて約26㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群はナイフ形石器１点、剥片・砕片21点の合計22点である。石材はF．ホルンフェルス16点、

ガラス質黒色安山岩４点、珪質頁岩２点である。

第２号ブロック（第112図）

尾根Cの45－14グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約1.6ｍ、短軸約

0.8ｍである。石器類は標高163.93ｍ～163.72ｍにかけて約21㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群はナイフ形石器１点、楔形石器１点、石核２点、剥片・砕片４点の合計８点である。石材

はF．ホルンフェルス５点、赤玉石２点、ガラス質黒色安山岩１点である。

第３号ブロック（第112図）

尾根Cの45－13グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約1.6ｍ、短軸約
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第109図　第24号・第25号礫群実測図
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第110図　休場層石器分布図⑴
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第111図　休場層石器分布図⑵
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0.7ｍである。石器類は標高162.63ｍ～162.31ｍにかけて約32㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群はナイフ形石器１点、剥片・砕片８点の合計９点である。石材はすべてガラス質黒色安山

岩である。

第４号ブロック（第113図）

尾根Cの46－11グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約3.9ｍ、短軸約

1.1ｍである。石器類は標高161.51ｍ～160.17ｍにかけて約134㎝のレベル差が生じていた。確認さ

れた石器群はナイフ形石器６点、石核１点、剥片・砕片４点の合計11点である。石材はガラス質黒

色安山岩７点、F．ホルンフェルス２点、諏訪星ヶ台産の黒曜石１点、珪質頁岩１点である。

第５号ブロック（第112図）

尾根Cの47－９・10グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約1.6ｍ、短軸

約0.8ｍである。石器類は標高157.86ｍ～157.31ｍにかけて約55㎝のレベル差が生じていた。確認さ

れた石器群はナイフ形石器１点、剥片・砕片８点の合計９点である。石材はF．ホルンフェルス８

点、箱根畑宿産の黒曜石１点である。

第６号ブロック（第112図）

尾根Cの47－９グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約2.1ｍ、短軸約

1.7ｍである。石器類は標高157.48ｍ～157.02ｍにかけて約46㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群はナイフ形石器１点、石核２点、剥片・砕片17点の合計20点である。石材はすべてF．ホ

ルンフェルスである。

②単独出土の石器
単独出土の石器はナイフ形石器45点、尖頭器２点、削器１点、掻器６点、楔形石器１点、加工痕

のある剥片４点、使用痕のある剥片５点、剥片・砕片203点、ハンマー２点、石核23点の合計292点

である。これらは調査区の北側、西側、東側に分かれて分布している。石器組成は北側ではナイフ

形石器17点、尖頭器１点、使用痕のある剥片４点、剥片・砕片61点、石核２点の合計85点である。

西側ではナイフ形石器24点、尖頭器１点、削器１点、掻器２点、加工痕のある剥片３点、使用痕の

ある剥片１点、剥片・砕片65点、石核７点の合計104点である。東側ではナイフ形石器４点、掻器４

点、楔形石器１点、加工痕のある剥片１点、剥片・砕片77点、ハンマー２点、石核14点の合計103点

である。石器の器種はナイフ形石器の41点（91%）が北側と西側に偏在しており、掻器が西側と東

側に分布している。砕片は北側に多い。

石材組成は、第１石材がF．ホルンフェルス112点（38%）であり、出土点数・重量ともに比率が

高い。このほか、第２石材が黒曜石108点（37%）、第３石材がガラス質黒色安山岩59点（20%）で

ある。なお、黒曜石産地は諏訪星ヶ台産35点（55%）、箱根畑宿産19点（30%）であり、諏訪星ヶ台

産20点（57%）が東側に集まり、箱根畑宿産14点（74%）が北側に集中している。

出土層位は、北側では休場層上層が45点（53%）、西側では休場層上層が36点（35%）、東側では

休場層中層が55点（53%）を占めている。

③遺　物
尾根Cの遺物は、ブロックから検出された79点と単独出土した292点の合計371点の石器群によっ
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第112図　第１号～第３号・第５号・第６号ブロック実測図
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て構成される。その内訳はナイフ形石器56点、尖頭器２点、削器１点、掻器６点、楔形石器２点、

加工痕のある剥片４点、使用痕のある剥片５点、ハンマー２点、剥片・砕片265点、石核28点であっ

た。

ナイフ形石器（第114図１～第120図60）

ナイフ形石器は二側縁加工のものをⅠ類、一側縁加工のものをⅡ類として細分した。

Ⅰ類a（第114図１～３）　二側縁加工で、最大長が５㎝以上のもの（欠損品は復元値）。

第114図１は7.5㎝、２が5.7㎝、３が5.2㎝の大きさを示しており、ナイフ形石器のなかでも大形

の部類に入るものである。１～３は石刃を素材として、ブランティングを施して器体を整形し、素

材の先端部と基部の縁辺に調整を加えている。ブランティングは主要剥離面側と剥離面側から行わ

れるもの（１・３）と主要剥離面側から行われるもの（２）があり、刃部と接する部分に鋭い先端

第113図　第４号ブロック実測図
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部を形成している。ブランティング以外の調整としては、主要剥離面にブランティングを打面とす

る平坦な剥離が施される（１～３）。素材を構成している剥離痕は、剥離面と主要剥離面ともに同じ

方向の剥離痕によって構成されたものであった（１～３）。１～３の刃部には微細な剥離痕が観察さ

れる。石材はすべてガラス質黒色安山岩である。

Ⅰ類b（第114図４～第116図21）　二側縁加工で、最大長が５㎝以下、３㎝以上のもの。

第114図４～第116図21は、石刃（４～７・９・13～15・21）や縦長剥片（８・10～12・17～20）

を素材として二側縁にブランティングによる器体整形を施す。16は横長剥片を横位に用いている。

ブランティングは主要剥離面側と剥離面側から行われるもの（４・７）と主要剥離面側から行われ

るもの（５・６・８～21）があり、刃部と接する部分に鋭い先端部を形成している。ブランティン

グ以外の調整としては、主要剥離面にブランティングを打面とする平坦な剥離が施される（４・６・

９・11・14）。素材を構成している剥離痕は、剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって

構成されたもの（５～11・13・17・20・21）、180度剥離方向の違う剥離痕によって構成されるもの

（12・14・19）、90度剥離方向が異なる剥離面が形成されているもの（15・16・18）があった。石材

は、ガラス質黒色安山岩８点（４・６・７・９・14・17・19・20）、諏訪星ヶ台産の黒曜石４点（５・

15・16・21）、箱根畑宿産の黒曜石２点（８・13）、天城柏峠産の黒曜石１点（11）、F．ホルンフェ

ルス２点（10・12）、珪質頁岩１点（18）である。

Ⅰ類c（第116図22～28）　二側縁加工で、最大長が３㎝以下のもの。

第116図22～28は、石刃（22・23・25）や縦長剥片（24・26～28）を素材として二側縁にブラン

ティングを施し、器体整形されている。ブランティングは主要剥離面側と剥離面側から行われるも

の（23・24・27・28）と主要剥離面側から行われるもの（22・25・26）があり、刃部と接する部分

に鋭い先端部を形成している。ブランティング以外の調整としては主要剥離面にブランティングを

打面とする平坦な剥離が施される（26）。素材を構成している剥離痕は剥離面と主要剥離面ともに同

じ方向の剥離痕によって構成されたもの（22～25・28）、180度剥離方向の違う剥離痕によって構成

されるもの（27）、90度剥離方向が異なる剥離面が形成されているもの（26）があった。石材は、諏

訪星ヶ台産の黒曜石２点（22・25）、和田小深沢産の黒曜石１点（23）、箱根畑宿産の黒曜石１点

（28）、ガラス質黒色安山岩２点（24・26）、F．ホルンフェルス１点（27）である。

Ⅱ類a（第117図29・30）　一側縁加工で、最大長が５㎝以上のもの（欠損品は復元値）。

第117図29と30は、石刃を素材として一側縁にブランティングを施して器体整形している。素材に

対して斜めに調整を加えて先端部を作出するもの（29）と素材を横断するように調整を加えるもの

（30）がある。これらの調整にはブランティングが用いられており、整形や調整の仕方がⅠ類より荒

い傾向がある。ブランティングは主要剥離面側から施されるもの（29）と主要剥離面側と剥離面側

から施されるものがある（30）。素材石刃を構成している剥離痕は、剥離面と主要剥離面ともに同じ

方向の剥離痕によって構成されている。石材は、いずれもガラス質黒色安山岩である。

Ⅱ類b（第117図31～第119図44）　一側縁加工で、最大長が５㎝以下、３㎝以上のもの。

第117図31～第119図44は、石刃（31・37～39・41・42・44）や縦長剥片（32～36・40・43）を素

材として一側縁にブランティングを施している。素材に対して斜めに調整を加えて先端部を作出す
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第114図　休場層石器実測図⑴
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第115図　休場層石器実測図⑵
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第116図　休場層石器実測図⑶
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るもの（31・33・37～39・42・43）と素材を横断するように調整を加えるもの（40・41・44）と側

縁の一部に調整を施すもの（32・34～36）がある。これらの調整にはブランティングが用いられて

いる。整形や調整の仕方は、入念に施されるもの（31・39・40）よりやや荒く施されるもの（32～

38・41～44）が多い。ブランティングは、主要剥離面側から施されるもの（31・33～37・39・41・

42・44）と主要剥離面側と剥離面側から施されるもの（32・38・40・43）がある。素材を構成して

いる剥離痕は、剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって構成されたもの（33・37～39・

41・43・44）、180度剥離方向の違う剥離痕によって構成されるもの（31・32・34・36・42）、90度剥

離方向が異なる剥離面が形成されているもの（35・40）がある。石材は、F．ホルンフェルス２点

（31・41）、ガラス質黒色安山岩９点（32～34・36～38・42～44）、和田土屋橋北産の黒曜石１点（35）、

箱根畑宿産の黒曜石２点（39・40）である。

Ⅱ類c（第119図45～50）　一側縁加工で、最大長が３㎝以下のもの。

第119図45～50は石刃（46・47・49）や縦長剥片（45・50）や横長剥片（48）を素材として、一側

縁にブランティングを施している。素材に対して斜めに調整を加えて先端部を作出するもの（45・

49・50）、素材を横断するように調整を加えるもの（46・48）、側縁の一部に調整を施すもの（47）

がある。整形や調整の仕方は、入念に施されるもの（49）よりやや荒く施されるもの（45～48・50）

が多い。ブランティングは主要剥離面側から施されるもの（46・48～50）と主要剥離面側と剥離面

側から施されるもの（47）がある。素材を構成している剥離痕は剥離面と主要剥離面ともに同じ方

向の剥離痕によって構成されたもの（45～50）であった。石材は、ガラス質黒色安山岩４点（45～

47・50）、諏訪星ヶ台産の黒曜石１点（48）、赤玉石１点（49）である。

ナイフ形石器の折損品（第119図51～第120図60）

第119図51～第120図60はナイフ形石器の折損品である。51・52は二側縁加工のナイフ形石器の基

部である。剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって構成されている。51は縦長剥片を

縦位に用いている。52は横長剥片を横位に用いている。53～55は基部である。56～59はナイフ形石

器の先端部である。60はナイフ形石器の一部である。石材はガラス質黒色安山岩４点（53・56～58）、

箱根畑宿産の黒曜石３点（51・54・60）、諏訪星ヶ台産の黒曜石２点（52・55）、蓼科冷山産の黒曜

石１点（59）である。

尖頭器（第120図61・62）

第120図61・62は尖頭器である。これらは半両面加工の尖頭器で、表裏に素材の剥離面や主要剥離

面を一部残している。面的な調整は大きめの剥離とともに小さな剥離で整えられる。左右は対称と

なっている。石材はチャート１点（61）、諏訪星ヶ台産の黒曜石１点（62）である。

掻器（第120図63～第121図68）

第120図63～第121図68は掻器である。刃部の形状は弧状を呈するものが多い（63～65・67・68）。

刃部の製作は素材の端部（63・64・66）と端部から側縁まで延びるもの（65・67）がある。大きさ

は5.3㎝～2.5㎝である。形状は先刃式（63・64・68）と母指状を呈するもの（65・67）があり、刃

部の調整は比較的ていねいに調整加工される（63・65・67）。石材はF．ホルンフェルス２点（63・

67）、ガラス質黒色安山岩２点（64・66）、和田小深沢産の黒曜石１点（65）、チャート１点（68）で
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第117図　休場層石器実測図⑷
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第118図　休場層石器実測図⑸
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第119図　休場層石器実測図⑹
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第120図　休場層石器実測図⑺
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ある。

楔形石器（第121図69～第122図71）

第121図69～第122図71は楔形石器である。両極打法が上下両端からの二方向に行われている（69

～71）。表裏面には素材剥離面を残しているもの（69・71）と片面を上下の両極打法による剥離面で

構成されるもの（70）がある。69～71は上下から加えられた両極打法の剥離がステップ・フレーキ

ングとなっており、上下の縁辺は小剥離が重なり合っている。70と71は下方の縁辺が両極打法の剥

離によって剥落している。石材はガラス質黒色安山岩１点（69）、神津島恩馳島の黒曜石１点（70）、

珪質頁岩１点（71）である。

加工痕のある剥片（第122図72・73）

第122図72・73は加工痕のある剥片である。２点が確認されている。これらは素材に調整が施され

ているが、目的が判断できないため加工痕のある剥片とした。72・73は素材剥片の縁辺に急斜な調

整面を形成している。石材はガラス質黒色安山岩１点（72）、諏訪星ヶ台産の黒曜石１点（73）であ

る。

敲石（第122図74・75）

第122図74・75は敲石である。74・75は下部に敲打痕と思われるベルト状の潰れが認められる。石

材は砂岩２点（74・75）である。

石核（第122図76～130図101）

石核は両設打面石核をⅠ類、単設打面石核をⅡ類、サイコロ状を呈する石核をⅢ類、円礫に数回

の剥離が加えられた石核素材をⅣ類と大別した。

Ⅰ類（第122図76～第123図80）　両設打面のもの。

第122図76～第123図80は両設打面石核である。剥片の剥離方向が180度異なるもので、石核の打面

が180度転移する。剥片剥離作業面は正面の１面としたもの（76・78・79）が多く、77のように正左

右裏の４面としたものは少ない。このため、裏面や側面に礫面を残しているものが目立つ（76・79・

80）。石核調整は、正面の剥片剥離作業面を打面とした調整剥離を加えているものがある（78・79）。

打面は複剥離打面が多い。石材はF．ホルンフェルス３点（77～79）、ガラス質黒色安山岩１点（76）、

赤玉石１点（80）である。

Ⅱ類（第124図81～第128図94）　単設打面のもの。

第124図81～第128図94は単設打面石核である。石核調整を除く剥片剥離方向が一方向に限定され

る。剥片剥離作業面は、正面を含めた両側面や裏面に剥片剥離作業面を設置したものが多い（81～

94）。石核調整は、剥片剥離作業面と打面を除く部分に調整剥離が施されるもの（83・84・86・90）

がある。打面はすべて複剥離打面である。石材はF．ホルンフェルス10点（81・82・85・86・89～

94）、諏訪星ヶ台産の黒曜石２点（87・88）、ガラス質黒色安山岩１点（83）、珪質頁岩１点（84）で

ある。

Ⅲ類（第128図95～第129図98）　サイコロ状を呈するもの。

第128図95～第129図98はサイコロ状を呈する石核である。剥片剥離工程のなかに、180度の打面転

移技術と90度の打面転移技術をもつものである。これらは１面から２面の剥離作業面をもち、二方
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第121図　休場層石器実測図⑻
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第122図　休場層石器実測図⑼
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第123図　休場層石器実測図⑽
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第124図　休場層石器実測図⑾
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第125図　休場層石器実測図⑿
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第126図　休場層石器実測図⒀
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第127図　休場層石器実測図⒁
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向以上に剥離作業が観察される。すべて礫面を残している。剥離作業面の観察では定型的な剥片を

生産することが不可能と思われる。95は左側面と下面に打面転移しながら剥片剥離作業を行ってい

る。96は正面を剥片剥離作業面として上面や右側縁の打面から剥片剥離作業を行っている。97は上

面と左右の側面に打面転移しながら剥片剥離作業を行っている。98は180度と90度の打面転移を繰り

返しながら剥片剥離作業を行っている。

Ⅳ類（第129図99～第130図101）　石核素材。

第129図99～第130図101は石核素材である。円礫に数回の剥片剥離が加えられたもので、石核より

も素材礫に近いものである。これらは、自然面を打面として剥片剥離作業を行っているが、剥離痕

の観察では定型的な剥片の作出が難しいと思われる。

接合資料（第130図102～第131図104）

第130図102～第131図104は接合資料である。本文化層では剥片剥離技術を理解するうえで良好な

接合資料が少ない。102は剥片４点と両設打面石核１点の接合で、102はこれらの接合状態である。

まず、5646が上設打面を打面として正面に剥片剥離される。次に180度打面転移して、下設打面から

5645→5308を剥片剥離している。このように、剥片剥離作業面は正面に固定され、180度打面転移し

ながら剥片剥離を進めている。103は剥片１点と単設打面石核１点の接合で、103はこれらの接合状

態である。まず、6211が上方の打面から正面に剥片剥離される。その後、左側面が節理面で剥落し

ている。104は剥片２点の接合である。同一打面から連続的な剥片剥離が行われている。

④まとめ
本文化層は、ナイフ形石器56点、尖頭器２点、削器１点、掻器６点、楔形石器２点、加工痕のあ

る剥片４点、使用痕のある剥片５点、ハンマー２点、石核28点、剥片・砕片265点の合計371点で構

成されている。このうち、ナイフ形石器11点、楔形石器１点、石核５点、剥片・砕片62点の合計79

点はブロックの構成石器であるが、ナイフ形石器45点、尖頭器２点、削器１点、掻器６点、楔形石

器１点、加工痕のある剥片４点、使用痕のある剥片５点、石核23点、ハンマー２点、剥片・砕片203

点の合計292点（78%）は単独出土例である。

文化層の主体を占める器種はナイフ形石器である。これにわずかな量の尖頭器、削器、石核等の

各器種が伴うナイフ形石器石器群である。その組成中に尖頭器が含まれることから、ナイフ形石器

を主体とする石器群のなかでも後出のものと思われる。

石材組成は、第１石材がF．ホルンフェルス163点（43%）、3875.2ｇ（80%）であり、出土点数・

重量ともに比率が高い。このほか、第２石材が黒曜石110点（29%）、284.6ｇ（６%）、第３石材が

ガラス質黒色安山岩81点（22%）、476.5ｇ（10%）である。黒曜石の原産地は信州系が43点（67%）、

210.1ｇ（77%）と比率が高く、伊豆・箱根系が21点、（33%）63.4ｇ（23%）であった。

剥片剥離技術は、信州系の黒曜石やF．ホルンフェルスを素材とする石器類の観察から、石刃や

縦長剥片を目的としていたと思われる。そして、石器類の多くが石刃や縦長剥片を素材としている

ことから、石刃技法を技術基盤としてこれらの剥片類を生産していると考えられる。石刃・縦長剥

片の観察では、剥片剥離方向を一定方向にしたものと180度打面転移したものが認められ、石核でも

単設打面石核を主体として両設打面石核が存在することから、石器群の多くが石刃・縦長剥片を素
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95
SCⅠ6218
F.H

第128図　休場層石器実測図⒂
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97
YLU6161・6162・6666
F.H

第129図　休場層石器実測図⒃
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第130図　休場層石器実測図⒄
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材として製作されている状況と一致している。

本文化層は第５層休場層中層から上層を中心に出土している。愛鷹山麓におけるナイフ形石器石

器群は、愛鷹ローム層の休場層で盛行期を迎え、後退期を経て衰退していくことから、本文化層の

ナイフ形石器は盛行期から後退期のものと推定される。この石器群に、尖頭器が組成されるのは「東

海地方の地域編年」『旧石器時代の地域編年的研究』（高尾好之ほか 2006）より、「第４期」前半段階

とされる。本石器群はファシットを有する尖頭器や上ヶ屋型彫器・小坂型彫器・先刃式掻器が欠落

するものの、ティアドロップ形と幾何学的なナイフ形石器、茂呂系の小型化したナイフ形石器、求

心的な石核等が認められないことから「第４期」前半段階の石器群に対比することが可能と思われ

る。

⑶　ニセローム層の遺物の分布状況（第132図）

ニセローム層中の遺物は、松沢川に面した尾根Cの45－17グリッドから石器１点が出土した。

①遺　物
RF（第133図１）

第133図１は縦長剥片を素材として、右側縁に剥離面側からブランティング状の二次加工を施し、

刃部を作出している。石材は箱根畑宿産の黒曜石である。

②まとめ
ニセローム層中から出土した加工痕のある剥片は、素材や器種の特定が困難であった。周辺部で

の資料増加を待ち、石器群全体のなかで位置付けたい。

第131図　休場層石器実測図⒅
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第132図　ニセローム層・第Ⅲスコリア帯黒色帯１石器分布図
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⑷　第Ⅲスコリア帯黒色帯１の遺物の分布状況（第132図）

第Ⅲスコリア帯黒色帯１の遺物は、松沢川に面した尾根Cに礫２点、石器１点が単独で分布して

いた。

①遺　物
ナイフ形石器（第133図２）

二側縁加工のものが出土している。第133図２は長さが３㎝～４㎝の中形のものである。石刃を素

材として先端部左側にブランティング加工を施してナイフ形石器としている。整形は主要剥離面側

から施している。素材の利用方法は、素材石刃の打面側にナイフ形石器の先端部を形成している。

素材となった縦長剥片には、主要剥離面と同一方向の剥離痕が観察されることから、この縦長剥片

が単設打面石核から作出されていることが判断される。石材はF．ホルンフェルスである。

②まとめ
第Ⅲスコリア帯黒色帯１から出土した石器はナイフ形石器１点である。第Ⅲスコリア帯の石器群

は単独出土資料が多かったが、八兵衛洞遺跡（№９～12地点）の調査でまとまった資料が提示され

ており、石器群の内容が明らかになってきた。周辺部での資料増加を待って比較検討していきたい。

2
SCⅢb14118
F.H

第133図　ニセローム層・第Ⅲスコリア帯黒色帯１石器実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査
第１節　遺跡の概要
⑴　調査区の地形・環境（第２図）

№５地点は、東を松沢川、西を中沢川に挟まれた尾根上の標高155～165ｍ付近に位置する。調査

区は中見代第Ⅰ遺跡（№６地点）の広がる谷（以下、谷Aとする）と、西調査区および東調査区西

部が立地する尾根（以下、尾根Aとする）との境を西端とし、二ッ洞南遺跡（№４地点）の広がる

尾根Cと、南から貫入する支谷との境を東端とする。東調査区には、南から支谷（以下、谷B・Cと

する）が貫入し、集落はその谷に挟まれた細い尾根（以下、尾根Bとする）と谷Cを中心に広がっ

ている。

本遺跡の西側が立地する尾根Aは、埋没谷の貫入により一度、大きく括れるものの、南へ下るに

つれてその尾根幅を広げていく。この尾根上には、市道0230号線改良拡幅工事に伴い平成７～11年

度にかけて調査が行われた植出北遺跡、さらに南には、東部運転免許センターの建設に伴い、平成

５～６年度に㈶静岡県埋蔵文化財調査研究所が調査を実施した植出遺跡や、北神馬土手遺跡などが

広がっている。これらの遺跡では、本集落の主要な活動時期である、弥生時代後期～古墳時代初頭

に営まれたと考えられる集落が発見されていることから、本遺跡を北限とした同じ尾根上には、同

時期に大規模な集落が密集していたといえる。

上記の通り、本遺跡は周知の植出北遺跡と同様の尾根上に位置し、その境界は必ずしも明確では

ないが、植出北遺跡の北端部で住居址の分布が希薄になっていること、本遺跡との間に貫入した埋

没谷で地形的に区切られていることを考慮し、“植出北Ⅱ遺跡” とした。

⑵　土層の堆積状況と特徴（第136・137図）

本調査区では、愛鷹山東南麓における一般的な層序が認められた。特に尾根Aの緩斜面では、表

土直下の黒ボク土から下部ローム層に至るまでの土層が、非常に良好な状態で堆積していたことか

ら、愛鷹ローム層の標準土層として記録された（第138図・巻頭カラー２）。

調査区は複数の谷と尾根にまたがっているため、場所によって堆積状況に違いが生じている。以

下に、それぞれの尾根と谷における土層の特徴を示す。

尾根Aは休場層がやや厚く堆積し、1.2ｍに達するところもあった。基本的には上位・中位・下位

の３層に分層が可能であるが、斜面上では、上位や下位の層が確認できない部分もある。

尾根Bの東側斜面では休場層が流れてしまって存在せず、上位の栗色土層と富士黒土層、下位の

第Ⅰスコリア層・第Ⅰ黒色帯・第Ⅱ～Ⅲスコリア層の混在している状況が観察された。

谷Cでは、ほかの谷や尾根ではほとんど残存していなかった、新期スコリア層が10～20㎝程度、

堆積していた。休場層は全体に厚めの層厚を保ち、谷先端付近では1.3ｍ近くに達するが、上位～下

位のうち上位層は、先端付近以外ではほとんど確認することができなかった。また、東側斜面では、

休場層じたいの残存状況が悪い。

この谷Cで最も特徴的な堆積を見せているのが、栗色土層と富士黒土層である。緩やかな谷に堆
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第136図　土層セクション図⑴
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積して層厚が厚くなった場合、両層とも上下で性質の差が明確になり２層に分層されることがある。

谷Cでは両層ともほぼ70㎝以上の層厚があり、特に栗色土層は約２ｍに達する部分も存在した。し

たがって、場所によっては色調や土層の特徴により、３～５層に細分できるほど層内で差異を生じ

ていた。

栗色土層の上部はパミスの混入が目立ち、径５㎜以下のスコリアも多量に含まれて粘性がない。

下部は富士黒土層が混在し、特に最下部は富士黒土層の占める割合が大きい。富士黒土層は最上部

に栗色土層に相当する土がやや多く混在し、下部は硬く締まったブロック状の土が多量に混在する。

また、東拡張区では、採集された土層試料の自然科学分析を行い、谷の形成と埋積について検証

が行われている（第２分冊第Ⅵ章）。その結果によれば、谷は中部ローム層上部の土層によって構成

され、埋積している土層は第Ⅲスコリア帯～富士黒土層であること、谷底は三島軽石（MP）より

上位で、ペアスコリアよりも下位の中部ローム層上部であることが指摘されている。さらに、含雲

母グリース状火山灰（Gr）が検出されなかったことから、谷底の削剥はGrの層位まで進んでいる可

能性があることも推測されている。よって谷Cの形成は、Gr降灰以降に開始され、ペアスコリア（第

138図AML10・AML11）降下時にはほぼ終了して埋積に転じつつあり、姶良丹沢火山灰（AT）の

降灰直後からは、安定した埋積が進行したものと考えられる。

⑶　標準土層（第138図）

前述した通り、東調査区の尾根A緩斜面では、愛鷹ローム層の非常に良好な土層断面が観察され

たことから、発掘調査時に記録を行った。土層は表土直下の黒ボク土層から、上部ローム層および

中部ローム層、下部ローム層に至り、最下部は地表から約10ｍの深さに達する。中部ローム層は、

AML1～13の土層が確認され、下部ローム層はALL-U～３までの土層が確認された。

また、愛鷹ローム層の標準資料を作成することを目的として、採集した土層試料について自然科

学分析を行い、土層中に含まれる指標テフラや重鉱物組成による層序対比を行った。指標テフラと

しては、新期スコリア層中で多量に認められた天城山カワゴ平テフラ（Kgp）、富士黒土層中で認め

られた鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）、休場層中で認められた立川ローム層最上部ガラス質火山灰

（UG）、ニセローム層中で認められた姶良丹沢火山灰（AT）、中部ローム層上部付近で認められた

含雲母グリース状火山灰（Gr）、中部ローム層中部付近で認められた三島軽石（MP）などが挙げら

れる。各テフラについては、これまでの研究により噴出した年代が大筋で確定していることから、

その年代を基に各層のおおよその降灰層準を推定することができる。

さらに、各層の植物珪酸体分析を行った結果、本遺跡の土層形成時、丘陵上にはネザサ節を含む

タケ亜科、ススキ属を含むウシクサ族、イチゴツナギ亜科などのイネ科植物が生育していた可能性

が高まった。これらの詳しい分析結果は、第Ⅵ章（第２分冊）の自然科学分析編を参照されたい。
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第138図　標準土層図
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第２節　古墳時代以降の遺構と遺物
古墳時代以降に属する遺構として、東調査区および東拡張区から溝状遺構50本が検出された。尾

根A・Bと谷B・Cにそれぞれ分布しているが、特に集中しているのは谷部で、愛鷹山東南麓の弥生

時代以降の溝状遺構に見られる特徴的な形状を示している。いずれの溝も、非常に黒味の強い黒ボ

ク土が落ち込んでいたことから、弥生時代に属する遺構とは明瞭に区別することができる。しかし、

時期の特定に至るような遺物は検出されておらず、古墳時代以降という大きな捉え方しかできなかっ

た。よって、各溝状遺構の詳細な記述は省略し、全体の分布状況や特徴を記述するのみにとどめる。

また、土層の堆積状況については、別表にまとめて記載した（第８～10表）。

①谷 B（第139～141図）

谷Bでは、南北両側が調査区域外となっているため、谷全体の分布状況を把握することはできな

かったが、SD43～51の９本が検出された。谷の形状に沿うように縁を巡る溝と、その囲われた区域

をほぼ南北に分断する溝から構成されていると考えられる。

SD44とSD47や、SD46とSD51は間隔を空けて検出されていることから、別の溝として名称を付け

ているが、本来は繋がっていたものと推測され、SD43もSD46と繋がっていた可能性がある。SD45

は他の溝と異なり、囲まれた区域内で「く」の字状に屈曲している。

溝幅は最も太いところで150㎝を測るが、全体的には100㎝前後で推移し、深さはほとんどの部分

で30㎝に満たない。断面はU字状または浅い皿状を呈する。

②谷 C（第139・140図）

谷Cでは38本が検出された。やはり、谷を囲うように巡る溝と、囲われた区域を分断するように

走る溝とで構成されている。調査年度が変わってからさらに延長して検出されたり（SD2とSD55、

SD4とSD36、SD5とSD37など）、延長線上に位置していても、間隔を空けて検出されているもの

（SD3とSD12、SD6とSD35、SD21とSD52など）には、別の溝番号を付けているが、本来は同じ溝

であると考えられる。

またSD2は、谷を囲う溝とは逆に、谷先端部に向かって口を開くように屈曲している。SD7～9・

11・12・18・29・30はこのSD2から樹枝状に伸びており、SD2以北にも、谷先端部に向かってさら

に溝が伸びている。

溝幅は最も太いところで150㎝を測り、全体的には100㎝前後で推移する。深さは20㎝以下～30㎝

程度を測る部分が大半で、深いところでも58㎝であった。断面はU字状または浅い皿状を呈する。

③溝の形状
以上のように谷部の溝状遺構は、谷を囲うように縁を巡る溝と、その内側をほぼ東西方向に走り、

囲われた区域内を分断する溝とで構成されている。この形状は、八兵衛洞遺跡（№９～12地点）や

北神馬土手遺跡の谷部でも見られることから、愛鷹山東南麓における弥生時代以降の集落に特徴的

なものと考えられる。しかし、本遺跡では溝以外に同時期の遺構が検出されておらず、他の遺跡か

らも、この溝状遺構の用途を特定できるような資料は得られていない。
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第139図　古墳時代以降遺構分布図
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第140図　溝状遺構実測図⑴
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第３節　弥生時代後期～古墳時代初頭の遺構と遺物
⑴　遺構と遺物の分布状況
①遺　構（第142図）

弥生時代の遺構としては住居址33基、掘立柱建物址１棟、溝状遺構１本、土坑26基、焼土址16基

が確認された。弥生時代の遺構は新期スコリア層下面で確認している。

なかでも注目すべき遺構は、土坑を伴う大形の溝状遺構（SD1）である。この溝は途中で途切れ

る部分があるものの、各調査区の尾根から谷にかけて検出され、ほぼ東西方向へ直線的に走ってい

る。また溝の東端は、隣接する二ッ洞南遺跡（№４地点）で発見された同様の溝状遺構につながる

と考えられる。

本遺跡から600ｍほど西側に位置し、第二東名の建設に伴い発掘調査が行われた八兵衛洞遺跡で

は、同じ特徴を持つ大形の溝状遺構が発見されている（“SD3” として記載される）。よってこの大

形の溝は、八兵衛洞遺跡から二ッ洞南遺跡までいくつもの谷や尾根を越えて断続し、その延長は１

㎞に及ぶものと考えられる。また、この溝状遺構は大形の土坑を伴う点に特徴があり、本遺跡では

19基の土坑が検出されている。全国的にも類例が皆無なことから、愛鷹山麓の高地性集落に特有の

存在である可能性も考えられる。

その他の遺構は、東調査区および東拡張区に広がる尾根Bと谷Cに集中しており、尾根Aと谷Bで

は土坑や焼土址がわずかに検出されるのみである。住居址は大半が大形の溝状遺構より南側に分布

し、重複関係の認められるものが多かった。

②遺　物
弥生時代に属する遺物としては、土器・石器・土製品・ガラス製品が出土した。土器の出土数は

非常に多く、おもに谷B先端付近と住居址群が構築された尾根Bおよび谷C付近に集中して分布す

る。構成器種は壺・台付甕を中心とし、わずかに小形の鉢や高坏が見られる。大半は弥生時代後期

に属するものと考えられるが、古墳時代初頭に下るものも認められる。

遺構外では、谷C～谷Cの東側斜面を中心に多数の土器が出土したが、二ッ洞南遺跡と同様に、完

形に近く状態の良いものはほとんど存在しなかった。

住居址では、第５号・第６号・第８号・第９号・第10号・第Ⅱ－２号および第Ⅱ－８～10号住居

址など、土器の出土点数が豊富な住居址が多く認められるが、完形のものが出土する割合は少ない。

ただし、第６号住居址は比較的出土状況が良好であり、ほぼ完形に近い状態を保つものが目立つ。

また、尾根B～谷Cにかけての大形の溝状遺構（SD1）からも多数の土器が出土し、図化できたも

のが多かった。器形から、明らかに古墳時代に下ると考えられるものが含まれているが、出土した

土器のレベルにほとんど差はなく、すべて覆土内からの出土であることから、溝状遺構の時期を特

定するには至らなかった（第197・198図）。

土器以外には、敲石・ハンマー・磨製石鏃といった石器類、勾玉・丸玉などの土製品、ガラス玉

などがわずかに出土した。なかでも注目されるのは、勾玉の鋳型である。弥生時代に属する勾玉の

鋳型はこれまでに、九州・大阪・山口でしか見つかっておらず、今回の発見は東日本初となる。
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第142図　弥生時代後期～古墳時代初頭遺構分布図
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⑵　遺　　構
①住居址

重複関係にあるものも含め、33基が検出された。そのうち平成17年度に検出された東拡張区の住

居址は、調査時に住居址番号を１から振り始めたことから、平成15～16年度検出の住居址と番号が

重複してしまった。よって混乱を避けるため、“第Ⅱ－○号住居址” と呼称することにした。各住居

址および住居址内の炉・土坑の覆土については、別表にて記載している（第11～16表）。

第２号住居址（第143図）

【調査経過】　尾根B中央付近の斜面で検出され、２月18日に調査を開始した。斜面のため、西側の

壁と床面が流失しており、検出した段階で床面と堀り方の一部を確認した。２月27日までにセクショ

ンベルトを残して床面までの掘り下げが完了した。土層断面実測を行った後、セクションベルトを

除去して床面の精査を行い、硬化面と１基の炉を確認した。３月19日に炉に着手し、年度明けの５

月９日に炉の掘り下げが完了した。引き続き、堀り方に着手し、５月20日にセクションベルトを残

して堀り方までの掘り下げが完了した。５月21日には土層断面実測を行ってセクションベルトを除

去し、堀り方底面で柱穴の検出を試みると、６本の柱穴を確認した。６月２日に柱穴の掘り下げが

完了し、６月６日に写真撮影を行って、調査を完了した。

【規模】　長径5.71ｍ×短径5.11ｍ　　【主軸方向】　N－28゜－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高44㎝、貼床あり。

【柱穴】　６本検出された。P4はP5に切られており、柱を建て替えたと考えられる。径22～81㎝の円

形または楕円形を呈し、深さは11～37㎝を測る。柱穴の覆土はおもに暗褐色土で、径１～２㎜のス

コリアやパミスを微量に含み、住居址の覆土と類似する。柱穴の下方には黒褐色土が堆積しており、

堀り方と類似するが、堀り方に比べややキメが粗く軟らかい。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径185㎝、短径160㎝、深さ15㎝で、平面形状は

不整形を呈する。堀り込みから径32～45㎝の小ピットが３基認められた。セクションの実測を行う

前に崩れてしまったため、残された部分のみ実測を行っている。ただし、註記は土層が崩れる以前

に行われていたため、本来の堆積状況を確認することができた。その記録によれば、覆土は９層に

分層され、各層には径１㎜以下～２㎜程度のスコリアと、径１㎜以下の炭化物、パミスが微量に含

まれている。また、すべての層で焼土が認められ、純粋な焼土層も確認できる。

【出土遺物】　（第144図）

１・２は台付甕である。１は胴部が張り、内外面にハケメが施される。２は胴部下位～脚部で、

「ハ」の字状に開いた脚部は、裾部をわずかに肥厚させる。３は滑石製の耳飾りで、西側壁近くの床

面から出土した。欠損部分があるものの、上部中央に径５㎜ほどの穿孔が施され、全面が丁寧に磨

かれている。

第３号住居址（第145図）

【調査経過】　尾根B中央付近の斜面で検出され、２月18日に調査を開始した。テストピットにより

南西部分が切られているため、床面・堀り方の一部が確認されていない。さらに覆土中には堀り方

底面近くまで達する攪乱が認められている。２月27日にはセクションベルトを残し、床面までの掘
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第143図　第２号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

り下げが完了した。引き続き土層断面実測を行った後、セクションベルトを除去し床面の精査を行

うと、２基の炉、４本の柱穴を確認した。３月20日に炉の調査を完了し、年度明けの５月29日に柱

穴の掘り下げを開始した。６月11日に４本の柱穴の掘り下げが完了し、引き続き堀り方に着手した。

テストピット範囲内の堀り方底面で柱穴を１本確認し、６月20日に調査を完了した。

【規模】　長径5.26ｍ×短径4.61ｍ　　【主軸方向】　N－30°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　最大壁高42㎝、貼床あり。テストピットにより南西側の床面が抜けており、さらに攪乱

により床面の一部が削られている。

【柱穴】　５本検出された。径47～61㎝の円形を呈し、深さは12～43㎝を測る。覆土はわずかに粘性

があり、スコリアを微量に含む灰褐色土と、黒褐色土の占める割合が高い。堀り方上層の覆土は褐

灰色土であるが、柱穴の検出面ではおもに黒褐色土が見えていたため、床面での柱穴の確認を行う

ことができた。

【炉】　中央よりやや北で検出されたものを炉１とし、南東部で検出されたものを炉２とした。

炉１は長径160㎝、短径130㎝、深さ13㎝を測り、平面形状は不整な楕円形を呈する。南端に純粋

な焼土層が認められた。なお、炉１の北端の下部からP1が検出されており、北端部は焼土が微量に

しか含まれていないことから、北側はやや掘りすぎの可能性もある。

炉２は西側をテストピットにより切られているため、本来の規模が不明である。残存部分は長径

218㎝、短径138㎝、深さ12㎝を測り、平面形状は不整形を呈する。全体に焼土を含む割合が低く、

下部からP2が検出されている部分もあり、炉として機能していたか否か、多少の問題が残されてい
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第144図　第２号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

る。

【出土遺物】　（第146図）

１・２は壺である。１は外面がヘラミガキによって仕上げられ、頸部には斜縄文が施されている。

２は内外面ともに、指頭による調整痕が残されている。３は砂岩製のハンマーである。上部を欠損

第145図　第３号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

しているが、下端には敲打痕が認められる。４は砂岩製の敲石で、平面形は楕円形を呈し、扁平で

ある。５は安山岩製の石皿で、非常に扁平である。

第４号住居址（第147図）

【調査経過】　尾根Bの南側で検出され、２月18日に調査を開始した。３月５日にセクションベルト

を残し床面まで掘り下げを完了した。引き続き土層断面実測を行いセクションベルトを除去したが、

攪乱により床面の一部が認められなかった。その後、床面の精査を行い硬化面、炉の一部を確認し

た。炉の南側は攪乱によって一部削られている部分もあるが、セクションAでは攪乱の下に炉が認

められた。翌年度の５月27日には土層断面実測を行い、柱穴の検出を行ったところ、堀り方で10本

の柱穴が認められた。柱穴の底部に小ピットを伴うものも見られる。

【規模】　長径4.55ｍ×短径4.51ｍ　　【主軸方向】　N－37°－W　　【形状】　略円形

【壁・床】　最大壁高10㎝、貼床あり。攪乱により床面が一部削られている。

【柱穴】　10本検出された。径36～87㎝の円形を呈し、深さは12～42㎝を測る。P1～5・9は内部に、

径６～30㎝、深さ３～16㎝ほどの小ピットが認められる。スコリアを微量に含む黒褐色土が堆積し、

色調は堀り方と類似するが、柱穴では炭化物がほぼ確認できず、わずかな粘性が認められる。

【炉】　住居址の中央で検出された。長径148㎝、短径120㎝、深さ14㎝を測り、平面形状はやや不整
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第146図　第３号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

10cm01

第147図　第４号住居址実測図および出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第148図　第５号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

な楕円形を呈する。実測はベルトA－A’ 上で行っているが、やや北方向に後退させて半裁したとこ

ろ、焼土が明瞭に確認できたため、土層の注記はその位置で行った。

【出土遺物】　（第147図１）

１は台付甕の脚部である。「ハ」の字状にやや外反して開き、裾部をわずかに肥厚させる。

第５号住居址（第148図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側で２月18日に検出された。テストピットにより南側が切られ

ており、床面、壁の一部が確認されていない。３月５日までにセクションベルトを残して床面まで

掘り下げ、土層断面実測を行った。引き続きセクションベルトを除去し、３月19日に床面の精査を

行い、硬化面を確認した。さらに住居址のほぼ中央で炉が１基検出され、住居址東側で広範囲にわ

たって焼土が認められた。東側で検出された焼土は、浅い堀り込みが見られたことから炉として調

査を進めることにし、中央で検出された炉を炉１、東側で検出された炉を炉２と呼称した。３月20

日には２基の炉を半裁して土層断面実測を行った。

年度明けの５月７日に堀り方に着手し、セクションベルトを残して堀り方底面まで掘り下げた。

住居址の東端において土坑を１基確認し、セクションベルト内でも土坑と思われる層が認められた

ため、東端の土坑をSK1、セクションベルト内の土坑をSK2として調査を進めた。土坑の掘り下げ

の作業と並行して柱穴の確認を行い、堀り方底面で４本の柱穴を検出した。P4はSK2の範囲内から

検出されている。７月９日には完掘し、調査が完了した。

第149図　第５号住居址遺物分布図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

【規模】　長径5.64ｍ×短径4.44ｍ　　【主軸方向】　N－55°－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高55㎝、貼床あり。テストピットにより南側の床面の一部が検出されず、堀り方

のみ確認した。

【柱穴】　４本検出された。径37～58㎝の円形を呈し、深さは10～25㎝を測る。スコリア・炭化物・

パミスを微量に含む黒褐色土が堆積し、色調は住居址の覆土と類似するが、わずかに粘性がある。

【炉】　住居址の中央付近で検出されたものを炉１、南東側で検出されたものを炉２とした。

炉１は長径221㎝、短径120㎝、深さ17㎝を測る。覆土中に多くの焼土を含み、中央部では純粋な

焼土層が確認された。

炉２は長径254㎝、短径101㎝、深さ７㎝を測る。焼土の含まれる割合が低く、南寄りの位置で検

出されているため、炉として機能していたか多少の問題が残されている。

【土坑】　２基検出され、東側で検出された土坑をSK1、西側で検出された土坑をSK2とした。

SK1は長径73㎝、短径46㎝、深さ20㎝を測り、平面形状は楕円形を呈する。土坑内には黒褐色土

が堆積し、多数の土器片が出土した。

SK2は長径197㎝、短径138㎝、深さ49㎝を測り、平面形状は楕円形を呈する。上部に暗褐色土、下

部に黒褐色土が堆積していた。

【出土遺物】　（第149・150図）

本住居址では南東壁近くに土器が集中していた。第150図１は壺である。胴部下位が強く張り、頸

部はやや直立気味に立ち上がって、口縁端部でわずかに内湾する。２は小形の台付甕である。短く、

「く」の字状に屈折した口縁部を付し、端部を丁寧に面取りする。３と４は台付甕で、ともに南東壁

付近の床面・掘り方・覆土内からまとまって出土した。３は胴部上位に最大径を持ち、外面は強く

粗いハケメによって調整されている。４は球胴形を呈し、内面には指頭による調整痕が明瞭に残っ

ている。

第６号住居址（第151図）

【調査経過】　谷Cの中央よりやや北西部で検出され、３月６日に調査を開始した。南北方向、東西

方向にそれぞれ１本のサブトレンチにより切られており、北西部分のみの検出であった。

７月17日に北西部分のみ床面までの掘り下げが完了した。土層断面実測はトレンチの断面を利用

して行った。床面では焼土を５か所確認しており、さらに硬化部分を認めたが、面的な広がりを確

認することができなかった。８月６日に住居址の中央からやや西寄りで炉を１基検出し、８月20日

には炉の掘り下げを完了している。その後、住居址の北東部分と南側の部分が検出され、床面まで

の掘り下げを行い、本住居址の平面形が略円形ということが認められた。サブトレンチの断面を残

し、堀り方底面まで掘り下げを行い、サブトレンチの断面を利用して土層断面実測を行った。引き

続き断面を除去したのち、堀り方底面で５本の柱穴を確認している。９月19日に柱穴を掘り下げ、

９月30日に写真撮影を行い、調査を完了した。

【規模】　長径5.63ｍ×短径5.45ｍ　　【主軸方向】　N－９°－W　　【形状】　略円形

【壁・床】　最大壁高54㎝、貼床あり。床面の中央に１か所、西側に４か所の焼土が認められるが、

いずれも堀り込みは見られない。
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10cm0

1

2

3

4

第150図　第５号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第151図　第６号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

【柱穴】　５本検出された。径44～70㎝の円形を呈し、深さは26～45㎝を測る。上部には、スコリア・

炭化物・パミスを微量に含む暗褐色土、下部にはスコリア・炭化物・パミスを微量に含み、わずか

に粘性のある黒褐色土が堆積していた。

【炉】　住居址の中央からやや西側で検出された。長径70㎝、短径55㎝、深さ37㎝を測り、平面形状

は楕円形を呈する。南寄りにやや深く掘り下がり、上部に多くの焼土が含まれている。

【火災の痕跡】　床面から多量の炭化材が出土しており、自然科学分析によりその年代や樹種の特定

を行っている（詳しくは第Ⅵ章を参照）。その分析結果によれば、炭化材の年代は１～３世紀頃で、

弥生時代後期に相当すると考えられる。また、住居址の中央部から放射状に出土した材も認められ

たことから、垂木などの住居構築材が含まれている可能性が高い。樹種については、暖温帯常緑広

葉樹林内に生育する種類が多く、比較的強度が高いと考えられる種類が多く含まれていた。

【出土遺物】　（第152～155図）

他の住居址に比べて土器の残存状態が良好であり、壺の出土が目立つ。特にP5が検出された付近

の覆土中に出土が集中していた。

第153図１～４はすべて壺である。１は最大径を胴部下位に持ち、明瞭な稜を有する。やや短径

で、口縁部はわずかに内湾する。２は外面がヘラミガキによって整形され、頸部下位にS字状結節

第152図　第６号住居址遺物分布図
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第153図　第６号住居址出土遺物⑴
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査
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第154図　第６号住居址出土遺物⑵
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文を伴う斜縄文が、２段に渡って施されている。また、口縁部内面にも同種の文様が施されている。

３は外面全体がヘラミガキによって仕上げられており、底部には木葉痕が認められた。４は口縁部

を半分欠損するものの残存状態がよく、胴部下位には明瞭な稜を有する。

第154図１は大形の壺である。折り返し口縁を有し、胴部は非常に強く張っている。外面はヘラミ

ガキによって丁寧に整形される。２は小形の壺で、胴部下位に強い稜を形成し、算盤玉形を呈する。

内面には明瞭な接合痕が認められる。３は複合口縁を有する壺で、完形に近い形状のまま覆土中か

ら発見された。口縁部には４方向に棒状浮文が施される。棒状浮文は基本的に４本を１単位として

いるが、１方向のみ５本となっており、文様同士の間隔もやや広く空けられている。４は台付甕で

ある。内外面ともハケメによって調整され、内面には煤が付着している。第155図１は台付甕であ

る。残存状態が良好で、ほぼ完形に近い。肩がほとんど張らず、やや長胴を呈する。２は砂岩製の

敲石である。大形で非常に重く、上下端や側面に明瞭な敲打痕が認められる。

第８号住居址（第156図）

【調査経過】　３月６日に谷Cの中央からやや南側で検出された。検出時に認められた平面形から切

り合い関係がある２基の住居址と判断し、北側で検出された住居址を第８－１号住居址、南側で検

出されたやや規模が小さい住居址を第８－２号住居址と呼称することにしたが、各住居址の明確な

範囲は確定できず切り合い関係は不明であった。２基同時に調査を開始し、年度明けの６月11日に

セクションベルトを残し床面まで掘り下げたが、掘り下げの過程で切り合いの部分の立ち上がりを

確認できなかったため、土層断面実測を行い、セクションベルトにおいて立ち上がりと切り合いの

状態の確認を試みた。しかし、２基の住居址の覆土が非常に類似することから区別が難しく、立ち

10cm01
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第155図　第６号住居址出土遺物⑶
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第156図　第８号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

上がりや切り合いの状態など判断するまでには至らなかった。10月15日にセクションベルトを除去

し床面の精査を行い、硬化部分、２基の炉を確認した。引き続き堀り方に着手し、堀り方底面で柱

穴が８本検出された。柱穴、炉、硬化部分の位置などから第８－２号住居址の範囲を推定した。第

８－２号住居址に伴う硬化部分が第８－１号住居址の想定範囲外に広がることから、第８－１号住

居址は第８－２号住居址を切っていることが認められた。10月31日までに実測、写真撮影を行い調

査を完了した。

【規模】　SB8－1：長径5.0×短径4.36ｍ　SB8－2：不明

【主軸方向】　SB8－1：N－48°－W　SB8－2：N－71°－W

【形状】　SB8－1：隅丸方形　SB8－2：不明

【壁・床】　SB8－1：最大壁高40㎝。貼床あり。　SB8－2：最大壁高35㎝。貼床あり。

【柱穴】
SB8－1：４本検出された。径37～55㎝の円形を呈し、深さは26～43㎝を測る。上部にはスコリア・

パミスをわずかに含み、炭化物を微量に含む暗褐色土、下部にはスコリアを微量に含む黒褐色土が

堆積していた。全体にわずかな粘性が認められる。

SB8－2：４本検出された。径46～59㎝の円形を呈し、深さは30～44㎝を測る。上部にはスコリア・

第157図　第８号住居址遺物分布図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査
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第158図　第８号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第159図　第９号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

パミスを微量に含む暗褐色土、下部にはスコリアを微量に含み、わずかに粘性のある黒褐色土が堆

積していた。

【炉】
SB8－1：住居址の中央からやや北側で検出された。長径75㎝、短径57㎝、深さ11㎝を測り、平面形

状は不整な長方形を呈する。覆土は３層に分層され、１・３層は暗褐色土（7.5YR3/3）、２層は黒

褐色土（7.5YR2/2）である。１・２層は径１㎜の炭化物、焼土を微量に含んでおり、３層は径１～

３㎜の炭化物を微量に含み、焼土を少量含む。

SB8－2：住居址の中央から北側で検出された。長径63㎝、短径44㎝、深さ16㎝を測り、平面形状は

楕円形を呈する。覆土は３層に分層され、１層は灰黄褐色土（10YR4/2）、２・３層は暗褐色土

（7.5YR3/3）である。径１㎜の炭化物や焼土が微量に含まれるが、３層は焼土がやや多い。

【出土遺物】　（第157・158図）

住居址中央よりやや北側で、台付甕を中心とした土器がまとまって検出された。第158図１は壺の

口縁部である。折り返し口縁を有し、内外面にヘラミガキが施されている。２は台付甕の口縁部～

肩部である。口縁部は短く、端部にはハケメ工具による刺突を連続させている。３は小形の台付甕

である。口縁端部に刺突を施し、胴部は歪みが著しいが、厚手でしっかりしている。４も小形の台

付甕で、口縁部が「く」の字状に屈折する。口縁端部には刺突が施され、内外面に煤が付着してい

る。５は台付甕の胴部下位～脚部である。脚部は「ハ」の字状に外反し、裾部をわずかに肥厚させ

第160図　第９号住居址遺物分布図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

る。６は球胴形を呈する台付甕で、口縁部は強く屈曲して開く。７は砂岩製の扁平な磨石で、平面

形は楕円形を呈する。

第９号住居址（第159図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側でサブトレンチを掘り下げる過程において床と思われるやや

硬い面を検出し、住居址の存在を確認した。確認した時点では１基の住居址として認識している。

10月23日に調査を開始し、床面までの掘り下げを行ったが、作業途中にサブトレンチ内で確認した

床面よりもわずかに高いレベルで床面の一部が認められた。これにより、本遺構は２基の住居址が

重なっているものと判明し、上位の住居址を第９－１号住居址、下位の住居址を第９－２号住居址

と呼称することにし、第９－１号住居址の範囲から調査を進めた。

10月31日には土層断面実測を行い、11月７日に床面までの掘り下げが完了し、床面の精査を行う

と硬化面、１基の炉を確認した。引き続き堀り方に着手し、12月22日に堀り方底面において柱穴の

確認を試みると、P1～P5の柱穴が認められた。さらに１月15日にはP6～P9、１月22日にP10の柱穴

が認められ、計10本の柱穴を確認した。１月23日には第９－１号住居址を完掘し、第９－２号住居

址の調査に移行している。サブトレンチは第９－２号住居址にもかかっているため、壁の一部が削

られていた。３月３日までに堀り方底面まで掘り下げ、柱穴を１本確認した。３月19日までに完掘

し調査を終了した。

【規模】　SB9－1：長径5.13ｍ×短径4.45ｍ

SB9－2：長径5.27ｍ×短径4.47ｍ（残存部分）

【主軸方向】　SB9－1：N－42゜－W　SB9－2：N－１゜－W

【形状】　SB9－1：小判形　SB9－2：小判形（残存する壁の状態から推測）

【壁・床】　SB9－1：最大壁高50㎝、貼床あり。サブトレンチにより壁の一部が削られている。

SB9－2：最大壁高36㎝、貼床あり。硬化面が認められなかった。

【柱穴】
SB9－1：10本検出された。径35～90㎝の円形を呈する。深さは16～41㎝を測り、値に幅がある。ス
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第161図　第９号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第162図　第10号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

コリア・炭化物・パミスを微量に含んだ、やや粘性のある黒褐色土が堆積し、色調は堀り方と類似

する。

SB9－2：１本検出された。径56㎝の円形を呈し、深さは40㎝を測る。住居址の覆土と堀り方に類似

する、褐灰色土が堆積していた。

【炉】　住居址の中央よりやや西側で検出された。長径163㎝、短径133㎝、深さ17㎝を測り、平面形

状は楕円形を呈する。覆土は７層に分層される。

【出土遺物】　（第160・161図）

土器片の出土量は比較的多いが、実測できるようなものはほとんどなかった。第161図１は折り返

し口縁を有する壺の上半部である。口縁部は歪みが著しく、波状に変形している。内面には指頭に

よる調整痕が認められ、口縁部にはS字状結節文を伴う斜縄文が施される。外面の肩部にも、同種

の文様を２段に渡って施すが、上下段で異なる撚りの原体を用い羽縄状としている。２は軽石製の

石製品である。径10㎜前後の穿孔が多数認められ、深いもので20㎜ほどに達する。

第10号住居址（第162図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側に設定した東西に延びるトレンチを掘り下げる過程において

床と思われるやや硬い面を検出し、住居址の存在を確認した。確認した時点で重複関係がある３基

の住居址であると認識したため、年代の新しい住居址から第10－１号住居址・第10－２号住居址・

第163図　第10号住居址遺物分布図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第10－３号住居址と呼称することにし、10月21日に、第10－１号住居址から調査を開始した。

10月23日に土層断面実測を行い、11月７日に床面までの掘り下げが完了している。引き続き床面

の精査を行い、硬化面、２基の炉、２本の柱穴を認めた。２基の炉はほぼ中央で確認されたものを

炉１、やや西側で確認されたものを炉２とした。２基の炉は切り合い関係があり、炉２を炉１が切っ

ている。引き続き堀り方に着手し、堀り方底面で11本の柱穴を確認した。切り合い関係のある柱穴

が数点見られる。１月30日に第10－１号住居址を完掘し、引き続き第10－２号住居址に着手した。

第10－１号住居址とほぼ重なるため北端部しか検出されず、さらにトレンチに切られている部分も

見られる。２月23日に土層断面実測を行い、２月25日には床面までの掘り下げが完了し引き続き堀

り方に着手した。３月２日に第10－２号住居址を完掘し第10－３号住居址に着手しているが、第10

－２号住居址と同様、北端部のみの検出である。３月19日には床面までの掘り下げが完了し、引き

続き堀り方に着手した。３月23日に第10－３号住居址が完掘し、本遺構の調査を完了した。

【規模】　SB10－1：長径5.25ｍ×短径4.65ｍ　SB10－2：不明　SB10－3：不明

【主軸方向】　SB10－1：N－33゜－W　SB10－2：不明　SB10－3：不明

【形状】　SB10－1：隅丸方形　SB10－2：不明　SB10－3：不明

【壁・床】
SB10－1：最大壁高58㎝、貼床あり。サブトレンチにより壁の一部が削られている。

SB10－2：最大壁高40㎝（残存部分）、貼床あり。

SB10－3：最大壁高24㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】　13本検出された。径43～93㎝の円形を呈し、深さは24～91㎝と値に幅がある。堀り方に類

似した、やや粘性のある黒褐色土が堆積する。P1では、上層に粒状の炭化物の混入が見られる。

【炉】　２基が重複して検出され、新しい順に炉１、炉２とした。
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第164図　第10号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第165図　第11号・第13号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

炉１は長径104㎝、短径103㎝、深さ17㎝を測り、平面形状は楕円形を呈する。堀り込みは浅いが、

中央部に純粋な焼土層が確認できた。

炉２は長径149㎝、短径105㎝、深さ35㎝を測る。堀り方で炉の焼土がわずかに入り込んでいるこ

とが確認できたため、炉２を壊して床を張り直し、新たに炉１を作ったという可能性が考えられる。

【出土遺物】　（第163・164図）

床面から多量の土器片が出土しているが、実測できたものは少量であった。また、使用痕の残る

軽石１点に加え、細かい軽石が多数出土している。第164図１は壺の口頸部である。折り返し口縁を

有し、内外面ともヘラミガキによって仕上げられている。口縁端部は丁寧に面取りされ、口縁部内

面が水平になるほど強く外反する。２は台付甕の上半部である。肩がほとんど張らず、口縁部の屈

第166図　第11号・第13号住居址遺物分布図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

曲は弱い。口縁端部に刺突を連続させる。３は軽石製の石製品である。多数の穿孔と、溝が全体に

認められる。

第11号・第13号住居址（第165図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南東側で検出された。平成15年度調査時に設定されたトレンチに

かかっているため、第11号住居址では壁面の一部、第13号住居址では北側コーナーの一部が確認で

きなかった。検出時に第13号住居址が第11号住居址を切っていることが認められ、２基は切り合い

関係があることが判明し、同時に調査を開始した。３月２日に土層断面実測を行い、３月７日には

セクションベルトを除去し床面まで掘り下げた。第13号住居址は覆土中に攪乱が認められたが、床

面まで達していなかった。引き続き床面の精査を行い、２基の住居址とも１基の炉を確認した。第

13号住居址では硬化面が認められたが、第11号住居址では硬化部分が認められたのみで、面的な広

がりを確認することができなかった。２基の床面のレベルはほぼ同じであった。３月10日に第13号

住居址から堀り方に着手し、堀り方底面で４本の柱穴を確認した。引き続き第11号住居址の堀り方

に着手し、同様に堀り方底面で４本の柱穴を確認している。第11号住居址の堀り方は第13号住居址

よりもやや低い位置で確認された。

【規模】　SB11：長径5.47ｍ×短径4.87ｍ　SB13：長径4.57ｍ×短径4.04ｍ（残存部分）

【主軸方向】　SB11：N－30゜－W　SB13：N－47゜－W
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第167図　第11号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

【形状】　SB11：隅丸方形　SB13：隅丸方形

【壁・床】
SB11：最大壁高40㎝、貼床あり。硬化部分は認められたが、面的な広がりとしては確認されていな

い。サブトレンチにより切られているため、硬化面を追えないところもある。

SB13：最大壁高18㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】　SB11：４本検出された。径55～66㎝の円形を呈し、深さは19～28㎝を測る。

SB13：４本検出された。径39～50㎝の円形を呈し、深さは13～22㎝を測る。

【炉】
SB11：住居址の中央からやや北側で１基検出された。長径97㎝、短径66㎝、深さ11㎝を測る。覆土

は３層に分層され、１・２層が暗赤褐色土（5YR3/4）、３層が黒褐色土（7.5YR3/2）で、径１～２

㎜の橙色スコリアやパミスを微量に含む。１層が焼土層である。

SB13：住居址の北寄りで１基検出された。長径78㎝、短径48㎝、深さ13㎝を測る。覆土は３層に分
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第168図　第13号住居址出土遺物



223― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第169図　第14号・第17号・第24号・第26号住居址実測図
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

層され、１層が暗褐色土（7.5YR3/3）、２・３層が黒褐色土（7.5YR3/2）で、少量の焼土や炭化物

が含まれている。中央部の１層が焼土層である。

【出土遺物】
SB11（第166・167図）

第167図１と２は台付甕である。１は肩がほとんど張らず、長胴を呈する。２は胴部下位がやや外

反して立ち上がる。３と４は完形のガラス小玉で、ともに炉の内部から出土した。３はスカイブルー

を呈し、側面はなだらかな曲線を描く。４はコバルトブルーを呈し、厚みがあり、筒状を呈してい

る。５は砂岩製のハンマーである。非常に扁平で、下端に敲打痕が認められる。
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第170図　第14号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

SB13（第166・168図）

第168図１は壺の胴部～底部である。胴部下位で強く屈曲し、底部はあまり突出しない。内面には

接合痕が明瞭に観察される。２は台付甕で、口径と胴径がほぼ同程度を測る。３はガラス小玉であ

る。重複する第11号住居址と同様に、炉内で検出された。色調はコバルトブルーで、厚く筒状を呈

する。

第14号・第17号・第24号・第26号住居址（第169図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側の斜面で検出された。検出時には第14号住居址、第17号住居

址の２基の切り合い関係がある住居址と認識し、第14号住居址から調査を開始したが、床面までの

掘り下げ作業中に、南側で第14号住居址の想定プランの外側を通る住居址プランが検出され、第14

号住居址より古い、第17号住居址として認識した。引き続き第14号住居址の西側プランを追ってい

くと、第14号住居址の想定プランの内側を通る住居址プランが検出され、第14号住居址より新しい、

第24号住居址として認識した。さらに、第24号住居址の下から住居址プランが検出され、これを第

26号住居址と認識した。炉は第14号住居址、第24号住居址、第26号住居址で検出した。柱穴は第17

号住居址で５本、第26号住居址で17本検出したが、住居址プランが重なる第14号住居址と第24号住

居址の柱穴も含まれている。第17号住居址と第26号住居址は、床面および掘り方のレベルの差がな

いことから、連続的な建て替え、もしくは極めて近接した時期の切り合いの可能性がある。

【規模】　SB14：不明　SB17：不明

SB24：長径5.09ｍ×短径4.10ｍ　SB26：長径5.04ｍ×短径4.00ｍ

【主軸方向】　SB14：不明　SB17：不明

SB24：N－15゜－E　SB26：N－15°－W

【形状】　SB14：不整な円形　SB17：隅丸方形（残存部分から推測）
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第171図　第17号住居址出土遺物
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第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

SB24：不整な隅丸方形　SB26：不整な隅丸方形

【壁・床】　SB14：最大壁高44㎝（残存部分）、貼床あり。

SB17：最大壁高88㎝（残存部分）、貼床あり。

SB24：最大壁高48㎝、貼床あり。　SB26：最大壁高90㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】　SB17：５本検出された。径27～40㎝の円形を呈する。

SB26：17本検出された。径35～76㎝の円形を呈する。

【炉】
SB14：住居址のほぼ中央と思われる位置で検出され、長径71㎝、短径48㎝、深さ20㎝を測る。覆土

は４層に分層されるがすべて黒褐色土（7.5YR3/2）で、橙色スコリア・炭化物・パミス・焼土がわ

ずかに含まれる。

SB24：東壁寄りで検出された。長径68㎝、短径60㎝、深さ12㎝を測る。覆土は１層が暗褐色土

（7.5YR3/3）、２層が黒褐色土（10YR3/2）で、パミスを微量に含む。１層が焼土層である。

SB26：住居址のほぼ中央で検出された。長径120㎝、短径74㎝、深さ16㎝を測る。おもな覆土は暗

赤褐色土（5YR3/2）で、４層のみ黒褐色土（7.5YR3/2）である。１層と４層は径１～２㎜の炭化物

やパミスを微量に含み、２層が焼土層である。

【出土遺物】
SB14（第170図）

１～３は壺、４は台付甕である。１は複合口縁を有し、頸部が大きく屈曲する。大形で、胴部は

強く張る。２は複合口縁を有し、棒状浮文を施す。３は肩部に細かい斜縄文が施される。４は口縁

部が「く」の字状に屈曲し、端部にはハケメ工具による刺突を連続させている。
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第172図　第24号住居址出土遺物
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SB17（第171図）

１は折り返し口縁を有する壺である。全体的に薄手で、折り返し部も非常に薄い。２と３は台付

甕の下半部である。２の脚部は幅広で、端部がやや外反する。３は内外面ともに煤が付着していた。

４は粘板岩製の磨製石鏃で西側の床面から出土した。側縁は直線上で、脚部はわずかに外反する。

両面とも丁寧に磨き、刃部を研ぎ出している。

SB24（第172図）

１は小形の壺で、頸部が細く、非常に薄手である。２は台付甕で、短い口縁部が緩やかに外反す

る。３は小形の高坏で、坏部は緩やかに内湾して立ち上がる。内外面ともヘラミガキによって仕上

げられている。４は安山岩製の石皿である。

SB26：土器片がわずかに出土しているが、図示できるものはなかった。

第15号・第23号住居址（第173図）

【調査経過】　２月９日に谷Cやや南側の斜面で検出された。検出の段階で切り合い関係がある２基

の住居址と認められ、さらに第15号住居址は第23号焼土址と重複関係があることが判明した。第23

号焼土址の掘り下げが完了したのち、２基の住居址を同時に掘り下げた。第23号住居址は西側の壁

面がやや不明瞭であった。２基とも３月９日に床面まで達し、精査を行ったところ、第15号住居址

で４本、第23号住居址で２本の柱穴を確認した。床面の高さは２基ともほぼ同じである。３月14日

に第15号住居址から堀り方に着手した。堀り方底面から２本の柱穴が検出され、検出位置などから

第23号住居址に伴うものと判断した。３月23日には第23号住居址の堀り方に着手し３月25日に写真

撮影、実測を行い調査を完了した。

【規模】　SB15：長径5.41ｍ×短径4.55ｍ　SB23：不明

【主軸方向】　SB15：N－70゜－W　SB23：N－25゜－W

【形状】　SB15：楕円形　SB23：小判形

【壁・床】
SB15：最大壁高27㎝、貼床あり。第23号焼土と重複しており、堀り込みは床面まで達している。

SB23：最大壁高20㎝、貼床あり。

【柱穴】　SB15：４本検出された。長径36～55㎝の円形を呈し、深さは15～46㎝を測る。

SB23：４本検出された。長径36～45㎝の円形を呈し、深さは20～39㎝を測る。

【出土遺物】
SB15（第174図１・２）

第174図１は台付甕の上半部で、口径が胴径を凌駕する。２は砂岩製の敲石で、中央部や下端部に

敲打痕が認められる。

SB23（第174図３・４）

第174図３は壺の胴部下位～底部である。底部はほとんど突出せず、木葉痕が認められる。４は非

常に薄手の台付甕で、胴部が強く張り、短い口縁部は「く」の字状に屈折する。

第16号住居址（第175図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側で検出された。２月18日までに土層断面実測を行い床面まで
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掘り下げた後、床面の精査を行うと硬化面、１基の炉が認められた。引き続き堀り方に着手し、堀

り方底面で柱穴を４本確認した。写真撮影、実測を行い３月16日に調査を完了した。

【規模】　長径3.61ｍ×短径3.21ｍ　　【主軸方向】　N－71°－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高41㎝、貼床あり。

【柱穴】　４本検出された。径34～38㎝の円形を呈し、深さは10～12㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径60㎝、短径52㎝、深さ12㎝を測る。褐灰色土

（7.5YR4/1）が堆積し、１層は炭化物とパミスを微量に含み、２層は焼土が少量含まれる。

【出土遺物】　（第175図１・２）

１は壺で、口頸部のみが残存する。２は小形の壺で、胴部下位に明瞭な稜を形成し、頸部が太い。

第173図　第15号・第23号住居址実測図
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第18号・第19号・第20号住居址（第176図）

【調査経過】　谷Cの中央からやや南側の斜面で検出された。検出時には第18号住居址、第19号住居

址の２基の切り合い関係がある住居址と認識し、第19号住居址から調査を開始したが、床面までの

掘り下げの作業中に、南側で第19号住居址の想定プランの内側を通る住居址プランが検出された。

これを第20号住居址と認識し、引き続き第20号住居址西側のプランを追った。セクションベルトに

かかっている部分では壁を認識することができたが、すでに床面まで掘り下げを完了している部分

では、第19・20号住居址の床面にレベルの差がないことから確認することが難しく、壁の一部は記

録できなかった。さらに第18号住居址にも着手したところ、第18号住居址の南側の一部は床面と壁

が流失していたため、検出した段階で床面の一部が認められた。同時に堀り方に着手し、第19・20

号住居址の堀り方底面で柱穴を８本、第18号住居址の堀り方底面で柱穴を３本確認している。
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第174図　第15号・第23号住居址出土遺物
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第19・20号住居址は、床および堀り方のレベルの差がないことから、連続的な使用による建て替

え、もしくは極めて近接した時期の切り合いの可能性がある。

【規模】　SB18：不明　SB19：不明　SB20：長径4.58ｍ×短径3.97ｍ

【主軸方向】　SB18：N－14°－E　SB19：N－53°－W　SB20：N－59°－W

【形状】　SB18：隅丸方形　SB19：小判形（残存部分から推測）

SB20：不整な隅丸方形

【壁・床】　SB18：最大壁高32㎝（残存部分）、攪乱により床面が一部削られている。

SB19：最大壁高50㎝（残存部分）、貼床あり。　SB20：最大壁高33㎝、貼床あり。

10cm0
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2

第175図　第16号住居址実測図および出土遺物
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第176図　第18号・第19号・第20号住居址実測図
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【柱穴】　SB18：３本検出された。径23～42㎝の円形を呈し、深さは16～23㎝を測る。

SB19：４本検出された。径24～33㎝の円形を呈し、深さは11～20㎝を測る。

SB20：４本検出された。径27～38㎝の円形を呈し、深さは９～27㎝を測る。

【炉】　SB20：住居址の西側で検出された。長径70㎝、短径63㎝、深さ12㎝を測り、覆土は３層に分

層される。１・２層が暗赤褐色土（2.5YR3/3）、３層が暗褐色土（7.5YR3/3）で、パミスが微量に

含まれており、２層が焼土層である。

【出土遺物】
SB18（第177図１）

１は鉢で、緩やかに湾曲する胴部に、わずかに外反する口縁部を付す。

SB19（第177図２～４）

２～４はすべて台付甕である。２は無花果形でやや長胴を呈し、口縁端部に刺突を連続させる。

３は脚部で、「ハ」の字状に内湾して開き、裾部をわずかに肥厚させる。４は口頸部で、口縁端部に

刺突を施している。

SB20：土器片がある程度出土しているが、図示できるものはなかった。

第21号住居址（第178図）

【調査経過】　谷C南側の斜面で検出され、２月９日に調査を開始した。２月22日には土層断面実測
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第177図　第18号・第19号住居址出土遺物
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を行った。引き続きセクションベルトを除去し床面の精査を行い、硬化面と１基の炉を認めた。本

遺構における硬化面は、住居址の中央から広がる硬い部分とその外側に広がるやや硬い部分に分け

て確認されている。引き続き堀り方に着手し、３月８日に堀り方底面で４本の柱穴を確認した。３

月16日に完掘し、実測、写真撮影を行い調査を完了した。

【規模】　長径4.50ｍ×短径3.89ｍ　　【主軸方向】　N－69°－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高47㎝、貼床あり。内側の硬化面は特に硬く、外側に分布する硬化面は内側に比

べやや軟らかい。

【柱穴】　４本検出された。径31～47㎝の円形を呈し、深さは13～22㎝を測る。

10cm0

1

第178図　第21号住居址実測図および出土遺物
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第179図　第22号住居址実測図
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【炉】　住居址の中央からやや北西側で検出され、長径57㎝、短径53㎝、深さ25㎝を測る。４層に分

層され、２層が灰赤褐色土（2.5YR4/2）、その他の層は黒褐色土である。焼土層は２層で、４層に

も少量の焼土が含まれている。

【出土遺物】　（第178図１）

１は折り返し口縁を有する壺の口頸部である。口縁部内面にはS字状結節文を伴う斜縄文を施し、

端部は非常に丁寧に面取りしている。

第22号住居址（第179図）

【調査経過】　谷Cの南側で検出された。２月９日に土層断面実測を行い、引き続きセクションベル

トを除去し２月24日には床面の精査を行った。１基の炉を確認している。床面の一部に硬化部分が

認められたが、面的な広がりとしてとらえることができなかった。３月８日に堀り方に着手し堀り

方底面で４本の柱穴が認められたが、いずれも断面は段状の構造を持っている。３月16日に完掘し、

実測、写真撮影を行い調査を完了した。

【規模】　長径6.02ｍ×短径5.12ｍ　　【主軸方向】　N－20°－W　　【形状】　小判形

【壁・床】　最大壁高35㎝、貼床あり。床面の一部に硬化部分がある。

【柱穴】　４本検出された。径50～77㎝の円形を呈し、深さは31～35㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北側で検出された。長径100㎝、短径81㎝、深さ19㎝を測る。覆土は焼

10cm01

第180図　第22号住居址出土遺物
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土層である３層が暗赤褐色土（5YR3/3）で、その他の層はパミスや炭化物を微量に含む黒褐色土

（7.5YR3/2）である。

【出土遺物】　（第180図）

１は折り返し口縁を有する壺である。胴部下位が強く張り、頸部は大きく屈曲しラッパ状に開く。

第25号住居址（第181図）

【調査経過】　東調査区の東南端で検出された。３月１日に土層断面実測を行い、引き続きセクショ

ンベルトを除去した。３月３日に床面の精査を行い、１基の炉を確認している。硬化面は確認され

ていない。３月９日に堀り方に着手し、堀り方底面で柱穴を４本確認した。柱穴の堀り込みはいず

れも浅い。３月14日に完掘し、実測、写真撮影を行って調査を完了した。

【規模】　長径3.18ｍ×短径3.04ｍ　　【主軸方向】　N－１°－W　　【形状】　隅丸方形

【壁・床】　最大壁高14㎝、貼床あり。

10cm01

第181図　第25号住居址実測図および出土遺物
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【柱穴】　４本検出された。径29～39㎝の円形を呈し、深さは７～12㎝を測る。

【炉】　住居址の中央からやや北西側で検出された。長径101㎝、短径42㎝、深さ13㎝を測る。覆土は

暗赤褐色土（2.5YR3/3）で、焼土ブロックが含まれ、特に１層には多量の焼土が含まれている。

【出土遺物】　（第181図１）

１は壺の頸部～肩部である。肩部外面に斜縄文が施され、頸部との境にはハケメ工具による区画

線が引かれている。

第Ⅱ－１号・第Ⅱ－６号住居址（第182・190図）

【調査経過】　東拡張区の谷C東寄り斜面から検出された。検出時に切り合い関係がある２基の住居

址と認識し、８月５日に同時に調査を開始した。第Ⅱ－６号住居址は南側を第Ⅱ－１号住居址に切

られているため、全容が不明である。８月26日までにセクションベルトを残し、床面まで掘り下げ

た後、引き続き土層断面実測を行ってセクションベルトを除去した。第Ⅱ－１号住居址では８月29

日に床面の精査を行い、硬化面、１基の炉を確認している。第Ⅱ－６号住居址では９月２日に床面

の精査を行い、硬化面、１基の炉、１本の柱穴（P2）を確認している。次に第Ⅱ－１号住居址の堀

り方に着手した。堀り方底面で４本の柱穴を認め、９月27日に完掘して調査を完了した。第Ⅱ－６

号住居址は９月22日に堀り方に着手し、堀り方底面で２本の柱穴を認めた。10月７日に完掘し調査

を完了した。

【規模】　SBⅡ－1：長径4.72ｍ×短径4.05ｍ

SBⅡ－6：長径4.05ｍ×短径3.40ｍ（残存部分）

【主軸方向】　SBⅡ－1：N－31゜－W　SBⅡ－6：N－36°－W

【形状】　SBⅡ－1：不整な隅丸方形　SBⅡ－6：隅丸方形

【壁・床】　SBⅡ－1：最大壁高89㎝、貼床あり。

SBⅡ－6：最大壁高48㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】
SBⅡ－1：４本検出された。径46～56㎝の円形を呈し、深さは31～53㎝を測る。上部に橙色スコリ

ア・炭化物を微量に含む黒褐色土、下部に橙色スコリアを少量、炭化物を微量に含む暗褐色土が堆

積する。

SBⅡ－6：３本検出された。径34～59㎝の円形を呈し、深さは24～46㎝を測る。P1のみ規模が小さ

い。橙色スコリア・炭化物・パミスを微量に含む、黒褐色土が堆積する。

【炉】
SBⅡ－1：住居址の中央からやや北側で検出された。長径75㎝、短径61㎝、深さ18㎝を測り、平面

形は楕円形を呈する。覆土は７層に分層されており、中央部に焼土層が認められた。

SBⅡ－6：住居址の中央からやや東側で検出された。長径57㎝、深さ18㎝を測り、平面形状は円形

を呈する。覆土は７層に分層され、すべての層に焼土が含まれている。

【出土遺物】
SBⅡ－1（第183図）

１は壺の口頸部で、口縁部内面にはS字状結節文を伴う斜縄文が施される。２は台付甕で、内外
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第182図　第Ⅱ－１号住居址実測図
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面をハケメで調整し、外面には煤が付着している。

SBⅡ－6（第190図１）

１は壺の口頸部である。折り返し口縁を有し、折り返し部には縦位方向に刺突が連続している。

第Ⅱ－２号・第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・第Ⅱ－10号住居址（第184図）

【調査経過】　東拡張区の谷C東寄り斜面で複数の住居址が検出された。８月29日に第Ⅱ－２号住居

址の範囲内のやや北側で見られた重複している住居址と思われる部分から調査を開始した。セクショ

ンベルトを残して掘り下げ、床面まで達したところで、第Ⅱ－２号住居址の範囲を掘り下げた。第

Ⅱ－２号住居址も同様にセクションベルトを残して掘り下げを行い、引き続き土層断面実測を行っ

たが、第Ⅱ－２号住居址と重複関係があると思われた住居址の立ち上がりが認められず、さらに床

面のレベルも同じであるため、住居址としての認識ができなかった。床面の精査を行うと２基の炉

が認められた。10月12日には堀り方に着手し、堀り方底面で８本の柱穴を確認した。そのうちの４

本は第Ⅱ－２号住居址に伴うものである。また中央から北にかけて検出した４本は、出土位置から

重複していると思われる住居址の柱穴であると考えられたが、土層断面実測で立ち上がりが認めら

れなかったことから、１基の住居址として扱っていない。

引き続き、第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・第Ⅱ－10号住居址に着手した。いずれの住居址も第Ⅱ－２

号住居址に切られているため、全容が不明である。第Ⅱ－８号住居址は、第Ⅱ－９号住居址に切ら

れており、第Ⅱ－10号住居址を切っている。第Ⅱ－９号住居址は、第Ⅱ－８号・第Ⅱ－10号住居址

を切っており、南側が調査区域外となっている。第Ⅱ－10号住居址は、第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号住

居址に切られている。10月21日までに土層断面実測を行い、セクションベルトを除去し、床面の精

査を行うと、第Ⅱ－９号住居址のみ炉を確認した。引き続き堀り方に着手したが、３基の住居址と

もに柱穴は認められなかった。10月24日に第Ⅱ－２号住居址、10月28日に第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・

第Ⅱ－10号住居址を完掘し、11月１日に４基まとめて写真撮影を行い調査を完了した。

【規模】　SBⅡ－2：長径6.90ｍ×短径4.97ｍ　SBⅡ－8：不明

SBⅡ－9：不明　SBⅡ－10：不明

10cm0

1

2

第183図　第Ⅱ－１号住居址出土遺物
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第184図　第Ⅱ－２号・第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・第Ⅱ－10号住居址実測図
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【主軸方向】　SBⅡ－2：N－21゜－W　SBⅡ－8：不明

SBⅡ－9：不明　SBⅡ－10：不明

【形状】　SBⅡ－2：不整な長方形　SBⅡ－8：小判形（残存する壁の状態から推測）

SBⅡ－9：不明　SBⅡ－10：不明

【壁・床】
SBⅡ－2：最大壁高39㎝、貼床あり。床面の中央付近では、100㎝ほどの範囲に渡って炭化物が分布

している。堀り込みは認められなかった。

SBⅡ－8：最大壁高43㎝（残存部分）、貼床あり。

SBⅡ－9：最大壁高28㎝（残存部分）、貼床あり。

第185図　第Ⅱ－２号・第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・第Ⅱ－10号住居址遺物分布図⑴
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SBⅡ－10：最大壁高40㎝（残存部分）、貼床あり。

【柱穴】
SBⅡ－2：８本検出された。８本のうち住居址内のコーナー部分で検出された４本（P1～P4）は第

Ⅱ－２号住居址に伴うもので、径33～40㎝の円形を呈し、深さは16～38㎝を測る。上部には暗赤褐

色土、下部には住居址の覆土に類似する黒褐色土が堆積しており、ともに橙色スコリア・炭化物・

パミスを微量に含んでいる。さらに内側で検出された４本（P5～P8）は、重複関係がある住居の主

柱穴と考えられ、径34～43㎝の円形を呈し、深さは16～36㎝を測る。橙色スコリアを微量に含む褐

灰色土、橙色スコリア・パミスをわずかに含む黒褐色土が堆積する。

【炉】
SBⅡ－2：住居址の中央から、２基が隣接して検出された。

住居址の中心よりやや北側で検出されたものを炉１とした。東側半分が崩れており全容は不明で

あるが、残存部分で長径37㎝、短径32㎝、深さ22㎝を測る。覆土は２層に分層されるが、ともに橙

色スコリアを微量に含む黒褐色土（7.5YR2/2）で、ほとんど焼土を含まない。

住居址の中央から検出されたものを炉２とした。床面で検出された炭化物の分布域と重複する。

長径112㎝、短径61㎝、深さ17㎝を測り、堀り込みは浅いものの、明瞭な焼土層が認められる。

SBⅡ－9：住居址の中央からやや北側と思われる位置で検出された。長径91㎝、短径55㎝、深さ20

㎝を測る。覆土は４層に分層され、１層は暗赤褐色土（5YR3/2）、２層は灰赤色土（2.5YR4/2）、

３・４層は褐灰色土（7.5YR4/1）で、すべての層に微量の炭化物が含まれている。また、１層と３

層には少量の焼土が含まれ、２層が焼土層であった。

【出土遺物】
SBⅡ－2（第185・187・188図）

第187図１～４はすべて壺である。１は複合口縁を有し、胴部下位に明瞭な稜を形成する。肩部外

面にはS字状結節文を伴う斜縄文を２段に渡って施し、羽縄状としている。２は複合口縁を有し、頸

第186図　第Ⅱ－２号・第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号・第Ⅱ－10号住居址遺物分布図⑵
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部下位に段が形成される。段以下には刺突文を羽縄状に配し、さらに斜縄文を施す。３は折り返し

口縁を有する短頸壺である。胴部下位に最大径を持ち、明瞭な稜を有する。口縁部内面にはS字状

結節文を伴う斜縄文、肩部外面にも同種の文様が施されている。４は胴部中位が張り、底部はほと

んど突出しない。

第188図１・２は台付甕である。１は肩部が張らず、口径と胴径がほぼ同等である。２は強く張っ

た胴部に、短い口縁部を付す。

10cm0

1

4

3

2

第187図　第Ⅱ－２号住居址出土遺物
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10cm0
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SBⅡ－2

SBⅡ－2
SBⅡ－9

SBⅡ－9

SBⅡ－9

SBⅡ－9

5

7

32

4

6
SBⅡ－9

第188図　第Ⅱ－２号・第Ⅱ－９号住居址出土遺物



245― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

SBⅡ－8（第185・189図）

第189図１は粘板岩製の磨製石鏃である。側縁は直線気味で、頭部の破損が目立つ。基部の抉りは

深く、大きく曲線を描く。両面とも丁寧に磨かれ、胴部中央の下方には径３㎜ほどの穿孔が両面か

ら施されている。

SBⅡ－9（第186・188・189図）

第188図３～７はすべて台付甕である。３は小形で、口径が胴径を凌駕する。内外面ともハケメが

施され、胴部には接合痕が認められる。４は胴部上位が張り、短い口縁部を付す。非常に薄く軽量

である。５は非常に小形で肩が張らず、口径と胴径がほぼ同等である。やや粗雑なつくりで、歪み

が目立つ。６は脚部で、「ハ」の字状に緩やかに外反して開く。７は胴部下位で、脚部から緩やかに

内湾して立ち上がる。

第189図２は砂岩製のハンマーで、上下端に敲打痕が認められる。３は軽石製の石製品である。径

５㎜前後の穿孔や幅２㎜ほどの浅い溝が多数認められ、幅と深さが10㎜に達する溝も認められる。

４はガラス小玉で、東壁近くの掘り方から１点のみ出土した。色調はスカイブルーを呈し、側面は

なだらかな曲線を描く。

②掘立柱建物址
第１号掘立柱建物址（第191図）

東調査区の南東端で検出された。南北２間×東西１間の建物である。柱穴間は東側のP1～P2で

1.8ｍ、P2～P3で2.2ｍを測る。西側はP4～P5で2.1ｍ、P5～P6で2.0ｍを測り、ほぼ統一されてい

る。柱穴は長径88～128㎝の円形および楕円形を呈し、深さは21～52㎝を測る。P6のみ、攪乱によ

り一部削られている。

【規模】　南北5.2ｍ×東西3.8ｍ　　【平面形】　長方形　　【主軸方向】　N－１°－W

【覆土】　本遺構において、土色の共通する覆土をそれぞれA～E層としてまとめ、各層をさらに細

分して表記した。A層は黒褐色土（7.5YR3/1）、B層は黒褐色土（10YR3/1）、C層は褐灰色土

（7.5YR4/1）、D層は褐灰色土（10YR4/1）、E層は黒褐色土（10YR3/2）、１層は灰褐色土（7.5YR4/2）

となっている。

5cm0 10cm0 2.5cm0
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第189図　第Ⅱ－８号・第Ⅱ－９号住居址出土遺物
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③溝状遺構
第１号溝状遺構（第192～196図）

平成14～17年度の調査において、西調査区・東調査区・東拡張区それぞれで検出された。調査区

中央付近に貫入する谷Bを挟んでいったん途切れているが、谷Bの東側斜面ではこの溝状遺構に伴

うと考えられる土坑が溝の延長線上で検出されていることから、本来は一続きであった可能性が高

い。また、東端は隣接する二ッ洞南遺跡で検出された同様の溝に繋がるものと考えられる。

谷Bより西側の溝は、尾根A上を東西方向へ真っ直ぐに走る。谷Bより東側の溝は尾根Bと谷Cに

またがり、尾根と谷の先端に近い部分を通りながら、北東－南西方向へ伸びている。また、東側の

10cm01

第190図　第Ⅱ－６号住居址実測図および出土遺物
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第191図　第１号掘立柱建物址実測図
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溝は調査区のほぼ中央を貫いて居住地を南北に分断しており、住居址群は溝以南に集中する。溝の

断面はV字状を呈し、底部に向かって鋭角に掘り込まれている。土層の観察を行ったところ、改修

の跡が認められた。

【規模】
尾根B～谷C部分：長さ 86.63ｍ　　幅 0.49～4.29ｍ　　深さ 0.49～2.01ｍ

尾根A東調査区部分：長さ 38.09ｍ　　幅 1.39～1.71ｍ　　深さ 0.86～1.20ｍ

南側の一部が調査区域外のため、確認されていない。攪乱により切られている部分が認められる。

尾根A西調査区部分：長さ 28.00ｍ　　幅 1.32～3.06ｍ　　深さ 1.02～1.18ｍ

【覆土】　上層は黒色土が主体で、スコリアやパミスを含んでいる。中層～下層にかけては黒褐色土

または暗褐色土が主体で、中層ではパミスを微量に含むが、下層ではほぼ含まれない。尾根Aの溝

では全体的に粘性が認められるが、尾根B～谷Cの溝では、下層に粘性のある土が多い。各セクショ

ンの土層については、詳細を実測図内に記載している。

【溝状遺構に伴う土坑】
この溝状遺構は大形の土坑を伴う点に大きな特徴があり、土坑の検出数は19基を数えた。これら

は単独の土坑と区別するため、“SDK” と表記することとし、東調査区東端から西調査区、東拡張区

の順に番号を振っている。

長径２ｍ以上に達する大規模なものがほとんどで、最大4.6ｍに達した。深さは１ｍ後半～２ｍを

越えるものが多く、深いものは３ｍを測る。平面形はやや不整形だが、おおむね楕円形や円形を呈

し、断面はU字状を呈する。底面は平坦に整えられているものが多かったが、小穴は確認されなかっ

た。

本土坑の覆土については、SDK1から試料を採取して自然科学分析を行っている（第２分冊第Ⅵ

章）。その結果によれば、下層は褐色で塊状となったローム層を主体とし、中層～上層は黒ボク土が

主体と考えられる黒色土や黒褐色土、最上部には新期スコリア層が堆積している。これら覆土の大

部分は、遺構壁の土層がブロック状に堆積したもので、中層付近は遺構周囲の土層が流れ込んで堆

積した可能性が高い。他の土坑でも、おおむね類似した堆積状況が観察されている。各土坑の覆土

の詳細については、別表にて記載している（第17～22表）。

土坑の検出状況が良好な尾根B～谷Cにかけての溝を見ると、土坑の規模はまばらで、やや不規

則に並んでいる。しかし、八兵衛洞遺跡の状況を考慮すると、当初は大形の土坑がある程度、等間

隔に配置されていたが、途中でやや小形の不整形な土坑が増設されたため、全体に不統一となった

可能性が考えられる。規模は以下の通りである。

SDK1　長径1.40ｍ×短径0.91ｍ×深さ1.88ｍ（残存部分）

SDK2　長径3.62ｍ×短径2.99ｍ×深さ2.41ｍ　　SDK3　長径2.24ｍ×短径1.43ｍ×深さ2.17ｍ

SDK4　長径2.77ｍ×短径2.25ｍ×深さ2.33ｍ　　SDK5　長径2.07ｍ×短径1.70ｍ×深さ2.70ｍ

SDK6　長径2.08ｍ×短径1.74ｍ×深さ2.66ｍ　　SDK7　長径2.62ｍ×短径1.98ｍ×深さ2.55ｍ

SDK8　長径3.24ｍ×短径2.34ｍ×深さ2.66ｍ　　SDK9　長径2.50ｍ×短径2.01ｍ×深さ3.04ｍ

SDK10 長径2.08ｍ×短径1.76ｍ×深さ1.61ｍ　　SDK11 長径2.15ｍ×短径1.56ｍ×深さ1.86ｍ
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第192図　第１号溝状遺構実測図⑴
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第193図　第１号溝状遺構実測図⑵
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SDK12 長径2.27ｍ×短径1.80ｍ×深さ1.73ｍ　　SDK13 長径3.41ｍ×短径2.56ｍ×深さ1.64ｍ

SDK14 長径1.71ｍ×短径0.96ｍ×深さ1.90ｍ　　SDK15 長径2.34ｍ×短径1.69ｍ×深さ2.34ｍ

SDK16 長径2.11ｍ×短径1.41ｍ×深さ1.96ｍ（残存部分）

SDK17 長径4.57ｍ×短径3.33ｍ×深さ2.46ｍ　　SDK18 長径2.17ｍ×短径1.13ｍ×深さ1.66ｍ

SDK19 長径2.45ｍ×短径1.30ｍ×深さ1.42ｍ

【出土遺物】　（第197～200図）

尾根B～谷Cにかけての溝から、多量の土器が出土した。特にSDK2とSDK3の間には何個体かの

土器が密集している。弥生時代後期～古墳時代初頭の土器が混在しているが、出土したレベルにほ

ぼ差はなく、すべて覆土内からの出土であることから、溝の時期を特定するには至らなかった。

第199図１～４は壺である。１は折り返し口縁を有し、頸部はやや短頸で太く、胴部は球胴形を呈

する。口縁部内面にはS字状結節文が確認できるが、全体的に不明瞭であり、その下に施されてい

たと思われる斜縄文はヘラミガキによって完全に消されている。外面も頸部下位にS字状結節文を

伴う斜縄文が施されているが、内面と同様にハケメなどの調整によって消されている部分が多く、

不明瞭である。２は胴部以下しか残存していないが厚手で、胴部下位に明瞭な稜を形成する。３は

胴部が底部から緩やかに内湾して立ち上がる。４は胴部の張りが非常に強く、球胴形を呈する。頸

部は強く屈曲し、内面はハケメ、外面はヘラミガキによって整形され、肩部や胴部下位に明瞭な接

合痕が認められる。第199図５・６および第200図１～７は台付甕である。第199図５は口径と胴径が

ほぼ同等で、球胴形を呈する。胎土が非常に密で、しっかりとした印象を受ける。６は「ハ」の字

第194図　第１号溝状遺構土坑（SDK）実測図⑴
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第195図　第１号溝状遺構土坑（SDK）実測図⑵
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状に開いた脚部で、裾部をわずかに肥厚させる。

第200図１は口縁部がやや長く、緩やかに外反して開く。内外面ともハケメによって調整される。

２は胴部上位が張り、頸部には、輪積みの際にできた粘土紐の段が明瞭に観察できる。３は肩部が

張らず、短い口縁部がやや強く外反する。外面には広範囲に渡って煤が付着している。４は胴部が

強く張り、胴部に比べて脚部が小さい印象を受ける。５は口径が胴径を凌駕し、球胴形を呈する。

第196図　第１号溝状遺構土坑（SDK）実測図⑶
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第199図　第１号溝状遺構出土遺物⑴
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第200図　第１号溝状遺構出土遺物⑵
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６は口径と胴径がほぼ同等で、薄く軽量である。７は「ハ」の字状に開く脚部で、内面には煤が付

着している。８はほぼ完形の鉢である。全体的に整形や調整が粗雑で、底部のかたちも不整形であ

る。

④土　坑
東調査区で26基が検出された。平面形が円形を呈する小形のものが大半を占め、掘り込みは非常

に浅い。うち６基は長径が１ｍ以上に達しやや大形であるが、やはり立ち上がりが浅く、溝状遺構

に伴う土坑（SDK）とは類似しない。尾根A・Bおよび谷B・Cに点在し、谷Cの東側では第16～18・

20～24号土坑が、谷先端方向へ向かってやや規則的に分布している。

第201図　土坑実測図⑴
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第202図　土坑実測図⑵
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第２号土坑（第201図）

尾根Bの中央付近で検出され、第３号・第４号土坑と隣接する。長径74㎝、短径73㎝、深さ15㎝

を測る。

第３号土坑（第201図）

尾根Bの中央付近に位置する。長径80㎝、短径76㎝、深さ11㎝を測る。

第４号土坑（第201図）

尾根Bの中央付近に位置する。長径61㎝、短径50㎝、深さ10㎝を測り、平面形は楕円形を呈する。

第203図　土坑実測図⑶
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第５号土坑（第201図）

尾根Bの中央からやや北側に位置する。長径120㎝、短径114㎝、深さ99㎝を測る。覆土から台付

甕の脚部が出土している（第207図１）。

第６号土坑（第201図）

尾根Bの中央付近で検出され、第２～４号土坑のすぐ南側に位置する。長径81㎝、短径72㎝、深

さ19㎝を測る。

第７号土坑（第202図）

尾根Aの緩斜面で検出され、長軸をN－14°－E方向へ向ける。長径234㎝、短径147㎝、深さ30㎝

と大形で、平面形は楕円形を呈する。

第８号土坑（第203図）

尾根Bの南東斜面で検出され、長軸をN－16°－W方向へ向ける。長径513㎝、短径256㎝、深さ

60㎝を測り、SDKを含めたすべての土坑のなかで最も大きい。ただし、立ち上がりは浅く、断面は

皿状を呈する。

第９号土坑（第202図）

尾根A中央の緩斜面に位置する。長径65㎝、短径55㎝、深さ16㎝を測る。

第10号土坑（第202図）

尾根A中央の緩斜面で検出され、第９号土坑の南側に位置する。長径77㎝、短径61㎝、深さ20㎝

を測る。

第15号土坑（第202図）

尾根Bの中央からやや北側で検出された。長径62㎝、短径61㎝、深さ27㎝を測り、平面形は円形

を呈する。

第16号土坑（第204図）

東調査区の東端、谷Cの斜面で検出された。本土坑を含めた８基が、谷先端方向へ向かって一列

に並んでおり、規模や形状も似ている。長径71㎝、短径62㎝、深さ45㎝を測る。

第17号土坑（第204図）

第16号土坑の北側に位置する。長径81㎝、短径74㎝、深さ34㎝を測る。

第18号土坑（第204図）

第17号土坑の北側に位置し、長径73㎝、短径73㎝、深さ27㎝を測る。覆土から台付甕の脚部が出

土しており、「ハ」の字状に内湾して開き、裾部をわずかに肥厚させる（第207図２）。

第20号土坑（第205図）

東調査区の東端で検出され、第18号土坑から少し間を空けた北西方向に位置する。長径85㎝、短

径78㎝、深さ26㎝を測る。

第21号土坑（第205図）

第20号土坑の北側に隣接する。長径87㎝、短径80㎝、深さ34㎝を測る。

第22号土坑（第205図）

第21号土坑の北西に位置する。長径90㎝、短径74㎝、深さ35㎝を測る。
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第204図　土坑実測図⑷
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第23号土坑（第205図）

第22号土坑の北西に位置する。残存部分は長径75㎝、短径74㎝、深さ18㎝を測る。

第24号土坑（第202図）

第23号土坑の北西に位置する。長径71㎝、短径60㎝、深さ30㎝を測る。

第205図　土坑実測図⑸
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第206図　土坑実測図⑹
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第29号土坑（第202図）

尾根Bの北側に位置する。長径110㎝、短

径92㎝、深さ76㎝を測り、平面形は楕円形

を呈する。

第42号土坑（第204図）

尾根Aの南側緩斜面に位置する。長径113

㎝、短径85㎝、深さ26㎝を測り、平面形は

楕円形を呈する。

第43号土坑（第204図）

谷Bで検出された。長径54㎝、短径51㎝、深さ29㎝を測る。

第44号土坑（第204図）

東調査区の南東端に位置する。長径84㎝、短径71㎝、深さ27㎝を測り、平面形は楕円形を呈する。

第46号土坑（第206図）

東調査区の南東端で検出され、第44号土坑の西側に位置する。長径88㎝、短径67㎝、深さ17㎝を

測る。

第47号土坑（第206図）

第46号土坑の東側に位置する。長径89㎝、短径71㎝、深さ19㎝を測り、平面形は楕円形を呈する。

第48号土坑（第206図）

第46号土坑の南側に位置する。長径90㎝、短径71㎝、深さ19㎝を測り、平面形は楕円形を呈する。

第50号土坑（第206図）

谷Bの東斜面から検出された。規模が大きく、第１号溝状遺構に伴う土坑（SDK）の可能性も考

えられたが、SDKに比べて立ち上がりが浅く、断面の形状も異なるため単独の土坑として扱った。

長軸をN－39°－W方向へ向け、長径341㎝、短径245㎝、深さ104㎝を測る。

⑤炉穴および焼土址
炉穴または焼土址と考えられる遺構は16基検出された。すべて下部に堀り込みを伴うが、堀り込

みが非常に浅いものや、焼土層を明瞭に認識することができないものが多く、炉穴と焼土址をはっ

きりと区別することは難しかった。よってすべてを焼土址として一括し、扱うこととする。

焼土址は東調査区の尾根A・Bおよび谷B・Cに分布している。このうち12基は長径が１ｍ以上の

もので、平面形は楕円形や不整形を呈するものが多い。覆土の詳細は、実測図内に記載している。

第２号焼土址（第208図）

尾根Bの中心からやや北側に位置する。長径123㎝、短径107㎝、深さ19㎝を測り、覆土上位に焼

土層が認められた。

第４号焼土址（第208図）

尾根Aの緩斜面に位置し、平面形は不整形である。長径101㎝、短径53㎝、深さ27㎝を測り、覆土

の４層が焼土層であった。

10cm0SK5  1
SK18  2

第207図　土坑内出土遺物
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第５号焼土址（第208図）

尾根Bの先端付近に位置し、平面形は不整な長方形である。長径118㎝、短径70㎝、深さ17㎝を測

り、多量の焼土を含む層が認められる。

第６号焼土址（第208図）

尾根Bの第１号溝状遺構に隣接する。２基の焼土が重なっていることから、上層を第６－１号焼

第208図　焼土址実測図⑴
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土址、下層を第６－２号焼土址と呼称することにした。第６－１号焼土址は長径60㎝、短径45㎝、

深さ30㎝を測り、覆土上位に焼土層が認められる。第６－２号焼土址はテストピットにより北側が

切られているが、長径393㎝、短径234㎝、深さ53㎝と非常に大形である。

第209図　焼土址実測図⑵
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第９号・第10号焼土址（第209図）

尾根B中央付近の風倒木の跡と考えられる大きな穴から検出された。第９号焼土址は長径62㎝、短

径52㎝、深さ20㎝を測り、覆土上位に焼土層が認められる。第10号焼土址は長径56㎝、短径28㎝、

深さ11㎝を測り、表面に径５～10㎜の炭化物が分布していた。

第13号焼土址（第209図）

尾根Bの先端付近に位置し、長径151㎝、短径108㎝、深さ13㎝を測る。覆土の４層に焼土がやや

多く含まれている。

第210図　焼土址実測図⑶
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第15～18号焼土址（第210図）

尾根Aの東緩斜面でまとまって検出され、平面形はすべて不整形である。第15号焼土址は長径143

㎝、短径119㎝、深さ76㎝、第16号焼土址は長径157㎝、短径66㎝、深さ61㎝、第17号焼土址は長径

104㎝、短径59㎝、深さ26㎝、第18号焼土址は長径89㎝、短径83㎝、深さ29㎝を測る。第16号焼土址

は覆土の１層にやや多くの焼土が含まれ、第18号焼土址は１・３層がほぼ純粋な焼土層で、７層に

も多量の焼土が含まれていた。

第19号焼土址（第209図）

谷Cの東調査区南東側で検出され、平面形は不整形である。長径154㎝、短径69㎝、深さ28㎝を測

り、一部が攪乱により切られている。

第20号焼土址（第209図）

谷Cの東調査区南東端で検出された。残存部分は長径115㎝、短径71㎝、深さ21㎝を測り、表面に

径１～２㎝角の焼土ブロックが確認された。また、覆土中から炭化種実遺体が発見され、自然科学

分析を行っている（第Ⅵ章）。分析結果によれば、種実遺体の大半はイネの胚乳で、マメ科の種子も

１点含まれていた。

第21号焼土址（第211図）

谷Bで検出され、長径90㎝、短径62㎝、深さ22㎝を測る。東側がやや掘り下がっており、表面に

は炭化物が５点認められた。

第22号焼土址（第211図）

谷Cの先端に位置し、長径93㎝、短径75㎝、深さ23㎝を測る。表面に炭化物が３点認められた。

第23号焼土址（第211図）

谷Cの東調査区南東端に位置する第15号住居址を掘り下げている途中で検出された。第15号住居

第211図　焼土址実測図⑷
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址のセクションベルトによって土層を確認している。南西側のプランを明瞭にとらえることができ

なかったが、残存部分は長径105㎝、短径94㎝、深さ22㎝を測る。覆土の２層に多量の焼土が含まれ

ていた。

⑥その他の遺構
その他に、ピット５基と、遺構名の確定に至らなかった土坑状の穴13基が検出されている。

ピットは谷Cに３基（PT1・PT6・PT7）、尾根Bに１基（PT5）、尾根Aに１基（PT4）が分布して

いる。平面形は円形で、直径47～61㎝、深さは15～44㎝を測る。いずれも規則的な分布は見られず、

単独で検出されている。

また、プランが不明確であったり土坑の可能性はあるが確定できなかった遺構を、不明遺構（SX）

として調査を行った。尾根Bと谷Cで検出されているが、特に尾根B先端付近の第１号溝状遺構より

南側に集中している。

⑶　遺構外出土遺物（第212～216図）

遺構外からは土器の他に、石製品や土製品が出土しており、なかでも勾玉の鋳型は東日本で初め

てとなる大きな発見であった。

第212・213図は壺である。第212図１は複合口縁を有し、複合部に棒状浮文を施す。２は口頸部が

太く短い。３は複合口縁を有し、複合部に４本１単位とする縦位の沈線を配する。４は胴部の強く

張った球胴形を呈し、５は頸部が太く、やや扁平である。６は頸部が直立気味に立ち上がり、７は

胴部が緩やかに内湾しながら立ち上がる。

第213図１は折り返し口縁を有し、頸部下端に段を形成する。口縁部内面には斜縄文が施されてい

るが、半周ずつ撚りの異なる原体を用いて施文が行われている。また肩部外面は、有段部分から４

段に渡って斜縄文が施され、撚りの異なる原体を用いることで羽縄状としている。２は折り返し口

縁を有し、口縁部内面および肩部外面に斜縄文が施される。頸部下端にはヘラ状の工具による直線

が引かれ、施文部を明瞭に区画している。３は頸部～肩部に斜縄文が施され、頸部下位に円形浮文

を貼り付ける。４は折り返し口縁を有する小型の壺で、口縁部内面と肩部外面に斜縄文を施す。５

も小型の壺で、胴部が強く張り、頸部が太い。６は器高6.9㎝のミニチュアの壺である。

第214図はすべて台付甕である。１は胴部上位が強く張り、口縁端部に刺突を連続させる。２は非

常に小形で、口縁端部に刺突を施している。３と４は脚部で、内外面ともハケメにより調整されて

いる。５は胴部中位の張った球胴形を呈し、６は胴部上位が張る。７は短い口縁部が、「く」の字状

に強く屈折する。８は口頸部に明瞭な接合痕が観察される。

第215図１～３は粘板岩製の磨製石鏃である。１は谷Cの先端付近で出土した。側縁は緩やかな曲

線を描き、基部の抉りは三角形状を呈する。両面を丁寧に磨くが、左右でやや厚さが異なっている。

胴部中央の下方には、径３㎜ほどの穿孔が両面から施される。２は谷Cの南方で発見された。片側

を欠損しており、残存する側面もやや歪んでいる。胴部中央の下方に、径３㎜の穿孔が両面から施

されている。３は胴部の一部が残存するのみであるが、下方に穿孔が認められる。

第215図４・５は軽石製の石製品である。４は軟質で白色を呈し、全面に穿孔や溝が認められる。
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５は粗い石質で、多数の穿孔と溝がわずかに認められる。６・７は砂岩製のハンマーである。とも

に平面形は楕円形を呈し、扁平である。上下端に敲打痕が認められ、６の上端部は敲打時の衝撃に

より一部欠損している。８は砂岩製の敲石で、やはり上下端に明瞭な敲打痕が認められる。９は砥

石である。やや軟質な砂岩製で、欠損部が多いため全体の形状は不明である。上下面および側面が

砥面として使用されており、特に上下面は中心部に向かって大きく凹んでいる。

10の土製品は約半分を欠損しているが、平面形は円形を呈するものと考えられ、下面は平らで、

上面中央部が高く盛り上がり、断面が蒲鉾形となっている。現状では認められないが、中央に穿孔

が施されていたことも考えられ、紡錘車であった可能性がある。11は丸玉である。片面は平らに整
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第215図　遺構外出土遺物⑷
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形されているものの全体に不整形で、穿孔も斜め方向に施されている。12は勾玉の胴部～尾部であ

る。胴部幅は1.2㎝ほどで、尾部に向かって細くおさまる。ナデ調整により形状が整えられている。

第216図は土製の勾玉の鋳型である。５点が出土し、実測が可能であった４点を図示している。４

点とも大きさや勾玉の型数はそれぞれ異なっているが、鋳型の形状はいわゆる「脚台付環形鋳型」

と呼ばれる種類に属する。

これらの鋳型は、平成14年５月28日に尾根B中央付近の緩斜面（GRID 036－013）で、平成16年

２月18日に谷Bの東斜面（GRID 033－011）で一部が取り上げられたが、破片の大部分は整理作業

の準備段階で鋳型を構成することが確認された。また、すべて表土出土として出土地点が記録され

ていることから、出土状況の詳細については不明である。

鋳型１（第216図）

鋳型１は、４点のなかで最も大形の鋳型であり、残存状況も比較的よい。

【鋳型の法量】　全長（最大径）6.5㎝、高さ5.6㎝（残存値）、重量112.2ｇ。

【鋳型の形状】　勾玉の型が押されている上面は、欠損部分があるもののほぼ円形を呈する。断面の

形状を見ると、脚部から上部へ向かって緩やかに外方へ開き、スタンプの様な形状をとる。上面の

中央には最大径2.5㎝、深さ1.3㎝の円形の凹みがあり、脚部へは貫通していない。

5cm0

鋳型 1

鋳型 2

鋳型 3 鋳型 4

第216図　遺構外出土遺物⑸
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【勾玉の型】　全部で６個の型が押されている。鋳型中央の凹みを中心に、頭部を逆時計回りの方向

へ、背面を外側に向けて環状に並ぶ。全体的に勾玉の形状が整っておらず（型押しがうまくできて

いない?）、頭部と尾部の区別がつかないような、形の崩れたものも含まれている。頭部のほぼ中央

には小孔が施される。

【勾玉の型の法量】　全長1.7～2.2㎝、頭部幅0.9～1.0㎝、胴部幅0.9～1.1㎝、頭部の深さ0.7㎝、頭

部の小孔の径0.2～0.3㎝が基本的な法量である。小形の勾玉が製作されたようだが、異形のものを

除いても、法量には多少のばらつきがある。

【胎土や状態】　胎土は密で、白色の砂粒や、半透明白色の砂粒がやや多く含まれている。色調はに

ぶい黄褐色（10YR6/4）を呈し、勾玉の型が押された上面は平らに整えられている。また、勾玉の

型押しをした際に、外側へ粘土が押し出されて膨らんでいる。２次的な火を受けた痕跡は認められ

ない。

鋳型２（第216図）

鋳型２は、鋳型１と非常に類似した形状をとるが、鋳型１に比べて一回りほど小形である。

【鋳型の法量】　全長（最大径）4.7㎝、高さ5.1㎝（残存値）、重量59.8ｇ。

【鋳型の形状】　勾玉の型が押されている上面は、ほぼ円形を呈し、断面はスタンプ状を呈する。上

面の中央には最大径1.3㎝、深さ1.4㎝の円形の凹みがあり、脚部へは貫通していない。

【勾玉の型】　全部で４個の型が押されていたものと考えられる。鋳型中央の凹みを中心に、頭部を

時計回りの方向へ、背面を外側に向けて環状に並ぶ。

【勾玉の型の法量】　全長2.1～2.2㎝、頭部幅1.0～1.1㎝、胴部幅0.8～0.9㎝、深さ0.6～0.7㎝、頭

部の小孔の径0.2～0.3㎝。小孔は勾玉型の底から、１㎝ほど下まで続いている。鋳型本体の大きさ

は小形化しているが、製作された勾玉は鋳型１とほぼ同等である。

【胎土や状態】　胎土は密で、白色の砂粒を微量に含み、半透明白色の砂粒を少量含んでいる。にぶ

い黄橙色（10YR7/4）を呈し、勾玉の型が押された上面はナデ調整によって滑らかに整えられてい

るが、それ以外の部分はやや粗い調整となっている。下位の欠損部分を見ると、芯となる粘土の塊

にさらに粘土紐を被せて胴部を太くしている様子がうかがえる。また、中央の凹みはヘラで削り取っ

た跡が認められる。２次的な火を受けた痕跡は認められない。

鋳型３（第216図）

鋳型３は、鋳型１・２と鋳型の形状や勾玉の型の構成に異なる部分が見られる。

【鋳型の法量】　残存部分の長径3.6㎝（本来は５㎝ほどになると思われる）、短径3.6㎝、高さ3.4㎝

（残存値）、重量30.1ｇ。

【鋳型の形状】　勾玉の型が押されている上面は楕円形を呈すると考えられ、側面は直立気味である。

上面の中央には最大径1.2㎝、深さ0.7㎝の円形の凹みがあり、脚部へは貫通していない。

【勾玉の型】　全部で２個の型が押されていたものと考えられる。中央部の凹みを中心に背面を外側

へ向けて、向かい合わせに配置されている。

【勾玉の型の法量】　残存している型の全長2.4㎝、頭部の小孔の径0.2㎝。背面が削られて本来の形

状が崩れてしまっているが、頭部はやや細身の印象を受ける。また、残存部分から推測すると、も
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う１個の型はこれよりもやや大きいようである。どちらにしても、鋳型１・２より大きな勾玉が製

作される。

【胎土や状態】　胎土は密で、半透明白色の砂粒がやや多く含まれている。色調はにぶい黄橙色

（10YR7/4）を呈し、胎土としては鋳型２に近い。上面はナデ調整により平坦に整えられており、中

央の凹みはヘラで削り取った跡が認められる。２次的な火を受けた痕跡は認められない。

鋳型４（第216図）

鋳型４は、４点の鋳型のなかで最も大きな勾玉の型が押されている。

【鋳型の法量】　残存部分の全長5.3㎝（本来は６㎝ほどになると思われる）、高さ3.8㎝（残存値）、

重量42.9ｇ。

【鋳型の形状】　勾玉の型が押されている上面はほぼ円形を呈するものと考えられ、断面を見ると、

上部でやや内湾して立ち上がっている。他の３点の鋳型と違い、中央部に凹みが存在しない。

【勾玉の型】　全部で２個の型が押されていたものと考えられる。背面を外側へ向けて、向かい合わ

せに配置されている。残存部分の形状を見ると、頭部を逆時計回りの方向に向けているようである。

【勾玉の型の法量】　全長3.3㎝（本来は3.5㎝を超えると思われる）、頭部幅2.1㎝、胴部幅1.5㎝、頭

部の深さ0.7㎝、頭部の小孔の径0.3㎝。小孔は勾玉の型の底から0.3㎝ほど下に達する。他の３点の

鋳型とは勾玉の規格がまったく異なっており、格段に大きな勾玉を製作することができる。また、

形状も最も整っており、きれいなC字状を呈すると考えられる。

【胎土や状態】　胎土は密で、白色の砂粒が微量、半透明白色の砂粒が少量含まれている。色調は明

黄褐色（10YR7/6）を呈し、全体が非常に滑らかに整えられている。２次的な火を受けた痕跡は認

められない。

４点の鋳型は、平面形が円形もしくは楕円形を呈し、複数の勾玉の型を環状に配置している。現

状では下部を欠損しているが、本来は脚部を付し、立つように造られていたものと考えられる。こ

の形状は、いわゆる「脚台付環形鋳型」に分類されるもので、全国でも発見例の少ない形状である。

また特徴的な点として、３点の鋳型で中央部に円形の凹みが認められる。勾玉の型よりやや深く凹

んでいるが脚部まで貫通はしておらず、どのような意図で空けられたのかは不明である。

鋳型１・２は非常に小型の勾玉、鋳型３はそれよりは大きな中型の勾玉、鋳型４はかなり大型の

勾玉が型押しされており、勾玉の大きさはバラエティに富む。同じ鋳型のなかでは、おおむね規格

が統一されているようだが、形状が崩れているものが多く、同じ型を押しているかどうかはわから

ない。また、型押しに失敗しているものや、小孔の位置が中央部から大きくズレているものが見受

けられることから、実際に使用されていない型も存在するだろう。鋳造後の研磨により形状を整え

たことも想定される。

４点の胎土は色調や含有物の量などにやや違いがあり、まったく同じ土から作られたものではな

い。在地の土が使用されている可能性の高い鋳型（鋳型１）がある一方で、本地域では見られない

胎土が使用されている鋳型（鋳型２）も見受けられる。
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第４節　縄文時代の遺構と遺物
⑴　遺構と遺物の分布状況

調査区は二股の谷（谷B・C）が入り、２か所の尾根が存在する地形となっており、遺構や遺物の

大半は尾根上や傾斜が緩やかな斜面上で検出された。

①遺　構（第217図）

縄文時代に属する遺構としては、土坑19基と集石６基、ピット（小穴）、不明遺構が検出されてい

るが、それぞれの遺構で分布する範囲が異なっている。土坑は谷Cの緩やかな斜面でその大半が検

出されている。土坑の規模や形状は様々で統一性はなく、検出された土坑の配置などにも特徴は見

いだせない。ただし、第40号土坑と第52号土坑については、底部に複数の小穴が存在していること

から、逆茂木を有した陥穴である可能性がある。

集石は調査区中央部に位置する尾根B上と、西側に位置する尾根Aの西縁に立地しており、標高

は167.5ｍ前後の位置に集中する。ピット（小穴）は調査区西側で確認されたものの、２基にとど

まっている。また、不正形なピット状の遺構が検出されており、不明遺構として取り扱ったが、尾

根Bの傾斜が緩やかな場所に集中して存在している。

②遺　物（第218・219図）

遺物は土器と石器が出土している。土器は草創期から中期後葉までの時期に属する土器が出土し

ており、尾根B上を中心として分布する様相を呈している。一方、傾斜がきつい谷Bでは、土器は

確認されなかった。時期別に見ていくと、草創期の表裏縄文土器は谷C北側でその大半が出土して

いる。早期前半の押型文土器は尾根B上と谷C東側の緩斜面で、田戸下層式は尾根B上と尾根B東側

の緩斜面で出土している。早期後葉の野島式は尾根B上と谷Cで分布するが、同時期と考えられる

条痕文土器は尾根Aおよび尾根B北側の標高168ｍライン付近の２か所でそれぞれ集中しており、分

布域が一部で異なっている。前期中葉の諸磯b式は尾根Aと尾根Bが北側で繋がる部分で出土してお

り、中期前葉の大畑C２式は谷Cの中央部で集中している。また、中期後葉の加曽利E式は東調査区

西側（尾根A）で南北に分散して出土している。

石器は、設置して用いる道具である石皿や台石が傾斜の緩やかな尾根A・B上と、谷Cで見られる

ものの、住居址などの遺構は検出されておらず、具体的な人の居住を示す様相は不明である。また、

それ以外の石器の分布にはまとまりがなく、石鏃やその他の剥片石器類は調査区全体にまんべんな

く広がって出土している。ただし、谷Bにおいては土器が確認されていないように、石器の出土点

数も極端に少ない。

③遺物と遺構の関連性
土器と石器の分布からは、全体的な出土の位置が土器と石器で類似するものの、具体的な関係性

を示す時期はほとんど確認できなった。ただし、草創期については表裏縄文土器と尖頭器の大半が

谷Cで確認されていることから、位置的に合致しているといえる。なお、遺構と遺物の関係性を示

すものは存在しておらず、検出された各遺構の具体的な時期は不明である。
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第217図　縄文時代遺構分布図

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査



289― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第
21
8図
　
縄
文
時
代
土
器
分
布
図



290― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第
21
9図
　
縄
文
時
代
石
器
分
布
図



291― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

⑵　遺　　構
①土　坑

土坑は19基が検出された。東拡張区および東調査区の尾根A・Bと谷Cに分布しているが、特に谷

Cの東側で多く検出されている。また、規模や形状から陥穴の機能を果たしたと考えられるものが、

尾根Bと谷Cでそれぞれ１基ずつ見つかった。谷Cの東側など土層の堆積状態が悪い場所では、休場

層以下で検出されることが多く、本来より壁高が低くなってしまったものが多い。

第11号土坑（第220図）

東調査区の尾根A緩斜面に位置し、富士黒土層で検出された。長軸を北東－南西方向へ向け、平

面形は楕円形に近い。長径75㎝、短径51㎝、深さ38㎝。

第12号土坑（第220図）

東調査区の北端、尾根A緩斜面に位置する。富士黒土層で検出され、平面形は不整形である。長

径90㎝、短径88㎝、深さ68㎝。

第30号土坑（第220図）

東調査区の北端、尾根Aの緩斜面に位置する。休場層で検出され、南側の平面形プランは不明確

である。深さは120㎝を測る。

第31号土坑（第220図）

東調査区の谷Cに位置し、富士黒土層で検出された。周囲には第32～35号土坑が隣接し、土坑が

密集している。長径107㎝、短径100㎝、深さ53㎝。

第32号土坑（第221図）

東調査区の谷Cに位置し、第33号・第35号土坑と隣接する。漸移層で検出され、断面はV字状を

呈する。長径167㎝、短径140㎝、深さ120㎝。

第33号土坑（第221図）

東調査区の谷Cに位置し、第32号・第34号土坑と隣接する。漸移層で検出され、平面形は不整形

である。断面は中位付近が膨らんで、袋状を呈している。長径148㎝、短径121㎝、深さ160㎝。

第34号土坑（第222図）

東調査区の谷Cに位置し、休場層で検出された。長径99㎝、短径86㎝、深さ73㎝。

第35号土坑（第220図）

東調査区の谷Cに位置し、漸移層で検出された。長軸を谷先端方向へ向け、平面形は楕円形、断

面は浅い皿状を呈する。長径77㎝、短径50㎝、深さ17㎝。

第36号土坑（第222図）

東調査区の東端、谷Cに位置し、富士黒土層で検出された。平面形は円形で、断面はU字状を呈

する。長径91㎝、短径87㎝、深さ116㎝。

第37号土坑（第221図）

東調査区の東端、谷Cに位置し、第36号土坑の北側に隣接する。漸移層で検出され、平面形は不

整形である。深さ96㎝を測る。



292― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第220図　土坑実測図⑴
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第221図　土坑実測図⑵
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第222図　土坑実測図⑶
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第38号土坑（第222図）

東調査区の尾根B先端付近に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長径173㎝、短径145㎝、深

さ28㎝。

第39号土坑（第221図）

東調査区の尾根B中央付近に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長軸を尾根先端方向へ向け、

平面形は長楕円形を呈する。長径167㎝、短径90㎝、深さ48㎝。

第40号土坑（第223図）

東調査区の尾根B先端に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長軸を尾根先端方向へ向け、平

面形は長楕円形を呈する。長径205㎝、短径110㎝、深さ70㎝。底面は平坦に整えられ、28基の小穴

が認められた。小穴は径５～24㎝と不揃いであるが、大半は10～15㎝を測る。深さは20㎝前後で、

最下部は第Ⅲ黒色帯に達する。このような形状や規模から、陥穴の機能を果たしたと考えられる。

第41号土坑（第222図）

東調査区の尾根B先端付近に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。長径71㎝、短径58㎝、深さ

17㎝。

第49号土坑（第222図）

東調査区の谷Cに位置する。休場層下位で検出され、平面形プランは不明確である。深さ57㎝を

測る。

第51号土坑（第224図）

東調査区の谷Cに位置し、休場層上位で検出された。北側の一部はトレンチにより削られてしまっ

たが、平面形は楕円形を呈すると推測される。底面は平坦に整えられ、深さ90㎝を測る。

第52号土坑（第224図）

東調査区の谷Cに位置し、富士黒土層で検出された。長軸を南北方向へ向け、平面形は長楕円形

を呈する。長径186㎝、短径102㎝、深さ62㎝。底面は平坦に整えられ、４基の小穴が認められた。

小穴は中央の１基が径23㎝、深さ20㎝を測るが、それ以外は径10㎝前後で、深さは５㎝に満たない。

規模や形状から、陥穴の機能を果たしたと考えられる。

第53号土坑（第223図）

東拡張区の北側、谷Cと尾根Cの境界付近に位置し、第Ⅰスコリア層で検出された。平面形は不

整形で、深さ40㎝を測る。

第55号土坑（第223図）

東拡張区の北側、谷Cと尾根Cの境界付近に位置し、第Ⅲスコリア帯で検出された。平面形は不

整形で、深さ61㎝を測る。

②集　石
集石は６基が検出された。全体的に小規模で、構成する礫の点数は少ない。下部に土坑を伴うも

のは存在せず、垂直方向への密な重なりも認められなかった。礫のほとんどは周辺の小河川の河床

で得られる安山岩であり、板状に節理する性質があるデイサイトもわずかに用いられている。
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第223図　土坑実測図⑷
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第224図　土坑実測図⑸
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第225図　集石実測図
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第１号集石（第225図）

西調査区の北端、尾根Aに位置し、西側に第２号・第３号集石が隣接する。栗色土層で検出され、

他の集石に比べると礫はやや密集している。礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は32点、総重量は9,436ｇ。本遺跡の集石のなかで最も礫の点数が多く、径15㎝程度の礫

と、拳大程度の礫を中心に構成されている。ほぼすべてに赤化が認められ、完形のものと割面まで

赤化の及ぶものが大半を占める。安山岩に加え、わずかにデイサイトが用いられている。

第２号集石（第225図）

西調査区の北端、尾根A上に位置し、栗色土層で検出された。北東－南西方向へ平面的に分布し、

中央付近を境として北東部と南西部にやや分かれている。礫以外の遺物は出土しなかった。

礫の総数は23点、総重量は4,015ｇ。拳大ほどの礫と、細かい破砕礫で構成される。ほぼすべてに

赤化が認められ、完形のものと、割面まで赤化の及ぶものが多い。安山岩を主体とするが、わずか

にデイサイトが用いられている。

第３号集石（第225図）

西調査区の北端、尾根Aに位置し、栗色土層で検出された。本遺跡の集石のなかで最も規模が小

さく、北東－南西方向へ平面的に広がっている。礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は４点、総重量は489ｇ。拳大程度の礫で構成され、すべて安山岩を用いている。割面ま

で非常に強く赤化が認められる。

第４号集石（第225図）

東調査区北端、尾根Bに位置し、富士黒土層で検出された。非常に小規模で、平面的に分布する。

礫以外の遺物は出土していない。

礫の総数は７点、総重量は2,736ｇ。径15㎝前後の礫と、小形の礫で構成される。すべて安山岩

で、その大半に赤化が認められる。

第５号集石（第225図）

東調査区北端、尾根Bに位置し、富士黒土層で検出された。狭い範囲内に平面的に分布し、礫以

外の遺物は出土していない。

礫の総数は17点、総重量は3,641ｇ。拳大程度の礫を中心に、小形の破砕礫が混じる。すべてに赤

化が認められ、そのほとんどは割面まで赤化が及ぶ。安山岩を主体とするが、わずかにデイサイト

が用いられている。

第６号集石（第225図）

東調査区北端、尾根Bに位置し、すぐ南西側には第４号集石が隣接する。富士黒土層から休場層

にかけて検出され、南北方向へ平面的に分布している。礫以外の遺物として、南端部でF．ホルン

フェルス製の剥片が１点出土した。

礫の総数は９点、総重量は2,302ｇ。拳大の礫と小形の礫で構成され、すべて安山岩を用いてい

る。ほとんどの礫が割面まで赤化している。

③その他の遺構
そのほかに、遺構名の確定に至らなかった土坑状の穴13基が検出されており、不明遺構（SX）と
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して調査を行った。また、東調査区の尾根Aでは、第11号土坑の北西側にピット２基が検出されて

いる。

⑶　遺構外出土土器
第Ⅰ群　草創期　表裏縄文土器（第226図１～４）

草創期における表裏縄文土器を本群とした。第226図１は胴部の破片であり、lrの縄文を横回転す

ることで文様を施文している。胎土に繊維を含み、赤褐色の色調を呈している。２はlrの縄文が施

文されており、胎土に雲母を含んでいる。また、土器製作時の輪積み部分がはっきりと残存してお

り、輪積みの重複部分に縄文が確認できる。３は胴部の破片である。４は底部の破片で、平底であ

る。３と４は器面にlrの縄文を施文し、胎土に多量の繊維が含まれている。赤褐色の色調を呈して

おり、文様や胎土、色調が極めて類似していることから同一個体と推定される。

第Ⅱ群　早期
早期に属する土器を本群とした。押型文土器、田戸下層式、野島式（木戸上式）、茅山上層式が出

土している。

１類　押型文土器（第226図５～10）

押型文土器では、楕円文のみが出土している。第226図５～９は胴部、10は尖底となる底部の破片

である。長径３㎜ほどの小さい楕円文の型を用いて文様が施文されており、６では横回転と縦回転

の押型文を組み合わせることで文様を施している。いずれも６㎜程度の器厚で、にぶい褐色の色調

を呈している。胎土には微細な雲母や白色の砂粒を含んでいることから、これらは同一個体である

可能性が高い。

２類　田戸下層式（第226図11～14）

田戸下層式に属すると考えられる土器を本類とした。第226図11～13は胴部、14は尖底となる底部

の破片である。器面には数条の並行する沈線が施文されているが、いずれも破片であるため、全体

の文様は不明である。にぶい黄褐色の色調を呈し、胎土には白色の粒子を多量に含んでおり、これ

らは同一個体と考えられる。

３類　野島式（第226図15～21・第227図）

早期後葉の野島式（木戸上式）に相当する土器を本類とした。本遺跡から出土した野島式は、文

様の特徴から２種に分類が可能であった。

a種　半裁竹管による沈線で文様を施すもの（第226図15～21）

第226図15～21は１段の文様帯を形成し、そこに半裁竹管を用いた並行沈線で縦位の集合沈線を施

文し、その上から横位や波状の並行沈線を波状ないし曲線状に施文しているもので、同一個体であ

る。15・16は口縁部の破片であり、その形状から口縁は緩やかな波状であった可能性が高い。その

他の破片から、胴部以下は無文であることがわかる。色調はにぶい黄橙色を呈しており、胎土には

白色や灰色の砂粒などを含んでいる。

b種　沈線や凹線を幾何学状に組み合わせて文様を施すもの（第227図１～20）

第227図１～８は、文様帯に沈線のみを用いて幾何学的な文様を施文するものである。１は口端部
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第226図　縄文時代遺構外出土土器⑴
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第227図　縄文時代遺構外出土土器⑵
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が比較的平坦となっており、口端から10㎜ほど間隔を空けて縦位の集合沈線が施文されている。明

褐色の色調を呈し、胎土には繊維や白色の砂粒を含む。２～８は縦位に１～３条の沈線を施文して

区画を形成し、その中に方向の異なる斜位の沈線を施文することで文様を施している。２・４は口

縁部の一部であり、口端には連続した押圧状の刻みが施される。器厚は10㎜程度で、胎土には繊維

や白色・橙色の砂粒を含んでおり、明褐色の色調を呈している。５はわずかに１段の文様帯の段部

が存在するが、器厚が７㎜程度と薄く、胎土に繊維がほとんど含まれていないことから、その特徴

が前述のものとは異なっている。

９～17は１段の文様帯を形成し、そこに斜位の凹線で区画を形成し、その中に縦位や斜位の沈線

を施文することで文様を描くものである。９・10・15・16は胎土に白色の砂粒や多量の繊維を含ん

でおり、にぶい褐色の色調を呈している。また、９や10といった口縁部の破片では、口端部の刻み

が内外面に施文されている。11～14は土器じたいが全体的に滑らかな器面となっており、胎土に含

まれる繊維や砂粒の割合が少ない。口縁部である11では、口端部の刻みが外側のみに刻まれている

ことから特徴が異なっており、９・10・15・16とは別個体と考えられる。17は斜位の集合沈線が施

文され、胎土には繊維や白色・橙色の砂粒を含んでいる。器厚が14㎜程度と厚く、にぶい黄橙色の

色調を呈している。

18～20は凹線のみを幾何学状に組み合わせて文様を施しており、18では口端部から縦位の凹線を

施文し、一度止めてから再び凹線を引くことで、横位の区画を作っている。黄灰色の色調を呈し、

胎土には微細な白色の粒子や砂粒を含んでいる。19は口縁部の破片であり、口端部は内側に向かっ

て傾斜しており、上部はナデられている。器面には縦位の凹線が強く施文されている。明褐色の色

調を呈し、胎土には白色の砂粒などを含んでいる。20は文様帯と胴部の屈曲部分の破片であり、縦

位と斜位の凹線を組み合わせて文様を施している。器厚は最大で14㎜と厚く、にぶい黄橙色の色調

を呈している。胎土には長径が４㎜程度の比較的粒の大きい砂粒を含んでいる。

c種　微隆起線と沈線で文様を描くもの（第227図21）

第227図21は縦位の微隆起線を貼り付け、その両側に集合沈線を施文することで文様を描いている

ものである。器厚が４～５㎜と薄く、黒褐色の色調を呈しており、a・b種とはその特徴が大きく異

なっていることから、他地域（関東地方）からの搬入と思われる。

４類　茅山上層式（第228図１・２）

早期後葉の茅山上層式に相当すると思われるものを本類とした。第228図１は三角状の突起を有す

る口縁部の破片であり、幅18㎜程度の比較的太い隆帯を突起の内面から外面にかけて垂下させて貼

り付けている。そして、隆帯上や隆帯の両側に数条の押引文を施文している。胎土には多量の繊維

と粒の大きい白色の砂粒が含まれている。２は胴部の破片で、外面に垂下する細い隆帯が１条貼り

付けられており、隆帯の両側に斜位の凹線と連続刺突が施文されている。器厚は９㎜程度で、胎土

には多量の繊維が含まれており、明褐色の色調を呈していることから、その特徴が１とは明らかに

異なっている。

５類　その他の土器（第228図３～14・第229・230図）

早期後葉に属するものの、明確に型式等が比定できないものを一括した。



304― ―

第Ⅳ章　植出北Ⅱ遺跡（№５地点）の調査

第228図　縄文時代遺構外出土土器⑶
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第229図　縄文時代遺構外出土土器⑷
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第230図　縄文時代遺構外出土土器⑸
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第228図３～14・第229図・第230図１～３は、条痕文土器の一部である。第228図３・４は口縁部

の破片で、口端部に指頭による連続した押圧が施文されており、器面の内外には横位の条痕が施文

されている。胎土は繊維を含み、粒の大きい白色や橙色の砂粒が目立つ。５は胴部の破片で、器面

上部には貝殻腹縁による横位の刺突が数段に渡って施文されている。破片下部に条痕が見られるが、

内面は無文である。胎土に多量の繊維を含んでいる。

第228図６～13は外面に横位の条痕のみが施文されるものであり、内面は無文となっている。６・

７は口縁部の破片であり、口端部には連続した刻みが施されている。第228図14～第230図３は、内

外面に条痕が施文されるものである。条痕の方向は不規則で統一されていない。いずれも器厚は13

㎜程度と厚く、胎土には繊維や白色の砂粒を含んでおり、外面はにぶい褐色の色調を呈している。

第230図11・12は底部の一部である。11は平底で胎土に繊維を含み、内外面に条痕を施している。

12は小平底（乳房状の底部）で、内外面に不規則な条痕が施文されており、第228図14～第230図３

と類似した胎土、色調となっていることから同一個体の可能性がある。なお、器形の特徴から、11

は茅山下層式の底部、12は茅山上層式の底部に比定される可能性がある。

第230図４～10は無文の胴部である。４～６・８～10は器厚が13㎜程度で、胎土に繊維や白色・灰

色の砂粒を含んでおり、にぶい黄褐色の色調を呈していることから同一個体の可能性がある。７は

外面は無文であるが、内面には条痕が施文されている。外面はにぶい赤褐色の色調を呈しており、

前述した無文土器とは大きく異なっている。

第Ⅲ群　前期（第231図１～９）

前期の土器としては、中葉の関東系の土器である諸磯b式が出土している。

いずれも器面にlrの縄文を横回転に施文しており、第231図１～３は口縁部、４～８は胴部の破片

である。９は平底の底部であり、木葉痕が見られる。にぶい黄褐色や明褐色の色調を呈し、胎土に

は微細な白色や橙色の粒子を含んでいる。

第Ⅳ群　中期
１類　大畑C２式（第231図10～16）

中期前葉の大畑C２式を本類とした。口端直下に半裁竹管の押引による連続したCの字状の爪形

文を施文し、その下に縦位の幅30㎜ほどの前垂れ状の無文の粘土貼り付けが見られ、その両脇に横

位の並行沈線を施文している。第231図10～12は口縁部の一部であり、13・14は口縁部文様帯の下段

部分である。15・16は胴部の破片であり、横位と縦位の並行沈線が施文されている。

土器の特徴としては、器厚が７㎜ほどと薄い。にぶい黄橙色の色調を呈し、胎土には微細な白色・

橙色の粒子や雲母を含んでいる。

２類　新道式（第231図17）

中期中葉の新道式に相当するものを本類とした。第231図17は口縁部の破片であり、器面には曲線

的な突起が口端部をはみ出るかたちで貼付されており、その上に半裁竹管によって連続する刻みを

加えた垂下した隆帯が貼付されている。そして突起部分の脇には、細い棒状工具を縦位に押し引い

た文様が施されている。褐色の色調を呈しており、胎土には白色や橙色の砂粒を含んでいる。
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第231図　縄文時代遺構外出土土器⑹
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３類　加曽利E式（第231図18・19）

中期後葉の加曽利E式に相当するものを本類とした。第231図18は加曽利E３式に相当するものと

考えられ、横位２条の並行する沈線を施文し、その下に並行する３条の沈線を弧状に描いている。

そして、横位と弧状の沈線によってできる半円形の部分に、棒状工具による連続的な刺突が加えら

れている。黄褐色の色調を呈しており、胎土に白色・灰色・橙色の砂粒を含んでいる。19は加曽利

E４式に相当するものと考えられ、破片の右側と左下側に並行する沈線が見られる。焼成の良い硬

質の土器であり、褐色の色調を呈し、胎土には白色や灰色の砂粒を多量に含んでいる。

４類　曽利式（第231図20・21）

中期後葉の曽利式に相当するものを本類とした。第231図20は胴部の一部であり、上部にねじりを

加えた細い粘土紐を横位に１条貼り付け、その下に縦位の集合沈線を施文している。にぶい黄褐色

の色調を呈しており、胎土には白色や橙色の粒子、微細な雲母を含んでいる。曽利Ⅰ式、もしくは

Ⅱ式に相当するものと考えられる。21は曽利Ⅴ式に相当する土器の一部である。器面にはやや入り

組んだ「ハ」の字状の沈線（連八紋）が、尖端がやや幅広の工具によって施文されている。にぶい

黄褐色の色調を呈しており、胎土には白色や橙色の粒子、微細な雲母を含んでいる。

５類　その他の土器（第231図22・23）

中期に属すると考えられるものの、型式等が不明の土器を一括した。第231図23は破片上部に横位

の沈線が見られる。22には文様は確認できなかった。22・23とも外面に煤が付着しており、灰黄褐

色の色調を呈し、胎土にやや粒の大きい白色の砂粒を多量に含んでいることから同一個体と考えら

れる。

⑷　遺構外出土石器
尖頭器（第232図１～第233図３）

縄文時代に属すると考えられる尖頭器が７点出土しており、すべてを図示した。第232図１は左右

が非対称の尖頭器で、左側縁には細かい調整剥離が行われている。２は先端部を欠損しているもの

の、左右対称の形状を呈したいわゆる木葉形の尖頭器である。両側縁にやや粗い調整剥離を行うこ

とで全体の形状が作られており、断面はレンズ状である。３は２と同様に左右対称の形状を呈した

木葉形の尖頭器であり、両側縁に細かい調整剥離を行っており、断面はレンズ状である。先端部は

わずかであるが欠損している。４は木葉形の尖頭器と推測されるが、先端部と基部を大きく欠損し

ているため、全体の形状は不明である。両側縁にていねいな細かい調整剥離を行っており、断面は

扁平である。

第233図１はいわゆる柳葉形の尖頭器であるが、縦4.6㎝、幅1.5㎝と小形である。側縁には調整剥

離を確認することはできなかった。２は小形の木葉形の尖頭器であるが、先端部を欠損している。

断面はレンズ状を呈するものの扁平である。３は厚手の剥片に、比較的粗い剥離調整を行っている。

尖端には明瞭な刺突部分が形成されていないものの、基部には柄に装着するためと思われる抉りが

作られている。石材は第232図１・３が珪質頁岩、２はガラス質黒色安山岩、４はチャート、第233

図１がF．ホルンフェルス、２・３は黒曜石である（２は神津島恩馳島産）。
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有茎尖頭器（第233図４～７）

４点が出土しており、すべてを図示した。基部に茎を有する尖頭器を一括している。

第233図４は側縁に粗い調整剥離が行われており、茎の作り出しは明瞭である。５は調整剥離が行

われているものの全体的に磨滅しているため、茎の作り出しは４や６ほど明瞭ではない。６は先端

部と基部の一部を欠損しているが、茎の作り出しは明瞭である。７は先端部を欠損した小形の有茎

尖頭器の一部である。身の部分が幅１㎝ほどと細長く、茎の作り出しはほとんどない。側縁は磨滅

が著しく、調整などはほとんど確認できない。石材は４・６がガラス質黒色安山岩、５がF．ホル

ンフェルス、７が砂岩を使用している。

薄形有肩尖頭器（第233図８～10）

草創期に属すると考えられる薄形有肩尖頭器が３点出土しており、すべてを図示した。石材には

いずれも粘板岩を使用している。基部は逆U字形の抉りが入るもの（第233図８・９）と平坦なもの

（10）とに分かれる。両側縁の肩の部分で屈曲するため、五角形に近い形状となっている。側縁は剥

離調整によって鋸状となっている。いずれも厚さが３㎜以下と極めて薄い。９・10は先端部を欠損

している。

石鏃（第234～240図）

159点が出土しており、うち142点を図示した。側縁と基部の形状に着目して、a～kの11類に分類

した。

a類（第234図１～８）　基部の抉りが全体の1/2に及ぶような大きなもの。

形状は側縁が直線的なものや、膨らむもの、丸みを帯びるものなどと様々である。抉りは三角形

と逆U字形の中間的な形状が多い。いずれの側縁にも細かい剥離調整が行われている。抉りが大き

いため、脚のいずれか一方を欠損しているものが大半を占めており、完形のものは少ない。石材は

いずれも黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産）である。

b類（第234図９～第235図16）　基部の抉りが三角形状に入り、側縁の外形が直線的なもの。

第234図９は抉りが正三角形状に入っており、側縁が剥離調整を行うことによって鋸状となってい

る。18は正三角形に近い平面形状となっている。第235図12は尖端部を欠損するものの、両側縁が粗

い剥離調整によって鋸状になっている。石材は大半が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・天

城柏峠産・和田土屋橋西産）であるが、第234図21はチャート、第235図１はF．ホルンフェルス、

２・３はガラス質黒色安山岩、15は赤玉石、16は流紋岩である。

c類（第235図17～第236図９）　基部の抉りが三角形状に入り、側縁の外形が丸みを帯びるもの。

第235図18は先端部から脚部の上側までは直線的であるが、脚部は丸みを帯びる形状となってい

る。この変化する位置に弱いノッチ状の窪みが確認できるため、このような形状が意図的に作られ

ていた可能性がある。第236図２は脚部が長く、両側縁が剥離調整によって鋸状になっている。７は

先端部を欠損するものの、両側縁には粗い剥離調整が行われている。また脚の底が平らになってお

り、本類のなかでは特徴が異なる。石材は大半が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産）である

が、第235図23・第236図１は珪質頁岩、第236図２はガラス質黒色安山岩である。
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d類（第236図10～第237図３）　基部の抉りが逆U字形で、側縁の外形が直線的なもの。

第236図12はやや大きい剥片から作られており、側縁に粗い剥離調整を行うことで鋸状にしてい

る。13は側縁が直線的であるが、先端部で角度が鋭くなっている。17は小形の石鏃で、下部を欠損

している。両側縁には細かい剥離調整が行われている。石材は大半が黒曜石（諏訪星ヶ台産・和田

土屋橋南産）であるが、第236図11～13はチャート、15は珪質頁岩、第236図14・第237図２・３は

F．ホルンフェルスである。

e類（第237図４～14）　基部の抉りが逆U字形で、側縁の外形が丸みを帯びているもの。

全体的に小形の剥片で製作されており、縦長のものが多いが、第237図７は横長の形状となってい

る。石材は大半が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・天城柏峠産）であるが、10は珪質頁岩、

11～14はガラス質黒色安山岩である。

f類（第237図15～第238図15）　基部に浅い抉りが見られるもの。

側縁は直線的なものや丸みを帯びるものが見られるが、第237図24・25・第238図４は側縁が中央

やや下側で屈曲するため、平面形が五角形状になっている。第237図23は脚部より上の部分で内側に

括れる形状となっている。第238図13は縦3.7㎝、幅2.9㎝と、本類のなかでは特に大きい石鏃であ

る。石材は大半が黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・和田鷹山産）であるが、第238図８は珪

質頁岩、９・11はチャート、12～14はガラス質黒色安山岩、15はF．ホルンフェルスである。

g類（第238図16～24）　基部にわずかな抉りが見られ、基部が緩い弧状となるもの。

比較的小形の剥片を用いて製作されている。第238図19は脚部付近で側縁が内に括れる形状となっ

ている。石材はすべて黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・天城柏峠産）である。

h類（第239図１～９）　基部に抉りがなく、ほぼ直線状になっているもの。

第239図９は側縁の片側に剥離調整を行っている。石材はすべて黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪

星ヶ台産・天城柏峠産・和田小深沢産）である。

i類（第239図10～12）　基部が外側に向かって膨らむもの。

第239図10・12は基部が大きく膨らんでいる。石材はすべて黒曜石（神津島恩馳島産・和田鷹山

産）である。

j類（第239図13～18）　基部に茎を有するもので、いわゆる有茎石鏃と呼ばれるもの。

側縁が丸みを帯びるもの（第239図13～15）や側縁が直線的なもの（17）、側縁が内に括れる形状

のもの（16・18）が存在する。また、13～17は基部に抉りが入っているが、18は基部が突出する形

状となっている。石材は13～16が黒曜石（諏訪星ヶ台産）であるが、17はF．ホルンフェルス、18

はガラス質黒色安山岩である。

k類（第239図19～第240図７）　欠損等が見られ、全体の形状が不明なもの。

第239図19は右側縁では剥離調整が行われているものの、左側縁が整形されておらず製作途中のも

のと推測される。20は下部が欠損している可能性が高いが、基部が外側に膨らんでいるi類という可

能性もある。第240図７は両側縁を鋸状に剥離調整を行っている。石材は第239図19～第240図５が黒

曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産・天城柏峠産）、第240図６・７はガラス質黒色安山岩である。
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打製石斧（第241図～第245図）

47点が出土し、うち30点を図示した。全体の特徴からa～c類に分類した。

a類（第241図１～４・第242図７・第243図１・第245図３）　平面形状が短冊形や小判形のもの。

石材は砂岩と粘板岩が用いられている。第241図４では表面の一部に被熱の痕跡が見られることか

ら、礫群に使用されたものを転用した可能性が高い。第243図１は表面に大きく礫面を残しており、

裏面の刃部の一部が剥離している。第245図３は先端部を欠損しており、使用の際に折れたものと考

えられる。

b類（第241図５～８・第242図１～６・８・第243図２～５）　いわゆる撥形に近いもの。

石材は砂岩・安山岩・粘板岩が用いられており、表面に礫面を残すものが比較的多く見られる。

第241図７は刃部の一部が直線的に大きく折れたために欠損している。第243図５は基部を欠損して

いるものの、最大幅が14㎝以上と大形である。

c類（第244図・第245図１・２・４・５）　側縁中央部付近が抉れるいわゆる分銅形のもの。

石材は砂岩・安山岩がほとんどであるが、第244図４のようにデイサイトを用いているものも存在

する。第244図３・第245図２・５などは、刃部を大きく欠損しているため全体の大きさは不明だが、

大形の打製石斧であると思われる。

礫斧（第246図１～５）

礫を素材として用いており、原礫の形状をとどめるものを礫斧として扱った。５点が出土してお

り、すべて図示した。

第246図１は礫の長軸に対し直交するように刃部が設けられているが、２～５では礫の長軸に対し

平行するように刃部が設けられている。石材は１・３がF．ホルンフェルス、２・４が砂岩、５が

安山岩である。
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磨製石斧（第246図６）

凝灰岩で作られた磨製石斧の一部が１点出土している。刃部を含めた先端部は横位方向に直線的

に折れ欠損しているため、基部のみが残存している。腹背両面は研磨されているが、側面は研磨さ

れていない。

削器（第247図１・２）

２点が出土した。第247図１は背面に礫面を残し、粗い剥離によって刃部を設けている。２は薄い
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剥片素材の縁辺に、粗い剥離調整を行っている。石材は１がF．ホルンフェルス、２が砂岩である。

楔形石器（第247図３）

黒曜石（神津島恩馳島産）を石材とする１点が出土した。上下端に平坦面をもたず、角柱状の断

面を呈しており、背面では上下から対向する剥離が行われている。上下端ともに潰れが認められる。

掻器（第247図４）

黒曜石（箱根畑宿産）を石材とする１点が出土した。剥片素材を用いて、下端に剥離調整を行っ

ている。

石匙（第247図５）

F．ホルンフェルスを石材とする１点が出土した。幅広の素材を横位に用いており、剥離調整は

腹背両面の縁辺に行われている。

磨石（第248図・第249図１・２）

30点が出土しており、11点を図示した。いずれも安山岩を石材として用いている。第248図１が縦

長の台形状の石材を用いている以外は、楕円形もしくは円形の石材を使用している。

第248図１では表面全体に若干の凹みが見られ、また下端に敲打によると思われる凹凸が見られ

る。３では先端が磨滅している。７は下端の一部が平坦になっており、敲打もしくは磨り潰しの作

業によるものと推測される。８・９は大きい石材を使用している。第249図１・２はいわゆる凹石で

あり、１では表裏両面の中心付近に凹みが見られる。２では表面に縦8.0㎝、横6.5㎝に及ぶ楕円形

の凹みが作られており、裏面は磨滅が著しい。

石皿（第249図３～５・第250図）

９点が出土しており、うち７点を図示した。いずれも安山岩を石材としている。第249図５は完形

品であるが、これ以外は一部を欠損している。第249図４では敲打によると思われる凹みが石皿の中

心部分に見られる。また、左側に被熱の痕跡が残っており、被熱が原因と思われる亀裂が入ってい

る。５は多孔質の安山岩が用いられており、研磨の進行によって磨面は中心に向かってなだらかに

傾斜している。第250図２では磨面が平坦に整形されている。３では横位方向に研磨された痕跡が残

る。４は敲打による凹みが中心部分（破片下側）に見られる。

石核（第251図～第255図１）

19点が出土し、うち15点を図示した。それぞれの特徴から２類に分類することができる。

a類（第251図～第253図３）　石核として整形されたうえで剥離が行われているもの。

打面転移を繰り返し行っているものが大半を占める。石材は第252図の１・２がF．ホルンフェル

スで、それ以外は黒曜石（神津島恩馳島産・諏訪星ヶ台産）である。

第251図１は90度の打面転移を繰り返した結果サイコロ状の形状になっているもので、最終打面に

自然面が残る。第251図２や第253図１は打面転移を繰り返した結果、三角錐状の形状になっている。

第251図３や第253図２は、上部から繰り返し縦長の剥片を得るための剥離が行われた結果、上部が

潰れている。第251図４は剥離が繰り返し行われた結果、台形状になっており上部に自然面が残る。

第252図２は縦長の剥片を得る剥離が行われている。第252図３は第251図１と同様にサイコロ状に

なっている。第252図４は横長のやや大きめの剥片が得られており、腹面や側面に自然面が残る。
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b類（第253図４～第255図１）　いわゆるブランク状態のもの。

敲打によって石材を割っているものの、石核として整形されていないもので、いわゆるブランク

状態のものを本類とした。３点が出土し、いずれもF．ホルンフェルスを石材として用いている。

原石（第255図２）

剥離調整などは一切行われておらず、加工する前の原石と考えられる。石材は赤玉石である。
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第５節　旧石器時代の遺構と遺物
旧石器時代に属する遺構と遺物は、中見代第Ⅰ遺跡に面した尾根Aから二ッ洞南遺跡に隣接する

谷Cにかけて分布していた。これらの礫群・配石・石器を対象として、出土層位・水平分布・垂直

分布を検討し、休場層を生活面とする文化層として認識した。

⑴　休場層の遺構と遺物の分布状況（第256・262図）

休場層の礫群・配石・石器は、尾根A・谷B・尾根B・谷Cに分布しており、礫群18基264点、配

石16基16点、単独礫100点からなる合計380点の礫と、ブロック２か所34点、単独出土した151点から

なる合計185点の石器が検出された。

礫群は尾根Aの16基と尾根Bの２基が谷Bを臨む緩斜面に分布している。検出層位は休場層が216

点（82%）、休場層中層が48点（18%）である。配石は出土礫のなかで900ｇ以上のものを配石とし

て分類したものである（竹内 1994）。尾根Aに12基、谷Bに３基、谷Cに１基が分布する。検出層位

は休場層が12基、休場層中層が４基である。

【尾根Aの遺構と遺物】
尾根Aでは礫群16基、配石12基、ブロック２か所の遺構を検出し、単独出土の石器60点が出土し

た。

①遺　構
a．礫群
尾根Aでは第１号礫群～第11号礫群・第14号礫群～第18号礫群の礫群16基が検出された。検出層

位は11基が休場層、５基が休場層中層である。

第１号礫群（第257図）

尾根Aの26－12グリッドに位置する。構成礫は８点で、長軸約0.4ｍ、短軸約0.3ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高167.64ｍ～167.61ｍにかけて約３㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高167.62ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は1,433ｇ、平均重量は179.1ｇである。構成礫

は、割面赤変礫８点である。石材は、安山岩７点、デイサイト１点である。接合関係は認められな

い。

第２号礫群（第257図）

尾根Aの26－12グリッドに位置する。構成礫は22点で、長軸約1.4ｍ、短軸約1.3ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高167.84ｍ～167.67ｍにかけて約17㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高167.74ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は4,398ｇ、平均重量は199.9ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫16点、割面非赤変破損礫６点である。石材は、安山岩17点、デイサイト５点で

ある。接合関係は第３号礫群と１例、第４号礫群・単独礫と１例、第５号礫群と１例、第６号礫群

と１例、礫群内１例、単独礫と１例が認められた。

第３号礫群（第257図）

尾根Aの26・27－12グリッドに位置する。構成礫は21点で、長軸約2.2ｍ、短軸約1.5ｍの範囲に

分布する。垂直分布は標高167.58ｍ～167.39ｍにかけて約19㎝の分布幅を形成しており、大部分の

礫は標高167.50ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は5,877ｇ、平均重量は279.9ｇである。構
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成礫は、割面赤変破損礫21点である。石材は、安山岩15点、デイサイト６点である。接合関係は第

２号礫群と１例、礫群内で３例が認められた。

第４号礫群（第258図）

尾根Aの26－12グリッドに位置する。構成礫は５点で、長軸約0.9ｍ、短軸約0.6ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高167.64ｍ～167.54ｍにかけて約10㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高167.60ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は879ｇ、平均重量は175.8ｇである。構成礫は、

第257図　第１号～第３号礫群実測図
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割面赤変破損礫４点、割面非赤変破損礫１点である。石材は、安山岩５点である。接合関係は第２

号礫群と１例が認められた。

第５号礫群（第258図）

尾根Aの26－12グリッドに位置する。構成礫は４点で、長軸約1.1ｍ、短軸約0.3ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高167.59ｍ～167.52ｍにかけて約７㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高167.56ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は667ｇ、平均重量は166.8ｇである。構成礫は、

割面赤変破損礫４点である。石材は、安山岩４点である。接合関係は第２号礫群と１例が認められ

た。

第６号礫群（第258図）

尾根Aの26－12グリッドに位置する。構成礫は４点で、長軸約1.1ｍ、短軸約0.2ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高167.51ｍ～167.45ｍにかけて約６㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高167.48ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は1,184ｇ、平均重量は296.0ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫４点である。石材は、安山岩１点、デイサイト３点である。接合関係は第２号

礫群と１例、礫群内で１例が認められた。

第７号礫群（第258図）

尾根Aの26－17グリッドに位置する。構成礫は17点で、長軸約1.3ｍ、短軸約0.5ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層７点、休場層中層10点である。垂直分布は標高170.36ｍ～170.23ｍにかけ

て約13㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は標高170.33ｍ付近に礫の底面を置いている。総重

量は1,446ｇ、平均重量は85.1ｇである。石材は、安山岩13点、デイサイト４点である。構成礫は、

割面赤変破損礫15点、割面非赤変破損礫２点である。接合関係は第８号礫群と１例、第９号礫群と

１例が認められた。

第８号礫群（第259図）

尾根Aの26－17グリッドに位置する。構成礫は20点で、長軸約1.2ｍ、短軸約1.0ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高170.41ｍ～170.34ｍにかけて約７㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫は標高170.37ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,625ｇ、平均

重量は131.3ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫15点、割面非赤変破損礫５点である。石材は、安

山岩13点、デイサイト７点である。接合関係は第７号礫群と１例、第９号礫群と１例、第10号礫群

と１例、礫群内で１例が認められた。

第９号礫群（第259図）

尾根Aの26－17グリッドに位置する。構成礫は８点で、長軸約0.7ｍ、短軸約0.6ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高170.51ｍ～170.44ｍにかけて約７㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫は標高170.48ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,117ｇ、平均

重量は264.6ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫７点、割面非赤変破損礫１点である。石材は、安

山岩５点、デイサイト３点である。接合関係は第７号礫群と１例、第８号礫群と１例が認められた。

第10号礫群（第259図）

尾根Aの26－16グリッドに位置する。構成礫は３点で、長軸約0.3ｍ、短軸約0.2ｍの範囲に分布
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する。検出層位は休場層中層である。垂直分布はすべて標高170.27ｍに分布している。総重量は485

ｇ、平均重量は161.7ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫１点、割面非赤変破損礫２点である。石

材は、安山岩３点である。接合関係は第８号礫群と１例が認められた。

第11号礫群（第259図）

尾根Aの26－16グリッドに位置する。構成礫は７点で、長軸約0.7ｍ、短軸約0.2ｍの範囲に分布

する。検出層位は休場層中層である。垂直分布は標高170.24ｍ～170.18ｍにかけて約６㎝の分布幅

を形成しており、大部分の礫は標高170.22ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は540ｇ、平均重

量は77.1ｇである。構成礫は、割面赤変破損礫５点、割面非赤変破損礫２点である。石材は、安山

岩５点、デイサイト２点である。接合関係は第11号配石・第16号礫群・単独礫と１例が認められた。

第14号礫群（第260図）

尾根Aの27－10グリッドに位置する。構成礫は21点で、長軸約0.7ｍ、短軸約0.5ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高165.80ｍ～165.73ｍにかけて約７㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

第258図　第４号～第７号礫群実測図
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標高165.77ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は4,877ｇ、平均重量は232.2ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫15点、割面非赤変破損礫６点である。石材は、安山岩20点、デイサイト１点で

ある。接合関係は礫群内で２例、単独礫と１例が認められた。

第15号礫群（第260図）

尾根Aの27－10グリッドに位置する。構成礫は８点で、長軸約0.4ｍ、短軸約0.3ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高165.76ｍ～165.69ｍにかけて約７㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高165.73ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は1,463ｇ、平均重量は182.9ｇである。構成礫

は、完形赤変礫１点、割面赤変破損礫６点、割面非赤変破損礫１点である。石材は、安山岩６点、

デイサイト２点である。接合関係は第16号礫群と１例、単独礫と２例が認められた。

第16号礫群（第260図）

尾根Aの27－10グリッドに位置する。構成礫は17点で、長軸約1.0ｍ、短軸約0.6ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高165.74ｍ～165.67ｍにかけて約７㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高165.71ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は1,504ｇ、平均重量は88.5ｇである。構成礫

第259図　第８号～第11号礫群実測図
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は、割面赤変破損礫11点、割面非赤変破損礫６点である。石材は、安山岩８点、デイサイト９点で

ある。接合関係は第11号配石・第11号礫群・単独礫と１例、第15号礫群と１例、単独礫と２例が認

められた。

第17号礫群（第260図）

尾根Aの27－９グリッドに位置する。構成礫は７点で、長軸約0.5ｍ、短軸約0.4ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高165.43ｍ～165.38ｍにかけて約５㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高165.41ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,628ｇ、平均重量は375.4ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫７点である。石材は、安山岩７点である。接合関係は礫群内の接合で１例が認

められた。

第18号礫群（第261図）

尾根Aの27・28－９グリッドに位置する。構成礫は68点で、長軸約3.2ｍ、短軸約1.5ｍの範囲に

第260図　第14号～第17号礫群実測図
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分布する。垂直分布は標高165.32ｍ～164.95ｍにかけて約37㎝の分布幅を形成しており、大部分の

礫は標高165.19ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は13,830ｇ、平均重量は203.4ｇである。構

成礫は、割面赤変破損礫57点、割面非赤変破損礫11点である。石材は、安山岩54点、デイサイト14

点である。接合関係は第14号配石と１例、第15号配石と１例、単独礫と２例、礫群内で６例が認め

られた。

b．配石
尾根Aでは12基12個からなる配石が検出された。これらは第１号配石～第５号配石が尾根の中央、

第９号配石～第12号配石が尾根の北側、第13号配石～第15号配石が尾根の南側に分布する。検出層

位は休場層中層が４基、休場層が８基である。配石12基の総重量は17,676ｇ、１基の平均重量は

1,473ｇである。配石の状態は完形赤変礫が１点、割面赤変破損礫が11点である。完形礫が８%と少

なく、すべて赤変礫である。石材は、安山岩が最も多く10点で83%を占めている。これ以外に、デ

イサイト２点（17%）がある。接合関係は第11号配石・第11号礫群・第16号礫群・単独礫と１例、

第14号配石・第18号礫群と１例、第15号配石と第18号礫群と１例が認められた。

第261図　第18号礫群実測図
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c．ブロック
尾根Aの遺構は２か所のブロックから検出された尖頭器１点、剥片・砕片33点の合計34点と、単

独出土60点の、合計94点の石器群によって構成されている。ブロックは尾根Aの中央に位置する第

３号礫群・第２号配石・第５号配石とともに東側の谷Bを臨む緩斜面に分布する。

第１号ブロック（第263図）

尾根Aの27－12グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約1.6ｍ、短軸約

0.6ｍである。石器類は標高167.47ｍ～167.37ｍにかけて約10㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群は剥片・砕片６点である。石材はすべてF．ホルンフェルスである。

第２号ブロック（第263図）

尾根Aの27－12グリッドで確認したブロックである。ブロックの規模は、長軸約2.5ｍ、短軸約

1.6ｍである。石器類は標高167.29ｍ～166.90ｍにかけて約39㎝のレベル差が生じていた。確認され

た石器群は尖頭器１点、剥片・砕片27点である。石材は剥片・砕片26点がF．ホルンフェルス、尖

頭器１点がガラス質黒色安山岩、剥片１点が和田小深沢産の黒曜石である。

②単独出土の石器
単独出土の石器はナイフ形石器12点、尖頭器２点、削器１点、加工痕のある剥片１点、使用痕の

ある剥片１点、石核１点、剥片・砕片42点である。出土層位は栗色土層２点（３%）、富士黒土層４

点（７%）、漸移層９点（15%）、休場層42点（70%）、休場層中層２点（３%）、休場層下層１点（２

%）である。石材は、ナイフ形石器12点のうち、７点が黒曜石、４点がF．ホルンフェルス、１点

がガラス質黒色安山岩である。

③遺　物
尾根Aの遺物は、ブロックから検出された34点と単独出土した60点の、合計94点の石器群によっ

て構成される。その内訳はナイフ形石器12点、尖頭器３点、削器１点、加工痕のある剥片１点、使

用痕のある剥片１点、石核１点、剥片・砕片75点であった。

ナイフ形石器（第264図１～第265図12）

ナイフ形石器は二側縁加工のものをⅠ類として、a～cに細分した。

Ⅰ類a（第264図１～３）　二側縁加工で、最大長が５㎝以上のもの（欠損品は復元値）。

第264図１は先端部を欠損しているが5.7㎝以上、２が5.6㎝、３が5.1㎝以上の大きさを示してお

り、ナイフ形石器のなかでも大形の部類に入るものである。１と２は石刃を素材とし、調整加工と

してブランティングを施して器体整形されているが、素材の縁辺に簡単な調整を加えただけで基部

を形成しているもの（１）と素材の先端部と基部の縁辺に調整を加えたもの（２）がある。ブラン

ティングは主要剥離面側から行われ（１・２）、刃部と接する部分に鋭い先端部を形成している（２）。

素材を構成している剥離痕は剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって構成されたもの

であった（１・２）。１と２の刃部には微細な剥離痕が観察される。１の基端には素材の打面が残置

されている。３は厚手の縦長剥片を縦位に用い、調整加工として鋸歯状の加工を施して器体整形さ

れている。右側縁には素材の縁辺を残している。基部には素材の打面を残置している。
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Ⅰ類b（第264図４・５）　二側縁加工で、最大長が５㎝以下、３㎝以上のもの。

第264図４・５は、石刃（５）や縦長剥片（４）を素材として二側縁にブランティングを施して器

体整形されている。ブランティング以外の調整としては、主要剥離面にブランティングを打面とす

る平坦な剥離が施される（４）。素材を構成している剥離痕は剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の

剥離痕によって構成されたもの（４）と90度剥離方向が異なる剥離面が形成されているもの（５）

があった。

Ⅰ類c（第264図６）　二側縁加工で、最大長が３㎝以下のもの。

第264図６は石刃を素材として、左側縁と右側縁にブランティングを施している。素材を構成して

いる剥離痕は剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって構成されたものであった。

ナイフ形石器の折損品（第264図７～第265図12）

第264図７～第265図12はナイフ形石器の折損品である。第264図７は二側縁加工のナイフ形石器の

折損品である。剥離面と主要剥離面ともに同じ方向の剥離痕によって構成されている。第265図８は

縦長剥片を素材として、左側縁に粗いブランティングを施している。右側縁が節理面で欠損してい

る。９～12はナイフ形石器の先端部である。９は右側縁にブランティングを施しており、剥離面と

主要剥離面が180度異なる方向の剥離痕によって構成されている。10～12は左側縁に素材の鋭い縁辺

を残している。

尖頭器（第265図13～15）

第265図13～15は尖頭器である。両面調整のものであるが、ほぼ器体全体に面的剥離を施している

もの（13）と一部に素材の剥離面を残すもの（14・15）がある。13は全体的なプロポーションが木

第263図　第１号・第２号ブロック実測図
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第264図　尾根A出土休場層石器実測図⑴
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第265図　尾根A出土休場層石器実測図⑵
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葉形に整形されている。側縁はやや波打つ部分があるがほぼ直線的な状態に整えられ、縁辺の調整

が比較的入念に行われている。調整は面的調整で両側縁から中央に向かって面的に施されている。

表面の調整は同程度の剥離によって比較的ていねいな状態が看取されるものの、裏面では中央に素

材の剥離痕を残している。これらの調整に加えて細かな剥離を施して左右対称の器体が整形されて

いる。14・15は半両面加工の尖頭器である。表裏に素材の剥離面や主要剥離面を一部残している。

面的な調整は表面に施されるが、大きめの剥離とともに小さな剥離で整えられる。左右は非対象と

なっている。15は未製品の可能性も残る。

削器（第266図16）

第266図16は削器である。横長剥片の左側縁と下端部に急斜な刃部が作製されている。左側縁の刃

部がやや内湾する形状から、抉入石器の機能が考えられるが、素材の縁辺に沿った作りであり、意

図的な内湾とは考え難いので削器とした。

加工痕のある剥片（第266図17）

第266図17は加工痕のある剥片である。１点が確認されている。これは何らかの目的で素材に調整

が施されているものであるが、目的が明確に判断できないため加工痕のある剥片とした。素材剥片

の下端部に急斜な調整面を形成している。

石核（第266図18）

第266図18は石核である。90度の打面転移が行われているもので、裏面には礫面が確認される。正

面には上設打面から、左側面には上面と正面から、右側面には上面からの剥片剥離が施され、上設

打面は正面と左側面と右側面からの剥離が加えられている。

接合資料（第267図19）

接合資料は２点を確認して１点を図示した。第267図19は石核と剥片の接合で、19はその接合状態

である。単剥離打面からの連続的な剥離を示している。このほかに節理面で折損した剥片１点が接

合している。

④まとめ
尾根Aの本文化層は、ナイフ形石器12点、尖頭器３点、削器１点、加工痕のある剥片１点、使用

痕のある剥片１点、石核１点、剥片・砕片75点の合計94点で構成されている。このうち、尖頭器１

点、剥片・砕片33点の合計34点はブロックの構成石器であるが、ナイフ形石器12点、尖頭器２点、

削器１点、加工痕のある剥片１点、使用痕のある剥片１点、石核１点、剥片・砕片42点は単独出土

例である。

文化層の主体を占める器種はナイフ形石器である。これにわずかな量の尖頭器、削器、石核等の

各器種と加工痕のある剥片が伴うナイフ形石器石器群である。その組成中に尖頭器が含まれること

から、ナイフ形石器を主体とする石器群のなかでも後出のものと思われる。

石材組成は、第１石材がF．ホルンフェルス63点（67%）、606.3ｇ（71%）であり、出土点数・重

量ともに比率が高い。このほか、第２石材が黒曜石24点（26%）、112.6ｇ（13%）、第３石材が珪質

頁岩５点（５%）、119.3ｇ（14%）、第４石材がガラス質黒色安山岩２点（２%）、11.7ｇ（１%）で

ある。黒曜石の原産地は信州系が18点（75%）、96.8ｇ（86%）と比率が高く、伊豆・箱根系が５点
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（21%）、15.7ｇ（14%）であった。

剥片剥離技術は、信州系の黒曜石やF．ホルンフェルスを素材とする石器類の観察から、石刃や

縦長剥片を目的としていたと思われる。そして、石器類の多くが石刃や縦長剥片を素材としている

ことから、石刃技法を技術基盤としてこれらの剥片類を生産していると考えられる。石刃・縦長剥

片11点の観察では、剥片剥離方向を一定方向にしたものと90度打面転移したものが認められた。石

核には90度の打面転移が行われていた。

【谷Bの遺構と遺物】
谷Bでは配石３基の遺構を検出し、単独出土の石器12点が出土した。

①遺　構
a．配石
谷Bでは３基３個からなる配石が検出された。第６号配石～第８号配石は谷の北側に分布してい

る。検出層位は休場層が３基である。配石３基の総重量は2,949ｇ、１基の平均重量は983.0ｇであ

る。配石の状態は割面赤変破損礫が３点である。すべて破損礫で割面が赤変している。石材は、す

べて安山岩である。接合関係は認められなかった。

②遺　物
谷Bから出土した遺物は、単独出土の12点の石器群によって構成されている。谷Bでは石器が散

在しており、ブロックの認定が困難であった。単独出土の石器はナイフ形石器３点、彫器１点、剥

片・砕片８点である。出土層位は栗色土層１点、富士黒土層２点、漸移層７点、休場層１点、休場

層中層１点である。石材は、ナイフ形石器３点のうち、２点が黒曜石、１点が赤玉石である。

ナイフ形石器（第268図１・２）

ナイフ形石器は二側縁加工のものが確認された。第268図１は二側縁加工のナイフ形石器で、最大

長が2.3㎝の小形のものである。これは刃部を除く両側縁にブランティングによる調整を加え、刃部

と接する部分に鋭い先端部を作出したものである。ブランティングはすべて主要剥離面側から行わ

れている。素材剥片の剥離面と主要剥離面を観察すると、180度剥離方向が異なる剥離痕によって構

成されたものであった。このようなあり方から、本製品は両設打面石核から作出された可能性が高

第267図　尾根A出土休場層石器実測図⑷
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いと思われる。２は二側縁加工のナイフ形石器の基部である。

彫器（第268図３）

第268図３は彫器である。これは素材の一端に彫刀面を作出しているもので、ブランティング状の

急斜な粗い調整により打面部が用意されている。素材は縦長剥片である。

【尾根Bの遺構と遺物】
尾根Bでは礫群２基の遺構を検出し、単独出土の石器19点が出土した。

①遺　構
a．礫群
尾根Bでは第12号礫群と第13号礫群が検出された。検出層位は休場層である。

第12号礫群（第269図）

尾根Bの35－15グリッドに位置する。構成礫は12点で、長軸約1.0ｍ、短軸約0.3ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高166.81ｍ～166.71ｍにかけて約10㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高166.77ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は2,879ｇ、平均重量は239.9ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫11点、割面非赤変破損礫１点である。石材は、安山岩12点である。接合関係は

礫群内で１例が認められた。

第13号礫群（第269図）

尾根Bの36－12グリッドに位置する。構成礫は12点で、長軸約2.2ｍ、短軸約0.9ｍの範囲に分布

する。垂直分布は標高165.39ｍ～165.25ｍにかけて約14㎝の分布幅を形成しており、大部分の礫は

標高165.31ｍ付近に礫の底面を置いている。総重量は1,841ｇ、平均重量は153.4ｇである。構成礫

は、割面赤変破損礫11点、割面非赤変破損礫１点である。石材は、安山岩10点、砂岩２点である。

接合関係は礫群内で２例が認められた。

②遺　物
尾根Bから出土した遺物は、単独出土した合計19点の石器群によって構成されている。その内訳

は、ナイフ形石器７点、尖頭器２点、石核２点、加工痕のある剥片１点、剥片７点であった。出土

層位は休場層中層１点、休場層上層１点、休場層９点（47%）、漸移層１点、富士黒土層７点（37%）

第268図　谷B出土休場層石器実測図
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である。

ナイフ形石器（第270図１～６）

ナイフ形石器は二側縁加工のものをⅠ類として、a～cに細分した。

Ⅰ類a（第270図１～３）　二側縁加工で最大長が５㎝以下、３㎝以上のもの（欠損品は復元値）。

第270図１～３は長さが3.1㎝（１）、3.0㎝（２・３）である。これらは先端部を欠損するので明

らかではないが、鋭い先端部が形成されるのが普通である。ブランティングは主要剥離面側から行

われている。これら３点のナイフ形石器は、剥離面、主要剥離面が同じ方向の剥離痕によって構成

されている。このような素材剥片のあり方から、石刃・縦長剥片を素材とし、単設打面の石核から

剥離された可能性が高いと思われる。

Ⅰ類b（第270図４）　二側縁加工で、最大長が３㎝以下のもの（欠損品は復元値）。

第270図４は長さ2.0㎝である。先端部を欠損するが、Ⅰ類aと同様に鋭い先端部が形成されてい

たと思われる。ブランティングは主要剥離面側から行われている。素材剥片は剥離面、主要剥離面

が同じ方向の剥離痕によって構成されている。このような素材剥片のあり方から、縦長剥片を素材

とし、単設打面の石核から剥離された可能性が高いと思われる。

Ⅰ類c（第270図５・６）　切出形石器、台形様石器と呼称されるもの。

２点が確認された。第270図５と６は横長剥片を素材として、両側縁に調整を施している。調整は

すべて主要剥離面側から加えられている。素材剥片は剥離面と主要剥離面が180度異なる方向の剥離

第269図　第12号・第13号礫群実測図
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第270図　尾根B出土休場層石器実測図⑴
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痕によって構成されたものである。

尖頭器（第270図７・８）

２点が確認された。第270図７・８は横長剥片を素材として、全縁から剥離面側の中央部に向かっ

て急斜度の調整で整える。多少は主要剥離面側にも調整が行われているものもあるが、ほぼ片面だ

けに加工を集中させているもの（８）と周辺加工のもの（７）がある。一方の面だけに集中的に調

整を施して器体整形する加工状態には、大きな違いが認められないものである。

加工痕のある剥片（第270図９）

第270図９は両面加工の石器の基部である。

石核（第271図10・11）

２点が確認された。第271図10・11は石核素材と思われる礫に数回の剥離が加えられた程度のもの

で、石核というよりも素材礫に近いものである。剥離作業面は正面に限定され、剥片剥離作業面と

打面を除く部分に礫面が残る。打面調整は数枚の剥離痕で形成されている複剥離打面のもの（10）

と単剥離打面のもの（11）があり、打面調整技術が一様ではないことがうかがえる。

③まとめ
尾根Bの本文化層は、第５層休場層から第４層富士黒土層にかけて包含されたナイフ形石器７点、

尖頭器２点、加工痕のある剥片１点、石核２点、剥片・砕片７点の合計19点で構成されている。こ

れらはすべて単独出土例である。石器群の組成のなかにはナイフ形石器７点が含まれることから、

ナイフ形石器を組成する石器群であることが推定される。ナイフ形石器は二側縁加工の例が認めら

れ、石刃・縦長剥片・横長剥片を素材として製作されている。尖頭器は片面加工と周辺加工のもの

が確認された。

石材組成は、黒曜石11点、34.7ｇ、F．ホルンフェルス７点、476.5ｇ、凝灰岩１点、266.0ｇで

ある。黒曜石の原産地は箱根畑宿産が５点、信州系が６点であった。

剥片剥離技術は、石器類の観察から石刃・縦長剥片・横長剥片を目的としていたと思われる。そ

して、石器類のなかに石刃・縦長剥片を素材としたものがあることから、石刃技法の存在をうかが

うことができる。石刃・縦長剥片・横長剥片の観察では、剥片剥離方向を一定方向にしたものと180

度異なる方向の剥離痕によって構成されたものがあり、これらのことから単設打面石核と両設打面

石核の存在が推定される。

【谷Cの遺構と遺物】
谷Cでは配石１基の遺構を検出し、単独出土の石器60点が出土した。

①遺　構
a．配石
谷Cでは１基１個からなる配石が検出された。第16号配石は谷の東側に分布している。検出層位

は休場層である。配石１基の重量は4,265ｇで、配石の状態は割面赤変破損礫である。石材は、安山

岩である。接合関係は認められなかった。

②遺　物
谷Cの遺物は単独出土した60点の石器群によって構成される。その内訳はナイフ形石器21点、尖
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頭器２点、抉入石器１点、楔形石器１点、加工痕のある剥片５点、石核２点、剥片・砕片28点であっ

た。出土層位は休場層下層６点、休場層中層６点、休場層上層１点、休場層19点（32%）、漸移層14

点（23%）、富士黒土層９点、栗色土層３点、そのほか２点である。

ナイフ形石器（第272図１～第274図22）

ナイフ形石器は二側縁加工のものをⅠ類、一側縁加工のものをⅡ類と大別した。

Ⅰ類a（第272図１～５）　二側縁加工で最大長が５㎝以下、３㎝以上のもの（欠損品は復元値）。

５点が確認された。これらのなかには一側縁のほぼ全縁に調整を加えて先端部と基部を形成して

いるもの（１～４）が多い。基部の調整はていねいな調整が行われているもの（１）もあるが、や

や粗い調整（２～５）となっている。調整にはブランティング加工が用いられ、ほとんどのものが

主要剥離面側から施される。このなかには、それほど急斜な側縁を形成せずに鋭い縁辺を潰して器

体の整形を行っているもの（１・３・５）がある。主要剥離面の基部に簡単な面的調整を施してい

るもの（１）は、肥大した基部の調整に施されたものと推定される。

素材には石刃（３・５）や縦長剥片（１・２・４）が用いられ、調整によって器体整形されてい

るが、この時に先端部に素材末端部を位置させるもの（１～４）とこれとは逆に素材の打面側に先

端部が形成されるもの（５）があり、素材の利用方法が限定されていなかったことがうかがえる。

これらの素材は剥離面、主要剥離面が同じ方向の剥離痕によって構成されたもの（１・２・４・５）

が多いことから、剥片剥離方向を一定方向に限定した剥片剥離技術によって生産された石刃・縦長

剥片が、素材となっていることが理解されよう。

Ⅰ類b（第272図６）　二側縁加工で、最大長が３㎝以下のもの。

１点が確認された。第272図６は一側縁の全縁に調整を加えて先端部と基部を形成している。基部

の調整はていねいな調整となっている。調整にはブランティング加工が用いられ、剥離面側と主要

剥離面側から施される。素材には縦長剥片が用いられ、素材の打面側に先端部が形成される。この

素材は剥離面、主要剥離面が同じ方向の剥離痕によって構成されている。

Ⅰ類c（第272図７～第273図12）　切出形石器、台形様石器状のもの。

６点が確認された。横長剥片製のもの（７・10・12）と縦長剥片製のもの（８・９・11）があり、

前者には素材の打面を残置してブランティング面に代用しているもの（10）と両側縁に調整を施し

ているもの（７・12）がある。７以外の調整は粗いものが多く、12の調整は急斜な状態に整形され

ていない。調整は主要剥離面側から行われるもの（７～10）と剥離面側から行われるもの（11・12）

があり、調整方向を限定していなかったことが判断されよう。７～９・11・12は調整により素材の

打面が除去されている。これらの素材剥片を形成している剥離痕は、剥離面と主要剥離面とも同一

方向の剥離痕で占められるもの（７～12）が多い。

Ⅱ類a（第273図13・14）　一側縁加工で、素材を横切るような調整を加えるもの。

第273図13・14は一側縁加工のナイフ形石器としたもので、ほかには加工を施していない。これら

のブランティングはやや粗く施されている。ブランティングは主要剥離面側から施されており、調

整方向が一定している。素材は石刃（13）や横長剥片（14）で、剥離面と主要剥離面が同一方向の

剥離痕によって構成されている。
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第272図　谷C出土休場層石器実測図⑴
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ナイフ形石器の折損品（第273図15～第274図22）

第273図15～17はナイフ形石器の先端部である。これらは細身の鋭い先端部を形成しているもので

第Ⅰ類の先端部である可能性が高いものである。調整にはブランティングが用いられているが、や

や粗い状態で調整されているものが多い。ブランティングは主要剥離面側から行われるもの（15・

17～20・22）が多いが、16や21には剥離面側からの剥離痕も観察されることから、相対する二方向

から調整を加える場合があったことが理解されよう。これらの素材には石刃が利用され、その末端

側をナイフ形石器の先端部として利用しているもの（15～17・20～22）と、これとは逆に素材の末

端側を基部としているもの（18・19）がある。そして、この素材に残されている剥離痕を観察する

と、剥離面と主要剥離面の両面が同一方向の剥離痕で構成されているもの（15～22）で占められて

いる。18～20は基部、21・22は胴部の破片である。

尖頭器（第274図23・24）

第274図23と24は両面調整の尖頭器で、器体全面に面的剥離を施している。23の全体的なプロポー

ションは木葉形に整形されているが、縁辺が緩やかに湾曲しており、縁辺の調整が粗い加工状態の

ままで終了している。調整は面的剥離で、両側縁から中央部に向かって両面に施されているが、調

整のなかには大きめの剥離痕が多く比較的粗い調整状態であることが判断される。これらの調整剥

離に加えて、ところどころに細かな剥離を施して全体的なプロポーションを整えており、おおむね

左右対称の器体が製作されている。長さが8.8㎝の大型品である。24は尖頭器の胴部である。両側縁

から表裏両面に向けて面的剥離を加えて器体整形されたものである。表面には大きめの剥離痕が認

められるものの、大部分は細かな剥離痕で占められており、ていねいな整形状態を示している。側

面の見通しは、側縁がやや湾曲しているものの直線に近い状態を示しており、器体整形がていねい

に行われていたことがうかがえる。

抉入石器（第274図25）

第274図25は抉入石器である。両面調整した石器を素材として、左側縁に裏面側から数回の剥離を

施して刃部を形成しているものである。刃部は凹刃で弧状の刃部が作出されているものの、刃部の

縁辺には凹凸があり、滑らかな状態には製作されていないことがうかがえる。

楔形石器（第274図26）

第274図26は楔形石器である。対向する二方向に両極打法による縁辺の潰れた階段状剥離が生じて

いる。表面のほとんどは上下両端からの剥離痕で構成されているが、裏面の相対する縁辺に達する

ような剥離痕はまれで、器体中央には素材剥片の礫面を残している。左側縁には裁断面が形成され

ている。

石核（第274図27・第275図28）

第274図27と第275図28は上下両端に打面を設置した両設打面石核である。上設打面はともに複剥

離打面で形成されているが、下設打面は上設打面からの剥離によって壊れている（27）ものと、剥

片剥離の途中で下設打面が失われているもの（28）がある。剥離痕のほとんどが上下両端の打面か

ら剥離されており、石核調整が施されない。主な剥離作業面は正面に限定されており、裏面や左側

面に礫面を残しているもの（27）と下設打面を失いながら節理面で大きく割れたもの（28）がある。
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第273図　谷C出土休場層石器実測図⑵
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第274図　谷C出土休場層石器実測図⑶
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これらの剥片剥離作業面の剥離痕を観察すると、上設打面からの剥離痕が多い。

③まとめ
谷Cにおける本文化層の石器群は、第５層休場層（休場層下層）から第３層栗色土層にかけて包

含されたナイフ形石器21点、尖頭器２点、抉入石器１点、楔形石器１点、加工痕のある剥片５点、

石核２点、剥片・砕片28点の合計60点で構成されている。これらはすべて単独出土例である。石器

群の組成のなかにはナイフ形石器21点が含まれることから、ナイフ形石器を組成する石器群である

ことが推定される。ナイフ形石器は二側縁加工と一側縁加工の例が認められ、石刃・縦長剥片を素

材として製作されている。尖頭器は両面加工のものが確認された。

石材組成は、黒曜石40点、84.7ｇ、F．ホルンフェルス８点、155.9ｇ、ガラス質黒色安山岩８点、

127.6ｇ、珪質頁岩２点、2.5ｇ、チャート２点、1.8ｇである。黒曜石の原産地は信州系が24点、伊

豆・箱根系が16点であった。

剥片剥離技術は、石器類の観察から石刃・縦長剥片を目的としていたと思われる。そして、石器

類のなかに石刃・縦長剥片を素材としたものがあることから、石刃技法の存在をうかがうことがで

きる。石刃・縦長剥片の観察では、剥片剥離方向を一定方向にしたものが多く、出土した単設打面

石核と一致している。

【尾根Aの休場層の位置付け】
本文化層は第５層休場層を中心に第３層栗色土層にかけて出土している。愛鷹山麓におけるナイ

フ形石器石器群は、愛鷹ローム層の第Ⅲスコリア帯黒色帯２から出現し、休場層で盛行期を迎え、

後退期を経て衰退していくことから、本文化層のナイフ形石器は盛行期から後退期のものと推定さ

れる。この石器群に、尖頭器が組成されるのは「東海地方の地域編年」『旧石器時代の地域編年的研

第275図　谷C出土休場層石器実測図⑷
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究』（高尾好之ほか 2006）より、「第４期」前半段階とされる。本石器群はファシットを有する尖頭

器や上ヶ屋型彫器・小坂型彫器・先刃式掻器が欠落するものの、ティアドロップ形と幾何学的なナ

イフ形石器、茂呂系の小型化したナイフ形石器、求心的な石核等が認められないことから「第４期」

前半段階の石器群に対比することが可能と思われる。

【谷Bの休場層の位置付け】
本文化層は第５層休場層を中心に第３層栗色土層にかけて出土した単独出土資料12点の石器群に

よって構成される。出土層位が漸移層であり、尾根Aから出土した休場層の石器群より上位に分布

していることから「第４期」前半段階（高尾好之ほか 2006）より新しい石器群と位置付けることも

可能であるが、今後の資料の増加を待って、石器群全体のなかで検討されることに期待したい。

【尾根Bの休場層の位置付け】
本文化層は第５層休場層から第４層富士黒土層にかけて出土した単独出土資料19点の石器群によっ

て構成される。出土層位を比較すると、尾根Aから出土した休場層の石器群より富士黒土層からの

出土点数が多いことから、やや新しい段階の可能性がある石器群である。

【谷Cの休場層の位置付け】
本文化層は第５層休場層（休場層下層）から第３層栗色土層にかけて出土した単独出土資料60点

の石器群によって構成される。出土層位を比較すると、尾根Aから出土した休場層の石器群と同じ

段階からより新しい段階の石器群と推定することができる。
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第Ⅴ章　調 査 成 果
１．二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡の立地と出土状況

二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡は東を松沢川、西を中沢川に挟まれた尾根上に立地している。この

尾根は遺跡の密集地帯であり、両遺跡の北側には旧石器時代～縄文時代の足高尾上遺跡群、南側に

は弥生時代の大規模集落群が広がっている。

両遺跡に向けて南から３つの支谷が貫入したことによって、尾根は複雑に侵食され、調査区は３

つの尾根（尾根A・B・C）と２つの谷（谷B・C）にまたがって広がっている。

二ッ洞南遺跡は東側の谷と谷Cに挟まれた細い尾根上（尾根C）に位置し、南北を埋没谷に挟ま

れることで独立丘陵地状の地形となる。検出された遺構と遺物は、弥生時代後期～古墳時代初頭の

ものが大半を占め、集落は調査区の南側を中心に展開する。そのほかに、縄文時代および旧石器時

代に属する遺構と遺物も検出された。

植出北Ⅱ遺跡は２つの尾根（尾根A・B）と２つの谷（谷B・C）にまたがる。検出された遺構と

遺物は、弥生時代後期～古墳時代初頭のものが大半を占め、集落は尾根Bと谷Cを中心に展開する。

そのほかに、古墳時代以降、縄文時代、旧石器時代に属する遺構と遺物も検出された。

以下、両遺跡の特に注目すべき点について、調査成果の概略と若干の考察を述べる。

２．土坑を伴う大形の溝状遺構
⑴　溝の概要と特徴

二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡では、土坑を伴う大形の溝状遺構が検出された。二ッ洞南遺跡の溝

は全長32ｍで、尾根C上を北東－南西方向へ走り、７基の土坑を伴う。植出北Ⅱ遺跡の溝は尾根A

および尾根B～谷Cで検出され、やはり北東－南西方向へ伸びている。谷Bでいったん途切れている

ものの、検出された長さを合わせると210ｍを超え、19基の土坑を伴う。両遺跡の溝は一続きであっ

たと考えられることから、複数の尾根と谷を横断していたことになる。

以下に、この溝状遺構の特徴をまとめる。まず、溝じたいの規模が非常に大形であり、幅は平均

して２ｍ前後で、広いところでは４ｍを超え、深さは1.2ｍ前後を測る。断面はV字状を呈し、底部

に向かって鋭角に掘り込まれている。また、覆土の一部を掘り直しており、改修した跡が認められ

た。さらに最も注目すべき点として、大形の土坑を伴う点が挙げられる。土坑は平均して長径２ｍ

以上を測り、最大4.5ｍを超える。深さは1.5～2.5ｍを測り、深いものでは３ｍに達する。平面形は

円形もしくは楕円形状で、断面は筒形に近いU字状を呈し、底面は平坦に整えられている。現状で

は土坑の規模にはばらつきがあり、間隔もやや不規則に並んでいる。

同様の溝状遺構は、植出北Ⅱ遺跡から600ｍほど西に位置する八兵衛洞遺跡（№９～12地点）でも

発見されており、特徴も共通している。その土坑覆土を観察すると、本遺跡と同様に埋没する過程

で改修されているものが認められるほか、途中で位置が変更されているものや、増設されているも

のも認められた。現状の位置関係や規模も考慮すると、当初は形の整った大形の土坑がある程度、

等間隔に並んでいたことが想定され、その後の改修により形状や規模の統一性が薄れ、不整形で小
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形のものが新設されたことで配置にも粗密が生じたものと考えられる。

この溝状遺構は、途中の断絶を含むものの、二ッ洞南遺跡から八兵衛洞遺跡まで少なくとも１㎞

に渡って設置されており、その間で複数の尾根と谷を横断している。二ッ洞南遺跡と植出北Ⅱ遺跡

が立地する尾根の東隣の尾根では、溝の所属時期である弥生時代後期～古墳時代初頭をおもな活動

時期とする集落が希薄であり溝址も発見されていないことから、溝の東端は松沢川の流れる谷の西

側、つまり二ッ洞南遺跡であると考えられる。

⑵　溝の所属時期
この溝状遺構の所属時期については、発掘調査の状況から弥生時代後期～古墳時代初頭に属する

ものと考えられるが、詳細な構築時期や継続期間を断定するには至っていない。これは先に刊行し

た八兵衛洞遺跡においても同様である。

植出北Ⅱ遺跡では溝内から多数の土器が出土しており、一定量を図化することができたことから、

出土土器による時期の絞り込みを試みたが、出土は覆土内に限られ、下底面に密着した状態のもの

が皆無であるため、構築の時期を明確に示すことは難しかった。出土土器は器形や様式から、古墳

時代初頭に降るものが含まれていることは明らかだが、弥生時代に属すると考えられる土器との間

にレベル差はほとんど認められない。

さらに、溝および土坑の覆土について自然科学分析を行ったが、やはり詳細な時期を特定できる

ような資料を得ることはできなかった。したがって、溝状遺構の所属時期については当初の見解ど

おり、弥生時代後期～古墳時代初頭という幅広い時期を設定せざるをえない。ただし、古墳時代初

頭までは溝が開口していたものと考えられる。

⑶　溝の用途
溝状遺構の用途についても、それを特定できるような資料が不足しており、溝および土坑覆土に

対して行われた自然科学分析の結果により、大まかな推測をすることしかできない。八兵衛洞遺跡

でも同様の分析が行われており、溝の機能時は常に滞水している環境にはなかったこと、土坑の内

部に動物や人の遺体が置かれていた可能性は低いこと、土坑内に植物体を使用した遮へい物や逆茂

木があった可能性は低いことが示されている。土坑については、底面が平坦に整えられているもの

の、陥穴に見られるような小穴は検出されなかった。

二ッ洞南遺跡では溝の北側に住居址が分布していないことから、居住区を区画するために構築さ

れた可能性が示されているが、植出北Ⅱ遺跡では溝の北側からもわずかに住居址が検出されている。

八兵衛洞遺跡では出土軒数じたいが少ないものの、やはり溝の北側で住居址の分布が確認されなかっ

たことから、溝より南側を中心に集落が展開する傾向は共通するようである。

上記のように、この溝状遺構の用途については手がかりが少なく、現状では不明な点が多い。全

国的に見ても類例が皆無であり、愛鷹山東南山麓に特有の存在である可能性が考えられることから、

今後の資料の増加により、検討が進むことを期待したい。また、二ッ洞南遺跡および植出北Ⅱ遺跡

の3.4㎞ほど南東には、前方後方墳である辻畑古墳が所在する。この古墳は出土した土器の型式によ
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り、３世紀中頃という築造年代が想定されていることから、築造時にはまだ溝状遺構が開口してい

た可能性があり、古墳との関係性も留意される。

３．弥生時代に属するガラス勾玉の鋳型（植出北Ⅱ遺跡）
⑴　鋳型の概要と特徴

植出北Ⅱ遺跡では、弥生時代に属すると考えられる勾玉の鋳型が５点発見された。うち、実測が

可能であった４点についてその特徴をまとめる。

鋳型の形状は４点ともに、いわゆる「脚台付環形鋳型」に属する。下部を欠損するが、本来は脚

台を付すと考えられ、側面は上方に向かって緩やかに外方へ開く。上部の平面形は円形もしくは楕

円形で、鋳型４を除く３点には中央部に円形の凹みが認められる。この凹みは深さ0.7～1.4㎝程度

で、脚部へは貫通しておらず、鋳型本体は中実である。

押されている勾玉の型は２～６個と鋳型によってばらつきがあるが、いずれも複数体で、環状に

配列する構成を基本とする。勾玉の大きさが小形である鋳型１と２では、５～６個の型が配置され

ているが、勾玉の大きさが中形～大形である鋳型３と４では、２個しか配置されていない。勾玉の

型の大きさは小さいもので1.7㎝、大きいものでは3.5㎝以上を測り、バラエティに富む。形状の崩

れているものが多く、鋳造後の２次的な加工が想定される。

⑵　弥生時代の鋳型
現在、弥生時代に属する勾玉の鋳型が確認されているのは、福岡県・佐賀県を含む九州地方、山

口県、大阪府の10遺跡であり、すべて西日本に限定されていた。植出北Ⅱ遺跡における発見は、東

日本で初めてとなり、その分布域が一気に東へ延びたことになる。またこれまで、１つの遺跡から

複数の鋳型がまとまって出土した例は少ないことから、５点の個体がまとまって見つかった点も大

変貴重である。

弥生時代の鋳型として報告されているものは、そのほとんどが後期に属しており、材質は土製と

石製に分かれる。藤田等氏の分類によれば、形状は長方形（縦型・横型）、円盤形、環形が存在し、

型押しされる勾玉には単体のものと複数体のものが存在する（藤田 1994 pp.242－244）。本遺跡の

鋳型は後期に属し、材質は土製、形状は環形で、勾玉の型は複数体である。

⑶　脚台付環形鋳型
本遺跡の鋳型は全国でも非常に類例の少ない、脚台付環形鋳型である。これまでに出土している

のは福岡県と大阪府の２遺跡のみであり、本遺跡は３例目となる。初めてこの形状が確認されたの

は、大阪府茨木市の東奈良遺跡である。現在、重要文化財に指定されているこの鋳型は中期～後期

に属するとされ、４点が出土した。もうひとつは福岡県北九州市の長野尾登遺跡で、１点がほぼ完

形の状態で出土している。この２遺跡と本遺跡の鋳型を比較すると、同じ脚台付環形鋳型のなかで

も、本遺跡だけに見られる特徴的な点がいくつか浮き彫りになる。
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【鋳型の法量】
鋳型の全長は、東奈良遺跡で3.6㎝とやや小さいものが認められるが、３遺跡とも総じて５㎝前後

と類似している。植出北Ⅱ遺跡の鋳型１は最大径が6.5㎝を測り、このなかでは大形である。

【鋳型の形状】
勾玉の型が押された上部の形状は、東奈良遺跡が明瞭な花弁状、長野尾登遺跡でも勾玉の型枠が

外へ張り出すことで花弁状に近い形状となっているのに対し、本遺跡は円形もしくは楕円形である。

また、東奈良遺跡と長野尾登遺跡では各勾玉型の間に切り込みや縦割りの区画線が認められるが、

本遺跡では各型を区画しようとする意図は感じられない。最も大きな違いは、東奈良遺跡と長野尾

登遺跡の鋳型が中空であるのに対し、本遺跡の鋳型は上部中央に凹みを設けるだけで、中実である

という点である。

【勾玉の型】
東奈良遺跡では６～10個（想定も含める）、長野尾登遺跡では５個の型が押されている。ともに勾

玉の全長は２㎝以内で、小形の勾玉を環状に複数配置する。本遺跡でも複数の型を環状に配置する

点は共通しているが、勾玉の大きさが1.7～3.5㎝以上と幅広い。特に鋳型４の勾玉は大形であり、

鋳型３とともに２個だけが配置される点が珍しい。

脚台付環形鋳型は、植出北Ⅱ遺跡における発見によって九州・近畿・東海で分布が確認された。

東奈良遺跡の鋳型は中期～後期に属するとされていることから、本遺跡に先行するものと考えられ

るが、発見例が少ないこともあり、詳しい伝播の状況や時期はわからない。

⑷　植出北Ⅱ遺跡出土鋳型の位置付け
植出北Ⅱ遺跡の鋳型５点はすべてが同じ土から作られているわけではなく、本地域では見られな

い胎土を使用した鋳型も含まれていることから、５点すべてが当地で作られたかどうかは不明であ

る。ただし、本遺跡では発見されなかったガラス勾玉が、500ｍほど南側に位置する北神馬土手遺跡

で１点出土しており（羽二生・岩崎 1997）、鋳型１に押された勾玉の型に合致するような大きさ（全

長1.8㎝、最大幅0.9㎝、最大厚0.6㎝）と形状をしていることは非常に注目される。

本遺跡における鋳型の発見は、弥生時代に属する勾玉の鋳型の分布域を一気に東海地方まで広げ

る大発見であった。これまで、鋳型の分布地域は西日本を越えることはなかったが、植出北Ⅱ遺跡

の鋳型は、現時点で本遺跡が分布の東端地点であることを示す貴重な資料となった。

鋳型の記述に際し、大阪府茨木市立文化財資料館の清水邦彦氏に、資料の提供およびご教示をい

ただきました。記して、感謝申し上げます。

４．旧石器時代の遺構と遺物
⑴　漸移層の遺構と石器

二ッ洞南遺跡では遺構が検出できなかった。石器は尾根Cに20点散在していた。これらは細石刃

石核２点、細石刃３点、剥片・砕片15点に分類され、細石刃の作出に関連する細石刃石核、細石刃、

剥片・砕片と判断した。そして、細石刃石核が「野岳・休場型」（鈴木 1971）であり、特徴的に神
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津島恩馳島産の黒曜石を利用することから、愛鷹・箱根「第５期」に相当する石器群と位置付けら

れる。

⑵　休場層の遺構と石器
二ッ洞南遺跡では礫群25基、配石53基、ブロック６か所の遺構と371点の石器が検出された。これ

らの石器はナイフ形石器56点、尖頭器２点、削器１点、掻器６点、楔形石器２点、加工痕のある剥

片４点、使用痕のある剥片５点、ハンマー２点、剥片・砕片265点、石核28点に分類された。そし

て、二側縁加工のナイフ形石器が主体を占め、尖頭器、削器、石核等の各器種が伴うナイフ形石器

石器群と判断した。石材は富士川系ホルンフェルスが出土点数・重量ともに高い比率を示している。

この石器群は尖頭器を組成するが、ティアドロップ形・幾何学的なナイフ形石器・茂呂系の小型化

したナイフ形石器・求心的な石核等が認められないことから、愛鷹・箱根「第４期」前半段階の石

器群に対比される。

植出北Ⅱ遺跡では礫群18基、配石16基、ブロック２か所の遺構と185点の石器が検出された。遺構

と石器は尾根Aに偏在しており、礫群16基、配石12基、ブロック２か所の遺構を検出し、94点の石

器が出土した。これらの石器はナイフ形石器12点、尖頭器３点、削器１点、加工痕のある剥片１点、

使用痕のある剥片１点、石核１点、剥片・砕片75点に分類され、ナイフ形石器を主体として、尖頭

器、削器、石核等の各器種と加工痕のある剥片が伴っていた。石材は、富士川系ホルンフェルスが

出土点数・重量ともに多く、原産地別の黒曜石の中では信州系の比率が高いという特徴がある。石

器類の観察では、石刃や縦長剥片を素材としている例が多いことから、石刃技法を技術基盤として

これらの剥片類を生産していると考えられる。本文化層のナイフ形石器石器群は尖頭器が組成され

ること、ティアドロップ形・幾何学的なナイフ形石器・茂呂系の小型化したナイフ形石器・求心的

な石核等が認められないことから、愛鷹・箱根「第４期」前半段階の石器群に対比することが可能

と思われる。
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所収
遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記

事項

二ッ洞南
遺跡 集落址

弥生時代
後期

住居址 31 基
掘立柱建物址１基
溝状遺構４本
畝状遺構 29 本
方形周溝墓１基

弥生時代後期の土器
敲石・磨石・軽石

土坑を伴う
溝状遺構
（SD1）

縄文時代

土坑 21 基
集石８基
炉穴・焼土址 16 基
不明遺構１基

草創期～中期後葉土器
尖頭器・石鏃・削器・
ＲＦ・石匙・錐状石器・
石核・礫斧・打製石斧・
磨製石斧・磨石・石皿

石器製作址

旧石器
時代

礫群 25 基
配石 53 基
石器ブロック６基

ナイフ形石器・尖頭器・
掻器・楔形石器・ＲＦ・
石核・細石刃・細石刃石核

植出北Ⅱ
遺跡 集落址

弥生時代
後期

住居址 33 基
掘立柱建物址１基
溝状遺構１本
土坑 26 基
焼土址 16 基

弥生時代後期の土器
敲石・磨石・ハンマー・
軽石・耳飾り・丸玉・
勾玉・磨製石鏃・紡錘
車・ガラス小玉・勾玉
の鋳型

土坑を伴う
溝状遺構

勾玉の鋳型

縄文時代 土坑 19 基
集石６基

草創期～中期後葉土器
尖頭器・石鏃・削器・
掻器・石匙・楔形石器・
石核・礫斧・打製石斧・
磨製石斧・磨石・石皿

旧石器
時代

礫群 18 基
配石 16 基
石器ブロック２基

ナイフ形石器・尖頭器・
削器・彫器・楔形石器・
抉入石器・ＲＦ・石核
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