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序

青森県教育委員会は、平成 ６年度 に県営津軽中

部地 区広域営農団地農道整備事業に伴い、建設予

定地 内に所在す る鯵ヶ 沢町大平（５）遺跡、弘前市草

薙（１）・湯ヶ 森（２）遺跡の記録保存を図るため、発掘

調査を実施 しま した。

今回の調査により、縄文時代か ら弥生時代にか

けての遺構や遺物が発見 されました。

本報告書 は、 この発掘調査の成果をまとめたも

のであ り、いささかで も今後の文化財の保護及 び

活用 に資するところがあれば幸いに存 じます。

最後にな りましたが、調査の実施 と報告書の作

成にあた り関係各位か ら御協力、御指導を賜 りま

したことに対 して、心か ら感謝の意を表 します。

平成 ８年 ３月

青森県教育委員会

教育長 松 森 永 祐





例 言

１ 本報告書は、平成 ６年度に県営津軽中部地区広域営農団地農道整備事業に伴い実施 した鰺ヶ沢町

大平（５）遺跡、弘前市草薙（１）遺跡 ・同市湯ヶ森（２）遺跡の発掘調査報告書である。

２ これ らの遺跡は、平成 ４年 ３月に青森県教育委員会が編集発行 した 『青森県遺跡地図』にそれぞ

れ遺跡番号１５０８１・０２２１７・０２１８２として登録されている。

３ 執筆者の氏名は、依頼原稿 については文頭に記載 し、その他は文末に記 してある。

４ 挿図及び遺物写真の縮尺 は、図ごとに示 した。

５ 本文中及び表において使用 したスクリーントーンの表示は次のとおりである。

６ 各遺構の規模については、それぞれ最大値を計測 した。

７ 資料の分析、鑑定については、下記の方に依頼 した （敬称略）。

遺跡周辺の地形 と地質 青森県立板柳高等学校教諭 山口 義伸

石器の石質鑑定 青森県立板柳高等学校教諭 山口 義伸

８ 本書 に掲載 した地形図 （遺跡の位置、周辺の遺跡）は、建設省国土地理院発行の ２万 ５千分 １、

５万分の １の地形図を複写 したものである。

９ 遺構内外の堆積土の注記は、『新版標準土色帖』（小山正忠、竹原秀雄 １９９０）を用いた。

１０ 出土遺物、実測図、写真等は、現在、青森県埋蔵文化財調査センターで保管 している。

１１ 発掘調査および本書の作成にあたり、次の方々か ら御教授、御指導をいただいた。（順不同、敬

称略）。

清野 彰史、岡田 郁雄、長尾 正義、佐藤 剛、冨永 勝也、村田 大、瀬川 滋

田中 寿明、遠藤 正夫
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第I章 調査に至る経過 と調査要項

第 １節 調査に至 る経過

昭和５５年、青森県農林部は弘前市か ら西津軽郡鰺ヶ 沢町に至る県営津軽中部地区広域営農団地農道

建設事業に着手 した。これを受 けて、昭和５７年、県教育委員会では計画路線に係 る埋蔵文化財包蔵地

の分布調査を実施 した。その結果、弘前市管内には独狐、荼毘館、十腰内、尾上山（２）、鬼沢猿沢等の

遺跡、鰺ヶ沢町管内には湯舟、杢沢、大平等の遺跡の所在が確認された。 これらの埋蔵文化財包蔵地

の保護のための協議を重ねたが、路線ルー トの変更は困難であるとの結論に達 した。そこで、造成工

事着工前に記録保存のため発掘調査を実施す ることになった。

昭和５８，５９年度に独狐、昭和６０，６１年度に荼毘館、昭和６２，６３年度に鰺ヶ沢町杢沢、平成元年度に

尾上山（２）・（３）、鬼沢猿沢、平成 ５年度に森田（４）・（５）、湯舟（１）・（２）の各遺跡の発掘調査が行われ、各々

調査報告書が刊行 されている。 （白鳥 文雄）

第 ２節 調 査 要 項

１ 調査目的

県営津軽中部地区広域営農団地農道整備事業の実施に先立ち、当該地域に所在す る鰺ヶ沢町大平（５）

遺跡及び、弘前市草薙（１）・湯ヶ森（２）遺跡の埋蔵文化財の発掘調査を行い、その記録保存を図 り、地域

社会の文化財の活用に資す る。

２ 調査期間

大 平（５）遺跡 平成 ６年 ４月１１日か ら同年 ６月２２日まで

（当初予定 平成 ６年 ４月１１日か ら同年 ８月１２日まで）

草 薙（１）遺跡 平成 ６年 ６月２３日か ら同年 ８月２６日まで

（当初予定 平成 ６年 ８月２２日か ら同年１０月２１日まで）

湯ヶ森（２）遺跡 平成 ６年 ７月２０日か ら同年 ８月２６日まで

（当初予定 平成 ６年１０月２４日から同年１１月２５日まで）

３ 遺跡名及び所在地

大 平（５）遺跡 西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大平１４６、外

草 薙（１）遺跡 弘前市大字大森字草薙１３８、外

湯ヶ森（２）遺跡 弘前市大字十面沢字湯ヶ森２７、外

４ 調査対象面積

大 平（５）遺跡 ５，０００平方メー トル

草 薙（１）遺跡 ２，２００平方メー トル

湯ヶ森（２）遺跡 ８００平方メー トル

－ １－



５ 調査委託者

青森県農林部

６ 調査受託者

青森県教育委員会

７ 調査担当機関

青森県埋蔵文化財調査センター

８ 調査協力機関

鰺ヶ沢町教育委員会、西北教育事務所

弘前市教育委員会、中南教育事務所

９ 調査参加者

調査指導員 村越 潔 弘前大学教授 （現、青森大学教授）（考古学）

調査協力員 兼平 瑞夫 鰺ヶ沢町教育委員会教育長

佐藤圭一郎 弘前市教育委員会教育長

調 査 員 市川 金丸 青森県考古学会会長 （考古学）

高島 成侑 八戸工業大学教授 （建築史）

山口 義伸 青森県立板柳高等学校教諭 （地質学）

調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター

調査第二課 課 長 三浦 圭介 （現、教育庁文化課総括主幹埋蔵文化財班長）

総 括 主 査 白鳥 文雄

主 事 山内 実

調査補助員 工藤 朝之、斉藤 昌、安孫子 睦子、尾崎 智恵子

－ ２－



第 Ⅱ章 調査方法と調査の経過

第 １節 調 査 方 法

【調査区 の設定】

（大平（５）遺跡） 道路建設用 中心杭№ １８と№ １９を通 る線 を基準軸線 と し、 これを延長 して グ リッ ド

を設 定 した。 グ リッ ドは、東西 に算用数字 を、南北 にアル ファベ ッ トを付 し、 この組 み合 わせによ っ

て呼称 した。中心杭 の№ １８は、 Ｆ－６０であ る。基準軸線 はＮ－６５°－Ｗ であ る。

（草薙（１）遺跡） 道路建設用中心杭№６７３と№６７４を通 る線 を基準軸線 とし、 これを延長 して グ リッ

ドを設定 した。 グ リッ ドは、東西 に算用数字を、南北 にアルファベ ッ トを付 し、この組 み合 わせによっ

て呼称 した。中心杭 の№６７３は、 Ｉ－３０である。基準軸線 はＮ－４７°－Ｗで ある。

（湯ヶ 森（２）遺跡 ） 道 路建設用中心杭№７１０と№７１１を通 る線を基準軸線 とし、これを延長 して グリッ

ドを設定 した。 グ リッ ドは、東西 に算用数字 を、南北 にアルファベ ットを付 し、この組み合 わせによ っ

て呼称 した。中心杭 の№ ７１０は、 Ｆ－１５であ る。基準軸線 はＮ－６４°－Ｗであ る。

グ リッ ドの設定 は、 ３遺跡 と も １グ リッ ドを ４ｍ × ４ｍ と した。 グ リッ ドの呼称 は、大平（５）遺跡 は

東 か ら西方向 に算用数字 を、南か ら北方 向に アル ファベ ッ トの大文字 を付 し、草薙（１）遺跡 ・湯ヶ 森（２）

遺跡 は西か ら東方 向に算用数字 を、北 か ら南方 向にアル ファベ ッ トの大文字 を付 して、それ らの組み

合 わせで示 した。

また、標高原点 は、道路建設用地 内にあ る工事用測量原点 か らレベル移動 を行 い、調査 区域 に数 カ

所設 置 した。

【発掘方法 】

３遺跡 の調査 は、基 本的 には同一 の発掘方法 によった。

（粗掘 り） 軸線 （大平（５）遺跡 ・湯ヶ 森（２）遺 跡で はＦライ ン、草薙（１）遺跡 で は Ｉライ ン）及 び ５の

倍数 にあた るグ リッ ドごとに土 層観察用のベ ル トを残 して、各層 ごとに掘 り下 げた。

標準土層 （基本層序 ） にはローマ数字 を付 して呼称 した。

（遺構の調査方法 ） 遺構 は、確認順 に番号 を付 した。調査 中に遺構 と断定 で きな い もの につ いて

は欠 番 と した。

遺構 内の堆 積状況を観察す るためにセ クションベル トを残 し、層 ごとに算用数字 を付 して呼称 した。

遺構 の実 測の縮尺 は、２０分 の １を基本 とした。実測 にあた って は、 グ リッ ド軸線 を基 に して、水糸

によ る簡易遣 り方実測 を行 った。

記録保存 のため に、適 宜写真撮影を行 った。 フ ィルムは３５㎜ のモノクロームとカ ラー リバーサルフィ

ルムの ２種 類を用 いた。

（遺物 の取 り上 げ方法 ） 遺構 ごと及 び層 位 ごとに取 り上 げ ることを原 則 と した。 また、遺物 の出

土 地点 と層位 を記録 した。遺構 内出土遺物 は遺構単位 に、遺構外 出土遺物 はグ リッ ド単 位 に、出土層

位 を記 録 した。

また、取 り上 げに際 しては、色分 け したカー ド （土器 …白 ・石器 …青 ・その他 …赤 ）を使用 し、遺

物番号 ・出土地 点 ・層位 ・取 り上 げ期 日等 を明記 した。 （山内 実）

－ ３ －



第 ２節 調 査 の 経 過

平成 ６年 ４月１１日、調査器材を搬入 し、大平（５）遺跡の発掘調査を開始 した。調査は、道路建設用の

セ ンター杭の ２本を基準 とした中心軸線を設定 し、グリッドの設定か ら始めた。 これと併行 して調査

区内の上物の撤去を行 った。

グリッドの設定後、２０メー トルおきに層序観察用のベル トを残 しながら、粗掘 りを行 った。

農地造成時に削平が行われたことから、表土が薄 く、また、遺構 ・遺物の出土 もきわめて少ないこ

とか ら、 ５月中旬には、調査区東側の未買収地及び西側の防風林部分を除いて、ほぼ調査終了の目途

が立 った。このため、調査委託者 と話 し合 いを行い、買収及び手続 きの早期実現 と、上物の撤去を要

望 した。また、防風林部分に関 しては、接する部分に遺構 ・遺物が出土 しなかったため、調査を行わ

ないこととした。

６月初旬に買収が完了 し、これに続 いて上物の伐採 も完了 したことから、軸線を延伸 し、東側部分

の調査を行 った。この区域 は、大半が水田として掘削されており、調査不能であったため、原地形が

残 っていると考えられるリンゴ園地部分に限定された。調査の結果、この部分 も遺物が少量散布 して

いることを確認 しただけであった。このため、調査委託者及び文化課 と協議を行 い、調査期間を変更

し、草薙（１）遺跡から順次、調査に着手することとなった。

６月２２日、調査器材を草薙（１）遺跡 に搬送 し、大平（５）遺跡の調査を無事終了 した。

草薙（１）遺跡の調査 は、上物の撤去 とグリッド設定から行 った。調査区の大半が、最大 ４メー トルも

の盛土がなされていることから、原地形の残る北西部分か ら粗掘 りを開始 した。盛土部分は、重機の

導入によって、原地形の残存を確認の上、調査を行 うこととした。調査区北西部 は、遺構の存在は確

認で きず、遺物 もまた少量の出土であった。盛土部分は、多 くが削平 されてお り、重機によって表土

除去後に、北西部 に至る緩斜面部分の調査を行った。この部分は、小規模 な土石流によると考えられ

る小谷が形成 されてお り、この堆積土層中か ら縄文時代早期の土器片が出土 したが、遺構は、まった

く確認できなかった。

草薙（１）遺跡の調査中に、遺構の検出が皆無であること、遺物の出土が少ないことが確認されたこと

や、盛土部分の調査範囲が限定されることなどか ら、 ７月２０日か ら、湯ヶ森（２）遺跡の調査を並行す る

こととなった。

湯ヶ森（２）遺跡の調査は、計画路線図と現地の地形が大きく異なることか ら、畑地造成等による削平

によって、遺跡が消滅 している可能性が高いことが考えられた。このため、盛土部分を重機によって

除去 し、原地形の確認を先行 した。また、並行 して平坦部の表土剥ぎを行ったが、 この部分 も、削平

が確認 され、遺物が散発的に出土す るだけであった。盛土部分は、黒色土の残存が確認されたが、 こ

の部分もすでに削平されている部分が多 く、調査対象区域は、遺跡 としては消滅 しているものと考え

られた。

このため、調査委託者 と協議を行い、草薙（１）遺跡及び湯ヶ森（２）遺跡の ２遺跡に関 して も、調査期間

の短縮を決定 し、本来、次年度調査予定の宇田野（２）遺跡の調査を行 うこととなった。

８月２６日、両遺跡か ら調査器材を宇田野（２）遺跡へ搬出し、両遺跡の調査を無事終了 した。

宇田野（２）遺跡の調査は、１０月２８日までの予定で、期間内での調査可能範囲を精査 した。残 りの範囲

は、平成 ７年度に継続調査を行 っている。 （白鳥 文雄）

－ ４ －
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第Ⅲ章 遺 跡 の 環 境

第 １節 遺跡周辺の地形と地質

青森県立板柳高等学校教諭 山 口 義 伸

大平（５）遺跡 は岩木山北麓を流れる鳴沢川流域付近に展開する大平野台地 上に立地 し、草薙（１）遺跡及

び湯ヶ森（２）遺跡 は岩木山北東麓にあって、砂沢溜池に注 ぐ小谷沿いに位置する。遺跡が立地する岩木

山北麓から北東麓 にかけては少なくとも新旧２枚の山麓扇状地が展開 し、外縁部 には開析された火山

性丘陵地が分布する。

まず、この付近の主な水系としては鳴沢川、長前川、大石川などがある。鳴沢川は岩木山の放射谷

である大鳴沢に連続 し、外輪山にあたる岩鬼山に源を発する。標高６００ｍ付近 を扇頂部 とす る新期 の

山麓扇状地が展開 し、その勾配は約１００／１０００ｍとかなり急である。鳴沢川はこの扇状地 のほぼ中央

部を北流 し、また支流である湯舟川は鳴沢川西方を流れ、 この扇状地内に源を発 して平野部側の鰺ヶ

沢町湯舟付近で合流す る。湯舟川流域の、扇端部の標高２２０ｍ付近には鰺ヶ 沢町長平が位置す る。大

石川 は標高１３００～１４００ｍ付近に展開する爆裂火口跡に源を発する赤倉沢に連続 し、標高４００～５００ｍ付

近を扇頂部 とする同様な山麓扇状地が展開する。長前川は山頂北側に位置する扇ノ金目山に源を発 し、

下流部 に築造 された小戸六溜池に注 ぐ。なお、長前川は大鳴沢流域及び東方の赤倉沢流域に展開す る

扇状地の接合部付近を流れる。 この他、山麓扇状地内を流れる数多 くの浸食谷があり、平野縁辺に築

造 された小戸六溜池 ・廻堰大溜池などへ注 ぐ。

岩木山北東麓の十面沢及び十腰内付近には特徴的な地形 として伝次森山 ・御月山など直径５００ｍ以

下の円錐形をなす小丘が点在する。十面沢円頂丘群 と呼ばれる、 これ らの小丘は輝石安山岩質の火砕

岩及び溶岩か らなり 「十腰内石」 として採石されている。現岩木火山の噴火以前の、いわば先岩木火

山の一連の活動と考えられる （鈴木，１９７２）。ただ、 これらの小丘群は赤倉沢か ら流出した泥流堆積物

によって形成された泥流丘群 とす る見解 もある （一色 ・大沢，１９６７）。また、岩木山南麓か ら東麓にか

けては杉沢森 ・高長根山 ・黄金山などを連ねた弧状の丘陵地が展開する。 この弧状の丘陵地は基盤岩

を覆 う古岩木火山の火山噴出物によって構成され、火山体側の相対的な沈下によって形成されたもの

であり、丘陵地の火山体側には断層崖が認められる （鈴木，１９７２）。ただ、岩木山北麓か ら北東麓の十

面沢及び十腰内付近には弧状の配置がな く、開析により火山性の丘陵地が谷間丘陵地として展開する。

ところで、山麓に展開する新旧 ２枚の扇状地は南麓から東麓にかけては弧状丘陵地の火山体側にの

み分布す る。上述のように、新期山麓扇状地 は標高５００～６００ｍ付近を扇頂部 とし、１５０～２００ｍ付近を

扇端部 とす る円弧状の地形的な配置をなす。森田（４）・（５）遺跡、大平（５）遺跡、草薙（１）遺跡、湯ヶ森（２）遺

跡の一部を除いて、この扇状地の構成物を確認 したところでは、新期山麓扇状地の指標 となる細粒火

山灰 （上部火山灰層相当）直下に暗色帯が付随 し、 レンズ状の砂礫層を含む黄灰色ない し青灰色粘土

等が堆積す る。なお、古期の扇状地 は弘前市弥生付近に典型的に分布す るが、他 は開析により新期扇

状地縁辺に稜線部 として分布する。
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一方、岩木山北麓か ら北東麓の十面沢及び十腰内付近にかけては新期山麓扇状地が標高１５０～２００ｍ

の扇端部までは円弧状の配置をなすが、それ以下 にあっては大平（５）遺跡の立地す る鳴沢川流域の大平

野のように谷間丘陵地及 び十面沢円頂丘群の間に帯状に分布す る。古期扇状地は谷間丘陵地及び十面

沢円頂丘群の一部を被覆 し、かつ浸食により小丘状の分布をなす。十面沢円頂丘群か らなる小丘が比

高１００ｍ以下の円錐形をなすのと対照的な分布である。この丘陵地をなす古期山麓扇状地 は、湯ヶ 森

（２）遺跡の稜線部付近、湯舟（１）・（２）遺跡付近の丘陵地 （標高８８．０ｍ）及び長平北方の和開 （標高１９０ｍ）

などで確認 したところ、古岩木火山噴出物を褐色 ローム （厚さ２～ ３ｍ）か らなる中部火山灰層が直

接覆 ったり、亜角礫～亜円礫 （安山岩質）を包含する厚さ１０ｍ以上の凝灰質砂礫及び凝灰質粘土等の

扇状地堆積物を中部火山灰層が覆 ったりする。古期山麓扇状地周縁の平野部側には中位段丘に相当す

る山田野段丘が発達 し、同 じく中部火山灰層が段丘面を被覆する。山田野段丘の末端部 には比高１０ｍ

程、直径３００ｍ未満の古期山麓扇状地か らなる小丘地が点在する。なお、大石川流域及 び砂沢溜池 に

達す る小谷の流域内には小規模なが ら谷底を埋積 した火砕流堆積物が認められる。この堆積物は平野

縁辺部に断片的に分布 し、火砕物中の炭化 した樹幹の年代測定では３７，０００年以上の数値がある （山口，

１９９３）。

第 ２図は大平（５）遺跡周辺の、第 ３図は草薙（１）遺跡及び湯ヶ森（２）遺跡周辺の地形分類を表 した。大平

（５）遺跡 は、鰺ヶ沢町長平北東方約 ４㎞地点にあって、鳴沢川 と長前川西方の支流 とに囲まれた新期の

山麓扇状地である平坦な大平野台地上に立地する。遺跡の東西両端にあたる鳴沢川－湯舟川間、長前

川 －同支流間には南北に帯状の谷間丘陵地が展開する。調査区域は標高１１０～１１５ｍ程で、南端を流れ

る鳴沢川の小谷に向か う緩傾斜地である。小谷の南方には比高約１０ｍ程の開析された古期扇状地の小

丘が存在する。

一方、草薙（１）遺跡及び湯ヶ森（２）遺跡は岩木山北東麓の十面沢東方約 ２㎞地点 にあって、砂沢溜池に

注 ぐ小谷沿いに位置する。草薙（１）遺跡の調査区域は標高４０～４５ｍで、新期扇状地面 にあたるこの小谷

に向か う北斜面が対象である。湯ヶ森（２）遺跡の場合は古期扇状地面にあたる稜線部か ら新期扇状地面

にあたる南傾斜面にかけた部分が対象である。両遺跡西方には十面沢円頂丘群が点在 し、これの一部

を被覆 した古期扇状地が東方に張り出 し、さらに東方には平坦な中位段丘面が展開す る。なお、小谷

の流域内には火砕流堆積物を確認 している。おそらく、砂沢遺跡での水田跡 は中位段丘面から火砕流

堆積物で埋積された谷底にかけての平坦面で確認 されたものと思われる。

次に、各遺跡における基本層序について記述す る。第 ４図には各遺跡 ごとの土層の模式柱状図を表

した。

まず、大平（５）遺跡ではＧ－９２ラインで確認 した層相について記述する。

I層 黒色土１０ＹＲ２／１ 厚さ２０～２５㎝。耕作土である。本層上部 （厚 さ１０～１５ｍ）のIａ 層 は下

位層の撹乱及び削平による耕作土で、 ロームブロック ・粘土 ブロック ・軽石粒などの混入

物が目立つ。黒褐色を呈 し、全体的に締まりなく脆い。下部のIｂ 層は黒色腐植質土で粘

性 ・湿性があり炭化粒及びローム粒などが多少混入 しやや締まる。耕作以前の表土と思わ

れ、耕作 によりかなり削平される。

Ⅱ層 黒褐色土１０ＹＲ３／２ 厚 さ１０～２０㎝。粘性 ・湿性が多少あるが、層全体の締 まりに欠け、 ソ

フ トな感 じがする。
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Ⅲ層 黒褐色土１０ＹＲ２／２ 厚さ約２０㎝。粘性 ・湿性があり、全体的にかたく締 まる。

Ⅳ層 暗褐色土１０ＹＲ３／３ 厚さ２０～４０㎝。漸移層である。下位の軽石粒 ・火山灰の混入及 び色調

の相違 により２層に細分される。Ⅳａ層 はやや色調が暗 く軽石粒の混入が目立 ち、下部の

Ⅳｂ層 は軽石粒及びブロックの混入が多 く明るい色調である。Ⅴ層及びⅢ層 との境界が不

鮮明であることか ら、下位層の風化再堆積層 と考える。

Ⅴ層 黄褐色 ラピリ質細粒火山灰層１０ＹＲ５／６ 厚 さ０～１０㎝で、浸食により層全体 として ブロッ

ク状の堆積を示す。軽石粒の混入が目立つ緻密堅固な細粒火山灰である。新期山麓扇状地

の指標 となる。

Ⅵ層 褐色粘土層１０ＹＲ４／４ 厚 さ３０㎝以上。酸化の染みのある凝灰質粘土である。

草薙（１）遺跡では Ｉ－２３～２４ラインで確認 した層相を記す。ただ、このグリッド付近は耕作による撹

乱で基本層序第Ⅱ層まで削平されている。調査区域北端に位置する谷地形内の Ｉ～ Ｊ－６ライン付近

で確認 した層相を付記する。

I層 黒褐色土１０ＹＲ２／３ 厚さ１０～４０㎝。粘性 ・湿性がややあり、締まりがあるがソフ トな感 じ

がす る。耕作により削平 される。谷地形内では黒色粘質土 （１０ＹＲ２／１）に変化 して、ロー

ム粒などの混入物が多 く含む。

Ⅱ層 黒色土１０ＹＲ２／１ 厚 さ１０～６０㎝。腐植質で粘性 ・湿性が十分である。谷地形 内では、全体

的に粘質土に変化 し、混入物により３層に細分される。最上部のⅡａ層内には白頭山起源

の苫小牧火山灰がブロック状に混入 し、 Ⅱｂ層及び Ⅱｃ層は ローム粒 ・粘土粒 などの混入

物の量により細分 したが、下部ほど多 くなる。

Ⅲ層 黒褐色土１０ＹＲ２／２ 厚さ３０～８０㎝。漸移層で、粘性 ・湿性がありかた く締 まる。 ２層 に細

分され、下部のⅢｂ層ほどロームブロック及び軽石粒の混入が多い。ただ、谷地形内では

黒褐色 （１０ＹＲ３／１）～灰黄褐色 （１０ＹＲ５／２）粘土 となり湿地で堆積 した特徴を示 し、

未分解の植物繊維及び茎が包含される。およそ ６層に細分されるが、下部 ほど明るい色調

の粘土になる。上部は粘質土でローム粒 ・粘土粒などが混入する。

Ⅳ層 黄褐色 ラピリ質火山灰層１０ＹＲ５／６ 厚 さ５０～８０㎝。緻密堅固な細粒火山灰で、層相か ら２

層に細分 される。上部のⅣａ層は、径 ５～３０㎜大の軽石粒 が多量に混入 し、下部のⅣｂ層

はラピリが目立つ。なお、Ⅳａ層及びⅣｂ層との境界部に間層があ り、 クラックが発達 し

て暗色帯の特徴を有 し、新期山麓扇状地の指標となる。

Ⅴ層 互層部層 厚さ約１００㎝。砂層とシル ト層 との互層か らなり、最上部に酸化帯がみ られる。

最上部か ら酸化 した暗赤褐色砂 （Ⅴａ層）・暗黄灰色 シル ト （Ⅴｂ層）・黄灰色 シル ト （Ⅴｃ

層）・灰白色 シル ト質砂 （Ⅴｄ層）の ４層に細分する。Ⅴｂ層 －Ⅴｃ層間にはローム質粘土

からなる酸化帯がみられ、クラックが発達する。なお、最上部の酸化帯 はⅣ層の降下堆積

まで時間間隔があり浸食面を示す。

Ⅵ層 黄褐色～灰色粘土層 厚さ１００㎝以上。塊状の凝灰質粘土でＭｎ粒 の混入が目立つ。色調か

ら５層に細分 されるが、Ⅵｃ層はラミナの発達 した細粒砂層である。
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最後に、湯ヶ森(2)遺跡においてはＦ～Ｇ－11ラインで確認した各層の特徴を記す。

I層   黒褐色土10ＹＲ3／1 厚さ20～40㎝。耕作土である。粘性・湿性が少なく締まりに欠け脆い。

        上位のIａ層は一部に盛土の部分があり全体的にローム質である。

Ⅱ層  黒褐色土10ＹＲ3／1 厚さ約10㎝。粘性・湿性があり、締まりに欠けややソフトな感じがす

        る。炭化粒・ローム粒が少量混入する。

Ⅲ層  暗褐色土10ＹＲ3／3 厚さ約30～40㎝。漸移層である。色調・混入物より３層に細分される。

        上部のⅢａ層は暗褐色土（10ＹＲ3／3）でローム粒・炭化粒の混入が多い。Ⅲｂ層は褐色土

       （10ＹＲ4／4）で、全体的にローム質でかたく締まる。Ⅲｃ層はにぶい黄褐色土（10ＹＲ5／

        4）で、全体的にローム質でⅣ層のブロックを混入する。

Ⅳ層  黄褐色ラピリ質細粒火山灰層10ＹＲ5／6 厚さ0～10㎝。浸食によりブロック状の堆積を示

        す。軽石粒の混入する緻密堅固な細粒火山灰で新期山麓扇状地の指標となる。

Ⅴ層  にぶい黄褐色ローム層10ＹＲ5／4厚さ30～40㎝。粘土質なロームである。下部のⅤｂ層と

        の境界部及びⅤｂ層中にはレンズ状のローム質粘土の堆積がみられ、また砂の混入が多少

        みられる。最上部が暗色帯でクラックが発達する。本層以下は中部火山灰層に相当する。

Ⅵ層  にぶい黄褐色ローム層10ＹＲ5／4 厚さ約10㎝。緻密堅固な粘土質ロームである。Ｍｎ粒及

        びラピリ（砂状の火山礫）の混入がみられる。

Ⅶ層  にぶい黄褐色ローム層10ＹＲ5／4 厚さ約10㎝以上。緻密堅固でラピリ質な粘土質ロームで、

        最上部に暗色帯の特徴を有し、乾くとクラックがみられる。
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第 ２節 周 辺 の 遺 跡

岩木山麓 には数多 くの遺跡が点在 しており、 これまで も多 くの遺跡の発掘調査が行われて きた。今

回調査を実施 した県営津軽中部地区広域営農団地農道建設事業に伴うものでも、平成 ５年度までに１０

遺跡で調査を行っている。

弘前市管内では、新規に発見された遺跡 も含め７遺跡、鰺ヶ沢町管内で も３遺跡の調査が行われ、

調査報告書が刊行されている。 これらの調査報告書中で、弘前市及び鰺ヶ 沢町での遺跡の分布などが

重複 して述べ られていることか ら、本書では、同事業に伴 うこれまでの調査の成果をかいつまんで述

べてみることにしたい。（第 １図参照）

独狐遺跡

調査期間は、昭和５８・５９年度の ２箇年にわたり、調査面積は、４，２９７平方メー トルである。

検出遺構 は、平安時代の竪穴住居跡 ４軒、中世の掘立柱建物跡１８棟、中世の竪穴 ３基、主に平安時

代後期の溝跡７２本、中世以降の井戸跡２４基、平安時代以降と中世以降の土坑３８基、堀跡に伴 う段状遺

構である。

出土遺物は、縄文時代の土器 １箱、平安時代の土器、中 ・近世の陶磁器２６６点、渡来銭 を含む古銭

等である。

遺跡 は、縄文時代か ら近代までの複合遺跡である。特記すべき成果としては、堀越城に類似 した堀

に伴 う段状遺構の確認、内郭部を区画する堀 と縁辺部を巡る堀跡の確認、中世の掘立柱建物跡の存在、

一般人の入手困難な中国陶磁器の出土などか ら、文献資料と若干のずれがあるものの、館跡 （居館）

の可能性が高いことが理解できたことである。

荼毘館遺跡

調査期間は、昭和６０・６１年度の ２箇年にわたり、調査面積は、３，１００平方メー トルである。

検出遺構は、竪穴住居跡３０軒、掘立柱建物跡１５棟、井戸跡 ６基、土坑９６基、焼土遺構２０基、溝状遺

構６３本、堀跡 ３本であり、そのほとんどが平安時代のものである。また、一部中世及び近世に帰属す

るもの も認められる。

出土遺物は、縄文土器、平安時代の土器、１３～１５世紀代及び近世以降の陶磁器、縄文時代の石器、

平安時代以降の鉄製品、板碑などである。このうち、平安時代の土師器が、段 ボール箱で約１００箱 出

土 している。

遺跡は、縄文時代から近世までの複合遺跡である。この時の調査では、平安時代の竪穴住居跡や堀

跡の検出から、平安時代から大 きな集落または、館 としての性格を持 っていたこと、また、珠洲 ・陶

磁器及び板碑の出土から、１３～１５世紀代にも城館又は生活の場 となっていたこと、従来いわれてきた

中別所館の範囲が今回の調査で広がることが理解できた。また、大浦氏以前に廃館になっていた可能

性が示唆されている。

杢沢遺跡

調査期間 は、昭和 ６２・６３年度 の ２箇年 にわた り、調査面積 は、 １２，７５８平方 メー トルであ る。
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縄文時代の検出遺構は、土坑 ２基、屋外炉 １基、遺物密集 ブロック （捨て場） １箇所である。出土

遺物 は、遺物密集 ブロックから段ボール箱で約１５０箱分出土 しており、縄文時代早期 か ら晩期までに

及んでいる。その主体は円筒下層 ａ式 とｂ式である。層位 ごとに分類 した土器 と石器の共伴関係は、

当該時期のセットを知る良好な資料である。

古代の検出遺構は、竪穴住居跡２１軒、製鉄炉跡３４基、鍛冶場跡 ３基、炭窯 ３基、土坑２８基、井戸跡

３基、焼土遺構 ４基、溝跡 ６条である。 この時期の出土遺物は、土師器などの土器及び製鉄関連遺物

などで、段 ボール箱で約１９０箱分 と大量である。時期的には、概ね１０世紀後半か ら１１世紀前半 にかけ

てのものである。

製鉄関連の遺構は、苫小牧火山灰の降下時期以降に構築されてお り、この地区における大規模な鉄

生産の時期を限定できる非常に良好な資料である。

遺跡 は、縄文時代か ら近世までの複合遺跡である。特に多量の縄文時代前期の円筒下層土器の出土

と、その分類 は、今後の当該時期の研究に非常 に役立つものである。また、古代 における大規模な製

鉄関連の資料 は、本県 における鉄生産の研究の基盤 となる貴重な発見であるが、また、生産工程 ・原

料 ・製品加工 ・供給 などの解明へ新たな問題点をも指摘 している。

鬼沢猿沢遺跡

調査は、平成元年度に行われた。調査面積 は、１，８８０平方 メー トルである。

検出遺構は、十腰内Ⅴ群期の竪穴住居跡 １軒、土坑 （縄文時代後期主体）２７基、焼土 ２基、配石 １

基、溝 １条ほかである。出土遺物は、段ボール箱 ６箱分で、縄文時代後期 ・晩期の土器が主体である。

ほとんどが十腰内Ⅴ式で、出土石器 は約５０点である。

遺跡は、類例の少ない十腰内Ⅴ式期の遺跡 として注目される。

尾上山（２）遺跡

調査は、平成元年度に行われ、調査面積は、１，２５０平方メー トルである。

検出遺構は、縄文時代中期 と考えられる土坑 ３基だけである。出土遺物は段ボール箱約２０箱で、縄

文時代中期の円筒上層式を主体 としているが、土器の捨て場が畑地の造成により削平され、さらに再

堆積 したもので、復原 し得たものは非常に少ない。削平の少ない斜面の上部や、下位の平坦面には、

まだ、遺構の存在が確認されている。

本センターの調査終了後に、隣接 する場所を弘前市教育委員会が調査を行い、この結果を報告書中

に併記 している。

遺跡は、縄文時代中期を中心としたものであるが、その大半 は、撹乱を受けているものと考え られ

ている。

尾上山（３）遺跡

調査は、平成元年度に行われ、調査面積 は、６００平方 メー トルである。尾上山（２）遺跡の調査の際、

新規に発見された遺跡である。

検出遺構は、縄文時代の竪穴住居跡 ２軒、土坑 ９基、平安時代の竪穴住居跡 １軒である。縄文時代

－ １３ －



の竪穴住居跡は、削平によって、時期は不明である。土坑は、円筒下層 ｂ式か らｄ式期のもので、フ

ラスコ状の土坑のひとつには１０個体の土器が埋置されていた。出土遺物は、段ボール箱１０箱分で、円

筒下層式土器が主体を占める。平安時代の竪穴住居跡からは１０世紀前葉の一括土器が出土 している。

遺跡は、縄文時代 ・平安時代の複合遺跡であり、調査区南側の平坦地へ延びているものと考えられ

ている。

森 田（４）遺跡

調査 は、平成 ５年度 に行 われ、調査面積 は、１，３４８平方 メー トルで ある。全体 に削平 されて いる。

検 出遺構 は、土坑 ３基 であ り、出土遺物 は、縄文時代中 ・後期 の土器片 と石器が あわせて段 ボール

箱で １箱分程度 であ る。遺跡 は、拠点 的遺跡 ではな く、ハ ンテ ィングキ ャンプ的 な性格 を持 って いる

もの と考 え られてい る。

森 田（５）遺跡

調査 は、平成 ５年度 に行 われ、調査面積 は、１，０２４平方 メー トルで ある。全体 に削平 されて い る。

検 出遺構 は、土坑 ６基 で、土坑墓 と考 え られてい る。出土遺物 は、段 ボール箱 ２箱分 で、縄文時代

後期 の土器 と石器 であ る。遺跡 は、墓域 の一部 と考 え られている。

湯舟（１）遺跡

調 査 は、平成 ５年度 に行 われ、調査面積 は、２，７１４平方 メー トルであ る。 全体 に削平及 び盛 土 が な

されて いる。

検 出遺構 は、土坑 ３基 、縄文時代 中期末 の土器埋設遺構 １基、炭化物土坑 １基、道路状遺構である。

出土遺物 は、縄文 時代早 ・中 ・後期 ・弥生 時代 と各期 にわた るが、段 ボール箱 ２箱分 でほ とんどが細

片 であ る。

遺跡 は、キ ャンプサ イ ト的な性格 を持 つ もの と考 え られてい る。

湯舟（２）遺跡

調査は、平成 ５年度 に行われ、調査面積 は、３６０平方メー トルである。全体 に削平及 び盛土がなさ

れている。検出遺構は皆無で、出土遺物 も縄文土器の細片 ２点であった。

これまでの調査成果を概観 してきた。岩木山麓でも旧石器 は発見 されているが、縄文時代早期か ら

人の営みが多 くなかったようで、前期 ・中期の円筒土器文化や、後期の十腰内文化、平安時代の集落

跡 と大規模 な製鉄集団の存在、中世の館跡など枚挙にいとまがないほどである。これらの調査は、広

大な山麓地 における線上の調査で しかないが、今後、機会を得て面的な調査が行われれば、想像 もし

得なかった成果を期待させるものである。ただ、遺跡の現況でいえば、機械化の導入による畑地 （リ

ンゴ園）の造成で、削平されて、ほとんど消滅状態になっている遺跡 もみられる。大 きな成果を挙げ

た遺跡でも上部の削平や撹乱を受 けているものが多いようである。また、着工当時の地形 と変わって

いる場所 も多いようである。 （白鳥 文雄）
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            第Ⅳ章  検出遺構と出土遺物

  第１節  大 平 (5) 遺 跡

  今回の調査では、縄文時代の土坑1基及び時代不明の土坑1基の計2基の遺構を検出した。遺物で

は、縄文時代の土器を中心として、段ボール箱5箱分相当の土器・石器が出土した。

１  検  出  遺  構

第１号土坑  （第6図）

　［位　　　　置］  Ｇ－70グリッドに位置する。第Ⅳ層で径150㎝程の暗褐色土の広がりとして確

　　　　　　　　　認した。

　［平面形・規模］  開口面は長軸174㎝・短軸145㎝の不整な楕円形、底面は長軸200㎝・短軸195㎝

                  のほぼ円形、深さ100㎝で、断面形状はフラスコ状を呈する。

　［壁 ・ 底 面］  地山（第Ⅴ層）を壁及び底面としており、フラスコ状に掘り込まれている。

                  壁及び底面ともに堅緻で、底面はほぼ平坦である。また、坑底面中央部に40㎝×

                  40㎝・深さ15㎝の小ピットが検出された。

  ［堆　 積　 土］  15層に分層できた。黒褐色土及び暗褐色土を基調としており、全体にローム粒

                  及び炭化物粒を混入している。全体にしまりがあまりなく、ほとんどが混合土的

                  な様相を呈する。人為的堆積と考えられる。
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  ［出 土 遺 物］  遺物は出土していない。                                   （山内  実）

第2号土坑  （第7図）

  ［位        置］  Ｇ－76グリッドの緩斜面上に位置しており、上部は削平されている。

  ［平面形・規模］  平面形は、隅丸の長方形を呈しており、各壁は曲線的である。長軸143㎝・短

                  軸115㎝で、深さは18㎝である。

  ［壁 ・  底 面］  地山（第Ⅴ層）を壁及び底面としており、ナベ底状に掘り込まれている。壁

                  及び底面はともに堅緻である。

 ［堆   積   土］  7層に分層できた。黒色土を基調としており、全体に炭化物粒及び草木根を混

                  入している。底面直上の第7層には焼土が多量に混合している。

  ［出 土 遺 物］  覆土中から板状及び棒状の炭化材が重って出土している。

 ［そ   の   他］  時期及び用途は不明であるが、覆土及び形状から平安時代以降の炭焼窯の可能

                  性が考えられる。

                                                                           （白鳥  文雄）            



２ 出 土 遺 物

（１） 土 器

今回の調査で出土 した土器 は、段ボール箱で １箱分 と少量であるが、時期的には、縄文時代前期か

ら晩期 にわたっている。 この内、中期及び後期の土器がその大半を占める。

土器 は、多 くは耕作土中か らの出土で、概ね小破片での出土である。ただ耕作及び農地造成による

撹乱をあまり受けていない場所では、ややまとまりのある出土状態を示 した。接合できた資料は、ほ

とんどがこの範囲か らの出土である。

分類にあたっては復原資料が少ないことや小破片が多いことなどか ら、特徴的な文様構成を有する

資料を中心 とした。時期別 に大別 し、型式で細分 した。また、時期などの不明なものに関 しては、第

Ⅴ群土器 として一括 した。

各群土器は以下のとおりである。

第Ⅰ群土器－縄文時代前期の土器 第Ⅳ群土器－縄文時代晩期の土器

第Ⅱ群土器－縄文時代中期の土器 第Ⅴ群土器－時期 ・型式を特定できない土器

第Ⅲ群土器－縄文時代後期の土器

第Ⅰ 群 土 器 （第 ８図－ １～１４）

縄文時代前期の土器を一括 した。５０片程の出土である。

すべて小破片で、胎土 ・焼成なども不良なため器面の風化が激 しく、他の時期の土器に比べて図化

及び拓影をとれるものが非常に少ない。

１・２は、口縁部破片で、文様帯は絡条体の回転 によるものと考えられる。粘土紐の貼 り付けによ

る隆帯によって、口縁部文様帯を区画 している。

このほかの破片資料中にも、口縁部文様区画帯 に隆帯を持つものが多 く、隆帯 は一巡するものと短

い粘土紐を間隔を置いて貼 り付 けた ものがある。また、隆帯上に指頭圧痕のみられるものも多い。

胴部の破片では、縦位の絡条体回転文や撚 りの緩 い縄 目の大 きい縄文等が認められる。また、羽状

縄文の ものも数点みられる。 ９は非常 に細い原体 によるもので縦位に施文 されている。縄文原体の回

転施文によるものよりも絡条体によるものが多いようである。

１１～１４は、底部片であるが、底部から胴部への立ち上がりを良好に確認できる資料はない。底部は、

やや上げ底気味のものが多い。

本群土器の胎土中には、繊維の混入が認められ、特に底部片に多 くの混入がみられる。また、 ６の

ように砂粒の混入が目立つ ものもある。焼成はもともとあまり良 くなかったものと考え られるが、二

次加熱によりさらに損耗 したものと考え られる。繊維混入量のす くない薄手の ものは、全体に堅緻で

磨滅が少ないようである。

本群土器 は、概ね円筒下層 ｂ式に比定されるものと考え られる。

第 Ⅱ群 土 器 （第 ９・１０・１１図－１５～５５）

縄文時代中期の土器を一括 した。円筒上層式土器と大木系の土器が出土 しており、出土土器の大半

を占める。破片数では前者が圧倒的に多い。ただ、小破片が多いことから、復原できた土器 は皆無で
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ある。

  円筒上層ａ式に比定されるもの。(第9図－15～19)

  撚糸の圧痕により文様を構成しているもので、15は、幅広の突起と橋状把手を有するものである。

全体に稚拙な作りであり、押圧した原体の長さは3㎝と短めである。本類と明瞭に断定できる資料は、

この1点だけであるが、16・17・19も口縁に平行に撚糸の圧痕がなされていることから、本類の可能

性が高い。18は、口縁部の把手部分の破片で、撚糸の圧痕と大型のボタン状の貼り付けがみられ、表

面は非常に磨滅している。胎土中に少量の繊維の混入がみられることから、一応、本類とした。

  このほかの破片中にも平行な撚糸圧痕のものが数点あるが、小破片のため断定し得ない。

  円筒上層ｂ式に比定されるもの。(第9図－20～22）

  撚糸による爪形の圧痕の認められるもので、量的にはごく少量である。

  20・21は、口縁部破片で、口唇部にほぼ直行する刻み目状の圧痕、平行及び爪形の撚糸の圧痕によっ

て施文されている。22は小突起を有する小型薄手の口縁部破片である。胴部との境に隆帯による区画

帯を持ち、区画内には撚糸による爪形の圧痕がみられる。

  器内面は平滑に磨き込まれている。胎土中には砂粒が混入しており、大型のものは全体にもろい。
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  円筒上層ｃ式に比定されるもの。(第10図－23～36)

  本群中で最も量的に多い。粘土紐貼り付けによる隆帯及び半截竹管等による刺突文によって文様帯

を構成している。

  隆帯上に撚糸を押圧しているものと、貼り付けだけのものとがみられる。

  23・24、25～27、28～30は、それぞれが同一個体であり、隆帯上に撚糸の押圧が施されている。撚

糸は、0段多条の原体である。32・35は撚糸の圧痕がみられない細い粘土紐の貼り付けだけのもので

ある。粘土紐の貼り付けによる隆帯は、撚糸の圧痕がみられない方が細く、貼り付け方も雑である。

  刺突は、半截竹管と先端が四角な棒状工具によっており、棒状工具には非常に太めのものもみられ

る（33・34等）。これらの文様のほか、口縁の波状部に貫通孔を有すもの（32）もみられる。

  胎土及び焼成は概ね良好であるが、32は特に硬質である。また、25～27は砂粒の混入が多くもろい。

  円筒上層ｄ式に比定されるもの。(第11図－37～49）

  口縁部まで地文の縄文が施文され、この上に粘土紐の貼り付けによる文様を展開している。37は文

様構成が上層ｃ式ともとれるが、口縁部までの縄文地と刺突が認められないことからこの類とした。

38～41は、同一個体で大型厚手の破片である。口縁部の把手部分に大型の貫通孔がみられる。44・45

は同一個体の胴部片で細い粘土紐を貼り付けている。42・43・46・47は口縁部片、48・49は胴部片で

ある。

  その他の円筒上層式土器。(第11図－50～55)

  型式を特定できない円筒上層式土器の胴部破片では、斜縄文及び羽状縄文がみられ、後者の比率が

高い。また、円筒下層式土器に比べて胎土・焼成とも良好で、内面のみがきも丁寧なものが多い。

  50～52は羽状縄文を施文しており、原体は0段多条である。特に51は非常に細い原体を使用してい

る。53～55は胴部への立ち上がりが分かる底部破片である。
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  大木系の土器。(第12図－56～84）

  本類の土器は、円筒上層式に次いで破片数が多いが、全体形を知り得るまで復原できたものはない。

  56は、口縁部の破片で平口縁と考えられ、口唇部はほぼ平坦である。厚手で、胎土中には砂粒が混

入している。文様は地文縄文上に4条の沈線によって施文されている。57は、胴部片で地文縄文上に

2～3条1単位の沈線による弧状文様の一部が認められる。58・59は、大型の深鉢形土器の口縁部破

片で、口縁部に円または渦巻き状に粘土紐を貼り付けている。これらは榎林式に比定されるものと考

えられる。

  60は、地文縄文上に沈線によって文様を施文しているが、文様の全体像は把握できない。最花式に

比定できるものと考えられる。

  61～70は、地文縄文上に沈線により文様を展開しているもので、61・62は、地文縄文上にＪ字文が

施文されている。
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６５は、 口縁部 の内面 に同様 の鰭状突起 が貼 り付 け られて いる。６６は、 ２条の沈線で弧状 の区画を行

い、粘土の貼 り付 けによ って鰭状突起 をつ まみ出 して いる。６７・６８は同一個 体の 口縁部片、６９・７０は

口縁部 か ら胴部へ の破片 で、縄文地 の磨 り消 しのみ られ る もので ある。 これ らは、大木１０式 に比定 さ

れ る。

７１～８０は口縁部 の破片 であ り、７２は折 り返 し口縁で ある。７４・７５は絡条体 の回転施 文 によ り、７４は

斜位 に、７５は縦位 に施文 されてい る。７７は縄文地 に ２条の粘土紐 と小突起 を貼 り付 け、 さ らに ２列の

刺突 列を施文 し、７８は縄文地 に刺突列 を施文 して いる。８１は絡条体の回転施 文後 、横 位 に １条 と上 方

へ伸 びる弧状 の ２本 の太 めの沈線 が施文 されて いる。８２～８４は底 部破 片で、胴部 への立 ち上 が りを知

り得 る もので ある。 これ ら７１～８４は型式 を特定 できない ものであ るが、大木 系の土器 と考 え られ る。

第 Ⅲ群 土 器 （第１３図－８５～１０３）

縄文時代後期の土器を一括 した。十腰内Ⅰ式が主体となる。破片数 は、第 ２群土器に次いでいるが、

個体数 は少ない。

８５は、沈線 と磨消縄文による文様が展開されてお り、薄手で硬質の口縁部片である。胎土及び焼成

も良好である。文様展開が不明なことか ら特定はできないが、後期初頭の沖附式または弥栄平式の可

能性 も考えられる。

８６～１００は、十腰内Ⅰ式 に比定されるもので、地が縄文のものと無文のものとがある。８６～８９は地

文縄文上に沈線 と磨消縄文で文様を構成 している。８６・８７は、口縁部片で、前者は波状を呈 している。

地文縄文のものは、無文地のものに比べて焼成が悪 く、もろい感 じを受けるものが多い。８９は、胎土

中に砂粒の混入が多 くもろい土器である。

９０～１００は、無文地に沈線 によって施文 しているものである。９０～９２は同一個体で、波状 口縁であ

り、二又を呈す る波頭部の直下から２本の粘土紐を撚 り合わせた隆帯を垂下させ、文様区画帯 として

いる。肩部以下は円弧及び渦巻 きを基調 とした文様を展開 している。９３は、波状口縁で、口頸部を２

条の沈線で区画 し、この中に長楕円形を連結 した文様を沈線により施文 している。胴部は半月状の文

様を基本 として、単独または２個連結 したものを沈線によって施文 している。さらに、残 りの空間を

円または楕円形の沈線文で充填 させている。施文は非常に雑である。９６は浅鉢形土器で、 ３条の平行

沈線を Ｓ字状の沈線で結節 している。

これ らのほかで文様の展開が不明であるが本群 としたものがある。１０１は、無文の口縁部片で内外

面 に巻き上げの痕跡が明瞭に残 っており、特に内面で顕著である。１０２・１０３は無文地に、前者は２条

１単位のやや湾曲 した沈線で、後者は４条 １単位の沈線で三角形を連結 した文様が施文されている。

第 Ⅳ 群 土 器 （第１４図－１０４～１０６）

縄文時代晩期 の土器で、数点の出土である。

１０４は、深鉢形土器で口縁部は狭い文様帯を構成 している。胴部 は、斜縄文が施文されている。胎

土 ・焼成 とも良好である。口唇部の文様帯は丁寧に磨き出されている。大洞ＢＣ式 に比定される。

１０５は、１０４と同様の文様構成を持つ小型の壺形土器で、口縁部文様帯 は沈線による施文後、磨きな

どの後処理 は施 されていない。大洞ＢＣ式に比定 される。１０６は、上 げ底気味の底部片で、底部直上に

－ ２３ －



－ 24 －



－ 25 －



－ 26 －

 1 条の沈線がみられる。沈線上には隆帯様の突起の断片が認められることからこの部位まで文様帯が

 構成されていたものと考えられる。全体に磨き込まれている。

   第Ⅴ群土器  （第14図－107～111）

   107は、胴部の破片で、 3 条1単位の平行沈線と弧状を描く沈線とによって文様が構成されている。

 胎土及び焼成は良好である。ただ 1片の出土で文様の展開はまったく不明である。胎土などから、縄

 文時代中期末から後期の土器と考えられるが、器形、型式名等はまったく不明である。

   108は、口縁部片で口唇部外面に撚糸の圧痕とこれの直下に平行して1条の撚糸圧痕を施文してい

 る。また、縦位に粘土紐貼付けによる区画帯及び胴部との区画につまみ出し風の隆帯が施文されてい

 る。文様区画帯内部には縄文が施文されている。109は、小型薄手の手づくねで、台部の可能性もあ

 る。

   110・111は小型薄手の底部破片である。

                                                                            （白鳥  文雄）



（２） 石 器

今回の調査では、剥片石器１３点、礫石器１９点、石棒が １点出土 した。

剥片石器 （第１５・１６図－ １～１３）

石鏃 １点出土 した。 １は、尖基の石鏃 で、全体に丸みを帯びている。尖頭部 もあまり鋭利ではな

く、一方の側縁は鈍角である。

石匙 １点出土 した。 ２は、縦型剥片を素材とした横型石匙である。両端部を除 く周縁のほぼ全体

に、片面か ら非常 に簡単な剥離を行い、器体を調整 している。刃部の調整 も剥離の角度が鈍角であり、

厚 さをさほど減 じてはいない。つまみ部分の調整 も非常に簡単な ものである。

石箆 １点出土 した。 ３は、一見、石槍ともとれる細身のもので、器面全体に剥離 による調整がな

されている。両端部の調整は丁寧であり、幅広の端部の方が主機能部 と考えられる。もう一方も概ね

同様の調整がなされ、先端の磨滅 も認め られることから両端部を使用 したものと考えられる。また、

両側縁部 も鋭利に作出されており、一部に潰れが認められる。

石錐 １点出土 した。 ４は、縦型剥片を素材 とし、両側縁の一部に連続 した調整剥離を行っている。

この剥離に接する端部には、嘴状の突起が作出されている。突起が短いことや使用痕跡が認め られな

いが、調整がこの部位にとどまることから、この類 とした。

不定形石器 ８点出土 した。 ６は、肉厚の横型剥片の両側縁に刃部を作出しているもので、一方の

刃部中央及び両端部を欠失 している。主に刃部調整だけの剥離で、器体全体には及んでいない。全体

に油脂状の光沢が認められる。 ５は、欠損品で、残存す る三角形を呈する縁辺部に、主に片面からの

連続 した調整がみ られる。器面には、加熱を受けたと考えられる火ばねの痕跡が数箇所認められる。

石匙の欠損品の可能性が考えられる。 ７は、形状か ら石匙ともとれるが、つまみが明瞭に作出されて

おらず、自然面 も残存 している。連続 した刃部を有 してはいるが、製作途中で折損 した可能性 も考え

られる。 ８は、周縁の一部に連続 した剥離と潰れが認められる。また、剥離の施されていない側面部

には細かな擦痕がみ られる。 ９は、片面がほぼ表皮が残存する縦型剥片で、鋭利 な一方の側縁に、連

続 した刃 こぼれが認め られる。１０～１３は、側縁の一部に連続 した刃こぼれ及び微細な剥離が認められ

るもので、 ９と同様 にＵ－フレークの類である。１３は、黒曜石の破片である。

礫石器 （第１７・１８・１９図－１４～３３）

磨製石斧 ５点出土 した。完形品 ２点、刃部破片 ２点、基部破片 １点である。

１４は、肉厚のずん ぐりとした器体で、器面全体に非常に丁寧な研磨が施 されている。また、器面は

器体整形及び仕上げの研磨 による多数の面 によって構成されている。側面には自然節理面による割れ

が確認できる。刃部寄 りに部分的ではあるが、スス状炭化物の付着がみられる。また、器面のほぼ中

央部 に荒れが認められる。刃部 は両刃でやや円刃気味である。１５は、偏平な礫を素材 として、両側縁

を小剥離による成形後、研磨を行 っている。剥離は器面に多 く残存 しているが、敲打痕 は側面で若干

確認される程度で、剥離後 に潰 しを行 っていないようである。両刃でやや偏刃気味である。１６は、刃

部破片で、擦切 りによるものである。折損面は、長軸上で斜めであり、アッズ的用法によって折損 し

た可能性 も考え られる。刃部先端部の破損部には、再度研磨された痕跡が認め られる。両刃で偏刃で

ある。１７・１８は、基部破片で、 ともに成形時の小剥離痕及び敲打痕が残存 している。１８は、基端部 も

欠失 しており、一部 にスス状炭化物の付着がみ られる。

－ ２７ －
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  スリ石  4点出土した。内 1 点（22）は、北海道式石冠である。

  19は、欠損品で、 2 点が接合した。片側縁を欠失している。両端部と側縁の3分の2程に剥離痕が

認められる。両端部の剥離は成形のための故意的なもので、側縁の剥離は、刃部作出のものと使用中

にスリ面が損なわれたものとがある。前者は、剥離の末端部を研磨痕が覆っている。20は、三角柱

状の礫を素材とし最も狭い稜を主機能面としている。また、もう１稜にもスリ面が構成されているが、

使用による剥離が認められず、把握用に成形を主目的とした面の可能性も考えられる。主機能面は幅

広で片減りが認められる。器面には、把握用の敲打によるザラつきが認められる。21は、大型のもの

で、狭い方の側縁を機能面としている。器面には敲打によるザラつきが認められる。使用頻度は低く、

機能面も平坦ではなく凹凸が認められる。22は、北海道式石冠で、器体中央のやや下側に把握部とし

て敲打及びスリによる帯状の凹みが一巡している。この把握部と峰との間だけに自然面が残っている。



主機能面は非常に幅広で凹凸が多い。峰部分には機能面より滑 らかな凹凸の少ないス リ面が構成 され

ている。

半円状偏平打製石器 ２点出土 した。 ともに欠損品で、板状節理の偏平な礫を素材としている。２４

は、両側縁及び端部を剥離によって成形 している。剥離は一方の側縁では中央 まで及んでお り、刃部

を形成 しているが、峰部分は剥離が中央まで達 していない。刃部 はスリによる磨滅が認 められる。２３

は、２４に比べて剥離の度合いが少なく、峰部分はほとんど無加工である。端部には、抉 り状の剥離が

認められる。

凹み石 ７点出土 した。すべて完形品である。両面使用のものは５点で、 １面使用のものは２点で

ある。２５・２６の ２点は、小型で半 円形の礫を素材 としている。凹みの深 さは、両面 ともほぼ同 じであ

る。２７は、長楕円形の礫を素材としてお り、器面か ら側面にかけて楕円形及び帯状の敲打痕 も認め ら

れる。側面を機能面 として敲打を行っていたと考えられる。３５は、不整形の礫で、全体に焼化 された

痕跡が認められ、スス状炭化物の付着がみ られる。３１は、円礫に近いもので、 １面に凹みとその裏面

に敲打による器面の荒れが認め られる。また、側面の一部にも敲打痕が認め られる。３０は、偏平でや

や重いことから、台石 としたものと考え られる。

その他の石器 ３２は、概ね平坦で偏平な礫を素材 として、側縁に敲打及び若干のス リの痕跡が認め

られる。また、面の一部にも敲打による荒れがみられる。ス リの痕跡は、平坦なものと湾曲 したもの

が認められる。形状から敲打具 とは、断定できないためこの類 とした。

石棒 １点出土 した。３３は、欠損品である。素材 となる礫 は、柱状節理によるもので、断面形 はカ

マボコ状を呈 している。全体的に大 きな加工痕は認められないが、最 も平坦な面には、長軸方向の擦

痕がほぼ全面にみられ、この面だけにスス状炭化物が付着 している。又、先端寄 りにブロック状に敲

打痕が認められる。 （白鳥 文雄）

（３） そ の他 の遺 物

旧日本陸軍の三八式歩兵銃用 と考えられる小銃弾が （写真ＰＬ－６）２４点出土 した （１点 はやや大

きさが異 なる）。今回、 これらの銃弾の鑑定は依頼 しなか ったが、平成元年度に同一事業で調査を行 っ

た尾上山遺跡出土のもの （陸上自衛隊で鑑定） と同一である。また、薬莢 の破片 １点、丸玉 （鉛の合

金と考え られる）が８点出土 している。周辺の地主さんの話によると、本遺跡を含むこの一帯は、長

く演習地として使用され、終戦まで立ち入 りが制限されていたとのことであった。 （白鳥 文雄）

３ 小 結

今回の調査区は、南東側が大きく切 り崩され、水田となっていた。また、北西側は防風林 となって

おり、調査区は制約を受けている。

全体に削平を受けており、斜面下部に自然の堆積が認められるが、多 くは撹乱を受 けていた。

検出 した遺構 も非常に浅いものである。出土遺物か らは、縄文時代前期か ら同晩期 まで生活が営ま

れていたことが理解 され、特に縄文時代中期の円筒上層期の遺物の出土が目立った。遺跡 は斜面上面

に延びているものと考え られるが、現在の リンゴ園の状況か らほとんどが削平 による撹乱を受 けてい

るものと考えられる。 （白鳥 文雄）

－ ３０ －
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第 ２節 草 薙 （１）遺 跡

本遺跡 は、畑地の造成に伴い削平及び盛土が行われてお り、今回の調査区内では遺構は検出されな

かった。また、遺物 も全て破片で、約３５０点出土 した。

１ 出土 遺 物

（１） 土 器

土器 は、第I・ Ⅱ・Ⅲ層か ら出土 し、第 Ⅱ・Ⅲ層出土のものが圧倒的に多い。時期的には、縄文時

代早期 ・中期 ・後期にわたっている。このうち、早期のものがその大半を占め、その多 くは、調査区

域北端 に位置する谷地形の粘質土層中か らの出土で、概ね小破片での出土であった。

このため、分類にあたっては復原資料が少ないことや小破片が多いことなどか ら、特徴的な文様構

成を有する資料を中心に、次のように分類 し、型式で細分 した。

各群土器は以下のとおりである。

第 Ⅰ群土器－縄文時代早期の土器

第Ⅱ群土器－縄文時代中期の土器

第Ⅲ群土器－縄文時代後期の土器

第I群 土 器 （第２１・２２・２３図－ １～３２）

縄文時代早期の土器を一括 した。約２９０点の出土である。全て破片であり、全体形 を知 り得 るもの

は皆無である。 しか し、概ね接合できたものでみると、器形は砲弾状の尖底深鉢形土器 と考えられ、

口縁部形状では、平口縁 と波状口縁に大別 される。文様帯は口縁から胴部におよぶが、出土資料の観

察か らは、底部まで施文されているものはないと考えられる。文様構成は、貝殻文 ・刺突文 ・沈線文

の ３要素か ら成 り立 っており、口縁部に半截竹管や棒状工具等で連続刺突文を加えたものや、胴部を

沈線により縦横に区画 し、この区画内に横位あるいは斜位に条痕を施文 したものなどがある。中には、

貝殻腹縁連続波状圧痕文を施文するものもある。また、尖底底部の破片が ３点出土 した。無文地で磨

きをかけたものと、底部近 くまで条痕文がみられるものとがある。

復原個体がなく、全体形を知 り得 る資料がないので、口縁部の形状別に特徴的な文様構成を有する

資料 について述べてみたい。

平口縁と断定できるものは１３点で、これらの他にもその可能性があるものも数点あるが、小破片の

ため断定 し得ない。 １は、ほぼ １周する口縁から胴部におよぶ破片で、口径は約１５㎝と推定 される。

口縁部の断面形状 は、稜が不明瞭で丸みを呈 している。口唇部の外面に貝殻腹縁文を約１２本単位で方

向を変えて加えている。また、表裏両面に条痕が施 されているが、表面より器内面の施文が深 い。 ２

は、口唇部及び口縁部に文様を施 してないが、胴部には、移動幅の大 きな貝殻腹縁連続波状圧痕文を

施文 している。 ３～ ５は、口唇部に箆状工具で斜めの刻みを加え、口縁部には口縁 と平行に ２条 １単

位の沈線文を施文 している。更 に、胴部には、同様の沈線により縦位に区画 し、その区画内に横位条

痕を施 した上、更に斜位の条痕を施 している。 ６・７は、口縁から胴部におよぶ破片で、口唇部には

貝殻腹縁文を加えている。口縁部には山形の沈線を施 し、その直下から横位に条痕文を加えている。

その他の破片には、口縁部に対 し斜めに半截竹管のような工具や棒状工具等で連続刺突文を加えたも

のや、平行沈線を施 したものもある。

－ ３７ －



一方、波状口縁 と断定できるものは ５点のみで、 これ らの他にもその可能性があるものも数点ある

が、小破片のため断定 し得ない。１５は、ゆるやかな４波状口縁を呈すると考え られる口縁か ら胴部に

おける大型の破片で、口径は約２４㎝と推定される。口唇部の断面形状 は、丸みを呈 し、内角の稜は不

明瞭だが、外角は鋭 く外傾 している。 この口唇部の外面に２条 １単位の平行沈線を施 している。胴部

は、 ４条 １単位の沈線で縦横に区画 している。 この区画内及び裏面には斜位の条痕を施 している。そ

の他の破片には、口唇部に棒状工具等で連続刺突文を施 したものがある。これらには、胴部が無文の

もの、あるいは２条 １単位の沈線により縦位に区画 し、この区画内に条痕を施文 しているものなどが

ある。

本群土器の胎土中には、砂粒が全ての土器に混入されているが、その含有量や粒子の大 きさにはか

なりのば らつきがある。また、植物性繊維を含有するものはごくわずかである。焼成 は本来、概ね良

好であったと思われる。 しか し、粘土質層に包含されていたことから、表面が脆 くなったものと考え

られる。

第 Ⅱ群 土 器 （第２３図－３３～４２）

縄文時代中期の土器を一括 した。約５０点の出土である。円筒上層式土器が主体 となる。ただし、小

破片が多いことか ら、復原できた土器 は皆無で、個体数 も少ない。

円筒上層ａ式に比定 されるもの。（第２３図－３３）

３３は、波状を呈する口縁部の破片で、口縁部 と平行に撚糸を押圧 し、文様を構成 している。口唇部

には棒状工具で刻 目を施 している。なお、本類 と断定できる資料は、この １点だけである。

円筒上層ｃ式に比定 されるもの。（第２３図－３４～４２）

３４～３６は、同一個体 と考えられるもので、口縁部破片である。文様体は棒状工具による連続刺突文

と粘土紐の貼 り付けによる隆帯で構成 している。また、隆帯上には、棒状工具による刻目を もつ。３７

は、波状を呈す る口縁部破片で、撚糸圧痕を施 した粘土紐の貼 り付けによる隆帯で構成 している。ま

た、波状部に貫通孔 とボタン状貼 り付けの痕跡が見 られるが、後者は剥落 している。３８は、胴部片で、

口縁部 との境は粘土紐の貼 り付けによる隆帯によって区画され、胴部 には縄文を施文 している。３９・

４０は、いずれ も口縁部破片で、文様は紐の貼 り付けによる隆帯で構成 している。４１は、底部破片であ

るが、型式は断定 し得ない。また、 これらの胴部破片では、斜縄文及び羽状縄文がみ られ、前者の比

率が高い。 しか し、小破片のため断定 し得ない。

本群土器の胎土中には、砂粒の混入が多い。中には、３４～３６のように砂粒の混入が非常に多 く、器

面がざらつ き、触れると崩れ落ちるものもある。また、焼成 もあまりよくなかったものと考えられ、

二次加熱により更に損耗 したものと考えられる。

第 Ⅲ群 土 器 （第２３図－４３）

縄文時代後期の土器で、十腰内I式 と考えられる土器が １点出土 している。沈線 と磨消縄文による

文様が展開されてお り、薄手で硬質の胴部片である。胎土及び焼成も良好である。

（山内 実）

－ ３８ －
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第I群 土器について

本遺跡出土の縄文時代早期の土器の中で、文様施文などにおいて特殊な資料があり、これ らは県内

で出土例を知 り得ないものである。

各個体については出土遺物の項で概述 したが、特に問題 となる資料は第２１図－ ３・第２２図－１５等で

ある。

全体形を知 り得 るまで復原できた資料 はないが、形態的には尖底深鉢形土器とみられる。口縁部 は

緩やかな波状または平口縁を呈するもので、口縁部の頂部は丸みを帯びるが、内面ではほぼ垂直に、

外面側では斜めに削 ぎ落 としたような面が作出されている。胴部は緩やかな膨 らみが認め られる。

文様の施文原体は、主に貝殻によるもので、全体には貝殻の腹縁による条痕文が施文される。１５は

口縁部か ら垂下する条痕 と胴部に横位に引かれた条痕によって文様が区画されている。文様の区画帯

は、全体を縦に８分割 していると考えられる。それぞれの区画内には、隣同士が対称になるよう傾 き

を変えた条痕文が施文されている。縦位及び横位の区画は、条痕文の施文後に４条 １単位の条痕によっ

て施文されている。口唇部外面の面には横位の条痕が認められる。 ３は、やや傾斜す る条痕文を施文

後、この上により傾斜す る３条 １単位の条痕を蛇行気味に施文 している。口縁部か ら垂下す る区画帯

は先細 りの工具により２列の連続 した刻み目状の沈線によって施文されている。また、口唇部外面の

面 にも同様に斜行す る刻み目と横位の連続 した刻み目がみられる。ともに、内面にも条痕文が施文 さ

れる。

これ らの特徴は、前述 したように県内では類例を知 り得なかったが、資料の分析中に北海道埋蔵文

化財セ ンターの佐藤剛 ・冨永勝也 ・村田大の各氏からご教示をいただく機会があり、未報告 とのこと

ではあったが、北海道南部において過去に出土 した土器 と非常に類似 していることが分かった （註）。

特に、 ３は、ほぼ同一の文様構成 との指摘をいただいた。

これ らの指摘か ら、本群土器を再検討 したところ、条痕文の施文法 （施文方向を変え る等）、 口唇

部の形状、区画帯の施文法などから、ほぼ同類の範疇 として理解できる一群であることが分かった。

ただ、個体数が少ないことや復原土器がない点から全体像は明確でない状況にある。

時期的には、文様及び口縁部の形状などから、本県における編年上では、早期中葉のムシリ式以前

で、吹切沢式と併行 もしくは相前後する時期 と考えられる。

（白鳥 文雄 ・山内 実）

註 昭和３３年、吉崎昌一先生 らによる、北海道函館市根崎町の公園工事に係る発掘調査において、

フラスコ状 ピット内か ら４・５点のほぼ完形の土器が出土 した。文様の特徴から縄文時代早期の 「根

崎式土器」と仮称 した。その後、道南地方から数点類似資料が出土 していたが、先年、北海道埋蔵文

化財セ ンターによる 「中野 Ｂ遺跡」の発掘調査で量的にも多 くの出土があった。このため市立函館博

物館に収蔵されている資料などの追跡調査を行 ったとのことであった。中野 Ｂ遺跡では、平底気味の

資料 も出土 しているとのこと。現在、報告書にまとめているとのことである。

（北海道埋蔵文化財セ ンター 冨永勝也 ・村田大の両氏よりご教示いただいた。）

－ ４２ －



（２） 石 器

今回の調査では、剥片石器１０点、礫石器 ８点の計１８点が出土 した。 このほかに、 フレーク及び搬入

礫が出土 している。また、黒曜石の破片が ２点出土 している。

剥片石器 （第２４図－ １～１０）

石鏃 １点出土 した。 １は、基部寄 りの両側縁に抉 りを持つ、いわゆるアメ リカ式石鏃である。基

端 は一方 に偏ってお り、水平ではない。

石箆 ２点出土 した。 ２は、縦型剥片を素材とし、両側縁 と一端部 に連続 した剥離を加えて器体を

作出している。整形の剥離は主に縁辺部だけに施 されており、刃部の調整 もまた簡単な ものではある

が、刃部形状か らこの類 とした。 ３は、縦型剥片の全辺を調整 しており、両側縁 も鋭利な調整が施さ

れている。他の部位を使用 した可能性 も考え られるが、端部の調整痕からこの類 とした。

不定形石器 ７点出土 した。 ４は、縦型剥片の最 も鋭利な直線的な側縁に刃部を作出 している。形

状的には摘みのない石匙様である。 ５は、縦型剥片の一側縁のほぼ全面に、連続 した刃 こぼれが認め

られるが、調整剥離はなされていない。 ６は、縦型剥片の一側縁に連続 した剥離によって刃部を作出

している。他方の側縁には、刃 こぼれが認められるが、調整剥離はなされていない。 ９は、肉厚の剥

片を撥形に整形 しており、両側縁に刃部を作出している。刃部はともに潰れが認め られる。底辺にあ

たる部分は鋭利ではあるが、調整の剥離は行われていない。両側縁を刃部としたスクレーパーと考え

られる。 ７・８は、肉厚の剥片の一部に連続 した刃 こぼれが認め られる。いわゆるＵ－フレークであ

る。１０は、黒曜石の破片で、両極剥離がなされている。楔形石器の類と考え られる。

礫石器 （第２５図－１１～１９）

ス リ石 ６点出土 した。完形品 ２点、欠損品が ４点である。１１は、小判形の偏平な礫を素材として、

両側縁を機能面 としている。硬質であり片方の側縁の使用頻度がやや高 い。１２は、やや肉厚の楕円形

の礫を素材 とし、 １側縁を機能面としている。器体の端部 ともう一方の側縁には敲打痕及 び小剥離が

認められる。また、器面 にも敲打 による把握用のザラつきがみられる。機能面は幅広で、片減りが認

め られる。１３～１６は、三角柱状の礫を素材 としており、１３～１５は、最 も鋭角な稜を機能面 としている

が、 ３点とも機能面の幅 は狭 く、使用頻度 は低い。器面には敲打痕が認められる。１６は、より棒状に

近 い礫を素材 としており、機能面 は３面である。主機能面は、非常に幅広で片減 りが顕著に確認 され

る。また、器面のやや平坦な部分にも全体にす られた範囲がみ られ、敲打による把握用の凹みが機能

面以外の部分に４箇所認められる。素材は概ね硬質である。

凹み石 ２点出土 した。１７は、やや肉厚の礫を素材とし、両面を使用 している。 １面は４箇所、も

う一方の面 は２箇所に凹みが認められる。１８は、肉厚の不整形の礫を素材 とし、両面の中央部に １箇

所づつ深めの凹みを有する。一方の凹みは敲打によるザラつきが少な く、平滑な感 じを受ける。 とも

に、多孔質の安山岩を使用 している。 （白鳥 文雄）

－４３ －
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2  小 　 結

  今回の調査区域の約3分の2は、斜面上部を大きく切り崩し、斜面下部に盛土をしていた。盛土下

部の遺構の存在を確認するため、盛土部分のほぼ全面にわたって重機による剥ぎ取りを行ったが、こ

の部分も撹乱されており、遺構は皆無であった。また、この部分では、遺物も盛土中から数片出土し

ただけである。北側の緩斜面が残っている範囲でも、ほとんど遺物は出土しなかった。

  ただ、鉄砲水様の水害による斜面端部の小谷から、主に粘土質の堆積中から縄文時代早期の土器片

が相当数出土したことは、これまでの調査において当該地域の各遺跡から数片づつの出土に対して、

最も量的に多い。また、数個体分が確認されており、このことから、確実に当該時期にこの地域に人々

が生活していたことを裏付ける非常に良好な資料である。              （白鳥  文雄・山内  実）  
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 第 3 節   湯ヶ森(2)遺 跡

  本遺跡は、畑地の造成に伴い削平及び盛土が行われており、今回の調査区内では遺構は検出されな

かった。また、遺物も表土から破片で出土したにすぎなかった。

１   出土遺物

  全て遺構外からの出土である。

  (1)  土     器  （第27図－1～12）

  20数点の出土である。全て破片であり、全体形を知り得るものは皆無である。

  1は、深鉢形土器の口縁部破片で、文様は撚糸の圧痕によって施文されている。口縁の波状部から

縦位に2条が垂下され、横位に4条が平行している。また、口唇部外面にも短い圧痕が施文される。

胎土中には、繊維が微量混入しており、焼成は非常に良好である。円筒土器下層ｄ式の新しい段階と

考えられる。胎土等から、4と同一個体の可能性が高い。

　2・3・ 5 ～ 8 は、同一個体と考えられるもので、口縁部の文様帯は隆帯・連続刺突・撚糸圧痕に

より施文されている。胴部は、羽状縄文による。胎土中には砂粒・細礫が混入し、再加熱のためか、

器面は非常にもろい。円筒土器上層ｃ式と考えられる。

 9は、深鉢形土器の胴部破片で、11は、台付土器の台部破片である。

 10は、浅鉢形土器の破片である。12は、2本の独立した沈線が認められるが、器形は不明である。

胎土等から弥生時代前半期と考えられる。                                       （白鳥  文雄）

 (2)  石    器  （第28図－1）

 横型石匙が1点出土しただけである。器体の加工は主に縁辺部の加工にとどまっており、一部表皮

を残している。つまみ部分の調整は概ね丁寧である。刃部は両面からの調整で、一部破損後に再調整

を行っている。                                                               （白鳥  文雄）

2   小    結

 今回の調査区域は、削平及び盛土がなされ、遺跡としては、ほぼ消滅した状態である。農道整備事

業に着手してからも、約15年以上が経過していることから、当初の地形図と調査時の地形とには変化
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がみられる。この地山までの撹乱により、前途したとおり検出遺構は皆無であり、遺物も破片が散布

している程度であった。ただ、路線外の緩斜面及び小丘陵地の縁辺部で、地形も元の地形図とはあま

り変化がない地点においては土器片が表採されることから、まだ、従来の包含層などが残っている可

能性は考えられる。破片資料だけの出土ではあるが、本来、縄文時代前期から弥生時代にかけての遺

跡と考えられる。                                                            （白鳥  文雄）
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第 Ⅴ章 ま と め

今回調査 した ３遺跡は、いずれも現在 リンゴ園地として耕作されており、園地造成のため著 しい削

平が行われていた。このため、遺構 ・遺物の出土は非常に少量であった。

大平（５）遺跡

全体に削平を受 け、自然堆積による黒色土層が残存する部分 は、斜面下部のごく狭い範囲であった。

また、ほとんどの部分 は地山まで削平 されてお り、一部は水田となっている。

検出遺構 は、土坑が ２基確認されただけで、これ も削平 により底面寄りの非常に浅いものであった。

出土遺物 は、耕作土中か らも若干出土 したが、多 くは、前述の自然堆積層が残る斜面下部か らの出

土である。遺物の総量 は段 ボール箱 ２箱分程度で、全体形を復原 し得た土器 は皆無である。時期的に

は、縄文時代前期から晩期 までの土器が出土 し、中期の土器がその主体を占める。

今回の調査区は、ほとんどが削平を受け、遺跡 としての保存状態 は極めて悪 いものであったが、調

査区の北側に隣接す る防風林を伴 う小丘陵地 は、入植以来 ほとんど削平を行 っていないとのことで、

まだ、遺構 ・遺物の存在が期待 される。

草薙（１）遺跡

全体 に削平を受けており、特に調査区南東部 は、調査対象面積の半分以上にわたり削平 ・盛土 によ

る撹乱を受 けている。調査区北西側 はあまり削平 は行われていなかったが、遺構 は検出されず、遺物

も耕作土中か ら散発的に出土す る程度であった。

非常 に保存状態の悪い調査区域ではあったが、西端部の沢目の粘質土中から数個体分の縄文時代早

期の土器が出土 した。 この沢は鉄砲水様の自然現象によるもので、土器はその時の再堆積物中に包含

されていた。これ ら早期の土器は、北海道道南部において出土例が認められるもので、本県では、類

例のないものである。遺跡全体 としては、大 きく撹乱を受けていたが、 これらの土器の出土 は、岩木

山麓における当該時期の解明 と、他地域 との交流を知 る資料 として貴重なものである。

湯ヶ森（２）遺跡

削平 ・盛土 により、小丘陵地の斜面下部に自然堆積による黒褐色土層がごく薄 く残存 していただけ

で、耕作土の直下は漸移層の部分が多かった。部分的には地山までも切り崩 している部分があり、遺

構は全 く検出されなか った。遺物 も、耕作土中に散在す る程度で、今回の調査対象区域は、遺跡 とし

てはほぼ消滅 しているものと考えられる。

リンゴ園の広がる岩木山麓一 帯では、今回調査 した ３遺跡にとどまらず、最近の機械化農業のため

に園地のより平坦化が図 られ、削平及び盛土が頻繁に行われている。昭和５５年度の農道建設事業着手

以来、これ らの造成は、路線内の各遺跡をも含めて何 らかの影響を及ぼしていることは確実である。

今回の調査において も、遺跡のほとんどが撹乱を受けており、特に、湯ヶ森遺跡においては、地形

図と現状 とが大 きく異なっていた。 これ らのことか ら、本調査以前に試掘を先行させ、現状を把握 し

た後に調査を実施することが肝要であろう。 （白鳥 文雄 ・山内 実）
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