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序 
 

 青森県教育委員会は昭和59年度に、一般国

道338号の付替道路予定地内に所在する弥栄

平⑴遺跡の記録保存を図るため、発掘調査を

実施しました。 

 遺跡からは、縄文時代中期・同後期の竪穴

住居跡と、それに伴う遺物が多数発見されま

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、いささかでも文化財の保護及

び研究に資するところがあれば幸いに存じま

す。 

 後でありますが、調査の実施と報告書の

作成にあたり関係各位からの御協力・御指導

を賜りましたことに対し心から感謝の意を表

します。 

   昭和61年３月 

 

 青森県教育委員会 

     教育長  本 間 茂 夫 





例  言 
 

１ 本報告書は、昭和59年度に実施した六ヶ所村に所在する弥栄平⑴遺跡の発掘調査報告書で 

 ある。 

２ 執筆者の氏名は、依頼文章が文頭、他は文末に記した。 

３ 資料の鑑定並びに分析については、下記のとおり依頼した。 

   石質鑑定  青森県立八戸高等学校教諭 松山  力 

   火山灰分析 奈良教育大学教授     三辻 利一 

４ 図版は、住居跡が 、その他の遺構が 、遺物が に統一してある。 

５ 石器の表示については下記により行った。 

 

 

６ 発掘調査及び報告書の作成にあたって、次の諸氏から御協力、御教示を得た。（敬称略、 

 順不同） 

  林 謙作(北海道大学助教授）、名久井文明(岩手県立博物館）、藤沼邦彦、加藤道男（宮城 

 県教育委員会）、小井川一夫、岡村道雄（宮城県立東北歴史資料館） 

７ 文中の引用及び参考文献については、巻末に記載し、注の場合は、文中の末尾に記載した｡ 
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第Ⅰ章 調査に至る経過と調査要項 
 

第１節 調査に至るまでの経過と調査の歴史 

 

 弥栄平⑴遺跡は、縄文時代後期のものとしては全国で１例よりない女性復顔像(写真１－１) 

の人骨発見遺跡として著名な遺跡である。以下に、今回の調査に至るまでの歴史的な経過を概 

観する。 

 上北郡六ヶ所村を中心とする地域は、昭和44年に新全国総合開発計画が発表され、大規模な 

開発予定地域としてクローズ・アップされた。昭和47年には、その計画に基づき、むつ小川原 

開発第一次基本計画及び住民対策大綱が発表された。青森県教育委員会ではこれらの開発計画 

の発表と前後して開発予定地内に所在する埋蔵文化財を保護するため、年次計画をたて、分布 

・試掘・発掘調査を実施してきた。 

 本遺跡は、上述の計画に基づいて行った昭和46年８月20日の分布調査で、遺物散布地として 

発見された。この地点は、旧農林省上北馬鈴薯原々種農場の圃場内に位置する（農林省上北馬 

鈴薯原々種農場は昭和56年天間林村に移転)。 

 昭和46年９月４日、農場職員がトラクターで圃場を深耕中に、人骨入の大型甕棺土器を発見 

した。この情報に基づき、直ちに、盛田稔(青森大学学長)、故音喜多富寿(当時県文化財専門委 

員）、江坂輝弥（当時慶応義塾大学教授）、森本岩太郎（当時新潟大学医学部助教授）等による 

現地調査となった。この間の事情と、出土人骨の所見については「青森県表館発見の縄文文化 

後期初頭の甕棺と人骨」 『考古学ジャーナル』（小片保・森本岩太郎・江坂輝弥：1971）に詳 

しい。 

 これによれば、「この人骨は18～19歳の女性１体分で、ほぼ全身の骨片があった。甕棺内の底 

部近くに頭蓋骨が置かれ、側方に四肢長骨がまとめて立てかけられていたという。人骨は縄文 

後期人としての特徴をもつが、中顔、鋏状咬合などの比較的新 

しい形質も合わせ備えていた｡上下前歯部の一部に歯槽の閉鎖」 

の特徴が指摘されている。この人骨は、昭和49年に鈴木尚（当 

時東京大学医学部教授）によって、頭蓋骨から復顔が施された。 

（写真１－１､復顔されたものは現在、人骨甕棺と共に青森県立 

郷土館に保管） 

 また、女性人骨の入っていた甕棺土器（図３、写真１－２） 

は縄文時代後期初頭のもので、今回の調査で得られた後期第Ⅲ 

群土器に共通する特徴をもつ。 
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昭和47年には、県教育委員会によって、開発予定地内に所在する遺跡の保護と活用を講ずる 

資料を作成する目的で本遺跡を含む３遺跡の規模、種類、性格などを確認する試掘調査が実施 

された。この結果、本遺跡からは、７軒の竪穴住居跡と土壙が発見され、しかもこれらの集落 

は広範囲に広がることが推定された。 

 このうち、Ｊトレンチで検出された住居跡には、小規模ながらカキを主体にした貝塚が形成 

されていたことも判明した。各遺構の営まれた時期は、縄文時代中期終末期から後期初頭にか 

けてのものであることが明らかになった。(『青森県埋蔵文化財調査報告書第３集』青森県教委 

：1972) 

 昭和50年10月には、本遺跡の南側にある小谷を挾んだ台地縁辺部が試掘調査の対象地に選定 

された。今回の調査地点から南方に40ｍ程離れた地点である。調査の結果、縄文時代中期終末 

期の竪穴住居跡２軒と、土壙２基が検出された。いずれも台地北側の縁辺部（本遺跡寄り）で 

検出されたものである。本遺跡とは別個に名称（弥栄平⑵遺跡）が与えられていたが、遺構の 

構築時期や、地形上から見て、本遺跡と深い関連があるもの（同一集落の可能性がある）とし 

て把握された。(『青森県埋蔵文化財調査報告書第28集』青森県教委：1975) 

 昭和55年には、本地域の開発進展に伴い、一般国道338号を、現位置から西方約４㎞の位置 

に付替えることが計画された。この付替道路予定地内には、本遺跡を含む４遺跡が含まれるこ 

とになり、これらの遺跡の試掘調査が必要となった。 

 昭和57年にはこの付替道路の路線内に限定して、試掘調査が実施された。この調査では昭和 

47年に試掘調査を実施して得た結果を踏え、同地点を遺跡の主体部と見做し、遺跡の縁辺部と 

推定される尾駮沼寄りの台地を選定した。この位置は、窪棺出土地点とは小谷を挟んだ北方の 

台地である。この結果、少量の縄文時代中期終末期から後期初頭の土器片と、溝状ピットが１ 

基検出された。 

 昭和58年には県土木部から付替道路予定地内に所在する本遺跡の発掘調査の依頼があり、協 

議の結果、昭和59年９月に発掘調査を実施することになった。 

 なお、本遺跡の名称は種々の事情でこれまで数回変更されている。したがって出土資料の遺 

跡名が一部に混乱が生じているので以下の表にまとめておく。 

                                   （三浦圭介） 
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第２節 調査要項 

 

 調査目的   国道338号橋梁整備事業実施に先立ち、当該地区に所在する弥栄平⑴遺跡の 

        発掘調査を行い、その記録保存をはかり、地域社会の文化財の活用に資する。 

 遺跡名    弥栄平⑴遺跡 

 所在地    青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘 

 調査対象面積 600㎡ 

 調査期間   昭和59年９月10日から同年10月13日まで 

 調査委託者  青森県土木部 

 調査受託者  青森県教育委員会 

 調査担当機関 青森県埋蔵文化財調査センター 

 調査協力機関 六ヶ所村教育委員会 

        十和田土木事務所 

 調査参加者  調査指導員 村越 潔 弘前大学教育学部教授青森県文化財保護審議会委員 

        調査員   山口義伸 木造高等学校稲垣分校教諭 

        青森県埋蔵文化財調査センター 

           所  長   工藤泰典（現、青森県地方労働委員会事務局総務課長） 

             〃     三橋時男（昭和60年4月教育庁財務課副参事より） 

           次  長   須藤昭二 

           総務課長   舘浦善清 

           調査第一課長 新谷 武 

           主  査   三浦圭介 

           主  事   赤平智尚 

           調査補助員  小田川哲彦、石塚邦仁（昭和60年3月退職）、佐藤 譲 

                  (昭和59年10月退職)、木村隆文、蝦名兼一、奈良郁子 

                  (昭和60年３月退職)、竹内史、西直子 
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第Ⅱ章 調査の概要 
 

第１節 調査の方法 

 

 弥栄平⑴遺跡は、昭和47年に今回の調査区域の一部を含む200㎡の試掘調査が行なわれ、ま 

た、昭和57年には、本遺跡に係る国道338号の付替道路予定地内の北側半分の試掘調査が行な 

われた。調査区の設定にあたっては、これらとは別に独自に設定した。まず、付替道路建設用 

の中心抗№172を原点Ａと定め、Ａを基点に磁北線を南北の基準線とし、これに直交する線を 

東西の基準線と定め、４ｍ四方のグリッドを設定した。付替道路は30ｍ幅で南北に延び、また 

調査対象地区の変更も考えられたので、各グリッドの呼称については、原点ＡをⅡＡ-100とし 

て南北方向に算用数字、東西方向にアルファベットを配し、これを組み合わせて用いた。 

 調査は、グリッド法を基本とする分層発掘とし、試掘調査の結果を踏まえ、縄文時代中期末 

葉から後期初頭にかけての遺物が包蔵されている第Ⅱ層で遺構の存否を確認し、さらに各遺構 

とのかかわりを記録した後に、第Ⅲ層上面まで掘り下げた。 

 遺構の実測は、平板測量か簡易遣り方測量で行ない、縮尺は20分の１を原則としたが、細部 

に関しては10分の１を使用した。遺構の精査は、住居跡を四分法とし、他は二分法を用いた。 

遺物は、層位ごと、グリッドごとに取り上げることとし、必要に応じて微細図を作成した。 

 

第２節 調査経過 

 

 昭和59年９月10日に発掘調査のためのプレハブを建設し、同日調査器材を現地に搬入した。 

本遺跡は、馬鈴薯原々種農場跡地に立地するため、50㎝程の雑草が一面に生茂っている現状だ 

った。発掘調査は、まずこの草刈り作業から開始され、翌11日からは、４ｍ毎にデリッド杭を 

打ち、粗掘りを開始した。粗掘りは、原点Ａを基点とする四方向に１ｍの土層観察用ベルトを 

設定し、他は50㎝のベルトを残してグリッド毎に行なわれた。この作業に11日間を要した。９ 

月12日、粗掘りの段階で第Ⅰ、Ⅱ層中より遺物が多数出土したため、ⅠＴ－99地点を掘り下げ 

土層を観察した。その結果、第Ⅱ層下位～第Ⅲ層上面にかけ縄文時代中期末葉から後期初頭の 

遺物包含層と確認された。そこで、粗掘りと平行して一部遺構確認の作業に入った。９月14日、 

土器、石器片が集中している地点で、11個所の落ち込みを確認、同日より一部精査に入った。 

９月18日、県道尾駮―有戸線沿に設置されてある水準点より、原点Ａにレベル移動を行ない、 

各所にベンチマークを設定した。９月21日発掘調査予定地内の全ての粗掘りが完了し、22個所 

の落ち込みを確認した。９月26日ⅡＤ－103を標準土層観察のため、４ｍ×４ｍを約2.5ｍ掘り 
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下げた。10月に入り、前述の落ち込みを精査したところ合計21軒の住居跡、５基の土壙、１基 

の配石遺構が検出され、急ピッチで調査が進められた。10月13日には延ベ26日にわたった全発 

掘作業を終了し、調査器材をセンターに引き上げた。10月19日には、発掘調査した600㎡全域 

をブルドーザーにより埋め戻した。 

                                   （赤平智尚） 

 

第３節 周辺の関連遺跡 

 

 上北郡六ヶ所村内の遺跡については、昭和44年の新全国総合開発計画の発表以来、昭和46年 

の分布調査をかわきりに、これまで多くの分布、試掘、発掘調査が県教育委員会によって行わ 

れてきた。この結果、六ヶ所村内に所在する遺跡は117にものぼり、しかも、試掘調査、発掘 

調査が行われた遺跡の全遺跡数に占める割合は極めて高い。 

 これらの遺跡の大半は鷹架沼、尾駮沼を中心とする大小の湖沼群周辺の海岸段丘上に立地す 

る。このうち、本遺跡の営まれた時期と直接関連する縄文時代中期末葉（大木10式併行期）か 

ら同後期初頭の十腰内Ⅰ式までの時期を、尾駮沼、鷹架沼周辺に限定して見ると34遺跡中、16 

遺跡であり、遺跡数に占める同期の割合は約５割と極端に高い値を示す。 

 この現象の原因や、その意味するところについては、今後の課題になるが、その事実を指摘 

し、本遺跡とほぼ同時期と見られる各遺跡の概要を以下の表にまとめておく。 

                                   （三浦圭介） 
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第Ⅲ章 遺跡の地形と層序 
山 口 義 伸 

第１節 遺跡の位置と地形及び地質 

 

 上北郡六ヶ所村は下北半島頸部の太平洋側にあって、この付近には北方から、尾駮沼、鷹架 

沼、市柳沼、田面木沼、内沼そして小川原湖の湖沼群がみられる。太平洋沿岸にはこれらの湖 

沼を閉塞するような形で、天ヶ森砂丘が現汀線に沿ってほぼ南北方向に約200ｍの幅で分布し 

さらに、内陸側には標高が約５～23ｍにも及ぶ古砂丘が同じく南北方向に約200～300ｍ、尾駮 

沼と鷹架沼との間では約800ｍの幅で分布している。現在、古砂丘は松林となっていて、防風 

防砂林の役割を果している。また、この付近には海岸段丘の発達も顕著であって、上位から、 

吹越烏帽子段丘（標高100～140ｍ）、長者久保段丘（標高90～130ｍ）、千歳段丘（標高60～100 

ｍ)、七鞍平段丘（標高12～50ｍ)の４段丘が確認できる。これらの段丘のうち、本遺跡が立地 

ているのは千歳段丘上である。 

 本遺跡は、ひょうたん状の形をした鷹架沼の西端付近の、この沼の北方約700ｍ地点に立地 

している。北方には尾駮沼があって、南方の鷹架沼との間には千歳段丘、七鞍平段丘及び両段 

丘間の、比高が約10ｍの浸食斜面が分布していて、いずれも東方に舌状に張り出している。ま 

た、この地域のほぼ中央部には東西方向に走る県道尾駮―有戸線があって、この県道にほぼ沿 

って北に東流して尾駮沼に注ぐ中規模な浸食谷があり、南にも東流して鷹架沼に注ぐ小規模な 

浸食谷がある。県道より北にある浸食谷から南の鷹架沼にかけての地域は西端に、鷹架沼に注 

ぐ小谷の開析作用で起伏に富む地形となっていて、東方も県道より南にある浸食谷が千歳段丘 

上に谷頭をもち、その開析作用で起伏に富む地形となっている。このため、この地域に発達す 

る千歳段丘はＴ字形をなし、全体的に南北方向に起伏する地形である。なお、県道より北にあ 

る浸食谷と南の鷹架沼へは、いずれも急峻な段丘崖で接している。(図４) 

 ところで、本遺跡は標高が約61ｍの千歳段丘上に立地していて、その南端には鷹架沼に注ぐ 

小谷の一枝流の谷頭部が位置している。北には、標高が64ｍの東西方向に帯状で小丘状の千歳 

段丘が発達していて、このため本遺跡全体が、技流の谷頭を中心に馬蹄形状の浸食地形となっ 

ている。下北半島の頸部を構成している地層のうち、基盤をなす地層は、新第三系中新統の泊 

安山岩類及び鷹架層である。又、本地域に も広く分布する地層は新第三系鮮新統の浜田層及 

び第四系下部洪積統の野辺地層である。新第三系中新統の泊安山岩類は安山岩質角礫岩及び同 

質集塊岩からなっていて、本遺跡北方の老部川に臨む段丘崖にみられるが、主に本地域北方の 

山岳地に広く分布している。中新統の鷹架層は主として塊状のシルト質砂岩からなり、泊安山 

岩類の上部と指交関係にあって鷹架沼を中心にほぼ南北に分布している。新第三系鮮新統の浜 
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田層は塊状無層理の砂質シルト岩と砂岩との互層からなり、下位の中新統を不整合におおって 

いて、本地域に広く分布している。また、第四系下部洪積統の野辺地層は全体的に砂とシルト 

の互層からなり、下位の新第三系を不整合におおい、ほぼ水平に堆積していて、一般に段丘構 

成層におおわれている。 

 千歳段丘の段丘構成層については、千歳(13)遺跡の立地する本段丘の比較的標高の高い所で 

は斜交葉理の発達した砂層（野辺地層）に不整合に本段丘構成層としての茶褐色及び黄褐色の 

粘土質火山灰層（層厚300㎝）が堆積しているが、本段丘の立地する千歳段丘の比較的標高の 

低い所では段丘構成層の堆積状況が悪く、下位より塊状で淘汰不良の中～粗粒砂層、火山灰質 

の砂質粘土層、そして粘土質の黄褐色火山灰層の順で堆積している。なお火山灰層の直上には 

本地域に鍵層(Ｋey bed)として広く分布する。千曳浮石(Ｃb、Ｐ)がブロック状に堆積している。 

本遺跡及び周辺遺跡内の基本層序とその対比については図５に示した。また、ⅡＥ103～104ラ 

インの土層断面は図６、写真２に示した。 

 

第２節 遺跡の層序 

 

 本遺跡内の各層の概要は次のとおりである。 

Ⅰ層 黒色土層（20～30㎝） 耕作土である。耕作のため攪乱されていて、火山灰粒を多量に 

   含んでいる。 

Ⅱ層 黒色腐植質土層（10～20㎝） 草根を含み、粘性、湿性があり、全体的にしまっていて 

   硬さもある。乾くと、ラフな縦割れが発達するのが特徴である。 

Ⅲ層 黒褐色土層（10～20㎝） 土壌化の進行している漸移層である。粘性、湿性があってソ 

   フトな感じがする。下位の火山灰層がブロック状に混入している。 

Ⅳ層 時褐色土層（15～20㎝） 全体的に火山灰質であって、しまりがあって硬くてもろい感 

   じである。 

Ⅴ層 黄褐色ラピリ質浮石層(０～５㎝) 上北上部火山灰層の基低部にある千曳浮石(Ｃb、Ｐ) 

   に相当する。下位のⅥ層直上にブロック状に堆積している。 

Ⅵ層 淡赤色粘土質火山灰層(20㎝) 上部にクラック（crack）の発達がみられ、暗色帯とし 

   ての特徴をもつ。全体的にしまっていて硬い。 

Ⅶ層 黄褐色粘土質火山灰層(100㎝)  全体的に粘土質であって、下部は砂質となっている。 

   やや硬さがあって、しまっている。 

Ⅷ層 淡赤色火山灰質粘土層(30㎝) Ⅷ層からⅩ層までは火山灰の水中堆積物と考えられる。 

Ⅸ層 黄褐色粘土質砂層(20～50㎝) 
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Ⅹ層 褐色火山灰質粘土層(０～20㎝) 

Ⅺ層 暗褐色粗粒砂層(10～50㎝) 酸化層で非常に硬い砂層である。 

Ⅻ層 灰褐色粗粒砂層(20㎝＋) 淘汰不良の中～粗粒砂で、段丘砂層と考えられる。 

 ところで、本遺跡から出土する遺物は縄文時代後期初頭のもので、それらは、上記土層区分 

のうち、Ⅱ層及びⅢ層 上部より出土している。また、遺跡内に密集する竪穴住居跡は、馬蹄 

形状の浸食地形のうちの枝流の谷頭付近にあって水はけのきわめて悪い所に位置している。こ 

のため、この竪穴住居跡をおおっているⅡ層までの層厚は約50㎝と厚い。 

 なお、第２号竪穴住居跡の床面直上からは、降下火山灰と思われる暗灰褐色火山灰がブロッ 

ク状に混入しているのを確認できた。 
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第Ⅳ章 検出遺構と出土遺物 
 

第１節 竪穴住居跡と出土遺物 

 

 本遺跡で検出された竪穴住居跡は21軒である。そのうち18軒を精査した。以下にその概要を 

述べる。 

 第１号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ～ⅠＴ－99～100に位置する。基本層序第Ⅱ層中で落ち込みを 

確認したがプランの全容を把握したのは第Ⅳ層上面である。 

 〔重複〕 本住居跡は、第23号住居跡を切っているが、一方北側の一部を第13Ａ号住居跡、 

また、西側の一部を第３号住居跡に切られている。更に南東壁寄りの床面は第１号土壙に切ら 

れている。この他に、この重複ブロックには第22号住居跡、未精査の第18号住居跡が含まれる。 

これら重複した各遺構の新旧の関係は以下のとおりである。 
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 〔平面形・規模〕 上述したように、多くの遺構と重複しているため、竪穴のプランの全容 

を把握するまでに至らなかった。残存する壁から推定すると直径4.8ｍの円形であろう。 

 〔壁〕 南東から南西にかけての壁は基本層序第Ⅲ層を壁面としている。北東から北西にか 

けては第13Ａ号、第13Ｂ号住居跡に破壊されて不明である。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅲ層を削平し、そのまま使用している。炉の周囲及び前庭部底面が  

も堅緻である。 

 〔柱穴〕 竪穴内外で27個のピットを検出できたが、本住居の主柱配置は不明である。 
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 〔炉〕 竪穴南側の壁面寄りに掘り込みのある炉を検出した。焼士分布の状態から石囲炉で 

あった可能性が高い。炉前庭部は110×60㎝の楕円形で深さは５㎝である。底面は極めて堅緻 

である。 

 〔堆積土〕 竪穴内の堆積土は６層に細分される。いずれも黒色系の腐植土である。 

 〔出土遺物〕 住居廃絶の際、竪穴内が整理されたものと思われ、床面出土の遺物はほとん 

ど存在しない。図９－１の玉抱文のある復原土器が竪穴の壁面から出土した。これが、竪穴の 

廃絶期に も近い土器であろう。２は炉底出土のものである。 

 石器は、堆積土中より石錐・半円状扁平打製石器・磨石・敲き石・石皿がある。 

 

 第２号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区の 東端ⅠＱ－102に位置する。基本層序第Ⅲ層上面で、半円形の黒 
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褐色の落ち込みが北側で確認された。東側は、南北に延びる直線的なロームと黒色シルトの攪 

乱層が本住居跡を切るような形で確認された。これは、昭和47年に実施した試掘調査（青森県 

教委：1972）時のＧトレンチ跡と判明した。 

 〔重複〕 本住居跡の東端で第24号住居跡と重複しており、本住居跡が古い。また、東北側 

ではＧトレンチ、南端では風倒木により壁及び床が破壊されている。 

 〔平面形・規模〕 北側の約２分の１の残存状態は良好でプランも把握できたが、東側は、 

第24号住居跡構築時に破壊され、西側及び南側は、竪穴の掘り込みが浅いため、平面形の全容 

は把握できなかった。ただ、残存部から長径3.7ｍ、短径3.6ｍ、床面積10.3㎡の不整円形と推 

定される。 
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 〔壁〕 基本層序第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。北壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は５～ 

７㎝を計るが、他は掘り込みが浅く、判然としなかった。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。床面の硬さは、炉の周辺部が も 

堅く壁際に行くにしたがって柔かくなる。貼り床は、認められなかった。また、ピット２、３ 

が重複する本住居跡中央部より東側へ１ｍ付近の床面直上からは、暗褐色の火山灰が採取され 

た。 

 〔柱穴〕 本住居跡内より15個のピットが検出された。このうち、炉とピット10を結ぶ線が 

軸線でピット２、６、13が主柱穴と思われるが、他の柱穴及び柱配置は確認できなかった。 

 

 

 

 〔炉〕 住居跡中央部よりやや南寄りに位置する。88×88㎝、深さ16㎝の規模で掘り込まれ、 

平面形は略円形のプランを呈する。一部にわずかながら炉石の抜き取り痕が確認されており、 

構築時には同規模の石囲炉の可能性もある。炉底面は非常に堅く、全面にわたり火熱を受けて 

おり、 大５㎝の厚さで焼土化している。また、本住居跡中央部よりやや西寄りの床面から、 

45×33㎝の範囲で 大４㎝の厚さの焼土が確認されたが、地床炉として使用された可能性もあ 

る。 

 〔堆積土〕 暗褐色シルトの単一層であり、人為堆積と考えられる。 

 〔出土遺物〕 床面直上の一括資料は無い。細片ではあるが図11－５が床直上のものであり、 

後期初頭に位置づけられる。他はすべて堆積土中の遺物である。３、８はいずれも細片である 

が充塡縄文帯をもつものである。 

 堆積土中より石鏃・スクレイパー・磨石・敲き石の他、床面より石皿が出土した。 

 

 第３号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区 南端ⅠＴ～ⅡＡ－98～99に位置する。第１号住居跡南西壁調査時 

に暗褐色の落ち込みを確認、拡張した結果、本住居跡のプランを検出した。 

 〔重複〕 本住居跡の南側は、調査区外のため未発掘であるが、北側においては第１号、第 

22号、第23号住居跡と、西側においては第18号住居跡と重複している。新・旧関係については 

これらの住居跡より本住居跡が新しい。 

 〔平面形・規模〕 平面形、規模共に未発掘部分があるため、その全容を把握できなかった 

が、調査部分から、長径5.5ｍ、短径3.9ｍの楕円形を呈するものと推測される。 

 〔壁〕 ⅡＡ－100を中心とする南北の標準土層に、本住居跡の掘り込みがよく現われている。 

南壁は、基本層序第Ⅲ層上面から掘り込まれ、第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。また、東壁は第 
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１号住居跡、西壁は第18号住居跡、北壁は第22号住居跡の堆積土をそれぞれ壁面としている。 

壁高は、残存状態の良好な南東壁で10～14㎝である。 

 〔床〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。調査区の中でも、 も低い位置で、 

かつ傾斜の少ない場所に位置するため、床面も平坦である。全面堅く締っているが、地床炉と 

思われる。本住居跡中央の焼土周辺1.5ｍ内が特に堅緻である。また、第１号住居跡床面と本 

住居跡との比高差は殆んどなくほぼ平坦であるが、第18号及び第22号住居跡の重複面では、本 

住居跡の床面が低くいずれも暗褐色シルトの貼り床が確認された。 

 〔柱穴〕 本住居跡より、16個のピットが検出された。この中でピット６、８、11、13、16 

が主柱穴の可能性があるが、柱配置は判明しなかった。また、ピットの中には、第１号住居跡 

の柱穴も一部含まれている。 
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 〔炉〕 炉跡とは断定できないが、本住居跡ほぼ中央部に、88×67㎝の範囲の焼土があり、 

地床炉の可能性もある。 

 〔堆積土〕 ３層に区分できた。いずれも黒褐色シルトで人為堆積と考えられる。 

 〔出土遺物〕 床面に密着した状態の一括資料は無いが、図12－１、の復原土器や、５、10 

の大形破片は床面に近く住居廃絶期に極めて近い廃棄状態である。幅の狭い充填縄文帯を主体 

にする破片が多い。石器は、石斧、ピエス・エスキーユ、スクレイパーの他、磨石、敲き石、 

くぼみ石、石皿がある。 

 

 第４号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ～ⅡＡ－102～103に位置し、基本層序第Ⅱ層を掘り下げ中に確 

認した。この位置は緩斜面の 上部である。 

 〔重複〕 ７軒の住居跡が重複しているグループのうちの１軒である。新・旧の関係は次の 

とおりである。本住居跡が も古い。 

 

 

 〔平面形・規模〕 長径5.5ｍ、短径5.0ｍの円形に近い楕円形であるが他の楕円形の住居跡 

とは異なり、長径方向が炉の中心部を通る主軸線と直交する。床面積は21.8㎡でやや大型であ 

る。 

 〔壁〕 竪穴の南東隅が第７号住居跡構築時に破壊され、また、傾斜面に構築されているた 

め南壁が確認できなかった。北壁が も高く45㎝の壁高をもつ。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅲb層を削平し床面としている。貼り床は認められない。 

 本住居の床面は、第14号住居跡、第15号住居跡と同様に段状に構築され炉を含む内部が周囲 

の床面よりも３～７㎝低く構築されている。この部分の平面形状は７個の柱穴と炉の前庭部の 

掘り込み部を各々頂点にした八角形をなす。この部分の床面は外周の床面に比して汚れが激し 

く、しかも堅緻である。この部分の面積は15.4㎡、外周の段状施設の面積は6.4㎡である。 

 〔炉〕 竪穴の南東壁寄りに２基の石囲炉とそれに接して浅い掘り込み部が検出された。 

（炉Ａ・炉Ｂ）炉Ａの炉体上部に軽い貼り床が認められたことから旧炉から新炉へ造り替えた 

ものと理解される。 

 旧炉は竪穴の中央部寄りに位置している。上部が削られた細長い炉石が１個、炉の壁面に残存 

しているものの他は抜き取られている。炉体の掘り込み部は直径70㎝の円形で鍋底状をなす。 

火熱により赤変した範囲は狭く、炉体の総面積の約３割程度である。 

 新炉の規模は旧炉よりやや大きく、掘り方の形状も旧炉とは異なり方形である。炉体に組み 



22 

込まれた石は竪穴の南東壁寄りの２個より残存していなかったが抜き取り痕の状況から「口」 

状に囲われていたものと思われる。新炉の北東側に接して方形の浅い掘り込みが共伴するがこ 

の機能については不明である。底面は極端に堅くしまっているが火熱を受けた痕跡は認められ 

ない。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは大小合わせて26個である。このうち、主柱穴と推定 

されるピットは段状施設の境界に位置するピット１～ピット７の７個である。なお、炉前庭部 

の掘り込み部内に位置するピット16は掘り込み部よりも新しいものである。 
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 〔出土遺物〕 住居廃絶期のまとまった資料はない。しかし、図15－１は大型で浅いピット 

の底面に敷かれた状態で出土したもので、「Ｊ」状文、波状文が整然と配されている。竪穴が機 

能を果している時点のものである。また、このピットには、石皿１点、磨石３点が置かれてい 

る。道具置場としての機能を果したものかも知れない。床面出土の土器は、図15－２～６、13 

の６点である。２は玉抱文内に刺突列が配されたもので中期深鉢Ｂ１か同Ｂ２類のいずれかに属 

するものであろう。４は炉の底面から出土した破片資料である。 

 石器は、石匙、ピエス・エスキーユ、礫器、磨石、敲き石、石皿がある。 
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 第６号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ～ⅠＴ－100～101の基本層序第Ⅲａ層上面で確認した。調査区 

のほぼ中央で、緩斜面に位置する。 

 〔重複〕 本住居跡の北東側では第16号住居跡と、また北側では第７号住居跡と重複してい 

る。後者を切って、しかも前者に切られている。新旧の関係は次のようになる。 

       第７号住居跡   本住居跡   第16号住居跡 

 また、南壁の一部で第２号土壙と重複しているが新旧の関係は不明である。 

 〔平面形・規模〕 本住居跡には炉の改築と床の一部に貼り替が認められた。したがって、 

プランの一部も増築された可能性がある。 

 住居廃絶期のプランは、長径5.1ｍ、短径4.5ｍの楕円形で、床面積は20.5㎡である。主軸は 

Ｗ-55°-Ｎ記号である。 

 〔壁〕 緩斜面に構築されたため、北壁が も高く34㎝、南壁が も低く５㎝である。いず 

れも基本層序第Ⅲ層を壁面としている。 

 〔床面〕 改築前の床面は基本層序第Ⅲ層のローム層を削平し、直接床面としている。また 

改築後は南東側に、黒褐色シルト層を薄く貼って床面としている。改築後の床面は軟弱で、長 

期間、居住したとは思われない。 

 また、東側床面に比高差約３㎝程の段があるが、これは、第４号住居跡に認められる段状施 

設と同機能のものか、竪穴の改築以前のプランの一部か判断ができなかった。 

 〔柱穴〕 竪穴内及び、その周辺で検出できたピットは49個である。このうち、形状、規模、 

深さ、配置等から主柱穴と推定されるものが３組確認された。すなわち、改築に伴う柱の移動 

が３回行われた可能性がある。 

 第Ⅰ期はピット32､35､13､18､42を結ぶ五角形の配置である。第Ⅱ期は、第Ⅰ期の柱を外側に

約30㎝移動したもので、配置の基本は第Ⅰ期と同一である。これはピット31､36､13､19､43を結

ぶものである。第Ⅲ期(廃絶期)は、第Ⅰ期、第Ⅱ期とは異なり、炉を結ぶ延長線を中心に左右

３個づつ計６個の柱穴が配置される。ピット31、38、８、17、10、23の６個である。 
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 〔炉〕 炉は竪穴中央部から南寄りの位置に２基検出された。同時に存在したものではなく

造り替えたものである。旧炉の南東側約半分は新炉構築時に破壊されているが、方形の石囲炉

である。西側に長さ20cm程のシルト岩が埋め込まれているが、抜き取られず床面のレベルで切

断されている。その左右には礫の抜き取り痕が２個検出された。また、火床面は堅く赤変して

いる。長期間の使用が推定される。 

 一方、新炉は、大型のシルト岩２個と、８個の円礫で構築されている。 
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礫はいずれも円形の浅い竪穴内に配置されたものである。火床面は赤変している範囲も狭く、 

しかも旧炉に比較して軟質である。使用期間が短期であったためであろう。 

 〔堆積土〕 竪穴を覆う堆積土は４層である。断面図には現われていないがこの他、貼り床 

部分が１層存在する。 

 〔出土遺物〕 床面及びピット内出土の復原及び大型の破片資料が比較的多い。図18－１、 

３、図19－３､４､６､８ は床面、図18－２、４はピット８内に埋設されたもので、２は下位に 

倒立状態、４は上位に正立状態（写真７－中）で出土した。なお、上位の４の口縁部片は床面 

から出土している。１は、縄文地に波状文「Ｊ」状文が、２は波状文が沈線で描かれたもので 

ある。 

 石器は、石鏃(床面)、スクレイパー、敲き石、石皿である。 

 

 第７号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ～ⅠＴ－101～102に位置する。基本層序第Ⅲ層上面で落ち込み 

を確認した。 

 〔重複〕 本住居は北側で第４、９、10、11号の各住居跡と、また、南側で、第６、16号の 

住居跡と重複している。新・旧の関係は次のとおりである。 
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 〔平面形・規模〕 住居跡の南側約２分の１が第６号、第16号の各住居構築時に破壊され、 

また、竪穴の掘り込みが浅いため、東側のプランが確認できなかった。残存部から推定して長 

径5.5ｍ、短径５ｍ程の楕円形と推定される。残存部の竪穴面積は12.3㎡である。 

 〔壁〕 も壁高のある北壁で10㎝、西壁では２～７㎝である。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅲｂ層を削平し床面としている。炉の周囲約１ｍ幅が も堅緻で、壁 
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寄りで軟質になっている。貼り床は認められない。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは13個である。このうち、探さ、形状等で本住居の主 

柱穴と推定されるものはピット１、４、８の３個であろう。この他、第16号住居内に位置する 

ピット12、ピット13も本住居の主柱穴と思われる。 

 

 

 

 〔炉〕 炉は竪穴中央部からやや南寄りに偏在する。浅い掘り込みを有した石囲炉であるが 

東側の一部は第16号住居跡に破壊されている。北側と西側に扁平な大型のシルト岩を、また、 

その接点には小さな安山岩を配している。南側には抜き取り痕も認められないことから、本来 

は「コ」字状に配した石囲炉であろう。赤変している部分は炉底中央部から北壁にかけた部分 

である。 

 〔堆積土〕 本住居を覆う堆積土は床面直上を覆う黒褐色のシルト層１層だけである。 

特筆すべき混入物は無い。 

 〔出土遺物〕 図22－１、４、図23－１、２が床面出土である。１、４は同一個体で磨消し 

による波状文が整然と配された土器である。 

 石器は、磨石、敲き石、石皿である。 

 

 第８号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅡＢ～ⅡＣ-103に位置する。本次調査区の 北端であり、北方に傾 

斜する生活面の傾斜角が も大きい地点でもある。 

 本住居跡の大部分は昭和47年10月に実施した試掘調査（青森県教委：1972）の際、精査され 

ている。その際、堆積土中から土器、石器の他に 水産及び淡水産の貝類と、魚骨、鳥獣骨が 

検出されている。 

 本次の調査では住居跡の西側約３分の１を検出精査し、住居跡の全容を明らかにした。 

 〔重複〕 本住居跡の南西端で第14号住居跡と重複している。本住居跡が新しく第14号住居 

跡堆積土２層が堆積した後の切り込みであるが後者の１層との関係は不明である。 

 〔平面形・規模〕 比較的傾斜の強い位置に構築されているため、南側の壁が一部確認でき 

なかったが、この部分については床面の範囲を把握したので全体の形状を推定することが可能 

である。プランは長径3.0ｍ、短径2.7ｍの隅丸方形気味の楕円形で、床面積は6.8㎡である。 

 〔壁〕 第14号住居跡と重複している南西壁は第14号住居跡堆積土２層を、他は基本層序第 

Ⅳ層を壁面としている。 
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 北壁が も遺存状態が良好で40㎝あり、南壁に向って序々に壁高が低くなる。 

 〔床面〕 第Ⅳ層をほぼ平坦に削平して床面としているが、第14号住居跡との重複地点では 

黄褐色のローム粒混入の暗褐色シルト層を薄く貼ってある。 

 床面の硬さは炉の周囲が も強く、壁際が柔らかい。 

 〔炉〕 竪穴中央部から南壁寄の位置に大きく偏在している。石囲部と浅い窪みの前庭部か 

ら成る複式炉である。石囲部は深さ10㎝程の浅い掘り込みの側壁に３個の扁平なシルト岩を、 

「コ」字状に配置して構築している。前庭部側は石の抜き取り痕が検出されなかったことから 

構築頭初から解放されていた可能性が高い。石囲内は赤変し硬くなっている。 
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 前庭部は長径70㎝、短径25㎝の楕円形で浅い擂針状をなしたもので、底面及び壁面は硬く踏 

み固められている。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは５個である。この中で主柱穴はピット１～ピット４ 

の４個である。各柱穴は炉中心部を通る竪穴の主軸線の線対称の位置に配置されている。柱痕 

の太さは４個ともほぼ一定で10㎝程である。いずれも柱痕の外周はロームで固定されている。 

 

 

 〔堆積土〕 ６層に細分可能である。昭和47年の試掘調査の際、本住居跡の堆積土中から小 

規模の貝塚が検出されている。この貝塚は竪穴内の 終堆積土（１層）として形成されており 

長径1.25ｍ、短径1.1ｍ、 大厚15㎝の小規模なものである。本層からは、貝類の他、魚骨、 

鳥獣骨、土器等が出土している。４層は貝層併行期の堆積土で、略完形の土器が１個体出土し 

ている。 

 〔出土遺物〕 １層の混土貝層からは二枚貝の類（アサリ、マガキ、シオフキ、ウネナシト 

ヤマガイ、アカガイ、イソシジミ、オオノガイ、ヤマトシジミ、ツメタガイ、ハマグリ）、 巻 

貝の類（エゾタマガイ、ウミニナ、アカニシ）、鳥獣骨、魚骨(いずれも昭和47年の試掘調査で 

出土）が出土した。したがって、出土遺物は本住居跡の廃絶期からやや時間的に経過した時期 

のものと言える。 

 土器は図25～26ですべて混土貝層中から出土したものである。図25－１は方形区画文の外部 

を、２、図26－４は口縁部を磨消している。この３点は前者が胴上半部での大きな外反、後者 

はキャリパー状の器形に特徴を有する。図26－１はＲＬ縄文地に沈線による「Ｕ」字文、波状 

文が施文されている。３は絡条体回転文地に沈線による曲線文である。この他第12号住居跡の 

床面上から出土した図32－４と同一個体の破片がこの層から出土している。したがって、混土 

貝層の形成時期は第12号住居跡の廃絶期と関連するものと言えよう。本住居跡に切られている 

第14号住居跡は出土遺物から見て大木10式併行期であり、しかも、堆積土中に形成された混土 

貝層も大木10式併行期である。したがって、本住居跡の構築、廃絶期も大木10式併行期である。 

 

 第９号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ－102～103に位置する。第10号及び第11号住居跡精査中に確認 

した。斜面に構築され、しかも掘り込みが浅いため、住居の南側半分は削平されて残存しない。 

 〔重複〕 第４号住居跡、第７号住居跡、第10号住居跡、第11号住居跡を切って構築してい 

る。 

 〔平面形・規模〕 プラン全体のうち、確認できたのは約３分の１であるため、詳細は不明 
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であるが、残存部から推定して直径約3ｍ程の小型な円形と思われる。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅲ層を削平して床面としている。堅緻な部分が南側に認められる。ま 

た、第７号住居跡と重複している部分では薄い貼り床が検出された。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは７個であるが柱穴配置は不明である。 

 

 

 〔炉〕 竪穴の中央部からやや西寄りの位置に、床面が焼土化した部分が検出されたが、炉 

としての機能を有したものかどうか不明である。その他に炉としての機能をもった施設は検出 

されなかった。 

 〔周溝〕 幅が15㎝前後、深さが３～５㎝の周溝が北壁直下に検出されたが、本来は竪穴を 

全周していたものと思われる。 

 〔堆積土〕 竪穴の大部分が破壊されているため、床面直上に数㎝程の厚さで、暗褐色シル 

ト層が１層残っていたにすぎない。 

 〔出土遺物〕 遺物は少なく、図28－１～７の土器だけである。１は復原資料で低い貼付隆 

帯、横位に転回する三角形区画文を特徴とする。これは床面出土である。床面及び覆土中のも 

のすべてが後期初頭のものである。 
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 第10号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ-103に位置する。この位置は本調査区中 も傾斜の強い斜面で 

ある。 

 〔重複〕 第４号、第11号各住居跡を切り、逆に第９号住居跡に切られている。 

 〔平面形・規模〕 斜面に構築されているため、南側が削平され、プラン全体のうち、確認 

できたのは約半分である。残存部から推定して直径４ｍ程の円形と思われる。 

 〔床面〕 第９号住居跡と重複している部分ではその堆積土を削平し、踏み固めて床とし、 

他は基本層序第Ⅲ層を床としている。床は全体に軟質である。 

 〔柱穴〕 本住居跡に伴うと推定されるピットは４個検出されたが柱穴かどうかは不明であ 

る。 

 

 〔炉〕 炉は検出されなかったが本住居跡の北側が削平されており、この位置にあったもの 
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と思われる。 

 〔堆積土〕 黒褐色のシルト層が１層である。 

 〔出土遺物〕 図29－３が床直上、２が初期堆積土中壁面の復原資料である。いずれも充塡 
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縄文帯による方形区画文様を主体とする。 

 

 第11号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＴ～ⅠＳ-103に位置する。調査区 北端で、 も傾斜の強い斜面 

である。 

 〔重複〕 第４号、第９号、第10号の各住居跡と重複している。新旧の関係は以下のとおり 

である。 

         第４号住居跡   本住居跡   第10号住居跡   第９号住居跡 

 〔平面形・規模〕 斜面に構築されているため南側が削平され、しかも竪穴の大部分が第10 

号住居跡に破壊されているため全容は不明である。残存部から推定して円形か楕円形のプラン 

をもつものと思われる。 

 〔壁〕 基本層序第Ⅲ層を壁としている。壁高は北壁で10～15㎝である。 

 〔床面〕 北側では第Ⅲ層を、西側では第４号住居跡の堆積土を利用している。 

 〔柱穴〕 確認できなかった。 

 〔炉〕 確認できなかった。第10号住居跡構築時に破壊されたものと推定される。 

 〔堆積土〕 黒褐色シルト層が１層であり、細分不可能であった。 

 〔出土遺物〕 細片が少量出土したにすぎない。 

 

 第12号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅡＡ～ⅡＢ－101～102に位置する。基本層序第Ⅲ層上面で、黒褐色 

の円形の落ち込みとして確認された。また、本住居跡堆積土２層掘り下げ段階で、家屋材と思 

われる炭化材が床面直上５㎝付近にかけ、ほぼ全面にわたり検出された。幅20㎝、長さ105㎝ 

を 大として、いずれも板状及び丸太状の炭化材であり、人為的な廃棄か不慮の火災か判別で 

きないが、焼失した住居跡である。 

 〔重複〕 本調査区内で検出された21軒の住居跡の中では、唯一重複のない単独の遺構であ 

る。 

 〔平面形・規模〕 壁、床共に遺存状態が良好で、重複もないため、プランの全容が把握で 

きた。平面形は、直径4.4ｍの正円形に近い略円形で、床面積は15.9㎡を計る。 

 〔壁〕 基本層序第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。いずれも遺存状態は良好で壁面は堅緻で直 

下に壁溝が一巡する。南壁はほぼ緩やかに、他はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は、東壁18㎝、 

西壁16㎝、南壁８㎝、北壁37㎝である。 
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 〔床〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。円形のプランを呈し、北壁側から南 

壁側へ約20㎝傾斜している。焼失家屋のため、全面にわたり炭化した家屋材が散乱しており、 

６本の主柱穴付近は、火熱のため広範囲にわたって焼土化している。床面は全体的に堅く、主 

柱穴に囲まれる範囲内は、地山第Ⅳ層の黄褐色ロームを多く混入する土を貼っており特に堅緻 

である。 

 〔壁溝〕 南壁の一部を除き、幅10～30㎝、深さ７～23㎝の壁溝が、壁直下をほぼ一巡する。 

本住居跡の長軸方向の南壁際の一部約50㎝の幅で壁溝が検出されず、掘り込まれた痕跡も認め 

られなかったことから、出入口に使用された可能性もある。この壁溝は、暗褐色シルトに第Ⅳ 

層のロームが小ブロック状に混入した堆積土で覆れていた。 

 〔柱穴〕 本住居跡内から８個のピットが検出された。それらの中で、主軸線に対称な６個 

三対(pit １･６、２･５、３･４)が主柱穴であり、主軸に対しそれぞれ等距離かつ垂直に対峙 

する形で六角形に配置されている。また、ピット１と２には、いずれも直径20㎝前後の炭化し 

た家屋材の一部が残存していた。ピット１は、掘り方20㎝、炭化材残存部直径16㎝、長さ８㎝、 

ピット２は、掘り方20㎝、炭化材残存部直径18㎝、長さ11㎝で、いずれも丸太を使用しており、 

ほぼ、垂直に立てられている。 

 

 

 

 〔炉〕 住居跡中央部より南壁寄りに位置し、石囲部と前庭部からなる石囲複式炉である。 

石囲部は、方形のプランを呈し、東、西、北面には、32×50㎝大のシルト岩を「コ」の字状に 

南面には15～22㎝大の河原石を５個直線的に配置し、いずれも掘り方をもっている。炉内部は、 

60×47㎝、深さ15㎝の規模で掘り込まれ、底面は全域にわたって火熱を受けた痕跡があり、  

大４㎝程の深さまで焼土化していた。炉堆積土には、炭化物粒、焼土ブロックが多数混入して 

いた。前庭部は、石囲炉南側に連続し、楕円形のプランを呈する。103×55㎝、深さ13㎝の規模

で掘り込まれ、底面は極めて堅緻で使用傾度が高かったと思われる。 

 〔堆積土〕 ７層に区分できた。いずれも黒褐色か暗褐色シルト層である。また、堆積土中 

から数種類の貝類が小ブロック状になって検出された。 

 〔出土遺物〕 本住居跡からは復原可能な多量の土器が出土しており、これらは二つのグル 

ープに分けられる。一つは床面及び床面直上のグループ、他は貝層と同一層のグループである。 

床面出土のものは図32－４、６、図32－２、図34－２、図36－１で粗製土器が多い。このうち 

の図32－４の土器はＲＬ縄文地に沈線により間隅の広い格子目状の文様を描いたものである。 

この破片の一部が第８号住居跡の貝層中の一括資料と共伴して出土した。したがって、この貝 
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層中の一括資料は本住居跡で使用された土器群の可能性がある。また、他の土器は本住居跡に 

形成された貝層に併行するものである。なお、堆積土中の土器には後期に所属するものが含ま 

れていない。 

また、本住居跡堆積土１層より検出された小貝塚は、20×30㎝の規模で、20㎝の厚さで堆積し 

ている。淡水産のカキ、シジミを主体としており、中には、ボラ（？）の鱗も数点含まれる。 
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 第13Ａ号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＴ～ⅡＡ－100に位置する。この付近は調査区中、 も傾斜の少な

い地区である。基本層序第Ⅲａ層上面で、第１号住居跡、第13Ｂ号住居跡を精査している段階

で落ち込みを確認した。 

 〔重複〕 本住居跡の大部分のプランが第13Ｂ号住居跡と重複している。また西側では第22 

号住居跡と、更に南側では第１号住居跡と重複している。なお、この重複ブロックには第23号 

住居跡、第３号住居跡、更に未精査の第18号住居跡も含まれる。各住居の構築の順序は以下の 

ようになる。 

 

 

 

 〔平面形・規模〕 長径4.3ｍ、短径3.8ｍのやや楕円形で主軸はＷ－80°－Ｎである。 
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 〔壁〕 北壁は基本層序第Ⅲａ層を、また、東、南、西壁は第22号住居跡、第１号住居跡の 

堆積土を壁として使用している。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅲ層を削平し、床面としている。床面全体に凹凸が多く認められるも 

のの、よく踏み固められている。炉の周囲は特に堅緻である。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは33個ある。この中には本住居に伴うものの他、第13 
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 Ｂ号住居跡に伴うもの(ピット２、３、９、11)､第１号住居跡に伴うもの（ピット30）が存在 

 する。 
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 〔炉〕 竪穴の南壁寄りに大きく偏在している。石囲部と浅い落ち込み部からなる。石囲部

は90㎝×80㎝の長方形の掘り方を有したものであるが、側石は一部分が抜き取られ亜角礫４個

より存在しない。しかし、炉の南側壁には抜き取り痕が検出されないことから、当初から開放

されていた可能性が高い。火熱により赤変している範囲は石囲部の北側壁寄りである。 

 落ち込み部は床面との比高差３～５㎝の浅い鍋底状の小竪穴である。全体に踏み囲められ、 

極めて堅緻である。 

 〔堆積土〕 竪穴堆積土の上部は第13Ｂ号住居跡の構築時に破壊されているが、床面から、 

第13Ｂ号住居跡の床面まで、約10㎝の厚さで黒褐色シルトが１層堆積している。 

 〔出土遺物〕 本住居跡の床面からは、まとまりのある復原資料が出土している。出土状態 

は横転するもの、倒立するものなどであるが、いずれも土圧で潰れた様相を示す。この一括資 

料は図38、図39、図41－１である。 

 図38は胴下半が極端にすぼまる特異な器形をなす。 

 石器は、床面から敲磨器類をはじめ、ピエス・エスキーユが出土した。 

 

 第13Ｂ号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＴ～ⅡＡ－100に位置する。基本層序第Ⅲ層上面で落ち込みを確 

認した。 

 〔重複〕 本住居跡は、第13Ａ号住居跡の直上に、そのプランの大部分が重複した状態で構 

築されている。また、南側では第１号住居跡、更に西側では第22号住居跡の一部をそれぞれ切 

っている。 

 〔平面形・規模〕 南側の第１号住居跡との重複している地点の一部で、壁の確認ができな 

かったが、全体のプランは径4.8ｍのほぼ円形を呈するものと思われる。 

 〔壁〕 北側約半周は基本層序第Ⅲ層からⅣ層を壁面としているが、西壁は第22号住居跡の 

また、南壁は第１号住居跡の堆積土をそれぞれ壁面としている。本住居の掘り込みは全体に浅 

く、北壁では２～５㎝、南壁では１～２㎝の検出にとどまった。 

 〔床面〕 各住居跡と重複している部分については、少量のローム粒が混在した黒褐色シル 

トを踏み固めて床面としている。したがって、本住居の床は、ほとんどがこの手法である。北 

壁寄りから東壁寄りの一部では基本層序の第Ⅳ層を削平して床面としている。 

 〔柱穴〕 本住居に伴う柱穴の検出は、上述した理由で、明確でなかった。しかし、主柱穴 

配置の基本は、壁際に巡る配置方法と思われる。 

 〔炉〕 竪穴の南東寄りに偏在して地床炉が検出された。短軸60㎝、長軸70㎝の楕円形の範 

囲が火熱で赤変している。赤変した厚さは中央部で約５㎝である。 
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 〔堆積土〕 竪穴内を覆う堆積土は暗褐色のシルト層１層である。 

 〔出土遺物〕 図42－２～４、６は床面出土の深鉢である。２、４、６は細い貼付隆帯３、 

５は折り返し状のロ縁部に特徴をもつ、いずれも後期初頭のものである。 

 出土石器は、テラス状の施設とピット１内から出土した。敲磨器類の他、ピエス・エスキー 

ユ、調整剥離の施される剥版が出土した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第14号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅡＢ～ⅡＣ－102－103に位置し、基本層序第Ⅱ層の削平中に落ち込 

みを確認した。 

 〔重複〕 本住居跡の北東端で第８号住居跡と重複している。本住居跡の１層が堆積した後 

に第８号住居跡が構築されている。 

 〔平面形・規模〕 竪穴は、直径4.2ｍでほぼ円形であるが、西壁がやや直線的である。竪 
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穴内の総面積は15.2㎡で、この内、段状施設(テラス)は6.7㎡である。 

 〔壁〕 基本層序第Ⅲ層を壁面としている。壁高は東壁20㎝、西壁13㎝、南壁5㎝、北壁15 

㎝である。壁面に特別な施設痕は確認されなかった。 

 〔床面〕 床面は段状に構築され、炉を含む内部が５～10㎝低くなっている。この平面形状 

は７個の柱穴と炉の前庭部を各々頂点にした八角形を呈する。この部分は常時土間として使用 

されたものと思われ、外周の段状施設に比べて堅緻である。 

 段状施設は60～100㎝で一周する。内部の一段低い床面に比し汚れが少ない。 

 〔柱穴〕 竪穴内で検出できたピットは19個である。このうち、建物の主柱穴と推定される 

ものはpit ２、３、４、７、８、10、12の７個である。前述したようにこれらはいずれも八角 

形に形成された一段低い床面の各々の頂点に位置する。 
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 〔炉〕 竪穴主軸線上の南西壁寄りに偏在して掘り込み部を伴った竪穴炉が検出された。竪 

穴炉は直径80㎝程の円形で炉面は鍋底状をなす。周囲の床面からの最深値は21㎝である。炉面 

は全体に赤変し、直上には焼土粒及び炭化物粒が薄く堆積している。炉石の抜き取り痕が検出 

されなかったことから本来竪穴炉としての機能をもったものであろう。 

 炉前庭部の掘り込み部は長径90㎝、短径65㎝の楕円形で、床面からの深さは15㎝である。こ 

の掘り込み部は南西壁に接しており、長径方向は竪穴主軸線に直交する。底面は竪穴の床面に 

比して特に堅緻であるが火熱が加えられた痕跡はない。堆積土中には少量の炭化物粒が混入す 

る。 

 〔堆積土〕 竪穴のほぼ中央部の床面直上に、褐色のロームブロックが投げ込まれ、さらに 

最上層には焼土粒が混入した１ａ層が堆積しているが他は比較的混入物の少ない安定した黒色

系のシルト層である。 

 〔出土遺物〕 床面出土の土器は図45－５で縄文だけの破片である。他は竪穴の堆積土中か 

らの遺物である。図45－１は細い貼付隆帯上に撚紐の側面圧痕、体部には波状文の特徴を有す 

る土器である。 

 住居跡の時期決定資料に欠くが、第８号住居跡に切られていることから貝層中の一括資料よ 

りも古い時期、すなわち、本遺跡中では最も古い時期に位置づけられるものと思われる。 

 石器は、床面及び堆積土中より、敲磨器類、調整剥離のある剥片が出土した。 

 

 第15号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区最西端ⅡＣ～Ｄ－101に位置する。基本層序第Ⅲ層上面において２軒

の住居が重複し、南北に長い瓢箪形の黒褐色の落ち込みとして確認されたもので、本住居跡は

北側の遺構である。 

 〔重複〕 南側において、第20号住居跡と重複している。同住居跡は、約２分の１が調査区 

外に位置するため未発掘であるため、全容は把握していないが、本住居跡が新しい。 

 〔平面形・規模〕 段状施設(テラス)を有する二段構造で、長径4.5ｍ、短径4.1ｍの楕円形 

である。竪穴内の床面積は12.6㎡、この内、段状施設は4.7㎡である。 

 〔壁〕 段状施設・床ともに基本層序第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。壁は、東壁が緩やかな

他はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は、東、西壁で27㎝、北壁で50㎝を計る。 

 〔床面〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。ほぼ平坦で段状施設部分より堅く 

締っており、頻繁に使用されていたものと思われる。段状施設は、炉跡と北東壁の一部を除い 

て一巡するように位置する。その規模は、20～65㎝の幅で、壁際から住居跡中央部へ向って緩 

く傾斜している。床面とテラス面との比高差は２～５㎝である。 



60 

 〔柱穴〕 本住居跡より16個のピットが検出された。壁際にほぼ一巡する段状施設との境界 

に位置するピット１、３、４、５、７、10、13、14、16が主柱穴と考えられる。また、ピット 

１、３、４では、柱を支えるためにロームを塊状に貼っているのが確認された。本住居跡は、 

一度改築が行われ、主軸方向が約50°北側へ向けられた時点で主柱穴も新たに掘られたと思わ 

れるが、新・旧の柱配置については判明しなかった。 

 

 

 

 〔炉〕 本住居跡から２基の炉跡が検出された。これは改築によるものと思われるが、以下 

新・旧炉跡に分けて記述する。 

 （新炉） 本住居跡南壁際に位置する。石囲部と前庭部からなる石囲複式炉である。石囲 

部は、南側が開放されており、基本層序第Ⅳ層を62×58㎝、深さ12㎝の規模で掘り込み、その 

周縁に15～47㎝大のシルト岩を「コ」の字状に配したものと考えられる。その内部は、全面に 

火熱を受けた痕跡があり、最大５㎝ほどの厚さで焼土化している。前庭部は、主軸方向南側に 
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連続し、55×115㎝、深さ20㎝の規模で掘り込まれ、不整楕円形のプランを呈する。全面非常に

堅緻で、使用頻度が高かったと考えられる。 

 (旧炉) 新炉跡より主軸方向を約50°西側へ向け、南東壁際に位置する。石囲部と前庭部から

なる石囲複式炉である。新炉跡使用時は廃棄されたと思われ、石囲部と前庭部との境界に10～

25㎝大のシルト岩の炉石の一部が、床面レベルまで削平された状態で検出された。同レベルよ

り低い掘り込み部では、暗褐色シルトと黄褐色ロームの混入した土が薄く貼られた状態で確認

された。本炉跡は、炉石と思われる３個のシルト岩が残存する南側以外の３面にも石の抜き取

り痕が認められたことから、石囲炉と判断した。平面形は方形で、73×65㎝、深さ15㎝の規模

で掘り込まれ、北側の55×43㎝の範囲が焼化していた。前庭部は、78×65㎝、深さ15㎝の規模

で掘り込まれ、底面は堅く締っており、頻繁に使用されたと考えられる。 

 〔堆積土〕 ５層に区分できた。このうち、4層は人為的に埋められたと思われるが、他は 

自然堆積である。 

 〔出土遺物〕 床面出土の土器はない。すべて堆積土１～３層の土器である。図47－１は「Ｊ」

状文が大きく変容した磨消縄文のある土器である。また、図47－３、４は波状口縁に鰭状の低

い隆起線と、それに添って配される刺突文に特徴をもつ。 

 石器は、床直より敲磨器類が出土した他、堆積土中よりピエス・エスキーユ、剥片が出土し 

た。 

 

 第16号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＲ～ⅠＳ－101～102に位置する。第７号住居跡東壁調査中に、暗 

褐色の落ち込みとして確認され、拡張した結果、南北に長い不整楕円形のプランが現われた。 

 〔重複〕 北西側で第７号住居跡、南西側で第６号住居跡と重複している。両住居跡よりも 

本住居跡が新しい。 

 〔平面形・規模〕 平面形は、南北に延びる不整楕円形を呈し、長径3.9ｍ、短径3.5ｍ、床 

面積は、11.5㎡を計る。 

 〔壁〕 基本層序第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。壁の残存状態は、第６号住居跡との重複面 

を除いて良好であり、東壁14㎝、南壁８㎝、北壁20㎝を計る。西壁は、第７号住居跡石囲炉の 

東側炉石を切っており、壁高は５㎝である。いずれも、壁の立ち上がりは緩やかである。 

 〔床〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。無数のピットがあり凹凸が激しいが、 

炉の周辺部を中心として堅く締っている。重複遺構との比高差は、第７号住居跡床面より５～ 

６㎝低く、第６号住居跡床面より28～32㎝高い。第６号住居跡との重複面には、暗褐色シルト 

の貼り床が確認された。 
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 〔壁溝〕 第６号住居跡との境界面を除き、ほぼ一巡する形で検出された。溝の幅は、10～ 

33㎝、深さは、５～15㎝を計る。溝の堆積土は２層に区分でき、上層は暗褐色土、下層は褐色 

土である。 

 〔柱穴〕 本住居跡より26個のピットが検出された。このうち、主軸線上のピット１と軸線 

に対称なピット２・24・４・11・６・９が主柱穴と考えられる。 

 

 

 

 

 

 〔炉〕 本住居跡中央部よりやや南壁側に位置する。69×68㎝、深さ26㎝の規模で、南北に 

長い不整楕円形の掘り込みと、その南側縁に22㎝大の炉石の抜き取り痕が検出されたことから 

石囲炉と考えられる。炉底面は堅緻で47×40㎝の規模で焼土化している。また、長軸上よりや

や南壁際に85×60㎝、深さ40㎝の不整楕円形のプランを呈する掘り込みが検出された。床面か

らはやや深いが、底面は堅く締っていて前庭部と思われ、本炉跡は、石囲部と前庭部からなる

石囲複式炉と考えられる。 

 〔堆積土〕 土層観察用ベルトを第７号住居跡に連続する北東側の一部より設けなかったた 

め全容は把握できなかったが、一部に暗褐色シルトが堆積している。 
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 〔出土遺物〕 床面出土の土器は図52－１の略完形土器と２、３の破片である。２、４は粗 

製土器でいずれも口唇部が平坦に面取りされる点に特徴をもつ。また図52－３は磨消しによる 

方形区画文である。 

 石器は、床面及び堆積土中より、敲磨器類の他ピエス・エスキーユ、剥片が出土した。 
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 第22号住居跡 

 〔位置と確認〕 調査区ⅡＡ－99～100に位置する。 

 〔重複〕 東側で第13Ａ、Ｂ号住居跡、西側で第３号及び第23号住居跡、西側で第18号住居 

跡と重複している。新・旧の関係は、以下のとおりである。 

 

 

 

 〔平面形・規模〕 本住居跡の東及び南側約３分の１が､第３号、第13号の各住居跡構築時に

破壊されていることから、プランの全容を把握することができなかったが、残存部より長径3.6

ｍ、短径3.1ｍの楕円形で、床面積は7.7㎡と推定される。 
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 〔壁〕 基本層序第Ⅲ～Ⅳ層を壁面としている。壁は緩やかに立ち上がり、壁高は、西壁で 

18㎝、北壁で17㎝である。東、南壁は、第３号、第13号住居跡に切られ消失している。 

 〔床〕 基本層序第Ⅳ層を掘り込んで床面としている。北壁側から南壁側へ緩く傾斜してい 

るが、ほぼ平坦で全面堅く締っている。第18号住居跡との重複面には、第Ⅳ層の黄褐色ローム

が多数混入している暗褐色シルトを薄く貼って床面としている。 

 〔柱穴〕 本住居跡内より12個のピットが検出された。このうち、壁際をほぼ一巡するピッ 

ト１、２、３、５、６が主柱穴と考えられる。 

 

 

 

 〔炉〕 石囲部と前庭部からなる石囲複式炉である。石囲部は、80×55㎝、深さ21㎝の規模 

で掘り込まれ、残存する15～40㎝大の河原石を９個以上不整楕円形に配置していたと考えられ 

る。炉内は45×31㎝の範囲で焼土が確認されたが、住居跡中央部寄りの北側が特に強く火熱を 

受けた痕跡が認められた。焼土の厚さは最大７㎝を計る。前庭部は、石囲部南側に位置する。 

ほぼ石囲部と同じ深さで掘り込まれていて、底面は堅く締っている。また、本住居跡中央部よ 

りやや西側において、34×24㎝の範囲で焼土が検出された。地山のロームが火熱のため焼土化 
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したもので、地床炉として使用された可能性もあるが、詳細は不明である。 

 〔堆積土〕 ３層に区分できた。このうち、１、２層は黒褐色シルトで自然堆積である。 

 〔出土遺物〕 いずれも竪穴堆積土中のもので、しかも破片資料である。 

 住居の廃絶期は第13Ａ号住居跡出土の一括土器群よりも古い時期である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第23号住居跡 

 調査区Ⅱ－99に位置し、第22号住居跡南東側床面を調査中に、本住居跡の炉跡を検出した。 

本住居跡は、重複する全ての住居跡よりも古い。残存する炉跡は、14～26㎝大のシルト岩を楕 

円形に配した石囲炉で、炉底面は強い火熱のため全面にわたり焼土化していた。 

 〔出土遺物〕 遺物は出土しなかった。 

                             （三浦圭介・赤平智尚） 
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第２節 配石遺構(図55、写真10) 

 

 〔位置と確認〕 調査区ⅠＳ－100に位置し、基本層序第Ⅲ層上面において確認された。 

本遺構は、本調査区内では、比較的傾斜が緩やかになったほぼ平坦地に位置し、周辺には、第 

１、２号焼土遺構及び第１、２号埋設土器遺構が近接する。また、本遺構より東側及び南側に 

おいては、配石以外に遺構がみられない特殊な地域でもある。 

 〔配石の形態・規模〕 本遺構は、大礫を中央部に置き、その周囲に礫を配している配石遺 

構である。東西73㎝、南北65㎝の規模で、平面形は略三角形を呈する。大礫は、52×36㎝、厚 

さ11㎝の三角形の扁平なシルト岩で北東側を頂点とし、その頂点を結ぶ両辺に、14～40㎝大の 

７個の安山岩を直線的に配したものである。また、礫は三角形の底辺部にあたる南側にはなく、 

配置された痕跡もないことから、当初から全周していなかったと考えられる。 

 配石は、掘り方をもたず生活面に直接置かれている。主軸方向は、Ｎ－45°－Ｅであり、礫 

の大小にかかわらず、上面はほぼ同じ位のレベルで、全体として平面を保つように置かれてい 

る。また、配石を除去して、土壙の有無を確認したが、土壙はなく、遺物も出土しなかっ 

た。 

 

第３節 土 壙(図55) 

 

 本遺跡より４基の土壙が検出された。４基とも住居跡及び土壙と重複しており、単独で検出 

されたものはない。それらは、断面形より 

 

 

の２タイプに分類できる。以下、タイプ別に記述する。 

 Ａタイプ 

  第１号土壙  調査区ⅠＳ－99で第１号住居跡内東壁際に位置する。同住居跡堆積土２層 

中位で確認されたもので、同住居跡が埋まりきらない段階で掘り込まれたものと思われる。本 

土壙が新しい。開口部は104×93㎝、壙底部は145×136㎝、深さ68㎝である。底面は東から西 

へやや傾斜しているが、ほぼ平坦である。堆積土は、暗褐色シルトの単一層で第１号住居跡と

殆んど区別がつけられなかった。 

  第２号土壙  調査区ⅠＳ－100に位置する。基本層序第Ⅲ層上面で確認されたもので、 

北側で第６号住居跡と重複しているが、新・旧は確認できなかった。開口部は107×99㎝、壙 

底部は127×107㎝、深さ97㎝を計る。底面は中央部がやや低いものの、ほぼ平坦である。 
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  第３号土壙  調査区ⅠＲ－101に位置し、直上で第４号土壙と重複している。新・旧関 

係は、第４号土壙が本土壙の堆積土２層を底面としていることより、本土壙が古い。開口部115 

×99㎝、壙底部163×154㎝、深さ65㎝を計る。堆積土は７層に区分でき、いずれも人為堆積と 

考えられる。 

 Ｂタイプ 

  第４号土壙  （旧番第１号土壙）調査区ⅠＲ－101に位置し、第３号土壙と重複している｡ 

第３号土壙２層を底面としており、本土壙が新しい。平面形は、北側が削平されプランの全容 

を把握できなかったが、115×105㎝、深さ40㎝の不整楕円形と推定される。堆積土は２層に区 

分される。 

 

 第４節 埋設土器遺構 

 

第１号埋設土器遺構（図55、図56－２） 

 調査区ⅠＳ－100に位置し、基本層序第Ⅲ層上面で確認された遺構である。掘り方は、32× 

21㎝の楕円形のプランを呈し、遺構確認面からの深さは10㎝程である。本遺構は、北西側で第 

２号焼土遺構と重複しているが、掘り方の堆積土中に、15～20㎜大の焼土ブロックが多く混入 

していることから、本遺構が新しい。土器内の堆積土は、暗褐色シルトで極小量の焼土粒が混 

入する他は特記すべき遺物はない。土器は口縁部から胴部下半にかけて残存し、器形は口縁部 

が若干内反する波状口縁で、胴部が張り出す深鉢形である。縄文時代後期初頭に位置づけられ 

る。 

 

第２号埋設土器遺構（図55、図56－１） 

 調査区ⅠＳ－99に位置し、基本層序第Ⅲ層中位で確認された遺構である。重複のない単独遺 

構として検出されたが、南東方向60㎝の距離には配石遺構が隣接している。土器はⅣ層を掘っ 

て、正立した状態で埋設されていた。掘り方は土器よりやや大きく47×41㎝の楕円形で、深さ 

は確認面から約26㎝を計り、底面は平坦である。堆積土は、褐色シルトであるが、第Ⅳ層のも 

のと思われる１～30㎜大のロームブロックやローム粒が多く混入していた。土器内堆積土は２ 

層に分かれるが共ににぶい黄褐色シルトで、上層には１～20㎜大の炭化物、焼土粒が混入し、 

下層には加えてローム粒が混入するのみで、特記すべき遺物は含まない。土器は、口縁部の大 

半が欠損しているが、胴部から底部にかけては残存し、器形は折り返し状口縁を有する深鉢形 

である。縄文時代後期初頭に位置づけられる。 
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 第５節 焼土遺構 

 

第１号焼土遺構（図55） 

 調査区ＩＳ－100に位置し、50×38㎝の範囲で不整楕円形を呈する焼土が、第Ⅲ層で確認され

た。確認面は堅く、掘り込んだ痕跡がない。半截して土層を観察した結果、最大６㎝の厚さで

地山のロームが火熱を受け焼土化している。焼土の厚さから考え、この場所で数度焚火がくり

返された可能性がある。 

 

第２号焼土遺構（図55） 

 調査区ＩＳ－100に位置し、50×44㎝の範囲で最大20㎝の焼土ブロックが塊状になって堆積し

ているのが第Ⅲ層上面で確認された。本遺構は東南側で第１号埋設土器遺構と重複しているが、

本遺構が古い。掘り方は確認されなかったが、最大９㎝の範囲で焼土化し、その上に廃棄され

たような状態で、泥岩や焼成によって硬化した土がブロック状に散在していた。焼成面上の堆

積土は褐色シルトである。 

                                  （赤平智尚） 

 

 第６節 遺構外出土の土器 

 

 遺構外から出土した土器は、本遺跡出土の全体の量に比して少ない。しかも、小破片資料が 

多く、復原可能土器は極めて少ない。以下にその出土状態と土器の特徴について略述する。 

 遺構外出土土器とした中で最もまとまりのある地点は調査区ⅡＢ－100の第Ⅲ層中から出土

した土器群である（図58）。これらの土器群は、当初、わずかな落ち込みが認められ、第17号住 

居跡と仮称し、一括土器群として取り上げたものである。図58－１は方形区画文、渦文、連続 

刺突文等に特徴をもつ。他も方形区画文、内面鰭状貼付、磨消（充塡）縄文、刺突文等に特徴 

をもつ。これらは比較的まとまりのある土器群として把えられる。 

 図59－１は第８号住居跡、第14号住居跡の直上を覆う基本層序第Ⅱ層中にまとまって出土し 

たものである。口縁部の細い貼付隆帯と渦文、胴部の充塡縄文による横位に展開する三角形区 

画文と渦文筆の特徴をもつものである。 

                                  （三浦圭介） 



75 



76 



77 



78 



79 

 第Ⅴ章 遺構と遺物の分析と考察 
 

 第１節 竪穴住居の構造について 

 

 本遺跡で検出、精査された竪穴住居跡は、昭和46年度に行った調査分も含めて、28軒である。

各竪穴住居跡の構築・使用・廃絶の時期は、中期末葉から後期初頭にかけての比較的幅の狭い

時期である。これらは従来の東北地方北部の土器編年上では、大木10式併行期、十腰内Ⅰ式の

直前期に位置づけられる。 

 以下に、竪穴を構成する要素ごとに分析し、検討を加えてみよう。 

 

 ⑴ 竪穴の形態と規模 

 

 重複が激しいため、プランの全体が残っている竪穴は極めて少ない。プランの ～ 程度が 

検出され、プランの概要が把握できるのは10軒である。 

なおカッコ内の数値は、推定値である。 

 大木10式併行期の10軒の竪穴住居の、Ｘ軸、Ｙ軸の長さを図61に表わすと、ほとんどが中線 

上に集中する。また面積が13～15㎡のグループ（Ａ群）、６～８㎡のグループ（Ｂ群）に大別 

される。 

 後期初頭（大木10式併行期と十腰内Ⅰ式の間）の２軒はいずれもプランが明瞭でなく、細部 

にわたって検討を加えることができないが、第３号住居跡、第13Ｂ号住居跡は検出部分からの 

推定では、大型の円形と思われる。 

 ３ 
 ５ 

 ３ 
 ４ 
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 ⑵ 床面に見られる段状施設(テラス) 

 

 本遺跡で検出精査された18軒の竪穴住居跡のうち、第４号、14号、15号住居跡の３軒の床面 

に段状施設（テラス）が検出された。以下にその特徴や類例などについて述べる。 

 この３軒に見られる段状施設には次の共通点が見られる。 

  １．段状施設（テラス）は竪穴壁寄りをほぼ一周する。 （但し、炉「前庭部」では途切れ 

    る。) 

  ２．床中央部との比高差は５～10㎝と小さい。 

  ３．竪穴の主柱穴と密接な関わりをもつ。すなわち、主柱穴を結ぶ線が段状施設との境界 

    になる。 

  ４．床面全体に占められる割合は３～５割である。 

  ５．段状施設上の床面は、それに囲まれた内部の床面に比べて軟質である。 

  ６．いずれも大木10式併行期の土器を伴う。 

 段状施設(テラス)を有する竪穴住居は､散発的であるが､縄文時代前期にも見られる｡最も特 

徴的に現われるのは中期であろう。秋田県杉沢台遺跡、天戸森遺跡、大畑台遺跡などはその代 

表的なものであろう。本県でも本遺跡をはじめ、三内沢部遺跡、近野遺跡等でも認められる。 

 杉沢台遺跡や大畑台遺跡例では中期前半期、天戸森遺跡では中期後半期のものが主体を占め 

る。天戸森遺跡の場合は段状施設（テラス）を有する８軒中、１軒は大木10式（同期の中では 

約12％) 、他の７軒は大木９式 、（同期の中では約80％）である。すなわち、大木９式期にこ 

の構築法が最も斉一性の高いものであったことがうかがえる。大木10式期でも存続するが、そ 

の割合は極端に少なくなる。 

 本遺跡の場合は大木10式期併行期と思われる10軒に占める割合は約３割であり、天戸森遺跡 

と比較した場合、割合の高さが指摘される。 

 一方、東北地方北部では、縄文時代後期を通じて、この種の施設はこれまで検出されていな 

い。したがって、中期終末期には消滅した可能性が高い。これらの流れから見ると、本遺跡の 

段状施設（テラス）を有する住居跡は、大木10式併行期の中でも比較的古い段階に位置づけら 

れよう。 

 また、このような施設は、新潟県沖ノ原遺跡（中期中葉) 、や北海道美々遺跡、臼尻遺跡等 

をはじめとする多くの遺跡で検出されているが、宮城県、福島県等の太平洋岸での報告例がな 

い。したがって、北陸から北海道にかけての日本海を中心とする構築法（具体的には居住空間 

の分割を意図したもの）の可能性が高い。 
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 ⑶ 炉の構造 

 

 竪穴内には１～３基の炉跡が検出された。１軒内での複数の炉は、同時に使用されたもので 

はなく、改築された結果である。これらの炉跡を構造上から見ると以下のようにまとめること 

ができる。 

           Ａ１……礫で四方を囲うもの（第12号住居跡炉、第６号住居跡炉） 

 Ａ類……方形石囲炉 Ａ２……礫で「コ」状に三方を囲うもの（第８号住居跡炉） 

           Ａ３……方形石囲炉であるが四方を囲うかどうか不明なもの 

                       （第１号住居跡炉、第２，３号住居跡炉） 

 Ｂ類……地床炉（床面上で直接火を焚いたもの) （第２号住居跡炉、第３号住居跡炉、第13 

                        Ｂ号住居跡炉） 

 Ｃ類……石囲炉の可能性があるが詳細が不明なもの(第14号住居跡炉) 

 Ａ類及びＣ類は大木10式併行期、Ｂ類は後期初頭を（十腰内Ⅰ式以前）の土器を伴出する。 

 Ａ類及びＣ類は炉と竪穴壁の間に浅い楕円形の掘り込み部（特殊施設）を有する。特にＡ類 

はこの掘り込み部と接することによって、炉の前庭部のように把握される。これは、大木式土 

器文化に見られる上原型土器埋設複式炉（丹羽 茂：1972）の構造に似るものとして、三内沢 

部遺跡において初めて注目された（青森県教委：1972) 。これは上原型土器埋設複式炉とは、 

土器埋設石囲部を持たない点で異なるとして三内遺跡（青森県教委：1978）や杉ノ沢遺跡（青 

森県教委：1975）で検出された炉跡を含めて「沢部型複式炉」と称した。 

 その後、類以する例が山崎遺跡、堀合Ⅱ号遺跡、等から検出された。本遺跡で検出されたＡ 

類及びＣ類も基本的には同一構造であり、青森県内において該時期に斉一的な炉の構造である 

可能性が強くなった。しかし、このような「沢部型複式炉」は、本来「複式炉」の概念で把握 

することが可能かどうか、その構造を、大木式土器文化に見られる複式炉と比較し、更に、円 

筒土器文化終末期からの構造的な変遷を通して検討してみたい。 

 縄文時代を通じて、構造上、極めて特徴的な大木式土器文化の「複式炉」は福島県白山遺跡 

で検出された炉に命名される（梅宮茂：1970) 。この特異な炉は、その後東北地方南半部を中 

心にして多数検出され、構造的にも多少異なりがみられ、丹羽 茂によって詳細な形態分類と 

その変遷が検討された（丹羽：1970) 。その後の研究には、一條孝夫（一條：1972）等の論考 

がある。 

 これらによれば、複式炉は基本的に「埋設土器部｣ ・ ｢石組部｣ ・ ｢前庭部」の三部分で構 

成されるとしている。ここで注目されるのは「石組部」である。これは「沢部型」に見られる 

ように、単に礫を並べただけの石囲ではなく、掘り方の壁に数段積重ねるか、南平な石を壁に 
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立てかけて、炉の側壁を堅固にしている点である。一方、「埋設土器部」は東北地方北部編年の 

最花式や大木10式併行期を通じ、青森県内には存在しない。 

 また、「前庭部」については、大木土器文化の中心地のそれとは異なり、円筒土器文化終末期 

に見られた「特殊施設」の系譜につながる可能性があり、炉の機能の一部と考えるには問題が 

ある（図62)。 

 円筒上層Ｄ式期からＥ式期にかけては土器埋設炉を主体に地床炉、土器片囲炉、竪穴炉、粘 

土囲小竪穴炉等多彩である。榎林式期では資料が少ないが地床炉を主体にする。円筒上層Ｄ式 

から榎林式期には礫を使用した炉は全く見られず次の最花式期において、整然と方形に組まれ 

た石囲炉が出現し、大木10式併行期には、これが普遍的になる。最花式期のものには沢部遺跡 

の「沢部型複式炉」と「前庭部」を有しない近野遺跡第８号住居跡例や富ノ沢遺跡例がある。 

しかし、後の２遺跡例では偏在した石囲炉の壁直下に浅くやや大き目の落ち込みの「特殊施設」 

が存在する。この施設と、石囲炉が接することによって「沢部型複式炉」なるものが生じたも 

のであろう。この「特殊施設」は、本来、炉の機能の一部と解することは不可能である。この 

施設は、底面の状態からみると、出入口の施設痕の可能性が高い。 

 したがって、本県で見られる最花式期や大木10式併行期の炉は、大木式土器文化圏を中心に 

して見られる複式炉とは明らかに異なり、炉の構造も単一で、礫を一列、方形あるいは「コ」 

状に配置しただけの「石囲炉」と見做すことも可能である。 

 

 ⑷ 柱穴の配置 

 

 主柱穴の配置状態が明らかな住居跡は４軒（第４、８、12、14）である。第６、15、16号住 

居跡も概略的には把握できるが主柱穴以外の類似ピットが多く誤認の可能性があるので、ここ 

では前者の４軒を対象とする。この４軒の住居跡の主柱穴配置のあり方をみると次のようにな 

る。 

 Ａ類：炉及び特殊施設を通る主軸線の左右に２個づつ（計４個）が配置されるもの。主柱穴 

間を結んでできる形状が四角形を呈する。（第８号住居跡） 

 Ｂ類：炉及び特殊施設を通る主軸線の左右に３個づつ（計６個）が配置されるもの。主柱穴 

間を結んでできる形状が六角形を呈する。（第12号住居跡） 

 Ｃ類：炉及び特殊施設を通る主軸線の左右に３個づつ、さらに主軸線上に１個（計７個）が

配置されるもの。主柱穴間を結んでできる形状が七角形を呈する。（第４号住居跡、第14号住居 

跡） 

 これらはすべて、基本的に主軸を中心とした線対象の関係にある。以下に主軸線をＹ、主軸 
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の中点でそれに直交する線を 

Ｘとして各類の柱穴配置につ 

いて述べている。 

 Ａ類（第８号住居跡）は石 

囲炉の左右に一対の柱穴が配 

置され（Ｙ軸対象)､壁寄りに 

Ｘ軸を中心とした線対象とし 

て対応する一対が配置される。 

この４個はＹ軸の中点０を中 

心とし０－４を半径とする円 

周上に位置する。また、炉の 

中心点はＹ軸を４分割した点 

の特殊施設寄りに位置する。 

 Ｂ類(第12号住居跡)は柱穴 

配置だけでなく、竪穴プラン、 

炉等に極めて規格性に富む配 

置が行なわれている。柱穴の 

配置は全体の配置の中で位置 

づけられるので、以下にこの 

規格性について述べる。なお、 

本住居跡は焼失家屋で、しか 

も後世の撹乱がなく、極めて 

保存が良好である。 

 ⑴ 竪穴のプランはＸ軸、

Ｙ軸の直交する交点０を

中心とする正円に近いこ

と。 

 ⑵ Ｙ軸上を４分割した点

の特殊施設寄りに、方形

石囲炉の中点が位置づけ

られること。 

 ⑶ 柱穴２、５はＹ軸中点 
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  でＹ軸と直交するＸ軸上に配置されていること。 

 ⑷ 柱穴間の距離が３－５、５－１、４－２、２－６が同じであること。 

 ⑸ 柱穴２、４、３、５の４個（炉の左右以外の柱穴）がすべて中心点０と、柱穴２の距離 

  を半径とした円周上に位置すること。(したがって、０－５、０－２、０－４、０－３は等 

  距離である。) 

 ⑹ 柱穴３と柱穴４を結ぶ線と、柱穴１と柱穴６を結ぶ線はいずれもＹ軸と直交すること。 

 ⑺ 各柱穴間を結んでできた六角形の面積と、その外側の面積比がほぼ同一であること。 

などの特徴がある。したがって、本住居の柱穴及び炉の配置は、Ｙ軸を中心とした幾何学的な 

線対象と言える。 

 ⑴、⑸の特徴は、正円を描く技法を理解しており、しかもそれを建築に応用した可能性が極 

めて高い。 

 柱穴１、６は、⑵で見られた小円上の位置から外方にずれるが、これは炉の位置との関連で 

捉えることができる。本来、中心０と柱穴２間を半径とする円周上に位置すべきものであった 

のが、炉の機能を有効に果させるため、炉の左右に一定の空間を必要とすること、しかも、柱

穴間を結ぶ六角形の外側にも同一空間を設ける必要があったこと等の制約でこの位置に設定さ

れたものであろう。また、六角形の内・外の空間の問題は、柱穴３・４の距離が⑸の規制から

除かれる点でも推測できる。 

 この柱間の内側及び外側の分割は、前型式で行われた段状施設にみられる空間分割の流れの 

中で位置づけられる。すなわち、前型式で主体的に用いられた段状施設の２段構造をもった住 

居跡の上、下の床面積比はほぼ１：1.2～1.5である。この規制が本住居の柱配置の基本をなし 

たものと考えられる。 

 Ｃ類の２軒のうち、第４号住居跡の柱穴の配置にも極めて幾何学的な要素がうかがうことが 

できる。 

 ⑴ 竪穴のプランはＸ軸、Ｙ軸の直交する交点０を中心とする正円に近い。 

 ⑵ Ｙ軸を４分割した点の特殊施設寄りに、方形石囲炉の中点が位置づけられる。 

 ⑶ 柱穴４はＹ軸上に配置される。 

 ⑷ 柱穴間の距離が15－２、２－３、３－４、４－５、５－６、６－７ですべて同じである 

  こと。 

 ⑸ 柱穴４以外の柱穴はすべて０を中心とする円周上に位置すること。 

 ⑹ 特殊施設部分を除き、各柱穴間を結ぶ線上で段状施設（テラス）が構成されること。 

 ⑺ 床面積は、段状施設の内側と外側でほぼ２分されること。 

などの特徴がある。この中で⑴、⑵はＢ類と同一であるが、柱穴の配置には基本的に異なりが 
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認められる。すなわち、Ｂ類⑶で見られるようにＸ軸上に一対の柱穴が配置されないこと（逆 

に本類ではＹ軸上に１個の柱穴が配置される） 

 Ｂ類で見られる炉の左右の柱穴が円０′上からはずれる現象が、本類では円上に位置するこ 

と、柱穴４を基点とする４－３、４－５の距離が他の辺（但し７～15間を除く）と同一である 

ことである。これは主軸線上に位置する柱穴４の配置と関連があるように思われる。Ｙ軸上の 

最も奥まった段状施設（テラス）の面積を確保する必要性から、柱穴４をより中心点０に近づ 

けた結果によって生じた現象であろう。この場合はＸ軸に特別な比重がなく、Ｙ軸を主体とし、 

しかも０－７（０－15）を半径とする円の分割にその配置を求めた可能性がある。 

 このように、Ａ類、Ｂ類、Ｃ類は柱穴の配置に異なりがあっても極めて計画的な測量に基づ 

き、諸施設が配置されたことがうかがえる。特に、正円や、線分の等分割は上記のすべてに共 

通することから、すでに土木作業において、これらの技術を用いる方法を会得していたものと 

思われる。 

 

 ⑸ 主軸線の決定と諸施設の配置 

 

 大木９・10式及びそれに併行する東北地方北部の最花式、大木10式併行期に見られる竪穴住 

居には炉を含む諸施設の斉一性に極めて高いものがある。その基本となるのは竪穴の軸線の強 

い規制が働いていることはこれまでも再三述べられてきている（神奈川県教委：1971､須藤隆：1982)。 

 本遺跡でも主軸が考慮しなければ理解できない諸施設の配置が行われた竪穴が多数を占める。 

以下に、竪穴の形状、炉の配置、特殊施設、段状施設、柱穴の配置から見た軸線の強い働きを 

見よう。 

 竪穴の形状は、円形または楕円形である。形が楕円形の場合は基本的に卵形であり、一方が 

広く、その対応する側が先細りとなる。小判形あるいは、相方が同一の弧を描く長円のものは 

存在しない。この場合は、先細りとなった先端を基点とした長軸が、竪穴の軸線となる。 

 一方、円形の場合の主軸線は、円の中心点を通る直線はすべて軸線になり得る。 

 次に楕円形及び円形プランの竪穴内においての炉の位置を見る。石囲炉は、２辺の相対応す 

る辺の中点を結んだ線を竪穴の軸線に一致させていることが理解できる。また円形プランの場 

合は、この中点を結んだ線の延長線上に円の中点が存在する。すなわち、炉の中軸線は竪穴の 

主軸線と一致する。 

 次に、炉の主軸線上の位置を見る。円形プランの場合は、主軸線を４等分した各点の壁寄り 

の点が炉の中点と一致することが理解できる。また、楕円形プランの場合は、主軸を３等分し 

た場合と４等分した場合のほぼ中間に位置する。 
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 次に、炉に付随するとみられる特殊施設（石囲炉に接する浅い掘り込み部）は、楕円形プラ 

ンの場合は先細りの頂点に、また円形プランの場合は、石囲炉の竪穴壁寄りの辺に平行に位置 

させている。これの中点もほぼ竪穴の主軸上に位置する。 

 次に柱穴の配置を見る。主柱穴の配置が明瞭に確認されたものでは、４本柱（８号住）、６本 

柱（12号住）、７本柱（４号住、14号住)がある｡４本主柱の場合は炉の左右に配置された２個の

柱穴を結ぶ辺と、それに対応する辺の中点を結ぶ線が主軸線に一致する。６本主柱の場合は、

各柱穴間を結んでできた６角形の、炉に近い辺と、それに対応する辺の中点を結ぶ線が主軸線

と一致する。７本主柱の配置は、基本的に６本柱の場合と類似するが、炉に近い辺の中点で、

これと垂直な線上に１個の柱穴が配置される。この柱穴の位置は主軸線上に位置する。 

 このように、主柱穴の配置は基本的に主軸を中心とした線対象の関係にある。 

 床面に見られる段状施設は、柱穴の配置と深い関わりを有する。段状施設は各主柱穴を結ぶ 

線でできた多角形で構成される｡(ただし、特殊施設が位置する場所は開放される。）したがって、 

これも主軸を中心とした線対象である。 

 このように、竪穴住居を構成する主要な要素は、すべて主軸を中心として配置されているこ 

とが理解できる。すなわち、住居構築にあたっては、主軸を決定した後に、竪穴を掘り込み、 

各種の施設を、主軸線を基点として分割し、あるものは等距離に対応させて、配置させたこと 

が明らかになった。 

 それでは、このような住居の要とも言える主軸線の決定や、各種の施設の計画的な配置は、 

東北地方北部において、どの土器型式期から明瞭に理解することが可能か、次に見ることにす 

る。 

 円筒土器文化の終末期にあたる円筒上層Ｅ式期では、近野遺跡、三内沢部遺跡をはじめとし 

て住居跡の検出例が多い。 

 この時期の住居は、竪穴の形状は隅九方形、楕円形（相方が同一の弧を描く）を基調とし、 

円形も一部に存在する。炉は竪穴炉、地床炉、土器片囲炉等があるが、過半数は土器埋設炉で 

ある。炉の位置はいずれの場合も竪穴の中央、すなわち２分割した線上に位置する。この時期 

の住居の特徴として、壁際に掘り込んだやや大き目で浅い施設が存在することが確認されてい 

る。機能の不明なこの「特殊施設」は、時には周囲に半円状に近い土手をめぐらすものもある 

(沢部20号、近野10号住居跡）｡この施設の位置は、隅丸方形のものは壁辺の中点直下に、また、 

楕円形のものは短弧の中点直下にそれぞれ位置する。この「特殊施設」の中心部と炉を結ぶ線 

は、それぞれの竪穴を２分割する軸線となる。すなわち、この線が主軸線としての役割を果す 

ことになる。一方、この時期の柱穴の配置は明らかでない。これは、竪穴の規模が全体に小型 

であることに起因するものであろう（竪穴外に主柱穴を配置した可能性が高い）。 
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 次の榎林式期ではまだ良好な資料が得られていない。三内沢部遺跡の第23号住居跡は円形に 

近い楕円形で、台形状の張り出し部を有する。これが「特殊施設」に相当する可能性もあろう。 

炉は地床炉で竪穴内のほぼ中央部に位置する。 

 最花式期では、富ノ沢、近野、沢部、蛍沢等の各遺跡での良好な検出例がある。該時期では 

竪穴の形状、炉の構造に特徴的なものがある。平面プランは卵形を呈し、その頂部の壁直下に 

特殊施設を配置する。すなわち、前前型式及び前型式で見られた特殊施設がそのまま残り、し 

かもそれが張り出したものと理解できる。また炉は、ほとんどが方形を基本とする石囲炉に変 

化する。炉は、いずれの場合も、卵形プランの長軸上に方形の中心軸を合わせる。その位置は 

長軸を３分割した場合の特殊施設寄りの点に一致する。すなわち、円筒上層Ｄ式期あるいは同 

Ｅ式期で竪穴の中央部に位置した炉はこの時期で大きく特殊施設寄りに偏在する。しかし、特 

殊施設と石囲炉は接することがなく、離れている。 

 柱穴の配置は、遺存状態の最も良好な富ノ沢遺跡例を見ると、主軸線を挟み、その左右に３ 

対、主軸上の特殊施設に位置する壁と対応する壁寄りに１個、計７個が配置される。この柱穴 

の配置は次の大木10式併行期の基本となる。 

 東北地方北部（特に青森県）における大木式土器文化からの影響は、土器の上では中期中葉 

の榎林式期（大木８ｂ式併行）に始まり、大木10式前半期まで継続する。特に強い影響を受け 

たのは大木10式前半期であろう。 

 大木10式併行期の平面プランには、本遺跡で見られるような二つのタイプが存在する。すな 

わち、最花式で見られた卵形のＡタイプ、円形のＢタイプである。また、柱穴の配置でも基本 

的には富の沢例のようなＣ型、主軸線上に柱穴のないＢ型である。 

 炉の構造では、方形の石囲炉という点で最花式期を踏襲するが、その位置はＡタイプが主軸 

線上の から の間、Ｂタイプが である。Ｂタイプはこの時点で､｢特殊施設」と接すること 

になり、「複式炉」となる。しかし、この場合の掘り込み部には大木９、10式に見られる石組あ 

るいは石囲は行われない。したがって、この場合は炉の機能上の施設ではない可能性が高い。 

 次に大木10式併行期以後の住居構造をみる。大木10式併行期から十腰内Ⅰ式にかけての土器 

編年は現在でも各研究者によってとらえ方が異なり混とんとしている状況にある。しかし、丹 

後谷地遺跡の第２号住居跡や韮窪遺跡第25号住居跡は後期初頭（十腰内Ⅰ式以前）に位置づけ 

られる。 

 丹後谷地遺跡例では円形プランに張り出しをもつ。韮窪遺跡第25号住居跡は円形プランで、 

前者が方形の石囲炉を有する。後者は地床炉であるがその位置は大木10式併行期で特徴的に認 

められた主軸線の が の位置にもどり、しかも掘り込みのある特殊施設が竪穴内から消滅し 

ている。柱穴の配置にも、規則性がなくなる。この現象は次の十腰内Ⅰ式期においても同様で 

 １ 
 ３ 

 １ 
 ４ 

１
 ４

１
 ３

１
 ４
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ある。 

 このように、円筒上層Ｅ式期  榎株式期  最花式期  大木10式併行期  丹後谷地遺 

跡期  韮窪遺跡期  十腰内Ⅰ式期の、中期中葉から後期初頭までの住居構造の変遷を見る 

と、各期ごとに高い斉一性を認めることができる。この中でも特に最花式期、大木10式併行期 

には住居構築の際に主軸線を決定し、それに基づいて線分を分割し、諸施設を定められた位置 

に配する強い社会的規制が働いていたことが理解できる。 

 このような流れの中で、本遺跡の各住居跡を位置づけると、Ａはより最花式期に近く、Ｂに 

先行することが理解できよう。 

 また、中期終末か後期初頭のいずれの時期か判断に迷う中期第Ⅲ群とした土器を出土する第 

13Ａ号住居跡は、少なくとも、住居構造の面からは大木10式併行期の他の住居跡と酷似する。 

すなわち、大木10式併行期の竪穴住居と解することが妥当であろう。 

                                  （三浦圭介） 
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 第２節 土器の分類と考察 

 

 今回の調査において、竪穴住居跡を主体にして、土壙、遺物包含層等から多量の土器が出土 

した。これらの土器は、すべて中期末葉から後期初頭に位置づけられる。以下に中期末葉と後 

期初頭に分け、それぞれの器形及び文様の特徴について分類しその編年的位置づけを検討する。 

 

⑴ 縄文時代中期末葉の土器 

 

 中期末葉の土器には、深鉢、浅鉢、袖珍土器があるが深鉢が出土量の主体を占める。 

 〔深鉢〕 

 深鉢には、沈線、磨消、貼付隆帯、刺穴等の文様をもつものと、地文（縄文、絡条体回転文） 

だけのものとがある。前者については器形の特徴から深鉢Ａ～深鉢Ｄの４類に分けることがで 

きる。後者については特徴が少ないため、中期末葉のものか後期初頭のものか判断が困難であ 

る。したがって、明らかに前者に伴うものだけを分類の対象とする。 

 深鉢Ａ類：ロ緑部が直線的か、あるいはわずかに外反し、胴部が緩やかに脹むもの。 

 １類：沈線だけ、あるいは沈線による区画内を磨消した「Ｊ」状文、波状文を描くもの（図 

15－１、図26－１、図32－１） 

 平口縁で、口縁部を磨消するものや、縄文地にそのまま上記の文様を描くものがある。 

一般的に磨消手法を用いないものでは、「Ｊ」状文と胴下半部に描かれた波状文の間に、単位文 

様間に入り込む山形沈線文を伴う。 

 ２類：沈線で区画された外側を磨消すことによって生じた文様が方形の「己」状、「冂」状の 

文様を構成するもの。（図25－１、図32－２） 

 平口縁である、文様上では縄文地に沈線だけによるものは無く、いずれも磨消手法を用いる。 

胴下半には波状文が用いられるものもある。 

 ３類：沈線により幅の広い格子目状の文様が縄文地に施されるもの。(図32－４) 

 ４類：沈線及び磨消手法により「Ｕ」状文「 」状文が施されるもの。(図34－１) 

 ５類：直孤文を主体にして、ボタン状貼付文、刺突文が口縁部から胴郡上半に施されるもの。 

（図57－１） 

 ６類：縄文地に周期が短く、振幅の大きな波状文を施すもの。（図22－７、図19－２） 

 波状口縁を主体にする。ボタン状貼付文には頂部に盲孔が施される。刺突文は小円形で直弧 

文に添うものや、直弧文内に充塡されるものがある。 

 ７類：口縁部に撚紐庄痕の付された貼付隆帯と刺突列が配され、体部が縄文地に周期の短い 
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波状文が施されるもの。（図45－１） 

 深鉢Ｂ：口縁部が強く外反し、胴部がわずかに脹むもの 

 １類：縄文地に縦位の玉抱「Ｓ」状文を施し、玉内部に刺突を充塡させるもの（図９－１） 

波状口縁で、玉抱「Ｓ」状文の終点及び始点には鰭状貼付隆帯が施される。 

 ２類：沈線により横位の玉抱「Ｓ」状文を施し、沈線間を磨消し、玉内部に刺突を充塡させ 

るもの。(図44－１) 

 波状口縁である。文様の終点及び屈曲部には鰭状貼付隆帯が施される。 

 深鉢Ｃ：ロ緑部が強く外反し、胴部が強く脹むもの。 

 １類：連続「Ｕ」状文を施し、内部を磨消すもの、この文様の直下には磨消帯の山形文が施 

される。(図39－１) 

 深鉢Ｄ：ロ緑部から胴部にかけて連続的に緩く内湾するもの。 

 １類：縄文地に「Ｊ」状文、胴下半部に波状文、中間に振幅の大きい山形文を施す｡ （図18 

－１) 

 平口縁で、「Ｊ」状文間には刻目風の刺突文が配列される。 

 ２類：口縁部の磨消帯に「ハ」状の沈線を施し、胴上位に方形区画文、胴下位に波状文が施 

されるもの。（図11－１） 

 １は平口縁である。方形区画文内は充塡縄文、方形区画文間にはボタン状突起と刻目風の刺 

突文が配列される。 

 ３類：口縁部磨消帯に「ハ」状の鰭状を形成する貼付隆帯が施され、その上面あるいは側縁 

に円形刺突列が配されるもの、胴部には楕円区画文が形成されるもの｡ （図57－３、図58－６) 

 深鉢Ｅ：口縁部が強く内湾し、胴部が直線的なもの｡ （図40－１) 

 １は磨消した口縁部に横位一条の沈線を施し、口唇部から垂下する「ハ」状沈線をこれに連 

結させている。 

 深鉢Ｆ：口縁部が直線的で、胴中央部で強く脹み、胴下半部で極端にすぼまるもの｡ （図38 

－１） 

 １類：口縁部に「ハ」状の貼付隆帯と、ボタン状の貼付隆帯を配されるもの。「ハ」状の貼付 

隆帯上には刺突による列点文が施される。 

 ２類：口縁部に指頭押文の付された貼付隆帯が配されるもの｡ （図41－２、図57－６） 

 深鉢Ｇ：器面全体に縄文あるいは絡条体回転文が施されるものである。一部に口縁部が磨消 

されたり、横位沈線が施されるもの、あるいはこの沈線が撚紐の側面庄痕（縄線文）に置換さ 

れているものもある。 

 １類：口縁部が緩く外反し、胴上位に軽い脹みがあるもの｡ （図33－２、３、図42－１） 



92 

 波状口縁（39－３）も稀にあるが平口縁が主体を占める。 

 ＬＲ縄文、ＲＬ縄文が体部全体に施される。底部には網代痕が認められる。 

 ２類：平口縁で胴部から口縁部にかけてほぼ直線的に立ち上がるもの、全体に円筒形をなす 

（図23－１、図18－２） 

 ＬＲ縄文、ＲＬ縄文が施される。口唇部は全般に丸味を帯びる。底部には網代痕が認められ 

る。 

 ３類：平口縁で、口縁部が内湾気味に立ち上がり、胴中位から下位にかけて脹らむもの。 (図 

33－１、図19－１） 

 ＬＲ縄文、ＲＬ縄文、 ℓ単軸絡条体回転文が施される。口唇部はわずかに平坦なものもある 

が総じて丸味をもつ、底部には網代痕が認められる。 

 ４類：波状口縁で、口縁部が内湾し、胴部で内湾するもの。(図39－４) 

 ５類：口縁部が直線的で、胴上位が極端に大きく、壺に近い器形をなすもの｡ （図26－４、 

図44－２) 

 ４は口縁部が磨消され、頸部に一条の沈線が施されている。 

 〔浅鉢〕 

 浅鉢は復元できたものが１個体である。図39－２は胴中位で算盤玉のように屈曲する。口縁 

部が欠損しているため、文様の全容は不明であるが、胴上位には磨消縄文による波状文が横位 

に展開する。底部には網代痕が認められる。 

 

⑵ 縄文時代後期初頭の土器 

 

 後期初頭の土器には、深鉢、浅鉢、壺があるが深鉢が出土量の主体を占める。 

 〔深鉢〕 

 深鉢土器には、沈線、磨消縄文、充塡縄文、貼付隆帯、刺突等による文様をもつものと、地 

文（縄文、絡条体回転文、沈線文）だけのものとがある。前者については器形の特徴から深鉢 

Ａ～深鉢Ｃの５類に分けることができる。それらは文様構成上の特徴から９類に細分すること 

ができる。後者については深鉢Ｄ類として一括し、器形及び文様原体の違いで細分した。 

 深鉢Ａ：口縁部が緩く外反し、胴部が軽く脹むもの。 

 １類：口縁部外面に、断面が三角形の貼付隆帯をもち、体部に充塡縄文と磨消帯による 

方形区画の文様が横位に展開するもの（図29－３、図29－２） 

 図29－３は充塡文様帯の四角形を構成し、それが横位に展開する。また図29－２は「ウ」状 

の方形区画文の上下の縄文帯と連結し、その間には垂下する短い充塡帯を配置させている。 
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 ２類：三角形を構成する文様を横位に展開させ、その内部に渦文、あるいはそれに類似する 

文様を入れ、その文様帯を２段に重畳させているもの｡ （図56－２） 

 ３類：細く、しかも低い貼付隆帯で、口唇直下及び口唇部を、格子目状、「Ｙ」状の文様で組 

み合わせ、その交点に刺突文を加えているもの。また胴部文様は２類同様に横位に展開する三 

角区画文のもの｡ （図28－１、図48－２、図42－４） 

 ４類：充塡縄文の方形区画文が横方向に展開し、その文様間を刺突文で埋めるもの｡ （図58 

－１） 

 図58－１は胴中央部に垂下する渦文が施され、胴下半には大型の浅い刺突が配されている。 

 ５類：外面に細い貼付隆帯をもち、口唇部が肥大し、大型の突起が付されるもの｡ （図60－ 

９） 

 深鉢Ｂ：口唇部がキャリバー状に内湾し、頸部で大きく外反するもの。 

 １類：口唇部に細い隆帯を数段に貼り付け、体部に充塡縄文帯で横方向に展開する三角形区 

画文を構成し、隆帯及び充塡縄文帯の一部で渦文を施すもの｡ （図59－１） 

 深鉢Ｃ：胴部から口唇部にかけて緩く内湾するもの。 

 １類：口唇直下に低い隆帯と貼り付け、胴上位に充塡縄文常による渦文を施すもの｡ （図56 

－１） 

 深鉢Ｄ：文様帯を構成せず、地文だけか、あるいは口唇直下に異原体を用いただけのもの、

底面には網代痕が存在しない。 

 １類：間隔の狭い刷毛目状の工具により、器面全体を縦位の沈線でかぎるもの｡ （図12－１） 

図12－１は口唇直下に縄文の施された隆帯が付けられる。 

 ２類：器面全体にＲＬ、ＬＲ縄文が施文されるもの｡ （図48－１、図49－１） 

 ３類：器面全体に綱目状撚糸文（絡縄帯回転文）が施されるもの｡ （図49－５） 

 〔壺〕 

 壺形土器は４点出土した。文様からみて、これらの壺を分類すると次のようになる。なお、 

昭和46年出土の甕棺土器も分類の対象とする。 

 壺Ａ類：胴部文様が充塡縄文帯で方形区画を構成するもの（図60－１） 

 壺Ｂ類：胴部文様に円形文、長楕円文を用いて重畳させるもの（図59－２、図42－１） 

 図42－１は体部上位で切断した切断蓋付壺である。 

 壺Ｃ類：体部文様に横位に展開する三角形区画文様が施文されるもの｡ （図３） 

 図３は昭和46年に発見された人骨入甕棺土器である。 
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⑶ 中期土器群の共伴関係と遺構の重複から見た土器群の新旧関係 

 

 遺構内外から出土した縄文時代中期の土器は深鉢がほとんどで､それらは、７種類に分類され 

た。以下にこれらの土器の共伴関係に基づく群別と、遺構の重複から見た新旧関係について述 

べる。 

 各住居跡における出土状況を見る。第６号住居跡、第13号住居跡は床面上の一括土器が好資 

料であるが、他は細部の単独資料が多い。しかし、第８号住居跡に形成された貝層中の一括資 

料や、第12号住居跡の堆積土中に廃棄された多くの復原資料も時間的幅の比較的短い土器群と 

して把えることが可能であろう。 

 住居廃絶期の共伴土器 

 第６号住居跡……深鉢Ｄ１類、深鉢Ｇ１類、深鉢Ｇ３類深鉢Ｇ５類 

 第13Ａ号住居跡……浅鉢Ａ類、深鉢Ｃ１類、深鉢Ｆ１類、深鉢Ｆ２類、深鉢Ｇ４類、深鉢Ｇ５類、 

 深鉢Ｇ１類 

 第12号住居跡……深鉢Ａ３類、深鉢Ｇ１類 

 第１号住居跡……深鉢Ｂ１類 

 第７号住居跡……深鉢Ｇ２類、深鉢Ａ１類 

 第４号住居跡……深鉢Ａ１類、深鉢Ｂ１類 

 堆積土中の一括廃棄土器 

 第８号住居跡……深鉢Ａ１類、深鉢Ａ２類、深鉢Ｇ１類、深鉢Ａ３類 

 第12号住居跡……深鉢Ａ１類、深鉢Ａ３類、深鉢Ａ４類、深鉢Ｇ１類、深鉢Ｇ２類、深鉢Ｇ４類 

 次に、これらの土器群を出土する各住居跡及びその堆積層の新旧関係から、土器群の変遷を 

みる。各住居跡及びその堆積層の変遷は以下の五つのブロックで捉えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 また、この変遷過程を軸にして出土土器群の型式学的な異同や、文様要素上における変遷の 

様相を加味して考えると、各住居跡出土の土器群は以下の流れとなろう。 
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 第１号住居跡と第４号住居跡の土器群に最も共通する点は、玉抱文様である。本遺跡中では 

数少ないこの種の土器が両住居の床面出土であり、しかも遺構の重複関係において２軒は最も 

古いものである。また、これらの住居を切っている他の住居の床面からは、この種の文様のも 

のが出土していない。したがって、玉抱文様のあるＢ１及びＢ２類は本遺跡中最も古い土器 

群に位置づけられる。 

 第４号→第７号→第６号の各住居跡の変遷で、各床面出土の土器群をみると、「Ｊ」状文、波 

状文、その中間に配される山形文は一貫して認められる。しかし、細部では第６号住居跡床面 

出土土器には地文縄文に上記の文様を施したものや、やや簡略化されたと思われる地文縄文地 

に周期の短い波状文が伴う点に違いが認められる。 

 第12号住居跡床面出土土器群と、第８号住居跡貝層出土の土器群は接合関係からほぼ同時期 

と考えられる。この土器群と第12号住居跡堆積中の土器の違いはあまりなく、むしろ方形区画 

文の深鉢Ａ２類､「Ｊ」状文の深鉢Ａ１類等共通性が多い。したがって、堆積層からは時間的な 

違いを見い出せても土器群からは大きな相違を認めることが困難である。 

 第13号住居跡床面土器群は、最もまとまりのある土器群である。しかも中期の住居群の重複 

関係では(D)に示したように、最も新しい遺構として把握された。この土器群の特徴は、浅鉢Ａ 

類、深鉢Ｃ１類、深鉢Ｆ類にある。前二者は、磨消しの波状文、あるいは「Ｊ」状文が大きく 

変容した文様に特徴をもつ。また、後者は「ハ」状貼付隆帯や列点文、あるいはボタン状突起 

の存在に大きな特徴がある。この貼付上の列点文や､ボタン状突起は､上記の住居跡一括土器群 

の変遷の中では本住居跡床面土器群以外に存在しない。このことと住居跡の変遷過程を加味す 

ると、この種の文様は本遺跡の中期に属する土器群の中では最も新しい要素と言えよう。 

 次に、遺構の重複関係がないため、新旧が不明な第６号住居跡床面土器群と、第12号住居跡 

床面土器群、同堆積土土器群との文様の様相を見ると、前者に「Ｊ」状文、波状文が多用され、 

後者には方形区画文様が多用される傾向にある。 

 以上のことから、各住居跡出土の土器群を、時間的な差と、様相の異同で整理すると次のよ 

うに四つの土器群で把えることができる。 

 Ⅰ群土器……第１号住居跡床面土器群、第４号住居跡床面土器群 

 ⅡＡ群土器……第７号住居跡床面土器群、第６号住居跡床面土器群 

 ⅡＢ群土器……第12号住居跡床面土器群、第８号住居跡貝層土器群、第12号住居跡堆積土土 



96 



97 

器群。 

 Ⅲ群土器……第13号住居跡床面土器群。 

 第Ⅱ群土器のＡ、Ｂは、重複関係及び層位的な違いは認められなかったが、方形区画文の発 

展から見ると、Ｂがより後出的であろう。したがって、各土器群の変遷は次のようになる。 

     Ⅰ群土器   ⅡＡ群土器  ⅡＢ群土器  Ⅲ群土器 

 

⑷ 中期土器群の編年的位置 

 

 以上で述べた各群土器について、東北地方における従来の研究成果に基づいて編年上の位置 

づけについて検討してみたい。 

 Ⅰ群土器～Ⅲ群土器の一部は、その特徴から、東北地方南部を中心とする大木10式に最も 

近い土器群として把えることが可能である。しかし文様要素やその構成の一部で大木10式に類 

似するものの、器形や文様構成の細部では相当な隔たりが見られる。大極的な視点からは大木 

10式の範ちゅうで把えることが可能であっても地域性の高い土器群と言える。したがって、本 

文では「大木10式併行期」の土器群として把え、東北地方南半部の大木10式の編年と、青森県 

でのこれまでの出土例とその位置づけを合わせて検討する。 

 東北地方北部の大木10式併行期の土器群は、近年、一部で集成、編年が試られているが、(成 

田：1985、柳沢：1980、本間：1985)､個別的な土器の配列の色彩が強く､遺跡内の出土の有り方 

や遺跡間の土器様相の異同を無視した論考であるため問題が多い。また、個別遺跡内での層位 

やまとまり等の充分な検討も行われず、一括土器群としてあつかったもの（高橋：1978）もあ 

り、本遺跡出土の土器群をそれらに位置づけるには困難がある。したがって、資料的にまとま 

っており、しかも、編年研究が比較的進んでいる東北南部の大木10式土器編年を中心にして土 

器群の位置づけを検討する。 

 大木10式土器は近年、丹羽 茂によって第Ⅰ～第Ⅳ段階にまで細分されている。ただし、第 

Ⅰ～第Ⅲ段階までの土器は明示しているものの、第Ⅳ段階のものは、第Ⅲ段階と門前式、袖窪 

式等の後期初頭土器群との間に介在するものであるが、層位的なまとまりのある土器群が未だ 

報告されていないとして明瞭な提示はさけている（丹羽 茂：1981)。しかし個別資料としては 

南境貝塚、沼津貝塚等の土器群をさすものと見うけられる。 

 第Ⅰ群土器は、玉抱文類似の「Ｓ」状文と、その内部に充塡される刺突文、あるいは鰭状貼 

付に特徴をもつものと「Ｊ」状文とが組合わさる。玉抱文類似「Ｓ」状文とその内部に充項さ 

れる刺突文は大木10式第Ⅱ段階の比較的古い時期に位置づけられる可能性がある。しかし、秋 

田県北の天戸森遺跡出土の大木９式土器併行期の一部のものと比較した場合、この種の文様 
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との間に大きなヒアタスはないのかも知れない。したがって大木10式併行期の古式段階と位置 

づけておく。 

 第ⅡＡ群土器は大曲Ⅱ号遺跡で後期初頭に位置づけられ、山田野Ａ式、Ｂ式と呼称されてい 

る土器群の大部分（田村：1965）や宇鉄Ⅲ遺跡で「大木系統の流れと、関東地方の称名寺式と 

の、両方面より影響を受けた、中期末の色彩が濃厚に残る、後期初頭の土器群」(村越：1980) 

とされる土器群に類似する。大木10式土器ではほとんど見られない様相の土器群である。しか 

し、縄文地ではあるが「Ｊ」状文やその変形的なものが多用される点で、ここでは大木10式第 

Ⅱ段階を中心とする土器群として位置づけておく。 

 第ⅡＢ群土器は方形区画文様を主体にし、一部「Ｊ」状文、波状文の伴う文様で構成される。 

「Ｊ」状文、「Ｓ」状文の変化する過程の中で把えられる方形区画文様の多用化は、大木10式に 

あまりみられないが、第Ⅲ段階の文様帯に添って配される列点文が存在しないことから、それ 

以前、すなわち、第Ⅱ段階の後半期位に位置づけることが可能であろう。 

 第Ⅲ群土器は「ハ」状の貼付隆帯や隆帯上の列点文、あるいは指頭押列点文、ボタン状貼付 

隆帯と、波状文、変形した「Ｊ」状文等の特徴をもつ。指頭押列点文のある深鉢Ｆ２ 類は、鶉 

窪第４号住居跡等に認められる土器である。この種の隆帯は門前式、袖窪式等に多用されるが、 

これに伴う他の土器群や、これに類似の第２号住居跡深鉢Ｄ２ 類は、より第ⅡＢ群土器に近い。 

 したがって、後期直前、大木10式併行の終末期として位置づけておく。 

 

⑸ 後期土器群の共伴関係と編年的位置 

 

 土器群の共伴関係 

 各住居跡における出土状況を見る。中期終末期の資料と比較するとまとまった資料が少なく 

ほとんどが単独資料である。その中でも、第３号住居跡初期堆積土中のものが、また、第９号 

住居跡及び第10号住居跡のものは重複関係で、資料的にやや価値のあるものと言える。遺構外 

としてとりあげたが、当初、第７号住居跡とした浅い落ち込みの土器群もまとまりのあるもの 

と言える。 

 後期初頭の共伴土器群及び単独土器 

 第３号住居跡初期堆積土土器群……深鉢Ａ３ 類、深鉢Ｄ１ 類、深鉢Ｄ２ 類 

 第９号住居跡土器群……深鉢Ａ３ 類 

 第10号住居跡土器群……深鉢Ａ１ 類、深鉢Ｄ２ 類 

 ⅡＢ－100区Ⅲ層土器群（浅い落ち込み）……深鉢Ａ４ 類 

 第13Ｂ号住居跡床面土器群……深鉢Ａ３ 類、深鉢Ｄ２ 類、壺Ｂ類 
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第１号埋設土器……深鉢Ａ２ 類 

第２号埋設土器……深鉢Ｃ１ 類 

次にこれらの土器群を、器形や文様の類似性からみると、以下の土器群に大別できる。 

後期第Ⅰ群土器……ⅡＢ－100区（浅い落ち込み）土器群 

後期第Ⅱ群土器……第10号住居跡床面土器群 

後期第Ⅲ群土器……第９号住居跡床面土器群、第13Ｂ号住居跡床面土器群、第１号埋設土器 

         第２号埋設土器 

第Ⅰ群～第Ⅲ群土器を、遺構の重複から見た新旧関係で理解できるのは、第11号住居跡→第 
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10号住居跡→第９号住居跡の流れの中にある第Ⅱ群土器→第Ⅲ群土器である。第Ⅰ群土器は層 

位及び遺構の重複からの位置づけが不可能である。 

 後期初頭の土器群の編年的位置 

 後期第１群土器の特徴は、方形区画文様の展開と、刺突列、貼付文の多用化にある。深鉢Ａ４ 

類をはじめとするこの種の文様は、中期第Ⅲ群土器に極めて類似する。したがって、本群が型 

式学的に単独で成立し得るかどうか疑問である。しかし、図58－１に見られる沈線による渦文 

は、中期第Ⅲ群土器には見られず、より後出的な文様として把えられる。したがって、ここで 

は第Ⅱ群土器の直前として位置づけておく。 

 第Ⅱ群土器は幅の比較的狭い沈線間に充塡された縄文常によって方形区画文様を構成する土 

器群に特徴をもつ。壺Ａ２類を含めたこの種の土器群は、中ノ沢西張第２号住居跡床面土器群

に極めて類似した文様構成をもつ。十腰内Ⅰ式には含まれないもので、称名寺式併行期のもの 

として把握されよう。 

 第Ⅲ群土器は、横位に展開する三角文様や充塡縄文帯の渦巻文様、あるいは縄文の付された 

貼付隆帯に特徴をもつ。人骨入の窯棺土器も本群である。 

 近年、この種の資料が相ついで出土している。弥栄平遺跡⑵（県教委：1980)､韮窪遺跡（県 

教委：1980）はその代表的な遺跡である。これも本来、十腰内Ⅰ式には含まれないもので、各

遺跡のあり方を見ると、十腰内Ⅰ式直前の土器型式として成立する可能性が極めて高い。渦文

を主体とする文様からは掘ノ内Ⅰ式併行期として把握される。 

                                 （三浦 圭介）   
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 第３節 出土石器の分類と考察 

 

 本遺跡から出土した石器類の総数は551点である。石器は遺構内をはじめ、第Ⅰ層～第Ⅲ層ま

での各層にわたって出土し、調査区のほぼ全域に分布している。検出された遺構及び伴出した

土器が、縄文時代中期終末（大木10式併行期）～同後期初頭（十腰内Ⅰ式直前）に限定される

ことから、これらの石器も同様の時期に位置づけられるものである。 

 出土した、剥片石器及び礫石器は多種多様であり、それらを器種・形態・製作上の特徴から 

分類し記述する。 

 

 石  鏃 

 遺構内出土の３点を含む11点が出土した。完形品７点・欠損品４点である。検出された遺構 

数及び試掘時の出土数に比べ、その数は極めて少ない。また出土数の割に、形態に差があり多 

彩である。石材は全て珪質頁岩である。 

 基部形態により、次の様に分類される。有茎のものをⅠ類、無茎のものをⅡ類とした。更に 

Ⅱ類は、ａ－基部に抉りのあるもの。ｂ－基部が弧状に内湾するもの。ｃ－基部が尖るもの。 

に細分される。 

 Ⅰ類－凸基有茎鏃（図66－１・２）いずれも両面加工であるが、腹面に素材の面を残してい 

る。関の作り出しは明瞭ではなく、側縁から除々に細くなるものである。１は鏃身の割に太い 

茎が作出され、この種のものとしては寸づまりである。２は第22号竪穴住居跡床面からの出土 

である。尖端部を欠損する。 

 Ⅱ類ａ－凹基無茎鏃（図66－３～７）３・４は基部の抉りが浅く、長幅比が1.5以下であり尖 

頭部の開き角度も40°以上であるのに対し、５～７は基部の抉りも深く、有脚状であり長幅比も

1.5以上、また尖頭部の開きは30°程である。前者が正三角形状であるのに対し、後者は二等辺

三角形状である。３・４は両面にアスファルト付着がみられる。５は第６号竪穴住居跡床面か

らの出土である。 

 Ⅱ類ｂ－円基鏃（図66－８～10）それぞれ大きさに差があり、特に10は大型で五角形状を呈 

し、形態的にもやや異なる。尖頭部の開きはⅡ類ａの後者に属する。８・９の開きは３・４に 

近い。９は小型のためか素材の面を残していない。他は基部の両面に素材の面を残し、調整剥 

離も鏃身にくらべ簡粗である。 

 Ⅱ類ｃ－柳葉形鏃（図60－11）両面から丁寧に調整剥離が施されている。基部には厚みを削 

除するための調整剥離がみられる。 
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 石  錐 

 遺構内出土の１点を含む計９点が出土した。完形品６点、欠損品３点である。形態及び調整 

状態から次の様に分類される。石材は全て珪質頁岩である。 

 錐部と基部の全面及び周縁、側縁に調整剥離が施されるものをⅠ類とし、剥片の端部又は側 

縁を利用し、錐部のみを作出するものをⅡ類とした。 

 Ⅰ類－（図66－12～15）12は錐部及び基部に両面から全面調整剥離されるもので、厚手の剥 

片が素材に用いられている。尖端部を欠損するもので、第１号竪穴住居跡堆積土中より出土した。 

13～15は錐部と基部の周縁、側縁に調整剥離が施されるものである。13・14は基部に比して錐 

部の作出は小さく、錐長のあるもの12・20と、穿孔対象物が異っていたと考えられる。 

 Ⅱ類－（図66－16～19）剥片の加工しやすい箇所に簡単な調整を施し、錐部だけを作出した 

ものである。特に素材を選んでいる傾向はない。16は尖端部から右側縁に、急角度に調整が施 

され、左側縁には微細剥離がみられる。 

 20は基部を欠損するものである。錐部は両面から丁寧に加工されている。基部の一部が残存 

しており、Ⅰ類に属するものと思われる。 

 錐部の断面形をみると、三角形状を呈するもの13・17・18と、菱形を呈するもの12・14・16 

19・20に分けられる。断面形は調整加工に左右されるもので、それは素材の形状に規制されて 

いるものと思われる。使用痕跡、特に磨耗の観察されるものは、19の端部だけであるが、錐部 

側縁に ‶つぶれ″の痕跡を全てのものがもつ。18の腹面にみられる微細な剥離は回転により 

‶はじけ″たものと思われる。 

 箆状石器 

 遺構内出土の２点を含む計11点が出土した。完形品９点、側縁の一部を欠くもの２点である。 

全て両面からの調整剥離によって加工される。石材は全て珪質頁岩である。 

 形態によって次の様に分類される。短冊形を呈するもの Ⅰ類 －５点出土した。撥形を呈す

るもの Ⅱ類 －４点出土した。Ⅰ・Ⅱ類に属さないもの Ⅲ類 －２点出土した。 

 Ⅰ類－（図67－１～４）１は第12号竪穴住居跡堆積土中より出土した。縦長剥片を素材とし 

て、バルブ削除して刃部を作出している。長幅比は2.18と本類中 も大きい。２は背面中央部 

と刃部右側縁から腹面にかけての欠損は、焼はじけによるものである。３は比較的大きな調整 

剥離が施され、 後に基端を切断するかの様に調整している。この他に、第14号竪穴住居跡堆 

積土中より、台形状を呈する粗雑な調整加工を施されたものが１点出土した。 

 Ⅱ類－（図67－５～８）５は縦長剥片のバルブを削除して基部を作出し、素材剥片の端部に 

刃部を作出している。６はやや薄手の剥片を素材に用いて、バルブ側に刃部を作出している。 

主要剥離面には、素材を剥離した際のバルバースカがみられる。８は腹面の刃部に、フルーティ 
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ング様の連続剥離が施される。基部には抉りが施されている。右側縁辺を刃部から中ほどまで 

欠損する。 

 Ⅲ類－（図67－９・10）短冊形にも撥形にも属さないもので、刃部及び両側縁が弧状に内湾 

するものである。９は厚手の横長剥片を素材としている。バルブ側に刃部を作出する。背面右 

側縁にフルーティング様の連続剥離が施されるが、刃部の左側は大きく剥離された後も調整は

されていない。10は横長剥片を素材とし、簡粗な調整で器体を整形している。基端となる部分

が、破損なのか切断なのか不明であるが、全体形（側縁形）より本類へ含めた。 

 また、刃部・側縁部・基端の形状に次の様な特徴がみられる。 

 刃部の形状では、刃部が直線的なもの－２。刃部が弧状になるもの－２を除く全てがある。 

刃部の調整角度を平均すると、Ⅰ類が52°～66°、Ⅱ類が44°～49°の範囲の中にある。Ⅲ類は71°

と44°と差がある。 
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 側縁の形状では、刃部から基端にかけて外湾するもの－２・４～８。刃部から基端にかけて 

側縁が内湾するもの－９・10。側縁が直線状になるもの－１・３がある。 

 基端の形状では、方形状をなすもの－１～６・10。ゆるい尖頭状をなすもの－７・９。抉り 

のあるもの－８がある。 

 石  匙 

 遺構内出土の１点を含め、２点だけの出土である。(図67－11・12) 共に形態は縦型石匙であ 

り、器長４㎝・器幅２㎝に満たない小型品である。石材は２点共、玉髄質珪貿頁岩である。 

 11は第４号竪穴住居跡堆積土中より出土した。薄手の剥片を素材とし主要刃部を右側縁にと 

り、両面から調整を施している。端部にも調整を加え、刃部先端を切り出しナイフ状に作出し 

ている。その開き角度は60°である。12は厚手の素材を用いて、両面から調整剥離が加えられる 

ものである。その調整角度は平均78°と急角度である。つまみ部の作出も浅く、器長の割に大き 

いためズングリとした形状である。腹面中央部に素材の面を残すが、ヒンジフラクチャー状に 

剥落、抉れており、調整剥離によるものではない。素材は両極剥離によって分割されたもので 

ある可能性がある。 

 本調査では、２点だけの出土であるが、試掘では14点と石器中 も出土点数が多い。尖端の 

尖る縦型のものが多く、しかも12の様に、つまみが概して大きいのが特徴である。 

 ピエス・エスキーユ 

 四辺形及び、不整な円形状の形態を呈し、対をなす縁辺部ないし両端に、敲打によるつぶれ 

と、それに伴う階段状剥離を残すものを、ピエス・エスキーユとした。遺構内から出土した11 

点を含む、計52点が出土した。石材は珪質頁岩18点、玉髄質珪質頁岩34点である。52点中、破 

片で全体形の不明なものが２点ある。また、剪断面から成る柱状の剥片が４点あり、(図68－19・ 

20）それ自体がピエス・エスキーユなのか、製作・使用の際生じた剥片なのか、疑問がもたれ 

るため分類からは除外した。分類可能な46点を所有する刃部数から分類した。 

 Ⅰ類－相対する二縁辺が使用され、一縁辺を刃部・対する一縁辺を打面とするもの｡(図68－ 

１－12）33点ある。 

 Ⅱ類－相対する四縁辺が使用され、二縁辺を刃部・対する二縁辺を打面とするもの｡(図68－ 

13～18）13点ある。 

縦断面形をみると、紡錘形状を呈するものと、一平坦面をもつ二等辺三角状のものがある。後 

者の平坦な面をもつものは、打面となっている場合が多いが、その数は少なくⅠ類６点、Ⅱ類 

６点の12点だけである。この平坦面は、素材のもつ面と努断面状のものとがある。切断及び剪 

断によって意図的に打面を作出したかどうかは不明である。単に平坦面の利用と考えたい。 

横断面形をみると、半円状及びレンズ状を呈するものと、台形・菱形状（四角形状）になるも 
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の、五角形状になるものがある。素材に５㎝前後の小円礫を用い、両極打法により分割し、使 

用しているものが大多数であり、上記の形状の変化は使用頻度によって左右されるものと思わ 

れる。それは、半円状のものが使用により剥離し、より多角形なものとなりうると推察できる 

が、力の度合等により、真直ぐに剪断する可能性もありうる。 

 ５は刃部に調整剥離が施され、９は右側縁に調整が施されている。１～４・６～８は背面に 

表皮を残し、分割された素材をそのまま使用したものと思われる。それぞれの、縁辺の階段状 

剥離以外の剥離は、分割及び使用の際に剥離したものと思われる。11は側面が剪断面となって 

おり、使用頻度が大きかったと思われる。17は素材の打面をそのまま打面として下端に刃部を 

設けているが、側縁の平坦面をもう一つの打面とし、対する縁辺に調整剥離を施し刃部を作出 

している。18は刃部を破損し機能を有しないものである。 

 スクレイパー 

 ここでは、先に記した定形石器の他に、削器あるいは掻器として使用されたと思われる、連 

続した調整剥離のあるもの、不定形石器とされるものを一括した。また製作上特徴的な一群が 

あるため、まとめて記述する。 

 Ⅰ類－（図69－１～12・図70－１）両極剥離以外の手法で作出された剥片を素材とするもの、 

いわゆる通常の単極剥離剥片が素材として用いられるものである。遺構内から出土した６点を 

含む計17点が出土した。石材は図69－１・３～12が珪貿頁岩。図69－２・図70－１が玉髄であ 

る。 

１は縦長剥片を素材とし、両面から全周を調整剥離し、刃部を作出したいわゆる円形掻器で 

ある。バルブの高まりもきれいに削除されている。刃部は55°～100°の急な刃角となっている。 

２は第６号竪穴住居跡床面より出土した。素材剥片自体が円形であり、右側縁のみ調整剥離が 

施される。３・４は調整剥離により形状を方形に仕上げている。３の背面には除去しきれなか 

った表皮が残る。４の一線辺は切断されたもので、それに対して作出された刃部は使用により 

著しく磨耗している。５は素材を切断し、側縁を両面から尖頭状に調整している。尖頭部の開 

きは76°である。 ６は縦長剥片の背面のみ急角度に調整し、形態を木葉状に仕上げている。８・ 

９はそれぞれ、縦長・横長剥片を素材にし、両面から調整剥離が加えられ、素材の辺縁と端部 

を尖頭状に作出するものである。８の両面にはアスファルトの付着がみられ、柄に装着した可 

能性がある。７・10・11は縦長剥片を素材とし、それぞれ、左側縁と端部に両面から調整剥離 

が施されるもの。右側縁と端部に両面から調整剥離が施されるもの。ほぼ全周に両面から調整 

剥離が施されるものがある。刃部角は７が50°、10が65°、11が67°である。全て打面を残すもの

である。12と図71－１は横長剥片を素材とする。12は素材端部を両面加工し刃部を作出する。 

刃部角は65°で、打面を残す。 
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 Ⅱ類－（図70－２～11）全て４㎝に満たない小円礫を、両極剥離によって分割した素材を用 

いている。全ての石器に両極剥離痕（上下両端にバルブをもつ。扁平で、フイッシャーのみが 

衝撃点に向う。等の痕跡）が認められる。遺構内出土の３点を含む計14点が出土した。石材は 

頁岩が１点混じる他は、玉髄質珪質頁岩である。 

 ２は表皮の残る背面側に押庄剥離調整を加え、頂部を除いた周縁に刃部を作出している。周 

縁の刃角は50°である。他の調整剥離が小さいのにくらべ、ほぼ全面におよぶ。３は第12号竪穴 

住居跡堆積土中から出土した。フィッシャーが両極剥離の痕跡を示す。４は側縁の一部に両面 

から調整を加え尖頭状に作出している。７も４と同様に尖頭状に刃部を作出する。５～11は縁 

辺に簡粗な調整加工が施される。概して調整は急角度である。11は接合資料である。 

 礫  器 

 遺構内出土の１点を含む計４点が出土した｡(図71－１・２)円礫を素材とし、一端に両面から 

加工している。両面を大きく剥離した後、更に微小剥離が加えられている。１は第４号竪穴住 

居跡堆積土中より出土した。 

 半円状扁平打製石器 

 第１号竪穴住居跡堆積土中より、１点だけ出土した。(図71－３)この種の石器が盛行するの 

は縄文時代前期から中期中頃にかけてであり、本遺跡の時期にはほとんどみられないものであ 

る。１点だけの出土であり、製作・使用されたものとは考えられない。近くに縄文前期の遺跡 

があることから、持ちこまれたものと思われる。 
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 打製石斧 

 完形品が１点だけ出土した｡(図71－４）形態は短冊形であり、刃部形状は円刃の片凸刃であ 

る。背面の基端から刃部まで自然面を残す。調整剥離による成形後、敲打によって剥離面の稜 

をつぶし仕上げている。特に、両側縁に施される敲打は顕著である。刃部には、わずかである 

が磨滅がみられる。 

 磨製石斧 

 遺構内より出土した４点を含む、計36点が出土した。完形品６点、基部を欠損するもの４点 

刃部を欠損するもの11点、その他小破片が15点である。刃部の形状から次の様に分けられる。 

刃部形状のわかるものは11点ある。 

 Ⅰ類－円刃で、両凸刃のもの。９点ある｡(図71－１～４・６～８・11) 

１は石斧主面に敲打痕が、研磨で取りきれずに残る。基端は研磨される。２は第３号竪穴住居 

跡堆積土中より出土。刃部に敲打痕を強く残すもので、刃緑も敲打により面を成すまでに至っ 

ている。基端は敲打のまま残る。基部の研磨も良好とはいえない。上部には横位に走る線条痕 

がみられる。３は中軸線を境に、正面右側縁部と刃部の片面だけに研磨される。他は成形剥離 

時の状態のまま残る。敲打調整を省き、研磨調整に移行している。４は基部を欠損するもので 

ある。刃部には使用痕跡がみられる。６は第３号竪穴住居跡堆積土中より出土。全面に敲打痕 

を広く残す。基端は研磨され薄手に作出される。７は小型磨製石斧に類する。研唐は良好であ 

る。刃部に刃こぼれがみられる。８は細身で歪んだ形状を呈する。破損品を再加工しているも 

のである。11は焼はじけにより、片面をほぼ欠失する刃部破片である。 

 Ⅱ類－直刃で、両凸刃のもの。１点ある｡(図71－９) 

第６号竪穴住居跡床面より出土した。刃部には大きく刃こぼれがみられる。器体の研磨は良好 

で、石斧主面と側面との稜も明瞭である。基端も研磨により尖り、形態は他のものとは異なる 

二等辺三角形状である。 

 Ⅲ類－円刃で、片凸刃状のもの。１点ある｡(図７－10) 

基部を欠損するものである。刃部は片面に敲打による調整がみられ、刃縁に微細剥離がみられ 

る。側縁には剥離痕と敲打痕が残るもので、石斧に通した形状の自然礫に簡単な調整を加えた 

だけで、ほぼ原形のまま使用したものと思われる。 

 上記の分類の他に、末製品と思われる、３・16と10を除き、側縁の研磨によって、石斧主面 

との境に稜を明瞭にもち、横断面形が扁平状になるものと、稜が不明瞭で横断面形が楕円形状 

になるものに二分できる。また、基端を研磨するものと、敲打痕を残すものがある。 

 第３号竪穴住居跡の同堆積層より、この両者（３と６）が出土しており、遺跡において、両 

形態のものが製作・使用されていたことを示している。 



112 

 第４号竪穴住居跡床面より出土した12は、破損後、折損面をスリ面として磨石に転用してい 

る。 

 敲磨器類（図72－１～26） 

 自然礫に磨痕・敲打痕・凹み等の使用痕が観察されるものを一括した。遺構内127点・遺構外

191点の総数318点が出土した。遺物に複数の使用痕の認められるものは、使用痕が顕著で主機

能を果したものを優先させ、機能別に大別し、形態別に細分した。 

 Ⅰ類一磨石類。磨る作業を主に用いられたものを一括した。 

ａ－楕円・長楕円形の礫の、一側縁に平坦な磨面をもつもの｡(１～４)遺構内13点･遺構外29点 

ｂ－楕円・長楕円形の礫の、二側縁に平坦な磨面をもつもの｡(５～７)遺構内６点･遺構外19点 

ｃ－楕円・長楕円形の礫の、全面に使用痕跡をもつもの｡(８)遺構内29点・遺構外12点 

ｄ－球形状を呈するもので、全面に使用痕跡を残すもの｡(９、10)遺構内５点・遺構外20点 

ｅ－棒状礫の端部だけを使用するもの｡(11～13)遺構内２点・遺構外16点 

ｆ－ａ～ｅ以外の形態で、機能面も全体・極一部に認められるもの｡(14）遺構内３点・遺構外 

  ２点 

 Ⅱ類－敲石類。敲打によるつぶれ、剥離痕を有するものを一括した。 

ａ－楕円・不整楕円形の礫に、敲打面を一ケ所もつもの。(15－17)遺構内７点・遺構外24点 

ｂ－楕円・不整楕円形の礫に、敲打面を二ヶ所もつもの。(18、19)遺構内４点・遺構外13点 

ｃ－楕円・不整楕円形の礫に、敲打面が全周するもの。(20)遺構内３点・遺構外５点 

ｄ－扁平な楕円状の礫の一側縁及び一端に敲打痕をもつもの。(21)遺構内１点・遺構外11点 

ｅ－扁平な楕円状の礫の平坦面に敲打痕をもつもの。遺構外６点 

ｆ－ａ～ｃの各類に含まれると思われるが、破損により判別不可能のもの。遺構内２点・遺構 

  外14点 

 Ⅲ類－凹み石、礫の平坦面に敲打による凹みをもつもの。(22・23)遺構内２点・遺構外９点 

 Ⅳ類－砥石、礫の一平坦面を使用するものと、全体を使用し、多面体となるものがある。(24) 

   遺構外５点 

 Ⅴ類－石皿・台皿類。石皿・台石として使用されたと思われるもの。 

ａ－礫を加工して、縁や脚を作出しているもの。(26)遺構内３点・遺構外１点 

ｂ－やや大型及び中型の礫の平坦面に広く、磨面・擦痕を残すもの。遺構内47点・遺構外４点 

ｃ－薄い小扁平礫の平坦面を使用するもの｡(25）遺構内１点       (小田川 哲 彦) 
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 第４節 土製品・石製品 

 

 調査区から出土した土製品及び石製品は、合計22点あり、遺構内外一括してこの項で取り扱 

うことにする。内訳は、円盤状土製品14点、鐸形土製品、靴形土製品、土玉、土製垂飾品各１ 

点、円板状石製品３点、性格不明石製品１点である。 

 

 円盤状土製品（図75－１～14） 

 縄文土器片を円盤状に加工したものである。遺構内からは、第４号住居跡堆積土中からの４ 

点のみで、他は遺構外の10点である。この種の土製品は、深鉢形土器の胴部片を円形に打ち欠 

いた後、側縁を研磨して角を取り整形した類が多いが、本遺跡出土の14点も同種のものである。 

大きさは、長径3.0～6.5㎝、厚さ0.6～１㎝、垂さ5.8～39.5ｇとばらつきがあり、規格の均一 

性は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 鐸形土製品（図75－15） 

「小型の鉢をさかさに伏せたようなもので上部に小さな孔をあけた」(『十腰内遺跡報告書』今 

井・磯崎：1968）ものを一般に鐸形土製品と呼ぶが、この土製品も同種と思われる。調査区中 

央部ⅡＡ－99第Ⅲ層から出土した。器高3.5㎝、開口部2.8×2.9㎝、頂部に径0.3㎝の貫通孔が 

ある。焼成は堅緻で黄褐色を呈する。また、全面に沈線を施文した後、赤色顔料を塗布してい 

る。 

 

 靴形土製品（図75－16） 

 これまで報告されたこの種の土製品（大石平遺跡：1984、韮窪遺跡：1983他）と形状は多少 

異なるが、ここでは、靴形土製品として扱う。調査区ＩＳ－100第Ⅲ層から出土した。完形品で

ある。全長4.9㎝、 大幅3.1㎝、高さ2.6㎝、開口部長径1.9㎝、短径1.6㎝を計る。つま先部分

中央部には、径0.4㎝の半截竹管状工具で左右から刳り貫いた貰通孔がある。胎土には石英粒を

多く含む。全面丁寧に磨かれているが、文様のない粗製品である。 
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 土  玉（図75－17） 

 第16号住居跡堆積土中より出土した、算盤玉状を呈し、1.5×1.5㎝、高さ1.3㎝で中央に径0.4 

㎝の垂直な貫通孔がある。焼成は堅緻であり灰白色を呈する。 

 

 土製垂飾品（図75－18） 

 本土製品は、頂部より垂直に穿孔があり、垂下して使用したものと思われるので垂飾品と呼 

称した。第４号住居跡堆積土中より出土した。器高3.0㎝、幅2.5㎝、厚さ1.2㎝で、径0.2㎝の 

垂直な穿孔がある。その頂部の穿孔を中心として、直交する形で正面及び側縁に１㎜の刺突列 

が一巡し、さらに刺突の中央部をなでるように細い毛描き線が引かれている。焼成は堅緻で、 

淡黄色を呈する。 

 

 円盤状石製品（図75－20～22） 

 遺構外から２点出土した。共に扁平な安山岩の側縁を20、21は丸く打ち欠いただけのもの、 

22は両面敲打後研磨調整したものである。 

 

 性格不明石製品（図75－19） 

 器長6.5㎝、器高3.7㎝の石枕に似た製品である。上面から下方１㎝に敲打によると思われる 

溝状の凹がほぼ一巡している。石質は砂岩である。 

 本遺跡から出土した土製品及び石製品は、縄文時代中期末葉から後期初頭の土器と同時期に 

位置づけられる。 

                                  （赤平智尚） 
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 第Ⅳ章 まとめ 

 

 弥栄平⑴遺跡は、太平洋岸に集中する湖沼群の一つである鷹架沼北岸の、海岸段丘上に立地 

している。 

 この遺跡は、昭和46年に発見きれた縄文時代後期初頭の人骨入甕棺土器の出土遺跡として 

著名である。人骨は18～19歳の女性のもので、その後復顔され、現在「縄文美人」として青森 

県立郷土館に展示され、県民の注目を浴びている。 

 今回の調査は、国道338号付替道路予定地内に限定した、面積約600㎡の狭い範囲であったが、 

竪穴住居跡21軒、配石遺構１基、土壙４基、焼土遺構２基の多くの遺構を検出した。 

 また、縄文時代中期末葉から後期初頭にかけての土器を主体とした遺物が多量に出土した。 

縄文時代中期末葉の土器は、大木10式併行期のものであるが、大木10式土器とは相当様相を異 

にしており、地域性の高い内容であることが明らかになった。また、この期の土器は、遺構内 

での共伴関係から第Ⅰ群～第Ⅲ群土器に大別され、しかも遺構の構築順序から、それらが時間 

的に推移することが判明した。このことは、不明な点が多い東北地方北部の中期末葉の土器編 

年上、極めて意義深い成果と言える。 

 後期初頭の土器は、すべて十腰内Ⅰ式以前に位置づけられ、大木10式併行期と同様に、共伴 

関係や遺構の重複の新旧関係から、少なくとも三つの土器群が存在し、しかもそれらに変遷が 

認められることが明らかになった。 

 今回検出された多くの竪穴住居跡のうち、大木10式併行期のものに、竪穴の形態や、炉、主 

柱穴、特殊施設等の配列で、極めて規格的、斉一的な現象があることが明らかになった。 

正円を描く技法や、線分を等分割する技法を理解し、それを土木作業に用いた可能性が極めて 

高いものである。これは本遺跡だけにみられる現象とは思われず、少なくとも東北地方北部に 

分布する可能性があり、今後の良好な検出例によっては、縄文時代の土木技術を復元すること 

が可能であると思われる。 

 また、第８号住居跡、第12号住居跡の堆積土中には、小規模ながら貝塚を検出した。この小 

貝塚は、カキ、シジミを主体とするもので鷹架沼からの採取によるものと思われる。小貝塚の 

形成時期は、同一層に一括廃棄された土器群からみて、中期終末期のものである。出土した各 

種の石器と共にこの集落を営んだ人々の生活の有り方を知る上で貴重な成果である。 

 後に弥栄平⑴遺跡の概略的な範囲について触れておく。今回の調査は狭い範囲であったが 

各種の遺構の配置を、地形上からみると、当時の集落のほぼ中心地と推定される。このことと 

甕棺の出土地点、あるいは昭和47年度の試掘調査結果からみれば、遺跡は今回の調査地点の位 

置する台地全面に広がっているものと推定される。 

                             （三浦圭介・赤平智尚） 
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 付記  国道338号橋梁整備事業に係る遺跡について 

 

 国道338号橋梁整備事業予定地内の試掘調査は、昭和56年から57年にかけて県文化課が実施し、概 

要は次のとおりであるが、詳細は､昭和59年度刊行「国道338号（鷹架大橋)橋梁整備事業に係る埋蔵 

文化財試掘調査報告書」に記載されている。 

 

幸畑⑺遺跡（昭和56～57年調査） 

 56年調査分 出土遺物の大部分は縄文時代後期のものであり、ほかに早期の土器が小量出土した。 

遺物は、調査区の中央部は少なく、東西両端に進むにつれて多くなる。遺構では、土壙と思われる落 

ち込みが数ヶ所認められたが、性格のはっきりしたものはなかった。調査区のうち西側約70ｍ、東側 

90ｍの区域が発掘調査を要すると判断される。 

 57年調査分 56年調査地から北方30～70ｍに位置した部分である。遺物はやはり縄文時代後期のも 

のが大部分を占め、ほかに早期末から前期初頭にかけての土器が少量出土した。遺構は検出されなか 

った。調査区内西側約50ｍと東側50ｍは遺物の量が多く出土しているので、発掘調査が必要と判断さ 

れる。 

 

 鷹架沼竪穴速跡（昭和56年調塵） 

 試掘調査部分からは縄文時代中期末から後期前半の遺物が少量出土したにすぎない。しかも、耕 

作によってすでに攪乱されているので、発掘調査は不要と判断される。しかし、この遺跡の鷹架沼に寄 

った地域については分布調査の際、竪穴住居と推測される落ち込みや館跡が確認されているので、発 

掘調査が必要と判断される。 

 

 弥栄平⑴遺跡（昭和57年調査） 

 この遺跡は小谷を挟んで南側と北側に分かれている。南側は昭和46年に人骨入りの甕棺が出土した 

ことで知られている。遺物の散布も多いことから試掘調査するまでもなく発掘調査が必要と判断され 

ている地域である。したがって試掘調査は北側の部分について実施された。その結果、遺構としては 

溝状ピットが１基確認されただけである。遺物には縄文時代早期・中期・後期のものがあるが、量は 

極めて少なかった。また、すべてが攪乱層からの出土であることから、発掘調査は不要と判断される。 

 

 弥栄平⑶遺跡（昭和57年調査） 

 試掘調査はほとんど山林内で行われたが、縄文時代早期・中期・後期の遺物が出土した。量では他 

の遺跡同様後期のものが多かった。また、集石と思われる礫群も１ヶ所確認されている。遺物がまと 

まって出土するのは調査区北側60ｍ位であり、この部分は発掘調査が必要と判断される。鷹架沼に近 

い傾斜地からもいくぶん遺物は出土するが、ほとんど二次的堆積と思われるので、この地区について 

は遺物の出土しているグリッドを拡張する程度でよいと判断される。 

 なお、この遺跡は昭和49年に東側に位置する圃場部分が試掘調査されているが、その際も北側部分 

で遺物が多く、また、竪穴住居跡２軒が確認されている。(昭和50年度「むつ小川原開発予定地域内埋 

蔵文化財試掘調査概報」) 

（文化課 天間勝也） 
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