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巻頭図版 1

小丸川を望む



巻頭図版2

SAl出土土器

SAl出土銅鏡



埋蔵文化財の保護 ･活用に対しましては､日頃より皆様方の深い御理解を

いただき厚くお礼申し上げます｡

宮崎県埋蔵文化財センターでは､平成11年度から東九州自動車道 (都農～

西都間)建設予定地の埋蔵文化財の発掘調査を実施しており､本書はその29

冊目の発掘調査報告書となります｡

本書に掲載した西ノ別府遺跡では古墳時代の竪穴住居跡が確認されました｡

検出された住居跡は 1軒のみでありますが､多くの土器と銅鏡が 1面出土い

たしました｡出土した銅鏡は重圏文鏡とよばれるもので､九州地方で出土す

ることはめずらしい種類の鏡です｡本遺跡の近隣には大古墳群である川南古

墳群 ･持田古墳群が所在し､古墳時代の活発な人々の活動が知られてきまし

た｡今回出土しました重圏文鏡は､そのような古墳群とともに川南町の古壇

時代を考える上で第一級の資料となり得るものでしょう｡

また､本書が学術資料としてだけでなく､学校教育や生涯学習の場などで

活用され､埋蔵文化財保護に対する理解の一助になれば幸いです｡

最後に､調査にあたって御協力いただいた関係諸機関 ･地元の方々､並び

に御指導 ･御助言を賜った先生方に対して､厚くお礼申し上げます｡

平成18年 3月

宮崎県埋蔵文化財センター

所 長 宮 園 淳 一



例 言

1 本書は､平成16年度に実施した､東九州自動車道 (都農～西都間)建設に伴う西ノ別府遺跡の発掘

調査報告書である｡

2 発掘調査は､日本道路公団から委託を受け宮崎県教育委員会が主体となり､宮崎県埋蔵文化財セン

ターが実施した｡なお､日本道路公団は平成17年10月 1日より分割民営化され､西日本高速道路株

式会社九州支社となったが､本報告書では日本道路公団として記載する｡

3 発掘調査は平成16年12月13日から平成17年3月30日まで行った｡

4 現地での実測 ･写真撮影等の記録は､三品典生が作成した｡

5 空中写真撮影については､有限会社ふじた､出土した銅鏡の保存処理は(秩)吉田生物研究所に業務

委託した｡

6 整理作業は宮崎県埋蔵文化財センターで行った｡図面の作成 ･実測 ･トレース等は三品が整理作業

員の協力を得て行った｡

7 本書で使用した遺物写真は三品が撮影した｡

8 本書で使用した第 3図 周辺遺跡図は国土地理院発行5万分の 1図 ｢川南｣｢妻｣｢石河内｣｢高鍋｣

を基に作成した｡

9 土層断面及び土器の色調等は農林水産省農林水産技術会議事務局監修 『新版標準土色帖』に拠った｡

10 本書で用いた標高は海抜絶対高であり､方位は座標北 (座標第Ⅲ系)である｡

11 本書で使用した遺物略号は以下の通りである｡

SA-竪穴住居跡 SC-土坑 SE-溝状遺構 SI･･･集石遺構

12 本書の遺構及び遺物実測の縮尺は明記しているが､主なものについては一部例外を除いて以下のよ

うに統一している｡

集石遺構-1/30 竪穴住居跡･･･1/60 土坑･･･1/20 溝状遺構･･･1/400

縄文土器-1/3 土師器-1/4 旧石器･･･1/3･1/4 石鉄-3/5

磨石 ･蔽石 ･砥石･-1/3 台石･-1/4 銅鏡-1/ 1

13 本書の執筆 ･編集は三品が担当した｡

14 出土遺物 ･その他諸記録は､宮崎県埋蔵文化財センターに保管している｡
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第 Ⅰ章 はじめに

第 1節 発掘調査にいたる経緯

東九州自動車道 (都農～西都間)は､平成元年2

月に基本計画がなされ､平成9年3月には整備計画

路線となっている｡平成13年3月には､西都～清武

間が供用開始となり､都農～西都間は､平成9年12

月に建設大臣から日本道路公団へ施行命令が出され､

公団では翌年の2月から事業に着手している｡その

間､宮崎県教育委員会では､平成6年度にこの区間

の遺跡詳細分布調査を行い､それに基づき埋蔵文化

財の保護について関係機関と協議を重ねた結果､工

事施工によって影響が出る部分については､工事着

手前に発掘調査を実施することになった｡調査は､

平成11年度より宮崎県埋蔵文化財センターで実施し

ている｡

西ノ別府遺跡では本調査に先立ち平成16年 5月14

日から7月14日にかけて確認調査を行った｡その結

果､鬼界アカホヤ火山灰 (K-Ah)上面から竪穴住居

跡 1軒と溝状遺構を検出した｡またK-Ah下層の暗

褐色土からは集石遺構 1基と縄文時代早期の土器片､

その下層の褐色土からは後期旧石器時代の接合資料

が出土した｡この確認調査の結果を受けて､平成16

年12月13日か ら平成17年3月30日まで調査面積

4,750niの本調査を実施することとなった｡整理作

業は平成17年4月から行い同年度に終了した｡

第2節 調査組織

調査の組織は次のとおりである｡

調査主体 宮崎県教育委員会

宮崎県埋蔵文化財センター

所 長

宮園 淳一 (平成16-17年度)

副所長兼総務課長

大園 和博 (平成16年度)

副所長兼調査第二課長

岩永 哲夫 (平成16-17年度)

総務課長

宮越 尊 (平成17年度)

主幹兼総務係長

石川 恵史 (平成16-17年度)

調査第一課長

高山 富雄 (平成16-17年度)

調査第一課調査第一係長

谷口 武範 (平成16年度)

調査第一課主幹兼調査第一係長

長津 宗重 (平成17年度)

調査第一課主幹兼調査第二係長

長津 宗重 (平成16年度)

菅付 和樹 (平成17年度)

(調査 ･調査報告書担当)

調査第一課調査第二係主事

三品 典生 (平成16-17年度)

なお､発掘調査､遺物整理､報告書執筆に際して､

東九州自動車道発掘調査指導委員の方々よりご指

導 ･御協力を受けた (敬称略 〔〕内は平成16年度末

時点での所属)

調査指導 小畑 弘己 〔熊本大学〕

泉 拓良 〔京都大学〕

本田 道輝 〔鹿児島大学〕

田崎 博之 〔愛媛大学〕

柳沢 一男 〔宮崎大学〕

広瀬 和雄 〔国立歴史民俗博物館〕



第Ⅲ章 遺跡の環境

第 1節 地理的環境

西ノ別府遺跡 (1)は児湯郡川南町大字川南字尾

花坂上に所在する｡川南町は宮崎県の中央部に位置

し､東は日向灘を望み､西は木城町､南は高鍋町､

北は都農町と接している｡町域の大部分は､西部に

位置する上面木山 (標高1,040m)から派生した洪

積層段丘面からなり､沖積地は町内中央部を流れる

平田川河口部付近に僅かに見られるのみである｡川

南町の段丘両は14両に区分され､南から高城･川南･

国光原 ･唐瀬原に大別する事が出来る｡

本遺跡は町中央部を流れる平田川と南部を流れる

小丸川支流の切原川に挟まれた高城段丘面に位置し､

標高は約60mを測る｡調査区内は南に向かって緩や

かに傾斜しており､南端には東西に谷が入り込む｡

この谷は隣接する尾花A遺跡との境界となっている｡

第 2節 歴史的環境

本遺跡周辺には以前から多くの遺跡が周知されて

いるが､近年の東九州自動車道関連の発掘調査に

よってより詳細な様相が分かりつつある｡ここでは

発掘調査が行われた遺跡を中心に､時代ごとの周辺

遺跡について紹介する｡

旧石器時代は､川南町後牟田遺跡 (2)､虚空蔵

免遺跡 (3)､中ノ迫第 1遺跡 (4)､高鍋町野首第

2遺跡 (5)､持田中尾遺跡 (6)がある｡前者3

遺跡ではAT下位からの遺物出土が確認されている｡

持田中尾遺跡からは瀬戸内技法との関係をうかがわ

せるナイフ形石器が出土している｡またこれらの調

査された遺跡以外にも大野寅男氏の踏査などによっ

て数多くの旧石器時代の遺跡が確認されている｡

縄文時代遺跡は前述の後牟田遺跡､野首第2遺跡

に加え､川南町赤石 ･天神本遺跡 (7)､天神本第

2遺跡 (8)､上ノ原遺跡 (9)､尾花坂上遺跡 (10)､

高鍋町野首第 1遺跡 (ll)､下耳切第 3遺跡 (12)

などがあげられる｡調査されている遺跡の多くは早

第1図 川南町位置図

期の集石遺構と炉穴が中心であり､上ノ原遺跡では

14基､尾花坂上遺跡では34基の集石遺構が検出され

ており､遺物は押型文土器や条痕文土器が出土して

いる｡県道整備による野首第 1遺跡の調査では集石

遺構51基､炉穴59基が確認されている｡集石遺構 ･

炉穴以外では天神本第2遺跡の石器製作跡､野首第

2遺跡の裸を伴う環状ピット群が確認されている｡

早期以外では赤石 ･天神本遺跡から隆帯文土器が出

土しており､野首第2遺跡では後 ･晩期の竪穴住居

跡群､下耳切第3遺跡では中期の竪穴住居跡群が確

認されている｡

弥生時代になると遺跡数は増加し､それに伴い調

査例も増加している｡前期末～中期初頭にかけての

遺跡としては持田中尾遺跡がある｡持田古墳群の所

在する台地先端に位置し､円形プランの竪穴住居跡

やV字溝が検出されている｡中期末～後期初頭では

湯牟田遺跡 (13)で竪穴住居跡3軒が検出されてい

る｡後期以降になると遺跡数の増加に伴い､市納上

第 1遺跡 (14)､大内原遺跡 (15)､野稲尾遺跡 (16)､

中ノ迫A遺跡 (17)､赤坂遺跡 (18)､上ノ原遺跡､

把言田遺跡 (19)､国光原遺跡 (20)､湯牟田遺跡な

どと調査例も増加している｡その中の赤坂遺跡では

後期後半～終末期の竪穴住居跡群24軒とともに円形

-2-



周溝墓が検出されている｡周溝墓は丘陵頂部ないし

台地縁辺部に位置し､住居跡群とは隣接しており､

両者の関係が注目される｡また湯牟田遺跡では多数

の焼失住居とそれに伴う多量の炭化材が確認されて

いる｡炭化材の多くは建築部材と考えられ､その中

には垂木と桁 (または梁)と推定できるものもある｡

遺物では炭化した木製鋤や朝鮮半島製板状鉄斧など

が出土している｡

古墳時代になると大規模な古墳群が台地縁辺部に

築造されることとなる｡川南町川南古墳群 (21)は

西ノ別府地区 ･野田地区 ･八幡地区に大別され､西

ノ別府地区では前方後円墳24基､円墳25基が現存し

ている｡最大規模の39号境は柄鏡式の前方後円墳で

全長112mを測り､小丸川流域の古墳としても最大

規模である｡詳細な築造時期は不明だが､墳形から

4世紀後半頃に位置づけられる｡高鍋町持田古墳群

(22)は川南古墳群から約3.5km離れた台地上に位置

し､現状では前方後円墳9基､帆立貝式古墳 1基､

円墳75基を確認することが出来る｡群内最大の1号

墳 (計壕)は全長100mを測り､盤龍鏡と獣文縁獣

帯鏡が各 1面出土している｡

このような大規模な古墳群が展開する一方､小丸

川流域には永山古墳 (23)､野首古墳群 (24)といっ

た小規模な古墳も築造されている｡両古墳とも主体

部には県内では類例の少ない横穴式石室を採用して

おり､古墳時代後期から終末期の小丸川流域を考え

る上で注目される古墳である｡また下耳切第3遺跡

では7世紀初頭～前期の牛牧 1号墳とその周囲に8

基の地下式横穴墓が確認されている｡これらの古墳

群に対し､集落遺跡の類例は上ノ別府遺跡 (25)な

ど少数であったが､近年は東九州自動車道の調査に

よって増加しつつある｡本遺跡の南に隣接する尾花

A遺跡 (26)では古墳時代初頭～前期にかけての竪

穴住居跡群が確認されている｡その他にも小丸川右

岸では野首第 1遺跡から県道調査で中期後半～後期

初頭の竪穴住居跡6軒､後期後半～終末期の竪穴住

居跡3軒が検出され､隣接する野首第2遺跡からも

古墳時代中期の竪穴住居跡群が確認されている｡ま

た先述の下耳切第3遺跡では後期から終末期の竪穴

住居跡群と掘立柱建物跡群が検出されている｡しか

し､古代になると遺跡数は激減することとなる｡

中世以降になると高城 (27)､松山塁 (28)､老瀬

坂上第2遺跡 (29)などの天正6(1578)年の高城･

耳川の合戦に関連した遺跡 ･遺構が認められる｡ま

た時期は上がるが前ノ田村上第 1遺跡 (30)では14

世紀前半の5間×2間の四面庇付建物や区画溝に囲

まれた掘立柱建物跡群､湯牟田遺跡では12-14世紀

代の掘立柱建物跡群､溝状遺構などが検出されてい

る｡
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第2図 調査区と周辺地形 (1/4000)
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※ ▲ は東九州自動車道関連の遺跡

第3図 周辺遺跡分布図 (1/50000)



第Ⅲ章 調査の方法と経過

第 1節 確認調査の概要

西ノ別府遺跡は本調査に先立ち､平成16年 6月 1

日から7月7日にかけて確認調査を行った｡確認調

査対象面積約13,000niに対し9箇所 トレンチ (約

1,300ni)を設定し調査を行った (第4図)｡土層は

T8を除くすべてのトレンチでK-Ahの堆積が認めら

れたが､調査区南側のT7･9では一部撹乱の痕が認

められた｡調査はK-Ah上面での遺構検出後､遺構が

確認されなかった簡所を人力で掘り下げ､K-Ah下層

の遺構 ･遺物の確認に努めた｡調査の結果､K-Ah上

面で近世の溝状遺構､古墳時代前期の竪穴住居跡 1

軒､第Ⅳa層 (MBO)下位で集石遺構 1基､チャー

ト剥片集中区､褐色土層下位で接合資料を確認した｡

またT6では撹乱土中から多量の焼石､塞ノ神式土

器が出土した｡調査区北側のTl･2､8はAT上面ま

で掘削を行ったが遺構 ･遺物は確認出来なかった｡

以上確認調査の結果から､遺構 ･遺物が確認出来

なかった調査区北側は本調査対象区からは除外した｡

本調査対象区はK-Ah上面では調査区中央部と南部

の計4,750ni､K-Ah下層では調査区南部のみの2,400

rTiとした｡調査対象層は下層から順に褐色土層 (旧

石器時代)､暗褐色土層 (縄文時代)､K-Ah(古墳時

代 ･近世)の3層とし､平成16年12月13日から本調

査を実施することになった｡

第 2節 発掘調査の方法

1 調査の方法

本調査にあたっては､まず重機を用い､表土 ･耕

作土を除去した後､調査区に国土座標に準じて西か

ら東にA-D､北から南に1-17の10mXIOmのグ

リッドを設定し調査を行った｡

調査はまず､K-Ah上面において遺構検出を行った｡

K-Ah上面調査終了後は南北グリッドの9ライン以

南を調査対象範囲とし､縄文時代 ･旧石器時代の調

査を行った｡重機によるK-Ah除去後､縄文時代早期

の包含層である暗褐色土層ではグリッドを4分割し

千鳥式に掘削を行い遺構 ･遺物の確認に努めた｡旧

石器時代の包含層である褐色土層においては､確認

調査で接合資料が出土したAllグリッドの周囲で､

石器時代の遺構 ･遺物の確認を行った｡
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第4図 確認調査トレンチ配置図 (1/4000)
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2 調査日誌抄

【調査準備】

2004 0414 調査範囲と現状を確認するために初め

て調査地へ行く｡

2004 0426 1mXlmのトレンチを掘削し､土層

の堆積状況を確認する｡

【確認調査】

2004 0524 確認調査開始｡重機による表土除去を

行う｡

2004 0525 重機による表土除去終了｡

2004 0601 発掘作業員による作業を開始する｡

K-Ah上面での精査を行う｡

2004 0614 T6南側から集石遺構 1基を確認する｡

2004 0622 T5とT6をつなぐ形で トレンチの拡

張を行う｡その過程で竪穴住居跡 1軒

を確認する｡

2004 0628 T9北側の暗褐色土層か ら多量の

チャート剥片が出土する｡

2004 0714 トレンチの埋め戻しを行い､確認調査

を終了する｡

【本調査】

2004 1213 重機による表土除去を行う｡

2004 1220 現場調査事務所等を設置｡グリッド杭

設置を行う｡

2004 1227 年内最後の現場作業日｡調査区の安全

対策を行う｡

2005 0105 発掘作業員による作業を開始する｡調

査区北側からK-Ah上面において精査

を行い｡近世溝を検出する｡

2005 0119 K-Ah上面における検出状況の写真撮

影を行う｡

2005 0120 近世溝､竪穴住居跡の検出写真撮影を

行う｡

2005 0121

2005 0125

2005 0201

2005 0202

2005 0214

2005 0216

調査区北側から遺構掘削を開始する｡

竪穴住居跡の掘削を開始する｡

住居跡内から土器が集中して出土し始

める｡

住居西壁際から伏製重圏文鏡が出土｡

土器集中部分の図面作成｡

住居跡内の遺物取り上げ開始｡

2005 0221 K-Ah面における空撮を行う｡

2005 0222 溝状遺構の完掘写真撮影｡

2005 0224 重機によるK-Ahの除去を行う｡

2005 0301 縄文時代早期の調査開始｡

2005 0302 調査区南側で散傑 ･集石遺構が確認さ

れる｡

2005 0308 東九州自動車道指導委員による調査指

導が行われる｡

2005 0311 集石遺構の実測を行う｡

2005 0322 集石遺構の実測と平行して後期旧石器

時代包含層の掘削を開始する｡

2005 0324 調査終了部分から埋め戻しを開始する｡

2005 0325 集石遺構完掘の写真撮影を行う｡

2005 0330 埋め戻しを終え､調査を終了する｡

第 3節 整理作業及び報告書作成

本遺跡発掘調査資料は平成17年4月から本セン

ターにおいて整理作業を開始した｡

まず4月から6月までの間で遺物の洗浄､注記､

接合､計測を行った｡出土した土器の大半は竪穴住

居跡内のものであり､その接合に大半の時間を費や

した｡またその間には検出した集石遺構の石材の分

類､計測を行った｡7月からは出土遺物の実測を行

い､9月からはトレースを開始した｡またそれと平

行して図面レイアウト､文章の作成を行い､11月に

は遺物の写真撮影を行った｡



第Ⅳ章 調査の概要と基本層序

第 1節 調査の概要

調査は平成16年12月13日から平成17年 3月30日に

かけて行われた｡調査面積はK-Ah上面で4,750ni､

K-Ah下層では2,400niである｡前章で触れたとおり､

K-Ah下層の暗褐色土層では調査区南側のみを調査

対象範囲とし､千鳥式に掘削を行い､遺構 ･遺物の

確認を行った｡その下層の褐色土層では確認調査で

接合資料が出土したAllグリッド周辺の調査を行っ

た｡本調査で確認された遺構 ･遺物は下層から褐色

土下位では旧石器時代の接合資料 1点､褐色土上位

～中位ではナイフ形石器4点と剥片6点が出土した｡

暗褐色土下位からは縄文時代早期の集石遺構13基と

散傑4群､チャート剥片集中区を検出し､遺物は押

型文土器､条痕文土器､無文土器､石鉄が出土して

いる｡K-Ah上面からは､古墳時代前期の竪穴住居跡

1軒､土坑2基を検出した｡竪穴住居跡からは多量

の土器と､九州では類例の少ない伏製重圏文鏡が 1

面出土した｡近世以降では溝状遺構7条､土坑 1基

が検出された｡

第 2節 基本層序

本遺跡の地形はほぼ平坦であり､調査区内におけ

る層序に大きな違いは認められなかった｡表土下で

はK-Ahの良好な堆積が認められたが､調査区南側で

は撹乱の影響により､一部堆積が認められない箇所

があった｡また第Ⅳb層は谷に近い調査区西側や南

側では堆積状況が悪く､第Ⅲb層下層の調査時では

第Ⅳa層との区別が困難であった｡本遺跡における

基本層序は以下に記すとおりであるが､東九州自動

車道 (都農～西都間)の調査においては基本的に認

められるテフラやローム層､黒色土帯については､

共通の略称を用いており､文中のMBOやMLlなど

はこれにあたる｡なお､第6図基本土層図は南北グ

リッドの9から11かけての調査区東壁を作図した｡
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第5図 グリッド配置図 (1/800)
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(∋ 第 Ia層 表土(耕作土)Hue7.5YR黒褐色3/2

しまり､粘質はなく粒子は粗い｡小

石を含む｡

(∋ 第 Ib層 表土 HuelOYR黒褐色土3/2

非常に硬くしまり､粒子は細かい｡

小石､K-Ah粒子を含む｡

(参 第 Ic層 表土 HuelOYR黒褐色3/2

第 Ib層に比べしまりがなく､やや

粘質がある｡

④ 第Ⅱ層 黒色土 HuelOYR黒2/1

クロボクに相当する｡粒子は細かく､

粘質がある｡

(∋ 第Ⅲa層 鬼界アカホヤ火山灰二次堆積

HuelOYR黒褐色2/3

しまりはなく､火山ガラス質を含む｡

(¢ 第Ⅲb層 鬼界アカホヤ火山灰 (K-Ah)

HuelOYR黄檀8/8

黄檀色の火山ガラス質を含む｡箇所

によっては硬くしまる｡

(∋ 第Ⅳa層 黒褐色土 (MBO)HuelOYR黒褐3/1

粒子は細かく､しまりがある｡縄文

時代早期の包含層｡

(参 第IVb層 暗褐色土 HuelOYR暗褐3/3

質感はⅣ層と似ているが､ややしま

りがない｡調査区内の一部では堆積

してない箇所がある｡MLlに相当

する層か

(参 第V層 褐色土 Hue7.5YR褐色4/4

粒子は粗く､しまりはない｡下位で

は10YR黒褐色3/Zのブロックが混

ざる｡後期旧石器の包含層｡

⑩ 第Ⅵ層 暗褐色土 (MBl)Hue7.5YR暗褐色

3/3

粒子は粗く､しまりはない｡粘性があ

る｡

⑪ 第Ⅶ層 姶良Tn(AT)Hue7.5YR明褐色5/6

堆積はあまり良好ではなく分層する

ことは出来ない｡一部では第Ⅶ層と

混在しており､ブロック状になって

いる｡

⑫ 第Ⅷ層 明黄褐色土 HuelOYR明黄褐色6/6

粒子は細かく､しまり､粘性がある｡

小石､赤褐色の粒子を含む｡

⑬ 第Ⅸ層 樽土 Hue7.5YR樽6/6

質感はⅨ層と似ている｡小石､赤褐

色粒子の割合が増える｡

⑭ 第X層 明褐色土 Hue7.5YR明褐色5/8

粒子は細かく､しまり､粘性がある｡

拳大の裸を多数含む｡

【参考文献】

宮崎県埋蔵文化財センター 2004『東九州自動車道 (都農

～丙都問)関連埋蔵文化財発掘調査概要報告書』Ⅳ
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第V章 調査の成果

第 1節 旧石器時代の遺構と遺物

旧石器時代では遺構は確認できなかったが､All､

A12､B12､A13グリッドで旧石器時代の石器が出土

している｡出土した石器はナイフ形石器 4点､剥片

6点､接合資料 1点であった｡出土層位は第V層上

位から下位にかけてであるが､第V層上位から出土

した石器のなかには後述する縄文時代早期の遺物と

ほぼ同一レベルで出土したものもある｡しかし今回

の調査で出土した旧石器時代の石器と縄文時代早期

の石器では使用石材に明確な差があったため､旧石

器時代の石器と判断した｡

ナイフ形石器 (第 7図 1-4)

すべて第V層上位から出土しており､石材はいず

れも流紋岩である｡出土位置はAll､A12､B12､A13

グリッドで 1点ずつ出土している｡ 1- 3は-側縁

加工ナイフ形石器であり､ 1は左側緑の先端部に調

整が施されている｡2-3は小型のものである｡ 4

は二側緑加工ナイフ形石器だが先主端部は折損してい

る｡

剥片 (第7図 5-10)

剥片は､第V層上位から5-8､中位から9･10

が出土した｡ 5-8はA12グリッドから出土し､い

ずれも石材は流紋岩である｡6は表面の摩滅が激し

く､リング等は不明瞭であった｡9･10も石材は流

紋岩であり､いずれもAllグリッドから出土した｡

接合資料 (第8図 11-15)

Allグリッドの第V層下位から接合資料 1点が出

土した｡石核 (ll)と剥片4点 (12-15)の計 5点

からなり､接合時においては､長さ12cm､幅5.6cm､

重量1.2kgである｡石材はホルンフェルスからなり､

石核の周囲に剥片が隣接して出土した｡また剥片に

も隣接していくつかの石が出土したが､いずれも砂

岩の自然石であった｡剥離順としてはまず左下側面

a l∠=〉2

∠ゝ 9 ∠ゝ
0 10cm

!.日 .. !

第7図 第V層出土石器実測図 (1/3)

を打面にし14を剥出している｡その後､打面作成の

ために､13を下からの打点により剥出する｡そして､

左側面に打面を変え､11を剥出している｡さらにす

ぐ上を打点にして､もう一枚の剥片を剥出している｡

その後は正面を打面にし､剥離作業をしているのが

認められる｡

第2節 縄文時代の遺構と遺物

今回の調査では第Ⅲb層下層の調査は確認調査の

結果から南北グリッドの9ライン以南を調査対象と

している｡確認調査では塞ノ神式土器や無文土器が

出土しており､縄文時代早期の遺構の存在が想定さ

ll
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第8図 接合資料出土状況図 (1/20)､接合資料実測図 (1/4)

れていたが､本調査では散礁4群､集石遺構13基､

剥片集中区が 1箇所検出された｡いずれも出土層位

は第Ⅳa層下位から第V層上面にかけてである｡こ

れらの遺構が検出された調査区南西部では第Ⅳb層

の堆積が明瞭ではなく､第Ⅳa層の下に第V層が堆

積している状況であった｡

調査終了後､散僕､集石遺構の石は洗浄をし､以

下の分類ごとに重量を計測した｡記述中の割合は全

体の重量に対する割合であって､個数の割合ではな

い｡

- 12-

集石遺構構成裸分類基準

赤化磯 表面が一部でも赤化している傑

円疎 石の側面の破損が2カ所以下の磯

大型磯 長軸15cm以上の磯

1 散磯 (第9図)

散磯は4群確認された｡検出された散裸はいずれ

も分布域は狭く､磯の密度も低いものが目立つ｡以

下にその詳細を記す｡

散磯1

検出された散裸の中では最も北側に位置する｡そ



の範囲は4mX4mと検出された散裸の中では最も

狭く､磯も密度の低い｡構成される裸は割れた砂岩

が中心で8割の磯が赤化している｡またその下から

はS15が検出された｡

散磯2

調査区西側から検出された｡磯の密度は低いが､

その範囲は12mX8mと今回検出された散磯のなか

では最大である｡構成される裸は大型磯が6割を越

え､他の散磯に比べ著しく高い｡また赤化した磯は

7割と他の散僕に比べ低い｡SIlが含まれる｡

散磯3

調査区南端に位置し､散磯4と隣接している｡構

成される磯の密度は高く､その大多数は破損した磯

であった｡ 7割強の磯が赤化している｡また磯の中

から未製品の磨製石斧 (28)が出土している｡下か

らはSI10､11が検出されているが､散磯3と後述す

る散磯4が検出された調査区南側は撹乱を受けてお

り､これら散磯を構成する磯は本来､下から検出さ

れた集石遺構の上部の裸であった可能性が高い(1)｡

散傑4

散磯3の東側から検出された｡散傑3が破損した

磯が大多数を占めるのに対し､円磯が6割を超える｡

また赤化した磯も8割強と散傑中もっとも赤化率が

高い｡下からSI8､ 9が検出された｡

2 集石遺構 (SI)

今回13基の集石遺構が検出された｡これらの集石

遺構はその構造の特徴から以下の3種類に分類でき

る｡

A類 掘込み ･配石を有しない (SI1-5､13)

B類 掘込みを有するが配石は有しない(SI6-10)

C類 掘込み ･配石を有する (SIll･12)

基数をみるとA類6基とB頬 5基はほぼ同数であ

り､配石をもつC類は2基と少ない｡分布域はA類

の多くは調査区西側に分布し､規模の小さいものが

目立つ｡B類は調査区西側と南側にその分布が認め

られるが､例外としてS16のみは調査区の北側中央

に分布し､他の集石遺構とは距離が離れている｡掘

込みは最大で15cm程度といずれも浅い｡C類は調査

区南側に分布している｡いずれも散磯の下から検出

されている｡B類と同様に掘込みは浅いが先述のよ

うに上部が破壊されている可能性がある｡構成する

磯はいずれも砂岩が中心で､その次がホルンフェル

スが多く認められ､尾鈴山酸性岩類は少数であった｡

A頬 (第10図)

SI1

30cm大の扇平な磯を中心に10cm大の磯が集中して

おり､散礁2の中に含まれる｡構成される礎は少な

いが､いずれも赤化している｡

SI2

散磯2とS17との間で検出された｡構成される磯

は最も少ない｡磯は20cm大のものを中心に比較的大

型のもので構成される｡赤化率は9割と高い｡

SI3

5cm大の磯を中心に構成され､磯の密度はあまり

高くないが､その広がりは大型の部類に入る｡SI4

が隣接している｡

SI4

S13の南から検出された｡構成される磯はS12と

類似している｡

SI5

竪穴住居跡内から検出された｡構成される磯は少

なく円磯が中心である｡またほぼすべての磯が赤化

している｡

SI13

SI12隣接して検出された｡構成される磯は円磯が

中心で10cm大のものが多い｡赤化率は9割弱と高い｡

13



B類 (第10･11図)

SI6

他の集石遺構からは離れており､最も北側で検出

された｡散磯 1の下から検出され､角磯を中心に構

成される｡掘込みは15cm程度で下部は磯を含まない

黒褐色の埋土である｡

SI7

S13に隣接して検出された｡小型の磯を中心に構

成され､赤化率は8割程度と他の集石遺構と比較す

ると低い部類に入る｡掘込みは東西に長い楕円形で

深さは15cmである｡掘込みの下部からは多くの炭化

物が検出された｡

SI8

調査区南西部､散礁3の西側に隣接して検出され

た｡10cm大の角裸から構成され､8割の裸が赤化し

ていた｡磯密度は低い｡掘込みは楕円形を呈し､深

さは10cm程度と浅い｡埋土は褐色で少量の炭化物を

含んでいる｡

SI9

散磯3の下から検出された｡磯は小型の角磯が中

心で､その密度も低い｡また赤化率が5割程度と他

の集石遺構に比べ著しく低い｡掘込みは長軸で90cm

と最も小型で深さも浅い｡

SIIO

調査区の南端に位置し､散傑4の南で検出された｡

裸の密度は低く､円裸を中心に構成されている｡埋

土は締まりのない暗褐色だが下部では磯を含まない

褐色土が堆積している｡少量の炭化物を含んでいる｡

C類 (第11図)

SIll

散傑3の下､SIIOの西側で検出された｡散磯を除

去した段階ですでに配石が露呈しており､散磯除去

の際に一部上部磯も除去してしまった可能性がある｡

配石は20cm大の磯を中心に置き､その周囲に大型の

裸を配している｡硬の大きさは30cm以上のものもあ

-14-

り､他の集石遺構の磯に比べ著しく大きい｡また掘

込み面より配石は浮いており､また小型磯を配石の

下に置き高さを揃えているのが確認できた｡掘込み

は最も大きく長軸で約140cmとなる｡埋土はしまり

のない暗褐色土で多くの炭化物を含んでいた｡

SI12

散礁4の下から検出され､SI13と隣接している｡

構成される磯は円磯が中心で､SI13と比較すると大

型の磯が目立つ｡磯の密度は高く､8割の磯が赤化

していた｡掘込みは20cm程度であるが他の集石遺構

に比べ明瞭な掘込みを持つ｡配石は調査の不備によ

り南側半分を図化することが出来なかった｡配石は

扇平な磯を用いており､激しく熱を受けているもの

が認められた｡また上部の磯が砂岩中心だったのに

対し､配石はホルンフェルスを用いている｡

3 剥片集中区 (第9図)

調査区南東､D14グリッドの調査区西壁際から

チャート剥片集中区を確認した｡チャート剥片は第

Ⅳ層下位からその下層である第V層上面にかけて出

土 し､3mX3mの範囲で多量に出土 した｡この

D14区から出土したチャー トの量は､調査区全体か

ら出土したチャート剥片の約8割を占める｡出土し

た剥片はすべてチャートであり､ 1cm以下のものが

大半を占める｡剥片の他にチャート製石鉱 (29･30)､

黒曜石石核 (31)が出土している｡また細片のため

図化できなかったがチャート剥片とともに少数の無

文土器も出土している｡出土したチャー ト剥片と

チャート製石鉄は同一の石材であることから､石鉱

などの石器製作場であった可能性が高い｡

4 出土遺物

(1) 土器

今回の調査では約80点の縄文土器が出土したが､

その全ては包含層中から出土したものであり､先述

のチャート剥片集中区を除いて遺構内から出土した

ものは無かった.出土した土器は大半を無文土器が

占め､押型文土器や条痕文土器は 1割程度であった｡

また胴部の細片が多く､全形が分かるものは皆無で



第9図 旧石器時代 ･縄文時代遺構分布図 (1/400)
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あったため､図化して掲載したものは12点のみであ

る｡以下に出土層位ごとに遺物の特徴を説明する｡

第Ⅳ層下位出土土器 (第12図 16-24)

16-20は押型文土器で､16は外面に横方向の山形

文を施し､内面はナデ調整で無文である｡胎土には

チャートを含んでおり､口縁部近くに補修孔と思わ

れる穿孔を持つ｡器壁は薄く､器形はバケツ状にな

ると思われる｡17-19は菱形に近い楕円押型文を施

し､内面は無文である｡胎土の特徴から同一個体の

可能性がある｡20も同じ楕円押型文であるが､その

文様は17-19に比べ角がとれ､縦方向に長い楕円と

なっている｡21は条痕文士器である｡斜位に浅いU

字の条痕が施され､器壁は厚い｡22-24は無文土器

/くつ
/9 △
/*oqQV0
5.vi ㌔

T v / ∵

T/

(/

である｡22-23は口縁部で23はやや外反する｡

第V層上面出土土器 (第12図 25-27)

第V層上面からは条痕文土器と無文土器が出土し

ている｡ここでは3点の条痕文土器を図化した｡い

ずれも斜位に浅いU字の条痕が施されている｡調整､

胎土ともに21に似たものとなっている｡

(2) 石器

出土した石器は石鉄がほとんどであり､わずかに

石斧が認められた｡使用された石材はチャート･黒

曜石が大半を占める｡遺構 ･層位ごとに出土石器の

特徴を述べる｡
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図13 縄文時代出土遺物分布図
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散裸3出土石器 (第12図 28)

26は散傑3から出土した磨製石斧の未製品である｡

刃部は蛤刃で､わずかな研磨痕が認められる｡基部

は蔽打痕があり､上部付近は折れて破損している｡

おそらく､基部の剥離 ･敵打の過程で折れてしまい､

そのまま廃棄されたものと考えられる｡表面は風化

が著しく､リング等は不明瞭である｡

チャート剥片集中区出土石器 (第12図 29-31)

29･30はチャート製の無茎凹基鋸である｡いずれ

も決りは比較的浅い｡30は側辺を湾曲させている｡

31は黒曜石の石核である｡側辺に剥離痕が認められ

る｡桑ノ木津留産と思われる｡

第Ⅳ層下位出土石器 (第12図 32-37)

32は正三角形の無茎凹基鉱で挟りの深い鍬形のタ

イプである｡33は挟りは浅く､脚部が欠損している｡

34は欠損部分は大きく､全形は不明であるが､おそ

らく決り､脚部をもたないタイプである｡35-36は

正三角形を呈する小型の石鉱である｡35は姫島産黒

曜石製で腹面は､基部と側面のみに調整を加えてい

る｡36はホルンフェルス製である｡37は下部が欠損

しており､不整形で特異な形状を呈する｡

第V層上面出土石器 (第12図 38-40)

38-39は二等辺三角形の形状でやや小型である｡

38は黒曜石製である｡39は脚部がやや内湾する｡い

ずれも決りは浅い｡40は桑ノ木津留産黒曜石製であ

る｡側面に丁寧な鋸歯状の調整が加えられている｡

基部が欠損しており､決り･脚部の有無は不明であ

る｡

第 3節 古墳時代の遺構と遺物

竪穴住居跡 1軒､土坑 1基､当該期の可能性のあ

る土坑 1基を第Ⅲb層上面で確認した (第14図)｡

尾

∩

〓

日

日

リ

ー

＼

%

!.. . . . !

第14図 古墳時代･近世以降遺構分布図 (1/600)

-20-



SAl 土層註記
①

⑦

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

A′室二旦町

第15図 5Al(1/60)

21

艶色土 (HucLOYRL7/))粒子は細かく,しまりはない｡土器片がわずかに7絶入するO

器掲色土 (Hue5YR2/A)粒子は細かく､しまりがない｡アカホヤ投了､土器片が混入する.

fA栂色土 (HucLOYR3r2)質感は⑳ と似る机 やヤしまりがある｡アカホヤのプロノクが況入する｡

旭褐色1 (HuelnYl11I2)仲子は細かく l_まりがある｡アカホヤ仲子を多く含み､1器片が投入する｡

fA褐色土 (HuclOYR3n)住)と似るが,しまりがない.

にぷい芥褐色土 (HtJelOYR5/つ)地味｡凶くしまり､粘性をもつ｡且i彬色土､アカホヤのプロノクを含む｡

暗栂色土 (HucLOYR3β)粒子は細かく､しまりがある｡粘性をもつ｡

災禍色土 (Hucl0YR3I2)③と似る｡7カホヤ投了を多く含み｡

1 竪穴住居跡 (SA)

SAl (第15図)

調査区中央南側で検出された(第14図)｡平面プラ

ンは北壁中央がやや膨らむ6mX6mの隅丸方形を

呈する｡壁はほぼ垂直に立ち上がり､柱穴は対角線

上に4本確認することが出来た｡主柱穴間の芯々距

離は南北で約2.3m､東西で約2.5mを測る｡柱掘方

2m仁.日. !

は20cm～30cmの円形プランで深さは最深のもので床

面から約80cmを測る｡埋土はレンズ状の堆積をして

おり､黒褐色の埋土にアカホヤ粒子が含まれていた｡

床面には貼床が施されていたが､壁際では地山が露

呈している箇所もある｡床面は西壁から中央部分に

かけて楕円状にわずかに窪んでおり､その中央部に

は焼土が認められた｡焼土は東西に長い不整形な楕



円形を呈し､掘込みは認められなかった｡また焼土

の東側には住居内土坑 1基が確認できた (第16図)｡

土坑は約 1mX1mの不整形な円形を呈し､南側の

底面からまとまって嚢の欠片が出土している｡出土

した窯 (41)は口緑部ではハケ後に横方向のナデを

施している｡胴部はナデ調整となっている｡口緑部

は中程でわずかに屈折しながら外側に伸びる｡璽頁部

の稜は内面､外面ともに明瞭に認められた｡

出土遺物は 1軒の住居跡としては多量の土器､石

製品が出土した｡出土状況は住居跡北西隅から中央

部にかけて出土するものと床面付近から出土するも

の､埋土上～中位から出土するものがある｡次に出

土場所ごとの遺物の特徴を土器 ･石製品に分けて述

べる｡

住居北西隅～中央部出土土器(第17-19図 42-69)

住居北西隅から中央部にかけて3mX1mの範囲

で帯状に土器が集中して出土した｡出土した土器は

大半を碧が占め､残りは壷や鉢であった｡この箇所

で出土した土器は高い接合率をみせ､完形近くまで

復元できる固体も多く認められた｡また遺物の出土

レベルは住居中央部に近いほど床面に近い値になる

ことから､住居廃絶後の埋没過程のなかで一括して

廃棄された可能性が高い｡

薬は出土量の約8割を占めるが､外面の調整によ

り大別することができる｡42-53は外面をハケ､も

しくは工具ナデによる調整を行うタイプである｡い

ずれも内外面ともに上半部を中心にナナメ方向のハ

ケ ･工具ナデがなされ､下半部にはナデ ･工具ナデ

となっている｡頚部の稜は明瞭に認められるものと､

わずかに認められるものがある｡また同様に､口縁

部も直線的に立ち上がるものと口唇部付近で外反す

るものがある｡底部はレンズ状を呈するものがほと

んどだが､45のみがわずかな上げ底となっている｡

52･53は底部であるが､タタキが認められないため

このタイプに含めている｡その中でも53は底部外面

に粘土紐を巻きつけ上げ底状の底部を作り出すもの

であり､このような底部はこの 1点であった｡

54-63は外面にタタキが施されるタイプである｡

タタキは底部が欠損している59-61以外はすべて底
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第16図 住居内土坑 (1/20)､土坑出土遺物実測図 (1/4)

部にまでタタキが施されていた｡頚部の稜はいずれ

も明瞭に認められ､口縁部の外反の度合いはタタキ

を施さないものに比べ強い｡底部はわずかな平底や

レンズ状を呈するものがほとんどである｡

64は広口壷である｡口唇部付近を内側に折り曲げ

直立させ､内外面ともハケによる調整を行っている｡

65は胴部のみであるが､形状から壷の胴部と考えら

れる｡66-67は小型丸底の壷形と鉢形である｡66の

壷形の口縁部は口唇部付近で内湾している｡底部は

丸底であるが､中軸線に対し2cmほど左に寄ってい

る｡調整は口縁部はハケ､胴部はミガキが主体であ

る｡器壁は全体的に薄手で丁寧な作りとなっている｡

67の鉢形の口緑部は外反し器壁は厚い｡底部はやや



レンズ状となる丸底で､内外面ともミガキによる調

整が施されている｡68-69は胴部から底部のみであ

る｡68は外面にミガキを施すもので球形に近い胴部

をもつと思われるが､器壁は厚い｡69は浅鉢の底部

と思われる｡

住居床面出土土器 (第20･21図 70-96)

床面付近から出土した土器は住居中央東側から集

中する状況が認められる｡また西壁付近からも数個

体が出土しているが､小型の壷 ･鉢が集中しており､

やや他の出土状況とは異なる様相を見せている｡ま

たその付近からは銅鏡が出土している｡床面から出

土した土器は壷類が多く､その次が嚢であり､鉢類

も一定数認められる｡先述の住居北西隅～中央部か

ら出土した土器とは組成に異なりを見せている｡ま

た小型の器種が多いのも特徴である｡

70-77は窯である｡調整はハケまたは工具ナデが

主体でタタキを施す個体は75のみである｡完形近く

まで接合できる個体は認められなかった｡出土した

窯の口縁部は直線的に外側にのびるものと､口唇部

付近で外反するものがある｡また頚部には明瞭な稜

が認められる｡底部はレンズ状のもの (75)と平底

のもの (76)､上げ底のもの (77)があり､上げ底

の底部はこの1点のみであった｡

78は広口壷､79は短頚壷であり､いずれもわずか

に外反する口縁部である｡80･81は短預壷の口縁部

と胴部で同一個体である｡口緑部はわずかに内湾し､

調整はナデ主体である｡82-83は小型の直口壷でほ

ぼ完形で出土している｡いずれもわずかに内湾する

口緑部をもち､底部は平底となる｡調整は胴部外面

にミガキを施すが､口縁部付近はナデ調整となる｡

内面はナデ調整で82は粘土積み上げ痕が明瞭に認め

られる｡84は壷胴部であり､外面にタタキを施す｡

口緑部が欠損しているため形式は不明である｡85-

87は小型壷の口緑部である｡85･86は外面にミガキ

調整が施されて､前者はやや乱雑な調整となってい

る｡88は複合口縁壷である｡ほぼ直立する複合口縁

部をもち､外面には櫛描波状文が施される｡また頚

部には刻冒突帯をもつ｡89はミニチュアの壷である｡

口緑部は82･83と似た作りとなっている｡内外面と

も調整はナデ主体で内面には明瞭に粘土積み上げ痕

が認められる｡内外面とも黒色をしている｡90は外

面にミガキを施す壷の胴部であるが形式は不明であ

る｡

91-96は鉢類である｡91･92はミニチュアの鉢で

西壁際から近接して出土した｡器高は5cmほどで92

は完形である｡93-96は浅鉢である｡いずれも口唇

部は短く折り曲げるように形成している｡また外面

の調整はミガキが主体である｡

埋土上～中位出土土器 (第21図 97-111)

住居埋土出土のもので口緑部､底部が残っている

ものを図化している｡出土状況としては住居北側か

ら多く出土する傾向がある｡

99は小型の壷であるが､粗雑な作りとなっている｡

口縁部は短く､ほぼ垂直に立ち上がる｡101は複合

口縁壷で88と同形式のものだが複合口緑部が内傾し､

外面の櫛描波状文も不明瞭である｡102-104は葉の

底部で､前者以外は外面にタタキを施す｡107-108

はミニチュアの鉢で107と91は器壁の厚さに違いが

あるが､形状は似通っている｡109-111は高杯であ

る｡住居から出土した高杯はこの細片 3点のみで

あった｡

出土石製品 (第22図 112-130)

石製品は計19点出土しているが､そのほとんどは

は床面付近から出土したものである｡また土器の出

土が希薄であった住居南側に石製品の出土が多く認

められた｡種類としては磨石､蔽石､砥石､台石､

石包丁などが出土しており､磨石と台石で全体の約

半数を占めている｡

磨石 (112-116)は5点出土しているが､石材は

114の砂岩以夕吊ますべて尾鈴山酸性岩類である｡116

は磨面が明瞭に確認できなかったが石材､形状など

から磨石と判断した｡

117･118は蔽石である｡118は砂岩製で側面に蔽

打痕が認められる｡119-122は砥石である｡120は

ホルンフェルス製で､他は砂岩製である｡123は軽

石で､住居中央部から出土した｡使用痕などは認め

られず､その用途は不明である｡
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第17図 SAl出土土器実測図1(1/4)
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第18図 SAl出土土器実測図2(1/4)
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第19図 SAl出土土器実測図3(1/4)

-26-

20cm
l

l l l l l l



~~~=---EI--idlz

ノ'/了

第20図 5Al出土土器実測図4(1/4)
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第23図 5Al遺物出土状況図 (1/60)
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124はホルンフェルス製の打製石包丁である｡125

は不明磨製石製品である｡八の字の形状で先端は刃

部のようになっているが､使用痕は認められなかっ

た｡上部は欠損している｡

126-130は台石である｡石材は砂岩製とホルン

フェルス製があり､最大の123は長軸27cm､重量は3

kgである｡

銅鏡 (第24図 131)

銅鏡は床面から5cmほど浮いて住居西壁際から鏡

背を上にして出土した｡縁辺に若干の欠損が認めら

れるが､ほぼ完形であり､状態も比較的良好であっ

た｡鋳上がりは良好で､文様も明瞭である｡色調は

明緑灰色(Hue5G6/1)で大きさは面径7.1cm､厚さ

0･5cm､重量は40gである｡文様は幅広い平緑の内側

に､直交櫛歯支帯､四圏をめぐらし鉦に至る｡櫛歯

支間の幅はばらつきが認められ､また圏文もやや不

整形である｡鉦は半球状で､鉦孔は長方形を呈して

いる｡以上､文様帯の特徴から出土した銅鏡は重囲

文鏡であり､面径や鋳上がりから､佑製重圏文鏡と

考えられる｡また直交櫛歯支帯付近には赤色顔料の

付着が認められる｡

2 土坑 (SC)

SC1(第25図)

SAlから北西に5m程離れた位置から検出された｡

1.6mX1.2の馬蹄形をした土坑であり､深さは15cm

ほどと浅い｡埋土上層からは土器が出土している｡

132は壷の胴部である｡頚部から上が欠損している

ため形式は不明である｡133は碧の底部と思われる｡

出土した土器は胎土などがSAl出土の土器と類似し

ており､同時期に近いものと思われる｡しかし埋士

下層から出土した遺物はなく､後世の撹乱時に混入

した可能性もある｡

第24図 5Al出土銅鏡実測図 (1/1)
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第25図 5⊂1･2､出土遺物実測図 (S⊂1､1/40)(S⊂2･132-134､1/4)

SC2 (第25図)

SClの南で検出された｡非常に小さく検出時では

8cmほどであった｡中からは完形のミニチュア窯

(134)が横位で出土している｡単なるの窪みに土器

が落ち込んだ可能性もあるが､今回の調査ではSAl

上面以外では検出時に当該期の土器が出土しなかっ

たことから土坑の痕跡であると判断した｡出土した

鉢形のミニチュア土器は器高が5cmほどであり､内

外面には指押さえの跡が残る｡

第 4節 近世以降の遺構と遺物

近世以降の遺構は第Ⅲb層上面で溝状遺構7条､

土坑 1基を検出した｡またピット状の土坑も数多く

検出されたが､いずれも掘立柱建物が復元できるも

のはないため､ピットと認定はしていない｡検出さ

れたピット状の土坑は一辺15cm未満の方形を呈する

ものが大半で､埋土はしまりのない黒色をしていた｡

いずれも浅く､20cm程度である｡遺物は 1点のみ出

土し､18世紀代の薩摩窯系の土瓶片が出土している｡

遺物はK-Ah上面での検出時に第Ⅱ層中から出土し

たが､細片が多いため遺構から出土したもの以夕吊ま

図化はしていない｡出土した遺物の傾向としては､

椀類が多く､時期は近世後半から新しいものでは昭

和期のものも含まれている｡
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1 土坑 (SC)

SC3 (第26図)

調査区北東部から土坑 1基が検出されている｡平

面形は90cmX80cmのほぼ正方形で､深さは30cmを測

る｡壁面はほぼ垂直となり､埋土はしまりの無い黒

褐色であった｡底に近いところからは頭大の石と明

治代の陶器片 (図135･136)が出土している｡当時

のゴミ穴と考えられる｡

2 溝状遺構 (SE)

SEl･SE2(第27図)

検出された溝状遺構の中で最も北側に位置する｡

いずれも幅20cm程度､深さ5cm～10cmと浅く､断面

は台形を呈している｡両溝が直交する部分は確認 ト

レンチのため不明瞭であった｡埋土は黒褐色土と黒

色土からなり､前者は基本土層の第 Ib層､後者は

第Ⅲ層に対応する｡また遺物は出土しなかった｡

SE3- SE5(第27図)

SEl･SE2の南侭帰こ位置し北西方向に走る溝

である｡K-Ah上面での検出時点では溝の痕跡程度

しか残っておらず､最も深い部分でも5cm程度で

あった｡これらの溝群はSElと方位がほぼ一致し､

SE4とSE5は直角に曲がり南西方向に走る｡溝

と溝の間は約2mで､硬化面は認められなかった｡

埋土はSEl･SE2と一致する｡出土遺物は無い｡

SE6(第28図)

SE7の北側に位置する｡ほぼ直角に曲がる溝で､

東側では溝が一部切れているのが認められる｡溝の

形態は先述の溝と共通する部分が多いが､方位は若

干西側に振れるようである｡出土遺物は無い｡

SE7(第28図)

調査区の最も南側に位置する北東方向に走る溝で

ある｡幅は約40cm､約20cmと他の溝に比べ深い｡出

土遺物は下層から陶器片 (137)､上層から須恵器片

(138)､また図化はしていないが土人形片が出土し

ている｡137の陶器片は椀の口縁部で見込み部に文

様が入る｡138の須恵器は細片のため器種･時期とも
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59.OmB B′59.0m

で 空 夢 ~
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(》 娯掲色土 (11ue10YluIZ)Blくしまる.基本土層の節Ib胤 こ似る.,

(む 111色土 (Iluc10YR2/l)粒子は細かく,しまりはない｡やや粘性をもつ｡

586nlCJ 58r:"-

58.5mD D′58･5m

-.二二二二三:==一一

5il･こ｢-F .二 ･E 5uJnl

58.4mド F'58･4m

&
583mG G583rlt.

第27図 SE1-5分布図 (1/400)
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に不明だが本遺跡に須恵器を伴う時期の遺構は無く､

周辺に当該期の遺構の存在を窺がわせる資料である｡

3 遺構の時期と性格

ここでは検出された溝状遺構の時期と性格につい

て考えてみたい｡検出された溝状遺構は7条であっ

た｡溝状遺構の時期については出土遺物が少量なた

め､不確定な部分が多いが､SE7出土の遺物や周辺

包含層からの遺物も考慮に入れると､その時期は近

世後半以降と考えられる｡その性格については道路

状遺構の可能性があり､北側に隣接する湯牟田遺跡

からも12条の道路状遺構が検出されている(ど)｡しか

し､湯牟田遺跡検出のものとはその形状や方位に大

きな差異があり､また西ノ別府遺跡の溝状遺構から

は硬化面も確認されなかったため同一遺構の可能性

はないであろう｡また何らかの施設に伴う区画溝な

どの可能性もあるが､建物跡が確認されていないた

め､その可能性も低いと考えられる｡よって､ここ

では田畑用の水路などの農作業に伴う溝であると判

断したい｡

【註】

(1)高岡町の久木野遺跡では散磯と集石遺構との接合が確

認されている｡

高岡町教育委員会 1997 『久木野遺跡 (1区～4区)』平成

5年度県営農地保全整備事業 (一里山地区)に伴う埋蔵文化

財調査報告書

(2)宮崎県埋蔵文化財センター 2005 『湯牟田遺跡 (一次

調査)』東九州自動車道 (都農～西都間)建設に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書15

日Id 37 冒l冒1380LTi cm

第28図 SE6･7分布図､出土遺物実測図 (SE6･7､1/400)

(137･138､1/3)
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第Ⅵ章 まとめ
本遺跡では少数ながら､複数時期にわたる遺構 ･

遺物を確認した｡各時期における個別の遺構 ･遺物

については第V章で説明したが､今章では今回確認

された旧石器時代､縄文時代早期､古墳時代前期の

遺構 ･遺物について若干の言及を加えることでまと

めとしたい｡

第 1節 旧石器時代

本遺跡における旧石器時代の調査は､調査範囲を

かなり限定していたため､出土した遺物は総数15点

と少数である｡

第V層上位から中位にかけては10点の遺物が出土

したが､いずれも流紋岩製であり､ホルンフェルス

製の石器は確認できなかった｡本遺跡のすぐ南を流

れる小丸川では容易にホルンフェルスを採集するこ

とが出来､宮崎平野においてはホルンフェルス製石

器が高い割合で出土している(1)｡総出土数は少ない

ながらもホルンフェルス製石器が出土しなかったこ

とは特徴の一つといえる｡出土したナイフ形石器は

小型の縦長剥片を素材にしたものである｡近年､発

表された宮崎県下における10段階編年では7期に相

当する資料である(2)｡

第 2節 縄文時代早期

当時期の遺構 ･遺物として集石遺構13基､チャー

ト剥片集中区1箇所､土器片約80点､石器 ･剥片約

450点を確認した｡ここでは集石遺構と出土土器に

ついて言及する｡

集石遺構

集石遺構は13基確認したが､傾向として掘込みや

配石や持たないタイプが多く､掘込みを有しても浅

い集石遺構が目立つ｡本遺跡の所在する川南町では

東九州自動車道関係の発掘調査が行われ､それに伴

い町内の縄文時代早期における集石遺構の資料数も

増加している(3)｡しかし､調査中の遺跡や報告書が

まだ刊行されていない遺跡もあり､本遺跡の集石遺

構の位置付けを行うには不十分な面も多い｡ここで

は本遺跡に近接する尾花坂上遺跡検出の集石遺構と

の比較 ･検討からその特徴を見出すこととする｡

尾花坂上遺跡(4)は児湯郡川南町大字川南字尾花に

所在している｡高城段丘面の縁辺部に位置し､本遺

跡とは直線距離にして約400mしか離れていない｡

平成15年に調査が行われ､380niの調査面積から34

基の集石遺構が検出されている｡集石遺構は主に2

群の散磯の下から検出されており､その散磯は黒褐

色土上面検出のものと､その下層である黄灰褐色士

上面検出のものに分かれる｡黒褐色層と黄灰褐色層

はそれぞれ西ノ別府遺跡の第Ⅳ層と第V層に相当す

ると考えられる｡検出された集石遺構は本遺跡同様

に､掘込み ･配石の有無から3通りに分類し､さら

に掘込みのみを有する集石遺構については掘込みの

長軸 ･深さと傑密度からさらに3通りに細分されて

いる｡報告書では最後にまとめの中で集石遺構の構

成磯の分類から､いわゆる準備裸 ･廃棄磯の可能性

があるタイプを抽出しているが､本遺跡で用いた磯

の分類は､磯の使用頻度から使用段階を抽出出来る

ような精度では無いため､集石遺構の構造と時期に

ついてのみ比較 ･検討を行う｡

先述のように､尾花坂上遺跡の集石遺構は検出層

位の異なる2群の散磯の下から検出されたものが大

半を占める｡報告書のまとめの中では両散裸の下か

ら検出された集石遺構には若干の時期差があるので

はないかと言及している｡表 1は本遺跡と尾花坂｣二

遺跡で検出された集石遺構の分類ごとの割合である｡

分類は本遺跡の表記に従い､尾花坂上遺跡で用いら

れた掘込みや磯密度によるB類の細分類は一括して

B類に含めている｡また尾花坂上遺跡の散礁1下検

出の集石遺構を 1群集石遺構､散傑2下検出を2群

集石遺構と呼称し､西ノ別府遺跡検出の集石遺構と

の比較 ･検討を進める事とする｡

両遺跡の違いとして､A類､C類の割合の差が認

められる｡西ノ別府遺跡ではA類の割合が5割近い

のに対し､尾花坂上遺跡では両群とも3割前後と
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表1 西ノ別府遺跡と尾花坂上遺跡との集石遺構の比較

西ノ別府遺跡 尾花坂上遺跡 尾花坂上遺跡
(散礁1下) (散礁2下)

A芙頁 6(46%) 6(28%) 4(33%)

B頬 5(39%) 7(32%) 8(64%)

⊂禁頁 2(15%) 9(40%) 0(0%)

西ノ別府遺跡 尾花坂上遺跡(散礁 1下) 尾花坂上遺跡(散礁2下)

掘込長軸平均値(⊂m) 113.5 139.4 刀.4

なっている｡C類では西ノ別府遺跡が2割以下なの

に対し､尾花坂上遺跡の1群集石遺構は4割となり､

分類の中で最も高い割合を占める｡逆に2群集石遺

構ではC類は認められない｡次に掘込みの長軸 ･深

さを見ると､尾花坂上遺跡では1群集石遺構に比べ

2群集石遺構は長軸 ･深さともに大幅に減少してい

る｡西ノ別府遺跡では平均長軸は2群集石遺構より

大きいが､深さは 1群集石遺構の1/2以下である｡

このような形態差は何に起因するものであろうか｡

ここでは要因の一つとして時期差を考えてみたい｡

両遺跡の集石遺構の時期について見てみることとす

る｡

尾花坂上遺跡では集石遺構内から土器が出土して

おり､ 1群集石遺構からは押型文土器 ･貝殻文系土

器 ･無文土器､2群集石遺構からは貝殻文系土器が

出土している｡いずれも細片のため､型式等の判別

は困難である｡しかし1群集石遺構のなかの1基か

ら出土した押型文土器は口縁部片であり､外面に楕

円押型文､内面には上部に原体条痕､その下には楕

円押型文が施されており､下菅生B式土器に相当す

るものと考えられる｡この土器が出土した集石遺構

の残存状況は良好ではなく､使用後に土器が混入し

た可能性がある｡しかし､ 1群集石遺構の分布する

箇所の黒褐色層からは同型式の土器片や辻タイプの

貝殻文系土器が出土しており､ 1群集石遺構が両型

式の土器に伴うものである可能性が高い｡2群集石

遺構からは貝殻文系土器2点しか出土していないた

め時期は不明だが､黒褐色土下の黄灰褐色土層中の

検出であるため､ 1群集石遺構より時期は上がると

考えられる｡

次に西ノ別府遺跡についてみてみることとする｡

第V章で触れたとおり､集石遺構内から出土した土

器は認められなかった｡よってここでは包含層出土
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の土器から､集石遺構の時期を検討していく｡

出土土器

縄文時代早期における出土土器は80点だが､無文

の胴部の細片が大半のため型式の判別は困難である｡

ここでは第Ⅳ層下位から出土した押型文士器から時

期の推定を行う｡

第Ⅳ層下位からは5点の押型文土器が出土してい

るが､細片が多く16の土器 (第18図)についてのみ

検討を行う｡16の土器片はS16から南東に10mほど

離れた箇所から出土し､出土層は集石遺構と同じ第

Ⅳ層下位である｡外面調整は横位のやや間延びした

山形文を施し､内面はナデ調整のみとなっている｡

器形はやや内湾しながらも直線状に夕吊こ開き､口唇

部は角状となる｡このような特徴を持つ土器は貝殻

文円筒形土器との接触によって出現した ｢弘法原式

土器｣と設定され､時期は稲荷山式と併行関係で北

部 ･中九州における最古段階の押型文土器であると

される(5)｡この出土土器から西ノ別府遺跡における

集石遺構の使用時期は稲荷山併行期が想定され､尾

花坂上遺跡の1群集石遺構とは時期差が認められる｡

西ノ別府遺跡検出の集石遺構は尾花坂上遺跡の 1群

集石遺構より時期は古いこととなり､両者の間にみ

られた構造の差異は時期差に起因する可能性がある｡

以上､両遺跡間の集石遺構には時期差が認められ､

また両遺跡の比較から下菅生B式期の集石遺構に比

べ､稲荷山併行期の集石遺構は掘込み ･配石を持た

ないものが多く､また掘込みの深さも浅いことが指

摘できる｡これは尾花坂上遺跡の2群集石遺構の構

造とも合致するものである｡しかし､これは2遺跡

間の時期差からのみの比較であり､立地等他の要因

についての検討をしていないためひどく脆弱な見解

である｡また縄文時代早期の集石遺構の構造は､遺



構内の出土の土器型式に問わず様々な多様性がある

ことが指摘されている｡今後は川南町内における資

料の増加を待ち､再度検討することとしたい｡

第3節 古墳時代前期

古墳時代前期の遺構として竪穴住居跡 1軒､土坑

2基を検出した｡その中でも竪穴住居跡から出土し

た多量の土器と伏製重圏文鏡は特筆されるものであ

る｡ここでは出土遺物に重点を置きつつ検討を行う｡

出土土器

西ノ別府遺跡の竪穴住居跡から出土した土器は良

好な一括資料で､宮崎平野北部における土師器編年

の基礎資料に成り得るものである｡宮崎県の土師器

編年として松永幸寿氏の論考がある(6)｡ここでは松

永氏の論考を参考に､編年の基準となっている窯に

ついて分類をし､その位置付けを行う｡分類の対象

とした住居跡内土坑出土の窯も含めた口縁部から胴

部にかけて残存している23個体である｡分類基準は

外面調整 ･口縁部形態 ･胴部形態により行った｡表

2は分類した結果である｡

Aal類 (42-44･51･70･71)

外面調整はハケ ･ナデ調整のみで､長胴の胴部を

持ち口縁部は直線的に外側にのびるタイプである｡

いわゆる在地系の窯に相当するものである｡

Aa2類 (41･72-74)

口緑部が外反するものである｡床面出土の蛮のみ

が相当する｡口縁部は上位付近で外側に折り曲げら

れている｡

Abl類 (45･46･49･50)

胴部形態が球形を呈するものである｡これらの個

体は口縁部径と胴部最大径はほぼ等しく､他の類形

に比べ短い口縁部を伴う｡床面からは出土していな

い｡

表2 SAl出土碧 分類表

Aa1類 42.43.44.5l.70.71 Ba1頬54.55.59

Aa2類 41.72.73.74 Ba2頬 56.57.58.60.61

Ab1類 45.46.49.53

分類基準 外面調整 A類 ハケ･ナデ B頬 タタキ

胴部形態 a類 長胴 b類 球形 C 卵形

∪綾部形態 1類 直線 2頬 外反

Ac2類 (48)

胴部の中位に最大径をもち､短い口縁部は強く外

反している｡他の類形より後出する要素をもつ個体

である｡

Bal顔 (54･55･59)

外面調整にタタキを施し､胴部形態は長胴､口縁

部が直線的にのびるタイプである｡器形はAal頬

とほぼ同形であるが､やや長い口緑部をもつ｡

Ba2類 (56-58･60･61)

外反する口縁部をもつ｡そのなかでも口縁部上位

で折り曲げられるもの (56･58･60)と外反するも

の (57･61)に分けられる｡

以上､外面調整 ･胴部形態 ･口縁部形態の3要素

から出土した葉は6類型に抽出する事が出来た｡傾

向としては床面出土の窯はいずれの長胴形の胴部を

もち､口緑部は外反もしくは上部付近で屈折する

Aa2類が多く認められる｡このような口縁部上部

付近で屈折するものは宮崎市熊野原遺跡C地区SA

7･SA12出土の窯にも認める事が出来る(7)｡熊野原

遺跡出土の窯も長胴で口縁部が外反または屈折する

薬が主体を占めるなど共通する要素が多い｡近接し

た時期が想定される｡

一括廃棄された碧は多様な形態をもつが､タタキ

を施す窯には球形 ･卵形の胴部は認められなかった｡

本遺跡のように一定数のタタキ調整の窯が出土した

遺跡としては新富町上薗遺跡がある(8)｡上薗遺跡F

地区SAIOからはタタキを施した禁が出土している

が本遺跡同様に長胴の胴部をもち､底部もわずかな

平底またはレンズ状となっている｡しかし口緑部形
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態には違いが認められる｡本遺跡の窯は上薗遺跡の

ものに比べ短く､強く外反しており若干古いと考え

られる｡

次に出土土器の時期決定を行う｡時期の決定には

松永氏の編年を使用する(9)｡松永氏は在地系中型窯

の底部形態 ･口緑部の長さ･口緑部角度の3属性を

基準に編年案を作成した｡その中でも底部形態が最

も大きな指標になるとした｡住居跡床面出土の嚢の

底部に着目すると､床面付近では確認できる底部数

が少ない上に上底､平底､レンズ状と3通りの底部

が存在し､時期決定が困難である｡よって､個体数

も多い一括廃棄の窯の底部形態から時期決定を行う｡

一括廃棄された薬の底部は大部分が僅かな平底かレ

ンズ状の底部を呈している｡また小型丸底壷も含ま

れていることから松永編年の6期～7期が想定され

るが､底部に若干上底ぎみのものも認められること

から6期に相当すると考えられる｡これに対し､床

面出土の窯は口縁部角度がきつく頚部の稜を明瞭な

ことから5期に相当するであろう｡この時期は先述

した熊野原遺跡C地区SA7･SA12や上薗遺跡F地

区SAIOの土器の年代とも大きな差異は認められな

い｡

このことから検出された竪穴住居跡の時期は松永

編年の5期が与えられ､畿内編年では布留式の 1-

2式に併行する｡実年代としては4世紀第 1四半期

～第2四半期に相当するものである仙0｡

佑製重圏文鏡

今回の佑製重圏文鏡の出土により､県内における

竪穴住居跡内からの鏡の出土例は西ノ別府遺跡を加

え5例日oDとなった｡表3は県内における住居跡内

鏡出土遺跡の一覧表である｡他の遺跡の出土鏡をみ

表3 宮崎県内

るといずれも舶載鏡の破鏡で､佑製鏡は出土してい

ない｡また時期も弥生時代後期から終末期にかけて

で古墳時代まで時期の下る資料は認められない｡ま

た鏡が出土した住居跡の規模も他の住居跡に比べ大

型である傾向は認められなかった｡

宮崎県におけるイ方製重圏文鏡の出土は今回が2例

日である4分｡平成6年刊行の国立歴史民族博物館の

｢日本出土鏡データ集成｣によると重圏文鏡､もしく

はその可能性が高い鏡は東は宮城県から西は熊本県

まで計56例の出土が確認されている｡表4は県ごと

の出土面数と墳墓出土のものと墳墓以外の遺構出土

のものにわけてグラフ化したものである｡それによ

ると最も出土両数の多い県は静岡県と愛媛県の6両

で､その分布の中心は東海から関東にかけてである

が､西日本にも一定数認められる｡重圏文鏡の出土

傾向としては墳墓とその他の遺構出土の面数には大

きな差は認められない｡このような墳墓以外からの

出土量の多きは重圏文鏡のもつ特徴の一つであり､

それは重圏文鏡が弥生時代の小型佑製重圏文鏡との

関係をもち､儀鏡としての役割を有する胸ことが関

係していると考えられる墳墓以外では竪穴住居跡や

井戸､河川などからの出土が認められる0叫｡西ノ別

府遺跡と同様に竪穴住居跡から出土した例として岡

山県津寺遺跡が挙げられる09｡津寺遺跡は弥生時代

から中 ･近世にわたる複合遺跡で古墳時代では竪穴

住居跡93軒や多数の土坑が確認されている｡重圏文

鏡は古墳時代前期の竪穴住居跡から1面､土坑から

1面いずれもほぼ完形で出土しており､この他にも

内行花文鏡の破鏡が同じく竪穴住居跡から出土して

いる｡出土状況としてはいずれの鏡も埋土中からの

出土であり､遺構廃棄後のものであることを物語っ

ている胸｡意図的に置かれたのか､投げ込まれたの

鏡出土住居一覧表

遺跡名 所在地 鏡式名 鏡年代 依存度 .面径 出土遺構 床面積(m2) 遺構年代

神殿遺跡A地区 高千穂町 内行花文鏡 ? 後漢鏡 ? 破鏡 SA10 19.8 弥生時代終末期

松本原遺跡 西都市 不明 破鏡 竪穴住居 不明 弥生時代後期

銀代ケ迫遺跡 新富町 内行花文鏡 7万各規矩鏡 ? 後漢鏡 破鏡 SA9 12.9 弥生時代後期

下那珂遺跡 佐土原町 旭文鏡 前漢鏡 破鏡 SA96 6.4 弥生時代後期～終末期
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表4 重圏文鏡出土地域一覧表

Itj竹富

曇 歪 芸 藁 蓋 緋 笠 置 喜 蓋 蓋 薫 套 蓋 聖 霊 買 蓋 芸 喜 莞 整 蓋 蓋 歪 喜 -?.

] ∪ - - ] - - - ] - ] - ] - ]

lD その他

かの判別は困難だが､当時の鏡の扱いを示す貴重な

資料であろう｡それに対し西ノ別府遺跡の垂圏文鏡

はほぼ床面からの出土であり､津寺遺跡の状況とは

異なるようである｡西ノ別府遺跡では鏡の周囲から

小型の土器が出土しており､この場所で何らかの祭

祀0刀を行った後､廃棄された可能性を想定したい｡

重囲文鏡は九州には類例が少なく､どのような

ルートで西ノ別府遺跡にわたってきたかは現段階で

指摘するのは不可能である｡ここでは､可能性の一

つとして瀬戸内地方を介しての伝播は挙げておきた

い｡九州と瀬戸内地方は旧石器時代よりその交流

あったが､顕著に認められるようになったのは弥生

時代中期以降になってからである｡代表的なものと

して凹線文土器や矢羽根透かしをもつ高杯などがあ

り､宮崎のいくつかの遺跡で確認することが出来

る0幼｡西ノ別府出土の土器からは瀬戸内地方との関

係は兄いだせないが､竪穴住居跡の平面形は1辺の

中央が脹らむ五角形に近い形を呈し､先述の津寺遺

跡の竪穴住居跡にも類似した平面形を認めることが

出来る09)｡また愛媛県における出土重圏文鏡の多さ

も示唆に富むものである｡

第 4節 おわりに

以上､旧石器時代 ･縄文時代早期 ･古墳時代前期

の特徴的な遺構 ･遺物について説明を行ったが､乱

雑でまとまりのない文章となってしまった｡特に竪

穴住居跡出土の遺物については良好な資料であるに

もかかわらず､表面をなぞるだけのまとめとなって

しまったことをお詫びしたい｡今後､機会があれば

改めて検討をしたいと思っている｡

今回の調査では少ない遺構 ･遺物ながらも､貴重

な資料を得ることが出来た｡特にSAlから出土し

た伏製重圏文鏡は県内の古墳時代を考える上での重

要な資料になり得るだろう｡

古墳時代における西ノ別府遺跡の位置付けは現段

階では不明瞭であると言わざるを得ない｡検出され

た竪穴住居跡は 1軒のみであったが､単独で存在し

ていたとは考えにくく､集落の一部分の可能性は高

い｡しかし他の住居跡からは離れており､何らかの

隔絶性をもつ住居跡であったといえる｡

これまでに何回も触れてきたが､近年の東九州自

動車道建設に伴い､川南町内における発掘調査が行

われている｡特に弥生時代後期から古墳時代前期に

かけては集落跡の調査が行われ､良好な資料が蓄積

されつつある｡今後､その資料を比較 ･検討するこ

とにより西ノ別府遺跡の位置付けもより明らかにな

ることであろう｡
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表5 竪穴住居跡及び土坑計測表

遺構番号 検出グリッド 方 位 平面形 規模 (cm) 面積 (m2)
長さ 幅 深さ

SA1 Bll N-42-E 隅丸方形 6a) 6a) 54 36

SC1 B10 N-7-W 5角形 eD 54 10 0.43

SC2 Bll N-12-W 隅丸方形 8.8 8 4.8 0.∝『

表6 集石遺構観察表

遺構番号 検出グリッド 配石 掘込 掘 込 構成襟 炭化物 備 考
長径 短径 深 さ 赤化

Sl1 All × × - - - (⊃ × 磯周辺に覆土は無 し○炭化物有無は不明○

Sl2 A12 × × - - - ○ ○ 炭化物は少量○

Sl3 A12 × × - - - ○ ○ 炭化物は少量○掘 り込みはなく､浅いくぼみに石が集中している○

Sl4 A12 × × - - - ○ × sl2と近接○

Sl5 Bll × × - - - ○ ○ 炭化物は少量oSA1内検出

Sl6 B10 × ○ 126 113 15 ○ ○ 散磯 1下から出土○炭化物量不明

Sl7 A12 × ○ 103 86 9 ○ ○ 磯密度は少ない

Sl8 A14 × ○ SO 77 7 ○ ○ 掘 り込みはとても浅 く､炭化物も少ない○磯密度は低いo

Sl9 B14 × ○ l26 85 15 ○ ○ 炭化物は多い○

Sl10 B14 × ○ 105 103 13 (⊃ ○ 炭化物､傑密度は多くないo

Slll A14 ○ ○ 139 119 19 ○ ○ 散襟3の下から検出○上部は散横内かo炭化物は多量○

Sl12 B14 ○ ○ 1% 91 20 ○ ○ 炭化物は多量で､比較的良く襟がつまる○

表7 集石遺構構成磯計測表

遺構番号 ①kg ㊨ @ @ @ @ @ @ 円磯合計(①④④④) 赤化合計(④④⑦㊥) 総計 備 考

Sl1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.2 5.6 2.6 5.0 13.2 13.2 磯は大形が多い○すべて赤化o

Sl2 0.0 0.8 0.0 0.4 6.2 0.8 8.8 1.4 7.8 17.2 18.4 赤化襟9割超o喋は大形が中心○

Sl3 0.0 7.0 0.4 5.8 1.2 22.6 1.8 31.8 3K).8 57.4 71.8 赤化割合8割弱○磯は小形が中心

Sl4 0.0 1.0 0.0 0.8 0.4 5.0 0.2 5.4 6.4 ll.0 12.8 赤化が8割強○重量は少ない○

Sl5 0.0 0.2 0.0 0.4 7.2 0.8 5.6 6.6 8.2 a.2 二犯.8 赤化襟9割強o大形円磯多いo

Sl6 0.6 7.6 0.2 9.0 4.8 24.2 2.2 35.2 37.2 66.4 83.8 赤化磯が8割弱.角磯が多いo

Sl7 0.8 5.0 0.6 4.8 4.4 19.8 2.2 24.8 刀.0 51.2 62.4 赤化磯が8割o小形が多い○

Sl8 0.0 2.4 1.4 4.0 4.6 5.2 6.4 10.0 12.2 26.2 34.0 赤化磯8割弱o角磯多いo土器含む

Sl9 0.8 1.0 1.2 4.8 0.0 1.4 0.0 7.8 3.2 9.2 17.0 赤化襟5割強.小形角磯が多い○

Sl10 0.0 3.8 0.0 1.4 1.6 14.2 1.2 7.0 19.6 24.0 29.2 赤化磯8割〇円少し多い○土器含む

Slll 0.0 3.4 0.4 6.4 2.2 8.4 0.0 18.6 14.0 29.2 39.4 赤化襟7割中o小形が多いが配石は巨石○上部は散磯除去時に外れる○

Sl12 1.0 4.4 0.2 6.2 22.4 12.2 9.2 15.0 ∠K).0 58.8 70.6 赤化磯8割○磯は大形が多いo尾鈴は少ないo砂岩中心
4 1



表8 旧石器時代石器計測表

遺物番号 器 種 出土位置/層位 石 材 最大長(cm) 最大幅(cm) 最大厚(cm) 重 量 (g) 備 考

1 ナイフ形石器 ∨層上面 流紋岩 3.5 2.8 0.7 3.5

2 ナイフ形石器 ∨層上面 流紋岩 2.9 1.7 0.8 3.6

3 ナイフ形石器 ∨層上面 流紋岩 2.0 1.4 0.5 0.9

4 ナイフ形石器 ∨層上面 流紋岩 2.1 1.0 0.6 0.8

5 剥片 ∨層上面 流紋岩 2.9 1.7 0.8 3.6

6 剥片 ∨層上面 流紋岩 3.9 1.6 1.2 5.3

7 剥片 ∨層上面 流紋岩 1.7 2.3 0.9 3.2

8 剥片 ∨層上面 流紋岩 1.2 1ー3 0ー6 0.9

9 剥片 ∨層中位 流紋岩 3.6 2.1 0.8 5.7

10 剥片 ∨層中位 流紋岩 3.2 2.0 0.9 4.7

ll 石核 ∨層下位 ホルンフェルス 12.2 9.0 5.4 840.2

12 剥片 ∨層下位 ホルンフェルス 7.1 7.7 1.8 51.4

13 剥片 ∨層下位 ホルンフェルス 12.5 3.6 3.7 179.4

14 剥片 ∨層下位 ホルンフェルス 9.3 6.2 2.9 159.8

15 剥片 ∨層下位 ホルンフェルス 3.7 4.3 2.5 42.6

蓑9 縄文時代早期石器計測蓑

遺物番号 器 種 出土位置/層位 石 材 最大長(cm) 最大幅(cm) 最大厚(cm) 重 量(g) 備 考

28 磨製石斧末製品 散磯3 ホルンフェルス 10.8 6.3 2.9 329.8

29 打製石鎌 lV層下位 チャート 3.0 1.6 0.4 1.4

30 打製石鎌 lV層下位 チャート 3.2 1.6 0.5 1.9

31 石核 lV層下位 黒曜石 (桑ノ木津留) 2.8 2.4 1.2 7.1

32 打製石鍍 lV層下位 チャート 2.4 2.2 0.2 0.9

33 打製石鋳 lV層下位 チャート 2.6 1.5 0.4 1.0

34 打製石宝族 lV層下位 チャート 3.0 1.4 0.4 1.4

35 打製石鎌 lV層下位 黒曜石 (姫島) 1.4 1.2 0.3 0.3

36 打製石毛族 lV層下位 ホルンフェルス 1.4 1.7 0.3 0.4

37 打製石鍍 lV層下位 チャート 1.2 1.1 0.3 0.5

三治 打製石鍍 ∨層上面 黒曜石 2.0 1.3 0.3 0.5

39 打製石鎌 ∨層上面 チャート 1.4 2.1 0.3 0.6

40 打製石鎌 ∨層上面 黒曜石 (桑ノ木津留) 1.6 (2.5) 0.3 1.1

表10 SAl出土石器計測表

遺物番号 器 種 出土位置/層位 石 材 最大長(cm) 最大幅(cm) 最大厚(cm) 重 量 (g) 備 考

112 磨石 SA1 尾鈴山酸性岩類 12.0 9.9 5.4 974.4

113 麿石 SA1 尾鈴山酸性岩頬 8.3 7.9 3.6 356.l

114 磨石か SA1 砂岩 7.3 4.4 3.4 152.2

115 磨石 SA1 尾鈴山酸性岩類 9.3 10.3 5.8 鮎1.5

116 磨石か SA1 尾鈴山酸性岩頬 6.5 5.3 2.0 1α1.8

117 態石か SA1 砂岩 5.5 4.6 4.4 l50.6

118 鼓石 SA1 砂岩 10.3 4.6 2.8 ZF.6

119 砥石 SA1 砂岩 5.0 6.2 0.9 42.2

1:め 砥石 SA1 ホルンフェルス 113.8 7.1 4.0 5G6.1

l刀 台石 SA1 尾鈴山酸性岩類 16.0 8.6 5.5 1α≧3.4

121 鼓石か SA1 砂岩 9.7 9.3 5.6 556.5

122 砥石 SA1 砂岩 10.4 5.1 1.9 146.5

l23 軽石塊 SA1 軽石 ll.3 7.7 5.6 1α一.4

124 打製石包丁 SA1 ホルンフェルス 6.4 4.2 0.6 23.5

125 不明磨製石製品 SA1 ホルンフェルス 2.7 2.0 0.5 3.3

l五 台石 SA1 尾鈴山酸性岩類 27.2 12.3 6.8 3m.0
127 台石 SA1 尾鈴山酸性岩頬 a.9 10.0 5.4 13KB.0

128 台石か SA1 砂岩 17.9 9.9 6.0 1468.2

lB 台石 SA1 ホルンフェルス 19.5 10.1 4.9 l329.l
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表11 SAl出土土器観察表 1

番号 器 種 器種部位 出土地点 法主 (cm) 焼成 4 胎土の特徴 備 考
口径 底往 器高 外 面 内 面 外 面 内 面

16 ラ案鉢 口緑～胴部 リ ナデ 良好 明赤福 明赤福

17 漂鉢 胴部 楕円押型文 ナデ 良好 赤褐 赤褐 粒を含む

18 深鉢 胴部 楕円押型文 ナデ 良好 赤縄 赤縄 粒を含む

19 深鉢 胴部 楕円押型文 良好 赤縄 赤縄 粒を含む

23 漂鉢 胴部 楕円押型文 ナデ 良好

21 漂鉢 胴部 ナデ 良好 粒

22 深鉢 口緑 ナデ ナデ 良好

23 深鉢 口糧 横方向のナデ ナデ 良好 スス付着

24 漂鉢 胴部 縦方向のナデ ナデ 良好

25 深鉢 胴部 ナデ 良好

25 ラ案鉢 胴部～底部 ナデ 良好 * 檀

27 深鉢 胴部 ナデ 良好 粒

42 ♯ 完形 SA1 26,4 3.1 30.6 良好 スス付着
白色光沢粒 内果変

43 建 ほぼ完形 SA1 為.1 4.3 31.1 良好 内果変

41 窪 完形 SA1 24.6 2.9 2al 良好 浅黄樟 内果変
光沢粒

45 集 完形 SA1 29,5 3.8 30.0 良好
色粒

Lb 集 口緑～胴部 SA1 (29,4) 斜方向のナデ ナデ 良好 檀 スス付着

47 ♯ 底部 SA1 3.2 ナデ､指頭痕 良好 明赤福 スス付着

L吟 簸 口糧～底部 SA1 (21.0) 2.2 2&9 良好 2三色光 以下の字し白色 .黒 スス付着尺粒 内黒変

LP 集 口緑～胴部 SA1 (28,8) 良好 檀 檀 4三 スス付着
胴部はナデ ハケ目後ナデ 透明色粒

50 ♯ 口絵～胴部 SA1 (27.8) 良好 檀 慕 内外黒斑
ハケ日後ナデ 明事立

51 簸 口糧～胴部 SA1 16.5 良好 * スス付着

52 ♯ 底部 SA1 ハケ自律ナデ 良好 スス付着

53 窪 底部 SA1 ナデ､指頭痕 良好 明赤褐 褐灰 内果変

54 + 口絵～底部 SA1 26,4 3.1 31.2 良好 スス付着内黒斑

55 架 口婦～底部 SA1 28.9 2.9 32.3 良好 撹 黒 .灰白色粒 スス付着内果斑

56 襲 口緑～底部 SA1 26,8 2ー4 31.0 良好 浅黄樟 スス付着
内黒変

57 套 口絵～底部 SA1 23.6 1.7 27.7 良好 灰黄 スス付着､
色粒

58 菓 口緑～底部 SA1 (20,5) 2.2 21.4 良好 スス付着
内黒変

三p 簸 口糧～胴部 SA1 19.0 タタキ 良好 浅黄権 粒 スス付着

eO 窪 口糧～頚部 SA1 (24.0) 良好 浅黄穏 浅黄穏
粒

61 ♯ 口絵～胴部 SA1 24,9 平行タタキ 良好 スス付着

62 胴部～底部 SA1 2.7 タタ牛後ナデ ナデ 良好 明黄褐 色粒 スス付着内外黒変

63 SA1 良好 * スス付着
粒

64 塗 口絵～胴部 SA1 (17.1) 良好 檀
ハヶ月後ナデ 白色粒

65 三g 妬部～胴部 SA1 良好 檀 明黄褐 色粒 貼リ付突帯

66 壷 口絵～底部 SA1 13.1 15.3 良好 明赤福 明赤福 スス付着内果変

67 口緑～底部 SA1 13.9 1.0 15.1 良好 浅黄樺 浅黄樺 スス付着
三g 内黒変

亡8 三E 胴部～底部 SA1 良好 檀 灰椙 スス付着内黒変

亡O 壷 底部 SA1 ナデ 良好 @ 明貴ネ岩 色粒 字し房状底部

7D * 口緑～底部 SA1 (15.6) 良好 浅黄権 浅黄権 5ミ 以下の灰白色 .慕 スス付着
症 色光 尺粒 炭化物付着

71 窪 口糧～胴部 SA1 良好 3ミ粒 スス付着

72 * 口緑～額部 SA1 (26,0) 良好 3三色光 スス付着工具ナデ 斜方向のナデ 尺粒

73 A 口絵～頭部 SA1 (23.6) ナデ 良好 明褐灰 7三負. スス付着内黒斑

74 架 口緑～額部 SA1 (23,3) 良好 5ミ スス付着
ナデ のハケ目

75 聾 胴部～底部 SA1 2_6 良好 黒褐 スス付着
粒 内黒変

75 A 底部 SA1 (3.0) 縦方向のナデ ナデ､指頭痕 良好 灰黄椙 光沢粒 スス付着炭化物付着

77 珠 底部 SA1 4.4 ナデ 良好 褐灰 4ミ灰 ..色光沢粒

78 口糧～胴部 SA1 (15.9) 良好 檀 浅檀 2ミ スス付着

( )の値は復元による
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表12 SAl出土土器観察表2

番号 器 種 器種部位 出土地点 法王 (cm) 焼成 4 胎土の特徴 備 考
口径 底径 器高 外 面 内 面 外 面 内 面

刀 口緑～胴部 SA1 (ll.3) 良好 灰黄 内黒珠三E

EO 壷 口緑～胴部 SA1 13.0 ナデ ナデ 良好 檀 檀 3三透明 ′沢粒

81 壷 胴部～底部 SA1 2.7 ナデ ナデ 良好 穏 穏 5三色､ 明光沢粒 スス付着内黒変

82 壷 ロ緑～底部 SA1 (ll.2) 2.5 12.1 良好 4ミ 外黒斑
ナデ 色粒

83 壷 ロ緑～底部 SA1 10.3 1.3 ll.1 良好 明褐灰 スス付着

84 建 頚部～底部 SA1 4.2 良好 淡黄 灰黄 スス付着
は指頭痕 色粒

85 壷 ロ緑～胴部 SA1 (10.8) ナデ 良好 檀 色粒

駈 壷 ロ緑～胴部 SA1 良好 稽 にぷい穏 色粒 スス付着

87 壷 口緑～頚部 SA1 (ll.7) 横方向のナデ 良好 浅黄樫 浅黄樫

モB 壷 ロ SA1 (14.3) 良好 浅黄樫

89 口緑～底部 SA1 &0 0.9 7.1 横方向のナデ 良好 黒(Hue5Y2/1) 黒(Hue5Y2/1) 乳房状底部

90 壷 頚部～胴部 SA1 7~ 良好 檀 スス付着

91 ミニチュア鉢 ロ緑～底部 SA1 lO.5 3.1 5.4 良好 スス付着

● ミニチュア鉢 ロ繰～底部 SA1 7.9 3.3 6.0 ナデ 良好 黄樫 粒 外果斑

93 鉢 口絵～底部 SA1 (21.4) (10.8) 良好 浅黄穫 にぷい穏 白色粒 内黒珠

94 鈷 gfl部～胴部 SA1 (25.8) 良好 色粒 内果モ往

95 鉢 口緑～胴部 SA1 (25.8) 良好 増 黒 .灰色粒 内果変

% 鉢 口緑～胴部 SA1 ガキ 良好 粒

97 義 口絵～胴部 SA1 13.7 良好 揺 スス付着
ナデ 黒色粒

SC 襲 口緑～胴部 SA1 良好 浅黄穫 にぷい穏 スス付着
斜方向のハケ日 色‡立

SD 壷 口糧～胴部 SA1 (8.8) 良好 黄褐

100 塗 口緑 SA1 (&7) 良好 微細な乳白色粒

101 複合ロ緑壷 ロ緑 SA1 (18.1) 良好 稽 粒

102 建 胴部～底部 SA1 3.1 良好 黒 3三色光尺粒 スス付着内果変

103 底部 SA1 4.1 タタキ 良好 褐灰 5ミ赤椙 ･白粒 スス付着炭化物付着

1αl 底部 SA1 3.7 タタキ 良好 明赤福 4ミ黒色 ′沢粒 スス付着内黒変

105 建 底部 SA1 4.0 良好 明黄褐 明黄褐 色粒 木の葉底

1〔b 底部 SA1 (1.7) 粗いナデ ナデ 良好 椙灰

107 口緑～底部 SA1 (9.8) (4.8) ナデ 良好 3ミ褐色

1cc ミニチュア鉢 ロ緑～底部 SA1 5.5 2.7 6.2 胴部はナデ 良好 明褐 明褐 白色粒 外黒斑

1(p 高坪 杯部 SA1 良好 浅黄 色粒 内黒珠

110 吉坪 裾部 SA1 方向の三方キ 良好 光沢‡立 外果斑

( )の値は復元による

表13 遺構内出土遺物観察表

番号 著書 種 器種部位 出土地点 法JE(cm) 焼成 4 胎土の特徴 備 考
口径 底径 器高 外 面 内 面 外 面 内 面

132 壷 頚部～胴部 SC1 斜方向のナデ 良好 揺 黄灰 スス付着

133 底部 S⊂1 (1.8) 良好 黒褐 黄灰 光沢粒 スス付着

134 ミニチュア棄 ロ緑～底部 S⊂2 5.4 0.7 4.4 良好 灰黄相 外黒斑

135 皿 底部 SC3 施紬 施紬 良好 灰自 灰自 陶器

136 皿 ? ロ S⊂3 施紬 施紬 良好 灰白 灰白 陶器

137 椀 口緑 SE7 施紬 施紬 良好 灰白 灰白 陶器

( )の値は復元による
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図版 1

西ノ別府遺跡近景 (尾鈴山方面を望む)

調査区全景
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図版2

旧石器調査区
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図版3

縄文時代調査区
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図版4

Sll2配石
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図版5

縄文時代出土土器
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縄文時代出土石器
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図版6

SAl貼床面状況
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SAl遺物出土状況
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図版7

SAl出土土器 42



図版8
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図版10
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図版11
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住居内土坑出土土器 41
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図版12
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SAl出土石器(1)

SAl出土石器 (2)
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図版14
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