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例 言

．本書は、田原本町教育委員会が2014年度（平成26年度）に実施した文化財事業の概要をまとめ

たものである。

．埋蔵文化財の発掘調査については、土地所有者・施工業者ならびに近隣の皆様にご協力とご理

解を賜った。記して感謝します。

．本書は、Ⅰを清水琢哉・木下正樹、Ⅱを藤田三郎・木村麻衣子・西岡成晃・東藤隆浩、Ⅲを木

村・東藤、Ⅳ． を清水、Ⅳ． を金原正子（株式会社古環境研究所）、Ⅳ． を江田真毅

（北海道大学総合博物館）・安部みき子（大阪市立大学）・丸山真史（東海大学）・藤田、Ⅳ．

を米田穣（東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室）・安部・丸山・藤田、Ⅳ． を能

城修一（森林総合研究所）・鈴木三男（東北大学植物園）・小林和貴（東北大学植物園）・佐々

木由香（株式会社パレオ・ラボ）・村上由美子（京都大学総合博物館）が執筆した。Ⅰ． の遺

物は清水・木下・江浦至希子が、Ⅳ． の遺物は清水・江浦・松笠千恵子が実測し、清水・西

岡・江浦がトレースをおこなった。本書は西岡が編集した。
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財





．町内における開発

（ ）町内における開発と発掘調査

本町における2014年度（平成26年度）の民間開発行為等による埋蔵文化財発掘届（第93条）は60

件、地方公共団体等による通知（第94条）は17件で、計77件を数える。

本年度の発掘調査は 件である。内訳は、個人住宅等の建築 件、公共事業 件、民間開発 件

である。

なお、大字佐味での工事立会（R-201411）において、中近世の遺構・遺物を確認した。遺跡地外

であったが、これらの成果により新規遺跡「佐味垣内遺跡」として、県へ登録申請をおこなう予定

である。
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第 表 田原本町における2014年度の発掘届・通知件数一覧

第 表 田原本町の発掘届・通知と発掘調査件数の推移

第 表 町教育委員会が実施した発掘調査の原因別推移

第 表 町教育委員会による調査の面積及び出土遺物数の推移

第 図 発掘届・通知と調査件数の推移

第 図 発掘調査原因の推移

第 図 調査面積と出土遺物数の推移



．埋蔵文化財の調査

（ ）発掘調査の概要

本年度は 件の発掘調査を実施した。弥生時代～古墳時代では、唐古・鍵遺跡、羽子田遺跡で成

果が得られた。唐古・鍵遺跡北西部の第115次調査では弥生時代中期の方形周溝墓・弥生時代中～後

期の環濠などを検出した。羽子田遺跡では、古墳時代後期の方墳 基を新たに検出した。

中・近世では、羽子田遺跡、十六面・薬王寺遺跡などで成果が得られた。羽子田遺跡では、のち

に田原本寺内町の一角を形成する「小室」集落に伴うとみられる水路を検出し、その中からは羽釜

が出土した。また、近世の瓦製作のための粘土採掘坑を複数検出し、うち 基からは投棄された瓦

が大量に出土した。
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第 図 田原本町の遺跡と調査地点（Ｓ＝1/40,000）
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第 表 2014年度 発掘調査一覧表



．唐古・鍵遺跡 第115次調査

．遺跡・既調査の概要
唐古・鍵遺跡は、奈良盆地の中央、標高47ｍ前後の沖積地に立地する。弥生時代を代表する大規

模な集落遺跡で、平成11年には遺跡の一部（約10ha）が史跡指定を受けた。調査では、南地区で青

銅器鋳造に関わる遺構・遺物を確認しているほか、西地区中央及び西地区北部で弥生時代中期初頭

と中頃の大型建物跡を確認している。特に、後者の大型建物跡では直径80㎝を超える大柱が遺存し

ていた。また、集落の周囲を幅10ｍの大環濠が囲み、その外側を幅 ～ ｍの大溝が幾重にも取り

囲んで「環濠帯」を形成している。

今回、西地区で集合住宅の建設が計画され、建物部分について発掘調査を実施した。調査地は、

弥生集落の北西部を囲む環濠数条が確認された第13次調査地の北側に隣接し、その成果から大環濠

の外側を巡る環濠 ～ 条が検出されることが予想された。また、西側隣接地の第29次調査成果か

ら、本調査地周辺に弥生時代中期前半の方形周溝墓群が拡がっていた可能性も考えられた。

．調査の成果
（ ）層序
調査地の現状は旧水田面から約 ｍの盛土（第Ⅰ層）がおこなわれた宅地である。調査区の基本

層序は以下のとおりである。

Ⅰ：黄褐色砂礫土（客土）〔検出標高47.8ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅱ：暗青褐色土（水田床土）〔46.8ｍ〕、

Ⅲ－ ：暗褐灰色土〔46.6ｍ〕、Ⅲ－ ：褐灰色土〔46.5ｍ〕、Ⅳ：暗褐色粘質土〔46.4ｍ〕、Ⅴ：褐色

土（黄斑・ハード）〔46.3ｍ〕、Ⅵ：淡黄灰色シルト〔46.2ｍ〕、Ⅶ：黒色粘土〔46.1ｍ〕、Ⅷ：淡青灰

色シルト〔45.9ｍ〕

弥生時代後期環濠の部分には第Ⅴ層がみられず、その代わりに第Ⅳ層の厚さが0.2ｍとなり、中世

遺物包含層の暗灰褐色粘質土が約0.1ｍ堆積する。基本的には第Ⅴ層上面が弥生時代後期～中世遺構

検出面となるが、弥生後期環濠の部分はやや深くなる。また、第Ⅵ層上面では弥生時代前期～中期

の遺構を検出した。ただし、調査区東半では第Ⅴ層が極めて薄く、弥生時代前期～後期の遺構をほ

ぼ同一面で確認した。これは後述する 号墓の墳丘部だったと考えられることも関係するとみられ

る。第Ⅵ層以下は、弥生時代以前の地山層となる。

（ ）遺構と遺物
弥生時代前期
ＳＸ－151 調査区東半のＳＤ－102C西肩で弥生時代前期の壷 点が出土した。ＳＤ－102により

胴部上半が失われていたが、正置された状態での単独出土であり、壷棺の可能性がある。

弥生時代中期前葉～中葉
ＳＤ－201 調査区北西端で検出した北東－南西方向の大溝である。北西肩を検出していないが、

推定幅約 ｍ、深さ1.2ｍを測る。遺物が極めて僅少であるため、詳細な時期は明らかでない。上層

はブロック土による人為的な埋め立てで、後述する 号墓築造に伴う整地とみられる。このことか

ら、弥生時代中期初頭以前の遺構と考えられる。
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第 図 調査地位置図（上：Ｓ＝1/5,000、下：Ｓ＝1/1,000）



号墓 調査区西端で検出した方形周溝墓である。主軸は北西－南東で、北東－南西軸の主丘部

規模が検出面で6.6ｍ、周濠底の立ち上がり部分で7.8ｍを測る。北西周濠が調査区外となるため、北

西－南東軸の規模は不明。南西側周濠（ＳＤ－154）は幅 ｍ、深さ0.8ｍ、北東側周濠（ＳＤ－152）

は幅1.5ｍ、深さ0.7ｍを測る。南東側周濠は後述するＳＤ－103Bの西肩とほぼ一致しているため、

大半が失われている。南西側周濠内から供献土器と考えられる弥生時代中期中頃（大和第Ⅲ－ 様

式頃）の甕（第11図－ ）などが出土した。

号墓 調査区東半で検出した方形周溝墓とみられる遺構である。主軸は西北西－東南東で、北

側周濠（ＳＤ－156）の幅1.5ｍ、深さ0.6ｍを測る。東側をＳＤ－102Cに切られ、西側をＳＤ－101C

に切られるため、規模は明らかでない。周濠内から供献土器と考えられる弥生時代中期中頃（大和

第Ⅲ－ 様式頃）の甕（第11図－ ・ ）などが出土した。

弥生時代中期中葉
ＳＤ－103B 調査区西半で検出した大溝である。幅4.3ｍ、深さ1.2ｍを測る。遺物は極めて少な

い。溝底から人の頭骨片が出土したが、 号墓を破壊して掘削されたとみられるため、 号墓を含

む周辺の方形周溝墓の被葬者であった可能性が考えられる。さらに、この溝の東肩で大形の管玉

点が出土しており、方形周溝墓に伴っていた可能性もある。溝の掘削時期は、 号墓を切ることか

ら弥生時代中期中葉～後半と考えられる。

ＳＤ－101C 調査区中央で検出した大溝である。幅約 ｍ、深さ ｍを測る。調査区南半では北

北東方向で、北半では北西方向に屈曲する。ＳＤ－103Bの最下層を切る。南半は弥生時代中期後半・

後期の再掘削により肩部のみ残存する。北半で確認した堆積土は植物を多く含む黒褐色粘土～粘砂

が中心で、多数の自然木の枝とともに板材などの木製品、犬の頭骨、播磨からの搬入とみられる広

口壷などが出土した。遺物から、大和第Ⅲ－ 様式頃の遺構とみられる。
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第 表 遺構変遷表
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第 図 弥生時代中期 遺構平面図（Ｓ＝1/200）



ＳＤ－102C 調査区東端で検出した大溝である。深さ0.9ｍを測る。幅 ｍ前後とみられるが、

後期の再掘削により東肩が削平されており幅は不明。この段階の遺物は少ないが、大和第Ⅲ－ 様

式頃の無頸壷が出土した。

これらの他に、調査区北西隅で浅い土坑状の遺構を数基、溝状の遺構を 条検出した（ＳＫ－

151・152・153・ＳＤ－153）。詳細な時期は不明。ＳＫ－151は 号墓の主体部である可能性を考え

精査したが、遺物は僅少であり、関連性は薄いとみられる。

弥生時代中期後葉～後期初頭
ＳＤ－101B 調査区中央で検出した大和第Ⅳ様式の大溝である。幅7.8ｍ、深さ0.9ｍを測る。下層

の堆積土は灰色粗砂である。直径20㎝前後の自然木が多数含まれる。また、北半の溝底は南北4.5ｍ、

東西1.5ｍの範囲で0.5ｍ程度の深い土坑状となり（第13－b層：暗灰色粗砂）、堆積層中から自然木と

ともに高杯や竪杵・容器・板材などの木製品が多数出土した。なお、遺構の上層堆積で長さ24.5㎝

の打製石剣 点が出土している。唐古・鍵遺跡出土の石剣としては最大で、全国的にみても最大級

の打製石剣となる。

ＳＤ－102B ＳＤ－102Cの東肩付近に偏った形で再掘削された弥生時代後期初頭の大溝である。

深さ0.8ｍを測る。東肩を検出していないため正確な規模は明らかでないが、調査区内で幅 ｍ以上

あることを確認しており、推定幅 ～ ｍとみられる。調査区南端で大和第Ⅴ様式頃の甕 点（第

12図－ ）が出土した。

ＳＤ－104 号墓の周濠ＳＤ－154に重複する位置で掘削された東西方向の溝である。幅約 ｍ、

深さ0.4ｍを測る。ＳＤ－103に切られる。弥生時代中期末～後期頃とみられる土器細片が出土して

いるが、遺物が僅少なため詳細な時期は不明。
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第 図 西壁断面図（Ｓ＝1/80）
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第 図 弥生時代中期末～古墳時代初頭の遺構平面図（Ｓ＝1/200）



弥生時代後期後半～古墳時代初頭
ＳＤ－103 ＳＤ－103Bを再掘削した北東－南西方向の大溝である。ＳＤ－101Cを切る。幅 ｍ、

深さ0.4ｍを測る。弥生時代後期後半の土器片が僅かに出土した。

ＳＤ－102 ＳＤ－102Bを再掘削した大溝である。東肩を検出していないが、推定幅約 ｍ、深

さ0.4ｍ。調査区南半で西肩から投棄されたとみられる多量の土器が出土した。弥生時代後期末（大

和第Ⅵ－4様式）の埋没と考えられる。

ＳＤ－101 ＳＤ－101Bを再掘削した北東－南西方向の大溝である。幅 ｍ、深さ0.4ｍを測る。

溝の東肩付近に土器溜まりが認められるが、それ以外では遺物が僅少であった。弥生時代後期末

（大和第Ⅵ－4様式～庄内式）の遺構とみられる。

中世
素掘小溝群 調査区全体で、東西方向の小溝を多数検出した。弥生時代の環濠部分では深さ0.15

ｍ程度、それ以外ではほとんど残存しない程度の深さであった。遺物は僅少で、中世・近世の耕作

に伴う遺構と考えられる。

ＳＫ－51 ＳＤ－101のほぼ中央に掘削された東西1.3ｍ、南北2.5ｍの方形の土坑である。深さ0.3

ｍ。耕作に伴う集水施設であろうか。素掘小溝群に切られる。詳細な時期は不明であるが、鎌倉時

代前後の遺構と考えられる。
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第 図 ＳＤ－102南半第 ～ 層 遺物出土状況（Ｓ＝1/40）
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第10図 中近世 遺構平面図（Ｓ＝1/200）



ＳＫ－52 ＳＤ－103のほぼ中央に掘削された東西 ｍ、南北1.8ｍの方形の土坑である。深さ0.6

ｍ。ＳＫ－51と同様の目的で掘削された遺構であろう。詳細な時期は不明。

．出土した遺物
第11図－ ～ は、大和第Ⅲ－1様式の大和型甕である。 は 号墓南西側周濠底面付近から出土

した。器高39.8㎝、口径24.5㎝を測る。外面に煤が付着し、内面下位に炭化物が付着する。 ・ は

号墓北側周濠から出土した。 点とも鉄分が付着し、器面の劣化が著しい。 は器高25.0㎝、口

径14.5㎝を測る。 は口径15.8㎝を測る。

第12図－ はＳＤ－102Bの第 層から出土した大和第Ⅴ様式の甕である。外面はケズリ、内面は

ナデ調整だが一部にハケ調整を施す。

第12図－ ～ は、ＳＤ－102の上層（第 ～ 層）から出土した大和第Ⅵ－3～－4様式頃にかけ

ての弥生土器である。 は長頸壷で、頸部内外面と胴部外面はヘラミガキである。器高27.2㎝、胴

部直径18.4㎝を測る。 は小形の甕である。外面はタタキ、内面は横方向のハケ仕上げである。器

高10.7㎝、口径12.2㎝を測る。煤の付着はみられない。 は高坏である。外面はヘラミガキである

が、坏部の内面はハケ後に粗いミガキを施す。器高15.8㎝、坏部の直径21.8㎝を測る。

第12図－ はＳＤ－101Ｂの上層（第 層）から出土した高坏である。

第12図－ ・ はＳＤ－101第 層から出土した古式土師器である。庄内期の小形器台で、この溝

の埋没時期を示すものと考えられる。
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第11図 出土土器



第13・14図の木製品は、ＳＤ－101Bの下層（第12・13層）および底面の土坑状遺構（第13－c層）

から出土した。供伴する土器から、大和第Ⅳ様式の遺物と考えられる。

第13図－ の横杓子は未成品とみられる。突起部に別作りの柄を組み合わせるものと考えられる。

第14図－ の組合せ式高杯は、杯部の軸と目釘が残存する。脚部と軸部はいずれもヤマグワ製で

あるが、目釘は散孔材である。焼損していることから、破損後に廃棄された可能性がある。なお、

第14図－ の高杯も一部焼損している。

第14図－ の用途不明品は、先端をとがらせ、 ヶ所にくびれがある板である。一部炭化する。

人形の可能性もあるが類例が乏しいため用途は明らかでない。

．まとめ
今回の調査は、遺跡北西部の環濠帯の変遷と周囲の土地利用を考える上で重要な成果が得られた。

以下に土地利用の変遷を簡単にまとめる。

・弥生時代前期の遺構は、壷棺の可能性がある壷 点を検出している程度である。壷棺とすれば、

集落辺縁部では、墓域として利用されることが希にあったと考えられる。

・中期初頭に遡る可能性があるＳＤ－201が掘削される。ただし、環濠というよりは第85次調査地へ

と直線的に延びる大溝であり、近年十六面・薬王寺遺跡第31次調査などで検出しているような耕

地に掘削された直線的な用水路（大規模な遺構ではあるが、遺物が殆ど出土せず、集落域から離

れている可能性が高いもの）という理解も可能かもしれない。
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第12図 出土土器
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第13図 ＳＤ－101B出土木製品



―15―

Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第14図 ＳＤ－101B出土木製品



・弥生時代中期中葉には方形周溝墓 基が築かれ、墓域としての土地利用がなされる。

・その直後、墓域を壊しながらＳＤ－102C・ＳＤ－103Bといった断面逆台形の大溝が掘削され、環

濠帯の一部に取り込まれる。また、中期中頃～後半にかけてＳＤ－101Cが掘削される。

・中期後半の大溝ＳＤ－101Cからは周囲の自然木を伐採したためか、伐採痕のみを残す自然木が多

数出土した。また、ＳＤ－101Cの平面プランを変更する形で再掘削された大溝ＳＤ－101Bの底で

検出した土坑状の部分は木製品が多く出土しており、貯木のための構造物である可能性がある。

ただし、焼損するなど破棄された状況の木製品も含まれるため、その位置づけは今後の検討が必

要である。

・後期後半にはＳＤ－102Cの再掘削（ＳＤ－102B）がおこなわれ、ＳＤ－103Bも再掘削（ＳＤ－

103）された可能性がある。また、ＳＤ－101・102が後期末～庄内期にかけて再掘削される。

・古墳時代～古代の遺構は皆無。ただし、興福寺雑役免庄の坪付帳からみて古代末には耕地となっ

ていた可能性が高い。

・中世には耕地化が進み、現代に至る。
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写真 SD－101B出土木製品 写真 SD－101B出土木製高杯

写真 SD－101出土土器 写真 SD－102上層出土土器
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

写真 SD－201B完掘状況（南から） 写真 SD－101C完掘状況（南から）

写真 号墓（南東から） 写真 号墓（北から）

写真 調査地全景（上が北）
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写真14 SD－103完掘状況（南から） 写真15 完掘状況（東から）

写真12 SD－101B雑木出土状況（南西から） 写真13 SD－101完掘状況（南から）

写真10 SD－201完掘状況（南西から） 写真11 SD－102第 層出土状況（南から）



．宮古北遺跡 第18次調査

．遺跡・既調査の概要
宮古北遺跡は、奈良盆地の中央、標高47ｍ前後の沖積地に立地する。弥生時代～古墳時代前期の

集落跡、古代の建物群などからなる複合遺跡である。当初は保津・宮古遺跡の一部として認識され

ていたが、調査の進展とともに保津・宮古遺跡との間に遺跡の空白部分が認識され、さらに北側の

黒田池周辺の遺物散布地東側でも古墳時代前期の遺構が確認されたため（保津・宮古遺跡第11次調

査）、保津・宮古遺跡第 ・ 次調査区とその北側を保津・宮古遺跡とは別の集落遺跡「宮古北遺

跡」として取り扱うこととなった。宮古北遺跡では、遺跡西部で布留式古段階の方形区画を伴う集

落、遺跡東部で布留式新段階の集落をそれぞれ検出しており、地点により集落の営まれた期間が異

なるとみられる。また、古代道路「筋違道」に近接する地点で検出された飛鳥時代の建物群は倭屯

倉に関わる遺構の可能性も考えられている。さらに、宮古北遺跡東端では、宮古前遺跡・宮古石橋

遺跡として本遺跡から独立して認識されることになった中世の屋敷跡がある。なお、宮古北遺跡東

部の第10次調査、遺跡中央北の第11・16次調査では顕著な遺構がみられず、各時期の遺構集中区と

の間には遺構密度の低い地区が点在している可能性が考えられる。

今回の調査地は、遺跡中央にあたり、布留式古段階の集落域の東側に隣接する場所と想定される。

建物本体は約6,000㎡であるが、基本的には基礎掘削が遺構面まで及ばない設計であり、部分的に深

くなる建物北端が発掘調査の対象となった。調査区は東西36ｍ、幅 ｍの108㎡である。

．調査の成果
（ ）層序
調査地の現状は物流センターとして過去に造成を受けた土地で、客土が1.3ｍ前後ある。

Ⅰ－1：アスファルト〔検出標高47.65ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅰ－2：クラッシャーラン〔47.55ｍ〕、

Ⅰ－3：淡褐色砂礫土（改良土）〔47.45ｍ〕、Ⅱ：暗青褐色土〔46.4ｍ〕、Ⅲ：青灰褐色粘質土〔46.3

ｍ〕、Ⅳ：青灰褐色粘質土（黄褐斑）〔46.1ｍ〕、Ⅴ：黄褐色シルト〔46.0ｍ〕

第Ⅰ－1～Ⅰ－3層が現代造成・整地層で、深さ1.25ｍを測る。第Ⅱ～Ⅳ層が旧水田層および床土

層である。各時期の遺構は第Ⅴ層上面で検出した。なお、調査区南半は保津・宮古遺跡第 次調査

時の試掘調査区が重複しており、調査済みである。

（ ）遺構と遺物
古墳時代
ＳＤ－101 調査区東半で検出した南北方向の大溝である。幅1.1ｍ、深さ0.3ｍを測る。須恵器壷

片が出土している。遺物から、古墳時代後期の遺構と考えられる。

ＳＤ－102 ＳＤ－101の東側 ｍで検出した西北西－東南東方向の小溝である。幅約0.2ｍ、深さ

約0.2ｍを測る。南半は過去の調査時に掘削されていた。遺物が僅少であるため、詳細な時期は不明

である。ただし、筋違道と方位が一致する方向であることから、古代に遡る溝である可能性が考え

られる。

柱穴群 調査区全体で古墳時代後期～古代とみられる柱穴 基、中世の可能性がある柱穴 基を
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第15図 調査地位置図（上：Ｓ＝1/2,500、下：Ｓ＝1/2,000）
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第16図 調査区平面図（Ｓ＝1/200）
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第17図 古墳時代遺構平面図・北壁断面図（Ｓ＝1/50）



検出した。いずれも直径0.3ｍ前後、深さ0.1～0.3ｍであ

る。調査区が細長いため、建物の平面プランを確認す

るには至らなかった。

中世
素掘小溝群 調査区全体で検出した、南北方向の小

溝群である。遺物が僅少であり、詳細な時期は明らか

でない。ただし、前述のＳＤ－102を切ることから、中

世前後の遺構と考えられる。

．まとめ
今回の調査では、古墳時代後期の溝と柱穴数基など

を検出した。古墳時代後期にも何らかの遺構があった

と確認できたことの意義は大きい。また、古代頃とみられる筋違道と方位が一致する小溝ＳＤ－102

の位置づけについては検討が必要である。
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第18図 ＳＤ-101出土須恵器壷

写真 SD－101出土状況（東から） 写真 完掘状況（東から）

写真 遺構検出状況（東から） 写真 SD－101（南から）



．羽子田遺跡 第38次調査

．遺跡・既調査の概要
羽子田遺跡は、奈良盆地の中央、標高49ｍ前後の沖積地に立地する。弥生時代～古墳時代前期の

集落跡、古墳時代前期末～後期の古墳群からなる複合遺跡である。古墳時代前期末に形成が始まる

古墳群（羽子田古墳群）は現在30基を確認しているが、その大半は 辺10ｍ前後の方墳で、前方後

円墳とみられるものは 基程度である。このうち、 号墳は古墳群の南端付近にあり、明治30年の

病舎建築工事時に牛形埴輪や盾持人などの形象埴輪が出土している。牛形埴輪はほぼ完存する希少

な牛の埴輪であることから、「埴輪牛」として重要文化財の指定を受けている。第11・36次調査で

号墳の周濠を確認しており、北西－南東に軸をもつ前方後円墳である可能性が考えられているもの

の、墳形と墳丘規模についてはよくわかっていない。

今回の調査は、 号墳の南端とその南側隣接地での宅地分譲工事に伴い、共用部分の道路敷につ

いて実施した。調査では、南東側の状況が判明していない 号墳の墳形についての情報が得られる

ことが期待された。なお、本調査地の南側には室町時代以降に成立したとみられる小室環濠集落が

拡がり、特に集落の北端に配置された長顕寺に隣接する位置となる。ただし、本調査地は環濠の外

となるため、中世遺構については希薄であることを予想していた。

．調査の成果
（ ）層序
調査地は宅地である。過去の造成により ｍ弱の客土層が形成されていた。ここでは、調査区北

半の層序を示す。

Ⅰ：暗褐色土〔検出標高49.25ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅱ：黄褐色砂礫土〔49.15ｍ〕、Ⅲ：黄灰色粘

土・青灰色シルト・暗褐色土・黒色粘土のブロック土〔49.05ｍ〕、Ⅳ：灰褐色土〔48.3ｍ〕、Ⅴ：暗

青褐色土〔48.1ｍ〕、Ⅵ：灰褐色粘質土（灰黄色粘質土ブロック混）〔48.0ｍ〕、Ⅶ：暗褐色粘質土

〔47.8ｍ〕、Ⅷ：黒色粘土〔47.6ｍ〕、Ⅸ：灰白色粘土〔47.4ｍ〕

第Ⅰ～Ⅲ層が造成土で、特に第Ⅲ層は田原本町周辺でしばしば見られる地盤層の黄灰色粘土・青

灰色シルトを中心とするブロックを主体として形成されていた。平安時代後期～鎌倉時代前半頃の

瓦器片も混在しており、どこかの中世遺構が分布する場所でおこなわれた土木工事の残土である可

能性がある。

第Ⅵ層上面が中世の遺構検出面となり、第Ⅶ層上面が古墳時代の遺構検出面となっているが、調

査区南半では第Ⅵ層がみられず、直接第Ⅶ層で古墳時代～中世の遺構が検出される。

（ ）遺構と遺物
弥生時代後期～古墳時代中期
ＳＲ－101 調査区南端で検出した河跡とみられる遺構である。調査区外に拡がるため、規模は

明らかでない。古式土師器とみられる土器片が少量出土した。

ＳＲ－102 調査区中央で検出した、南南東－北北西方向の河跡である。幅約10ｍ、深さ約0.6ｍ

を測る。河の下層堆積からは布留 式頃の土器片が出土しているが、中・上層からは 世紀代の須
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第19図 調査地位置図（上：Ｓ＝1/2,500、左下：Ｓ＝1/80）および、調査地周辺小字図（右下：Ｓ＝1/2,500）



恵器や馬歯などが出土した。なお、後述する 世紀頃の溝ＳＤ－101に切られる。

古墳時代後期
羽子田31号墳 調査区中央で検出した北西－南東方向の溝ＳＤ－101と、その北側で検出した南

西－北東の溝ＳＤ－102がほぼ直行する位置関係となり、いずれも粗砂を主体とした堆積土であるこ

とから、両溝が つの方墳を構成しているとみられる。墳丘規模は調査区外に拡がるため不明だが、

南側のＳＤ－101が幅2.5ｍ・深さ0.6ｍ、北側のＳＤ－102が幅 ｍ・深さ0.6ｍ。遺物は僅少である

が、古墳時代後期頃の土器を含む。

羽子田32号墳 ＳＤ－104は、調査区北端で検出した北東－南西方向の溝である。幅約 ｍ、深

さ0.6ｍ。 世紀代とみられる円筒埴輪片が少量出土した。方墳の周濠とみられる。なお、北側の第

11次調査でも同じ軸の溝を検出しており、両者が同一の方墳を構成している可能性が考えられる。

この場合、墳丘規模は10ｍとなる。

ＳＤ－103 調査区北側で検出した、北西－南東方向の溝である。幅2.6ｍ、深さ0.7ｍを測る。調

査区南東で若干東側に屈曲する。堆積土は中層までが灰色粘質土、下層が粗砂となっている。なお、

本遺構の最上層から平安時代頃の須恵器三耳壷が出土した（第22図－ ）。 世紀頃に播磨周辺で製

作されたものである可能性がある。なお、この溝は羽子田 号墳の外濠に相当する可能性もあるが、

今回の調査成果のみでは判断できない。

中世
ＳＤ－51 調査区全体で検出した、南北方向の大溝である。深さ0.7ｍ、西肩のみの検出であるた

め溝幅は不明だが、南端で ｍ以上あることを確認した。中層から瓦器・土師質羽釜などの土器が

出土した（第22図－ ・ ）。遺物の時期から、13～14世紀頃の遺構と考えられる。

近世初頭
調査区全体で多数の方形の土坑を検出した。大半が中世大溝ＳＤ－51と重複して掘削されており、

ＳＤ－51の堆積土である灰色粘土を採取するための粘土採掘坑である可能性が高い。土坑は重複す

るものを含めて19基を検出したが、うち 基を完掘、 基を半掘して時期と堆積状況を確認した。

ＳＫ－51 調査区南側西端で検出した土坑である。南北3.6ｍを測る。大半が調査区外となるため、

東西の規模は不明。上層を掘削したのみであり、詳細は明らかでない。

ＳＫ－52 調査区南半で検出した、深さ0.5ｍの方形の土坑である。南北2.4ｍ以上、東西1.4ｍ以

上を測るが、東側と南側を別の粘土採掘坑に切られるため、正確な規模は明らかでない。東側から

埋められたとみられ、下層の黒褐色土（ブロック土）が東半に偏っている。土師質羽釜などが出土

した。中世末～近世初頭の遺構とみられる。

ＳＫ－53 調査区北端で検出した、 辺 ｍ、深さ1.2ｍの方形の土坑である。下層は青灰色粘質

土、上層は褐色土を主体とするブロック土堆積で埋没している。土坑底には17世紀の瓦が多数遺棄

されていた。出土位置が北側に大きく偏っており、土坑の北側から投棄されたものと考えられる。

出土した軒瓦のうち残存の良好なものを図示する（第22図－ ～ ）。このうち、 ～ の軒丸瓦は

笵傷の位置が一致することから、同一の笵型を用いているとみられる（奈良市教育委員会 原田氏の

教示による）。 は鳥衾とみられる道具瓦である。共通する特徴として、離型用の雲母が表面に多く

付着する。また、破断面や 離面も燻し焼きされて黒色化していることから、焼成時に破損したも
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第20図 調査区平面図（Ｓ＝1/250）
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第21図 ＳＲ－101・ＳＤ－101平面図および西壁断面図（Ｓ＝1/80）



のである可能性が高い。

ＳＫ－56 ＳＫ－53の南側に隣接して掘削された、南北 ｍ、深さ1.3ｍの方形の土坑である。西

半のみ掘削して深さ・層序を確認した。遺物は僅少であり、詳細な時期を明らかにすることができ

なかった。

ＳＫ－55 調査区南側で検出した、南北 ｍ以上、東西 ｍ以上の方形の土坑である。東側が調

査区外となり、北側が別の粘土採掘坑に切られるため、正確な規模は明らかでない。西半のみ掘削

をおこなった結果、深さ0.5ｍであることを確認した。中世末～近世初頭の土器が出土しているが、

平安時代末～鎌倉時代頃の瓦器片も多数出土している。ＳＤ－51を切ることから、本来ＳＤ－51に

伴う土器である可能性が高い。

ＳＫ－57 ＳＫ－55の南側に隣接して掘削された、南北3.4ｍ、深さ ｍの方形の土坑である。東

側が調査区外に拡がるため、東西の幅は明らかでない。西半のみを掘削して深さ・層序を確認した。

南半が一段深くなる。遺物は少ないが、盾形埴輪片等が出土している。ブロック土を主体とした堆

積土であることから、他の土坑と同様、ＳＤ－51の粘土堆積を目的に掘削された粘土採掘坑である

と考えられる。

．まとめ
今回の調査では、重要文化財「埴輪牛」を伴っていた古墳と考えられる羽子田 号墳についての

直接的な遺構を検出することはできなかった。また、第36次調査では二重周濠の可能性も考えられ

ていたが、今回の調査で検出したＳＤ－103を外濠とする復元案については対応すべき第11次調査地

の遺構と堆積土が大きく異なるため、現状では積極的に二重周濠とすることは難しい。今後、周囲

で調査する機会があれば確認をすすめていく必要がある。

今回の調査では、当初予想していなかった中世の遺構・遺物が多くみられた。南側隣接地の小室

集落は室町時代頃に環濠集落化したと考えられるが、本調査地の小字名「織田垣内」も集落に関わ

る名称であり、鎌倉～室町時代頃の屋敷地が存在した可能性も考えられる。

また、調査区全体で江戸時代の瓦製作に関わるとみられる粘土採掘坑を多数検出した。全ての粘

土採掘坑を調査したわけではないが、うち 基には焼成失敗品とみられる17世紀の瓦が多数破棄さ

れていた。平野氏による田原本の直接支配が始まった時期の資料であるとすれば、教行寺の箸尾転

出から現在の浄照寺建設に至る一連の造営事業とも関連する可能性があり、どのような建物に使用

されたのかを十分検討する必要がある。

なお、須恵器三耳壷については奈良市教育委員会 三好美穂氏・池田裕英氏、独立行政法人国立

文化財機構 奈良文化財研究所 尾野善裕氏・神野恵氏・小田裕樹氏ほか多くの方からご教示を賜っ

た。また、瓦については奈良市教育委員会 原田憲二郎氏からご教示を賜った。ここに記して感謝

いたします。
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第22図 出土遺物
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

幅約６m

第23図 羽子田 号墳復元想定図（Ｓ＝1/200）
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写真 SD－101掘削状況（東から） 写真 完掘状況（南から）

写真 SK－52羽釜出土状況（南から） 写真 SK－53瓦出土状況（東から）

写真 遺構検出状況（南から） 写真 SD－51完掘状況（北東から）



．羽子田遺跡 第39次調査

．遺跡・既調査の概要
羽子田遺跡は、奈良盆地の中央、標高49ｍ前後の沖積地に立地する。弥生時代～古墳時代前期の

集落跡、古墳時代前期末～後期の古墳群からなる複合遺跡である。古墳時代前期末に形成が始まる

古墳群（羽子田古墳群）は現在30基を確認しているが、その大半は 辺10ｍ前後の方墳で、前方後

円墳とみられるものは 基程度である。このうち、 号墳は古墳群の南端付近にあり、明治30年の

病院建設工事時に埴輪牛や盾持人などの形象埴輪が出土している。埴輪牛はほぼ完存する希少な牛

の埴輪であることから重要文化財の指定を受けている。第11・36次調査で 号墳の周濠を確認して

おり、北西－南東に軸をもつ前方後円墳である可能性が考えられているものの、墳形と墳丘規模に

ついてはよくわかっていない。

今回の調査は、第38次調査の終了を受けて宅地分譲地造成がおこなわれた 区画のうち、南端の

土地での個人住宅建築に伴って実施した。第38次調査の結果から、弥生時代末頃の河跡、中世の遺

構が拡がることが予想された。

．調査の成果
（ ）層序
調査地は宅地である。

Ⅰ：黄灰色砂礫土〔検出標高49.1ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅱ：暗褐色土（ブロック土）〔49.05ｍ〕、

Ⅲ：暗青灰色土〔48.3ｍ〕、Ⅳ：暗灰褐色土〔48.05ｍ〕、Ⅴ：暗灰褐色粘質土〔48.0ｍ〕、Ⅵ：橙褐色

土〔47.9ｍ〕、Ⅶ：暗灰粘〔47.5ｍ〕

第Ⅰ～Ⅱ層が造成土で、第Ⅱ層は第38次調査でも確認した黄灰色粘土・青灰色シルトを中心とす

るブロック土を多く含む造成土である。弥生時代末～中世の遺構検出面は第Ⅴ層上面であるが、こ

れ自体が弥生時代末頃の遺構堆積土である。第Ⅵ層以下が地山となる。

（ ）遺構と遺物
ＳＲ－101 調査区全体が北東－南西方向の河川内であった。弥生時代末～古墳時代初頭頃の土器

片が出土していることから、西側に隣接する第38次調査区南端で検出したＳＲ－101と同一の遺構と

なる可能性が高い。この場合、遺構の規模は幅 ｍ前後、深さ0.6前後を測る。

素掘小溝群 南北方向の小溝10条を検出した。幅0.2～0.3ｍ、深さ0.1ｍ前後を測る。中世の耕作に

伴う遺構と考えられる。

．まとめ
今回の調査では、古墳時代初頭の河跡を確認することができた。第38次調査で西肩のみを検出し

ていたＳＲ－101と同一の遺構とみられ、今回その東肩を確認したことにより、幅0.9ｍ程度という

推定値が得られた。

なお、第38次調査で確認している中世大溝について、その東肩を確認することはできなかった。

この遺構についての規模の解明は今後の課題となった。
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第24図 調査地位置図（上：Ｓ＝1/2,500、下：Ｓ＝1/800）



―35―

Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第25図 遺構平面図および南壁断面図（Ｓ＝1/50）
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第26図 第38・39次調査区の遺構位置関係（Ｓ＝1/250）
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

写真 SR－101完掘状況（北東から） 写真 完掘状況（東から）

写真 近世遺構検出状況（北西から） 写真 近世遺構完掘状況（北西から）



．十六面・薬王寺遺跡 第35次調査

．遺跡・既調査の概要
十六面・薬王寺遺跡は、奈良盆地の中央、標高48ｍ前後の沖積地に立地する。これまでの調査で、

弥生時代から近世にかけての複合遺跡であることが判明している。その内容は、弥生時代前期の集

落、弥生時代後期後半～古墳時代前期の集落および方形周溝墓群、古墳時代中期～飛鳥時代の集落

および耕地、奈良時代の建物群、中世の環濠屋敷跡などである。中世の環濠屋敷跡は、周囲の小字

名から、保津氏の居館跡と推定されている。

今回の調査地は、遺跡北西部に位置する。平成25年度の発掘調査（第30次調査）後に大型商業施

設の建設が始まったが、今回追加工事として看板を設置することとなり、基礎が深いことから発掘
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第27図 調査地位置図（Ｓ＝1/2,500）
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第29図 調査区平面図 古代遺構面（Ｓ＝1/40）

第28図 調査区配置図（Ｓ＝1/1,000）



調査での対応が必要となった。付近では、南東側の第 ・ ・ ・13次調査などで古代の水田遺構

等を検出しているほか、北側に隣接する第30次調査で古墳時代前期～中期の集落遺構・飛鳥時代の

河跡・奈良時代の建物群などを検出している。今回の調査地は第30次調査区に近接しているため、

これらと一連の遺構が検出される可能性が考えられた。

．調査の成果
（ ）層序
調査地は平成25年の第30次調査実施前まで水田だったが、大型商業施設の開発に伴い看板設置予

定の本調査区の範囲を残して厚さ0.5～ ｍの造成が進んでいた。

Ⅰ：暗青褐色土〔検出標高45.7ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅱ：茶灰色土〔45.5ｍ〕、Ⅲ：暗灰褐色土

〔45.4ｍ〕、Ⅳ：暗褐色粘質土〔45.3ｍ〕、Ⅴ：灰色粗砂〔45.2ｍ〕、Ⅵ：暗褐色粘質土〔45.1ｍ〕

第Ⅰ層は現水田耕土、第Ⅱ層は床土、第Ⅲ層は中・近世包含層、第Ⅳ層上面が飛鳥時代～中世の

遺構検出面、第Ⅵ層上面が古墳時代末頃の水田面となる。

（ ）遺構と遺物
ＳＤ－01・02 中世頃の南北方向の小溝である。幅0.2ｍ前後、深さ0.05ｍ前後。耕作に伴う遺構

とみられる。遺物が僅少であり、詳細な時期は不明。

ＳＫ－51 調査区北東端で検出した土坑状の遺構である。遺構の一部を確認したのみであり、そ

の規模は明らかでない。深さ0.2ｍ前後。顕著な遺物は出土しなかった。

ＳＲ－101A 調査区東端で検出した、南北方向で若干蛇行気味の河跡である。肩を一部検出した

程度で、遺構の詳細については不明。

ＳＲ－101B 調査区西端で検出した粗砂堆積である。南北方向に流れる。東肩を検出したのみで

あり、深さ等は不明。

ＳＸ－101 洪水とみられる薄い粗砂層の直下で、調査区全体に拡がる足跡状の窪みを多数検出

した。埋没水田である可能性が考えられる。ただし、調査面積が狭小なこともあり明瞭な畦畔は確

認していない。このため、水田の規模・プランを確認することはできなかった。飛鳥時代前後の遺

構と考えられる。

．まとめ
今回の調査では、足跡状の窪みを多数検出した。洪水堆積に被覆された水田面である可能性が考

えられるが、調査区が狭小であったこともあり、明確な畦畔は確認することができなかった。北側

の第30次調査では、飛鳥時代の河跡と人工的な東西方向の大溝や耕作に伴うとみられる小溝群を確

認しており、本調査地で確認した遺構もこれらと一連の水田遺構とみられる。

足跡を伴う飛鳥時代前後の水田遺構は、西側の第31次調査区、南東側の第 ・ ・ ・13次調査

でも確認しており、十六面・薬王寺遺跡の北部が飛鳥時代には広大な水田域となっていたことが分

かる。付近は倭屯倉との関連が指摘される大字「宮古」にも近く、飛鳥時代には東西軸に一致する

用水路が掘削されるなど計画的な水田開発がおこなわれた可能性がある（第30次調査第 トレンチ）。

本地周辺の耕地開発については今後の研究課題である。
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第30図 調査区平面図 古墳時代末頃遺構面および断面図（Ｓ＝1/40）
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写真 古墳時代遺構検出状況（北から） 写真 完掘状況（北西から）

写真 古代遺構検出状況（北から） 写真 古代遺構完掘状況（北から）



．多遺跡 第26次調査

．遺跡・既調査の概要
多遺跡は、奈良盆地のほぼ中央、飛鳥川流域に所在し、標高約52ｍの沖積地に立地する。遺跡範

囲には、多氏の祖である神八井耳命を祀る多神社（多坐弥志理都比古神社）境内を含む。

本遺跡は、昭和47年の飛鳥川改修工事で土器などが出土したことで広く認識されるようになった。

その後、水路改修やリハビリセンター建設などに伴って調査が重ねられ、弥生時代から古墳時代に

かけての集落遺跡であることが明らかになった。

今回の調査は、多神社の南を通る東西道路の北側拡幅工事に伴うものである。奈良県立橿原考古

学研究所が同じ道路の南側で実施した第 次調査では、遺構密度が低く、東へいくほど弥生時代遺

物包含層も薄くなるため、遺跡の縁辺であるとしている。今回の調査地も弥生集落域からはやや外

れると想定された。

．調査の成果
（ ）層序
調査区は東西100ｍ、南北 ｍで道路と隣接した水田にまたがる。南壁付近が過去の水道管埋設工

事の攪乱を受けており、調査地の基本層序は水田側の北壁で示す。

Ⅰ：暗茶灰色土〔検出標高52.1ｍ、以下数値のみ記す〕、Ⅱ：淡灰青色粘質土〔51.8ｍ〕、Ⅲ－a：灰

褐色粘質土〔51.6ｍ〕、Ⅲ－b：灰色粘土〔51.5ｍ〕、Ⅳ：黒褐色土〔51.3ｍ〕、Ⅴ：橙褐色土〔51.25

ｍ〕

第Ⅲ－b層上面まで重機により除去し、近世遺構を検出した。なお、第Ⅳ層が弥生時代の遺物包

含層に対応する可能性があるが、工事深度より深いため、北壁排水溝・サブトレンチなどでの部分

的な検出にとどめた。また、この層からは顕著な遺物は出土していない。

（ ）遺構と遺物
中世
素掘小溝群 北排水溝と調査区内 ヶ所に設定したサブトレンチでの確認にとどまっているもの

の、調査区の全域で東西方向の中世素掘小溝群を検出した。遺物は僅少であるが、羽釜・中世須恵

器などが出土した。なお、この小溝群に伴うとみられる遺物に、被熱痕のある小型の瓦質焼成の容

器が出土した（第33図）。奈良文化財研究所 小池伸彦氏により蛍光Ｘ線分析を実施していただいた

ところ、内面にごく微量の金が検出された。灰吹法などの金精錬に関わる遺物の可能性もあるが、

詳細は不明である。今後の類例を待つ必要がある。

近世
ＳＤ－01 調査区全体で確認した東西方向の溝跡である。幅0.8ｍ、深さ0.2ｍ前後を測る。近世の

里道沿いに掘削された水路跡と考えられる。顕著な遺物が出土していないため、詳細な時期は不明。

素掘小溝群 ＳＤ－01と並行するように、東西方向の素掘小溝群を検出した。遺物は僅少である。
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第31図 調査地位置図（上：Ｓ＝1/2,500、下：Ｓ＝1/1,000）
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第32図 調査区平面図および断面図（平面図：Ｓ＝1/400、断面図：Ｓ＝1/40）



．まとめ
今回の調査地は、中世以降は耕作地であったと考えられる。弥生時代の薄い遺物包含層を確認し

たが、遺物は僅少であり、弥生集落としては辺縁部である。地形的に低かったことから、その後形

成された中世～近世の堆積層が厚くなったものと考えられる。

出土遺物の分析にあたり、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 小池伸彦・神野恵の

両氏に多大なるご協力をいただいた。ここに記して感謝いたします。
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第33図 出土土器

写真 調査区西端サブトレンチ西壁（東から） 写真 完掘状況（西から）



（ ）工事立会の概要

2014年度に実施した工事立会は48件である（第 表）。史跡整備事業に伴う唐古・鍵遺跡の工事立

会が 件、公共上下水道工事に伴う工事立会が 件、その他公共事業に伴う工事立会が 件、個人

住宅建築等に関わる工事立会が26件、民間開発に伴う工事立会が10件である。
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財

第34図 田原本町の遺跡と工事立会地点（Ｓ＝1/40,000）
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第 表 2014年度 工事立会一覧
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Ⅰ．田原本町の埋蔵文化財



R－201411（仮称）佐味垣内遺跡 工事立会

周知の遺跡外であったが、大字佐味での下水道の人坑設置に伴う掘削時に立会をおこなった結果、

中・近世の遺構・遺物を確認した。工事の範囲は小字「北垣内」「中垣内」「南垣内」とその周辺

「堀尻」「東口」などの広い範囲にわたる。立会調査の結果、字「北垣内」の東端に近世～現代の環

濠とみられる大溝が存在したこと、字「中垣内」付近に中世の遺物を包蔵する堆積層が拡がること

などを確認した。中世に遡る可能性がある集落遺跡として、字「北垣内」「中垣内」「南垣内」の範

囲を想定することができそうである。

この成果と、次年度に予定されている南側隣接地の工事立会成果を総合して遺跡範囲を確定し、

「佐味垣内遺跡」として遺跡新規発見の手続きをおこなう予定である。
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第35図 （仮称）佐味垣内遺跡の範囲と工事立会地点（Ｓ＝1/5,000） 第36図 （仮称）佐味垣内遺跡出土遺物



Ⅱ．資料の整理と活用・普及
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．文化財資料の整理・保管

（ ）埋蔵文化財の整理・保管

平成26年度の発掘調査と工事立会に伴い保管した埋蔵文化財は、遺物コンテナ約103箱とナイロン

袋他である。遺物量は前年度に比較し約265箱少ないが、これは前年の十六面・薬王寺遺跡第31次調

査で出土した遺物が約300箱に及んだことが原因で、100箱余りの遺物量は例年どおりの数量になる。

平成26年度の内訳は下表のとおりであり、唐古・鍵遺跡第115次調査が88箱、羽子田遺跡第38次調査

が11箱であり、両遺跡の遺物で占められている。唐古・鍵遺跡では弥生土器と木製品が、羽子田遺

跡では瓦が主な遺物となる。
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【埋蔵文化財保管数 】

【土器以外の遺物とサンプルの保管数量（該当次数のみ）】



再整理事業では、既に収納している土器を再整理し、

重要と思われる遺物をPickupするとともに、再収納す

ることにより遺物箱数を減らしている。今回は、唐古・

鍵遺跡第37次調査の317箱分を実施した。この整理に

よって、下記の項目の遺物をPickupした。今回の再整

理で注目される遺物としては、銅鐸形土製品がある。河

跡（ＳＸ－2101）からの出土で、弥生時代中期から後

期初頭の土器が混在する中から見つけ出したものであ

る。

（ ）木製品の樹種同定と保存処理

平成26年度においては、唐古・鍵遺跡の木製品の樹種同定49点を実施した（下表）。また、保存処

理事業としては、唐古・鍵遺跡第16次調査の一木鋤、十六面・薬王寺遺跡第 次調査の円形曲物、

羽子田遺跡第19次調査の又鍬など町内遺跡出土の木製品を、高級アルコール法で71点、トレハロー

ス含浸法で 点を委託した。また、町直営としてはラクチトール・トレハロース含浸法で150点、真

空凍結乾燥法等で29点を処理した。
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銅鐸形土製品

【再整理事業に伴いPickupした遺物数量（該当次数のみ）】

【Pickupした土器・形象埴輪類の数量（該当次数のみ）】
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Morus australis Poiret

diffuse-porous wood

Abies

Torreya nucifera Sieb. et Zucc.

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

bark

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Callicarpa

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Quercu sect. Aegilopss

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Callicarpa

Podocarpus

Chamaecyparis obtusa Endl.

Cryptomeria japonica D.Don

Cleyera japonica Thunb.

Salix

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Aphananthe aspera Planch.

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Quercus sect. Aegilops

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

Cleyera japonica Thunb.

Morus australis Poiret

Morus australis Poiret

Zelkova serrata Makino

Zelkova serrata Makino

Prunus

Castanopsis sieboldii Hatusima

Quercus sect. Aegilops

Cleyera japonica Thunb.

Chamaecyparis

Castanopsis sieboldii Hatusima

Zelkova serrata Makino

Podocarpus

Aphananthe aspera Planch.

Chamaecyparis

Chamaecyparis

Chamaecyparis obtusa Endl.

Cryptomeria japonica D.Don

Quercus sect. Prinus

Chamaecyparis obtusa Endl.

Castanea crenata Sieb. et Zucc.

Chamaecyparis obtusa Endl.

Cinnamomum camphora Presl

Abies

Chamaecyparis obtusa Endl.

Quercus subgen. Cyclobalanopsis

broad-leaved tree

Morus australis Poiret

【樹種同定一覧表】
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【保存処理木製品一覧】
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Ⅱ．資料の整理と活用・普及
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Ⅱ．資料の整理と活用・普及
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（ ）図面・写真の保管と資料撮影、写真のデジタル化

発掘調査に伴う現場写真と図面については、下表のとおりである。また、写真撮影は、町内の各

遺跡から出土した速報展や企画展用の遺物、保存処理用木製品、重要考古資料目録の作成に伴う土

器等の遺物の撮影をおこなった。また、唐古・鍵考古学ミュージアムの企画展関連遺物の写真デジ

タル化をおこなった。
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Ⅱ．資料の整理と活用・普及

【デジタル化一覧】

【写真撮影一覧】

【図面・写真の保管数量】



（ ）図書の受領

平成26年度は、文化財保存課と唐古・鍵考古学ミュージアムに関係諸機関・個人（282機関等）か

ら869冊の図書の寄贈を受けた。また、図書の購入は12冊である。

（ ）指定文化財の寄託

平成26年10月14日、町指定文化財「小林家文書」が所有者小林敏良氏より町に寄託された。「小

林家文書」は平成24年 月27日に指定を受け、その所管は小林氏にあったが、広く活用するため田

原本町に寄託されたものである。

寄託当初は古文書保管用の紙製箱に収納していたが、現在は桐箱に収納している。

「小林家文書」は桃山～昭和時代にかけての田原本村「小室」における村方文書を中心とした古文

書で、総点数は1,132点を数える。文禄四年（1595）の「大和国十市郡田原本御検地帳」（写）をは

じめとした土地利用や集落形態をうかがえるもの、村方や江戸時代の田原本村を治めていた旗本平

野氏に関わるもの、村内を詳細に描いた絵図など、田原本村の様相を明らかにするうえで不可欠な

ものである。また、奈良県最初の新聞である「日新記聞」が、第 号を除いて全て現存しているこ

とも注目される。

このように、「小林家文書」は田原本町の歴史を解き明かすためにきわめて重要な文書群であり、

町指定文化財として一括指定したものである。

今回の寄託を受け、今後より広く活用する予定であるが、一部の文書に損傷が生じており、公開

等に先立って修繕をおこなう必要がある。
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「田原本村割付」 「日新記聞」

【図書の受領】



．講座

成人向けの講座として、講演会を 回開催した。また、小中学生向けの体験講座を夏に開催した。

講演会では唐古・鍵遺跡と関連のあるテーマを設定し、講師を招いて講演をおこなった。チャレ

ンジ子ども弥生探検隊では、ミュージアム展示品をモデルにしたマグネットクリップ・キーホルダー

作りを実施した。
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東村 純子 氏 講演 マグネットクリップ・キーホルダー作り

「田原本村全図」 「田原本郭内絵図」

【講演会】

【チャレンジ子ども弥生探検隊】



．学校教育等への支援

（ ）小学校出前授業・教材貸出

町内小学校から依頼を受け、総合的学習の時間及び社会科等の授業として、以下内容の出前授業

をおこなった。これらの児童の作品や学習成果は、 月末から 月初旬に開催した「田原本町内小

学校の総合的な学習展示会」にて公開し、274名が観覧した。
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小学校出前授業（南小学校） 小学校出前授業（平野小学校）

【出前授業】



（ ）中学校職場体験学習

中学生の職場体験学習として、田原本中学校・北中学校の生徒を受け入れ、文化財保存課と唐古・

鍵考古学ミュージアムで体験学習を実施した。

（ ）大学の学外授業

奈良大学の通信教育の課外授業として、 回受け入れ、下記内容の授業をおこなった。

（ ）講師の派遣

前記以外に、教育委員会等の事業として下記のとおり職員を派遣した。
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中学校職場体験学習（北中学校） 奈良大学通信教育

【体験学習】

【学外授業】



．刊行物一覧

本年度は、下記 点の書物を印刷した。
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【刊行物名】

【講師の派遣】



．資料の活用

（ ）資料の貸出

平成26年度は、 機関に延べ10遺跡90点の遺物等を貸出した。貸出内容は、十六面・薬王寺遺跡、

唐古・鍵遺跡の出土品が大半である。
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【資料貸出の一覧】

【種別による貸出点数】



（ ）写真掲載・撮影

写真の貸出及び掲載（転載含む）は48件145点であった。写真掲載の内容は、唐古・鍵遺跡の出土

遺物の利用度が高い。
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【資料の継続貸出】

【写真掲載・撮影】
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（ ）資料調査

本町所有・保管遺物について、下記の者による資料調査があった。

．ボランティア組織

（ ）ボランティア組織の概要

唐古・鍵遺跡を総合的に支援する任意ボランティア組織として、平成16年 月10日、「唐古・鍵遺

跡の保存と活用を支援する会」（愛称：唐古・鍵支援隊）が設立された。今年度の会員は、74名である。

主な活動は、唐古・鍵考古学ミュージアムの展示説明ガイドや小学校の総合的学習の支援や子ど

も会等を対象とした考古学体験、ミュージアムへの勧誘活動、文化財保存課〈ミュージアム〉主催

事業への支援等がある。活動については、 月の総会を経て、月例の運営委員会で検討され実施さ

れている。また、「ものづくり教室」の部会を基本的に月 回おこない、新しい体験学習メニューの

開発や体験学習教材の整備など、延べ32日440人が参加した。唐古・鍵遺跡においては団体向けに現

地ガイドを実施し、 日間で延べ86人に対応した。

また、歴史・考古学の知識を活動に活かすため「弥生勉強会」を実施し、田原本町文化財保存課

の藤田を講師に迎え、事前勉強会を開いた後、国府遺跡、大和郡山市の弥生遺跡などの現地見学を

おこなった。
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【資料調査】
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【唐古・鍵支援隊の支援活動】



Ⅲ．唐古・鍵考古学ミュージアム
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唐古・鍵遺跡第58次調査から出土した動物遺存体
北海道大学総合博物館

江田 真毅
大阪市立大学大学院医学研究科

安部みき子
東海大学海洋学部

丸山 真史
田原本町教育委員会

藤田 三郎
．はじめに
唐古・鍵遺跡では多数の動物遺存体が出土しており、これまでに魚類、両生類、哺乳類の一部に

ついて報告されており、当遺跡一帯の環境復元や集落における動物利用について、徐々に明らかに

なりつつある。

今回報告する唐古・鍵遺跡第58次調査出土の弥生時代の動物遺存体のうち、種類や部位などを同

定したものは魚類 点、両生類10点、鳥類14点、哺乳類168点である。特筆されるのは、第58次調査

において弥生時代中期の遺構からニワトリが出土していることである。管見の限り日本国内で最古

級の家禽の利用となり、注目に値する。以下では、第58次調査の概要および出土した動物遺存体に

ついて報告する。 （丸山）

．第58次調査の概要
（ ）調査の概要

唐古・鍵遺跡の調査は、2015年12月現在、117次を数える。これまでの調査から唐古・鍵遺跡は、

弥生時代の拠点的な大環濠集落であることが判明している。また、検出された遺物は多種多様で膨

大な量になっている。

今回報告する動物骨は、唐古・鍵遺跡の第58次調査の区画溝や井戸等の各遺構から出土したもの

である。本調査地は、唐古・鍵遺跡の西部を南北に縦断する国道24号の西側沿線で、大字鍵字垣内

281番1にあたる。店舗付賃貸住宅の建築に伴う事前調査として、1995年 月17日～ 月28日にかけ

て実施した。調査面積は、東西20ｍ、南北6.6～7.6ｍの138㎡、遺物は遺物箱180箱である。

本調査地は、唐古・鍵弥生集落の西地区にあたり、周辺約30ｍの範囲内では第16・73・81・92・

102次と比較的多くの調査を実施している。この西地区の微高地は、弥生集落の西半部を占め、東半

部にある北地区や南地区の微高地と比して大きい。この西地区の微高地は、南南西から北北東方向

に主軸をもつもので大きく、北部・中央部・南部の つに分けることができる。今回の第58次調査

地は、その中央部と南部の境界部分にあたり、後述するように両者を区画する溝が検出されている。

調査では、下記に示すとおり弥生時代前期から後期までの土坑や溝、柱穴と中世の大溝や土坑を

検出した。弥生時代の遺構は集落内の居住関係の遺構、中世は「唐古南氏居館」関係の遺構と考え

られる。ここでは、報告する動物骨が出土した弥生時代の遺構を中心に述べるが、これら弥生時代
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第 図 第58次調査地位置図（遺跡全体：Ｓ＝1/5,000、第58次調査周辺：Ｓ＝1/1,500）



の遺構は中世遺構に多くを削り取られており、良好な部分は半分程度となっている。動物骨は、残

存した遺構の下部の粘土層を中心とする土層から出土している。

弥生時代前期 （大和第Ⅰ様式）：木器貯蔵穴 基・小土坑・柱穴・大溝 条

弥生時代中期初葉（大和第Ⅱ様式）：大溝 条・落ち込み 条

弥生時代中期中葉（大和第Ⅲ様式）：木器貯蔵穴 基・小溝

弥生時代中葉後葉（大和第Ⅳ様式）：井戸 基・土坑

弥生時代後期初葉（大和第Ⅴ様式）：井戸 基

鎌倉～室町時代 ：土坑 基・大溝 条

（ ）弥生時代の主要遺構の概要

弥生時代前期
ＳＫ－201 調査区の西北で検出した楕円形を呈する大型の穴である。主軸は東南東－西北西方向

にあるが、土坑上面の南肩はＳＤ－51に、東半はＳＫ－51の中世遺構に削平され、3/4を失ってい

る。推定規模は長軸3.3ｍ、短軸2.4ｍ、深さ1.1ｍを測る。堆積は大きく二分され、上層は灰褐色砂

質土等、下層は暗灰青色微砂等で形成され約0.7ｍの厚さを有する。下層は黒色粘土、灰色粘土等の

ブロックが混在することから、人為的に埋められた可能性が高い。遺物は上層と下層の間で広鍬の

未成品が 点、上層内からはややまとまって土器が出土している。時期は大和第Ⅰ－ 様式で最も

古い。遺構の形態や遺物の出土状況から木器貯蔵穴と推定される。

ＳＤ－201 調査区の西南隅で検出した大溝で、東南東－西北西方向に主軸をもつ。溝の上面は

ＳＫ－115やＳＤ－106に切られ、正確な規模は不明である。推定溝幅2.5ｍ、深さ ｍを測る。溝の

堆積は大きく 層に分層でき、上層は暗灰黄色粘質土・中層は黄灰色微砂～暗褐色粗砂・下層は黒

褐色粘土等で構成されている。遺物は下層から木製容器 点・手斧柄などが出土しているが、全体

に遺物は少ない。時期は大和第Ⅰ－ 様式である。集落内部を区画する溝と考えられる。

弥生時代中期
ＳＤ－106Ｂ･106 調査区の西南隅で延長15ｍにわたって検出した大溝で、今回の調査の弥生時

代の遺構としては、最も主要な遺構である。前述ＳＤ－201の北側にほぼ平行するように（東南東－

西北西方向）、すなわち、前期のＳＤ－201の北側の肩を一部壊しながら掘削しているが、また、逆

にこの大溝の大半は後述する中世大溝ＳＤ－51に重複するように掘削・破壊されており、本溝の上

層の残存状況はかなり悪い。溝の堆積状況から再掘削されていると判断され、最初の掘削溝ＳＤ－

106Ｂは（取上層位：第 ～10層）は大和第Ⅱ－ ・ 様式の土器を主体とし、再掘削溝ＳＤ－106

は（取上層位：第 ～ 層）は大和第Ⅱ－ 様式を主体とし、部分的に大和第Ⅱ－ ・ 様式の土

器が混在する状況にある。このような状況であるが、大和第Ⅱ様式期に収まる遺構と判断して良い。

規模は当初の溝が幅約 ｍ、深さ1.3ｍ、再掘削は推定幅 ｍ、深さ0.9ｍを測る。当初の溝は灰黒色

粘土、再掘削の溝は暗灰褐色粘砂層（植物腐食土層）等で構成されており、後者の土層からは大量

の土器のほか、容器片、鍬片、笊、板材、骨針・報告する獣骨類が出土している。この大溝はその

位置関係から第16次調査のＳＤ－102と考えられる。

ＳＫ－101 調査区の西南で検出した大型井戸である。井戸の北半はＳＤ－51によって大きく削
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第 図 遺構変遷図（Ｓ＝1/200）



られ失われている。また、大溝ＳＤ－106の南肩を壊している。平面形態は楕円形で､逆台形の断面

形態を呈すると思われる。長軸推定2.8ｍ、短軸2.3ｍ、深さ1.35ｍを測る。堆積は下層の黒褐色粘砂、

中層の灰黒色砂質土等が埋積した後、再掘削され灰黒色粘質土（上層）が堆積する。遺物は最下層

から石小刀、上層下位から土器片がまとまって出土した。時期は大和第Ⅳ－ 様式である。

ＳＫ－107 調査区のほぼ中央で検出した楕円形の平面プランの井戸である。井戸の南半はＳＤ

－51に削られている。長軸1.1ｍ、短軸0.65ｍ、深さ0.75ｍを測る。ただし、井戸の下部は、壁の細

砂層が崩落したため袋状になっている。井戸の底面には直径 ㎝、深さ ㎝のピットがあり、井戸

に覆い屋があった可能性がある。また、この井戸と関連するかどうか不明であるが、井戸の北側に

は人頭大の平たい石がある。井戸の埋土は黒灰色粘質土、暗褐色砂質土等で構成されている。時期

は大和第Ⅳ－ 様式である。

弥生時代後期
ＳＫ－109 調査区の中央やや西側で検出した井戸である。井戸の上面と南半は、中世のＳＫ－

51とＳＤ－51によって削られている。このため、規模は正確におさえられないが、直径1.1ｍ、深さ

1.1ｍ前後と推定される。埋土は、下層が暗灰色粗砂、中層が灰黒色粘砂層、上層が黒灰色粘土で構

成される。遺物は中層から多く出土したが、おもに木材と土器片である。時期は大和第Ⅴ－ 様式

である。

ＳＫ－110 調査区の南端中央で検出した井戸である。この井戸は、ＳＤ－106の南肩の一部を壊

して掘削されている。平面形態は楕円形を呈すが、本来は円形で北西側に楕円形の立ち上がり部が
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第 図 調査区西壁断面図（Ｓ＝1/50）
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第 図 ＳＫ－101平面図および北壁断面図（Ｓ＝1/30）



ついたものと考えられる。断面は上部が広がるが円筒状である。長軸の現長1.4ｍ、短軸復元推定0.7

ｍ、深さ ｍを測る。埋土は基本的に黒色粘土の水平堆積であるが、最下層は砂混じり、下層は木

片を含み、中層は柔らかい土質をしている。最下層から完形の短頸壷が出土した。時期は大和第Ⅴ

－ 様式である。

（ ）まとめ

本調査において、主要遺構となるＳＤ－106Ｂ･106は、調査地東側20ｍの第16次調査で検出したＳ

Ｄ－102、さらに東100ｍの第77次調査のＳＸ－3101に接続すると思われる。また、反対方向にあた

る西側20ｍの第73次調査のＳＤ－106に繋がると推定されることから、本溝の総延長は190ｍとなる。

この大溝は、東南東から西北西方向にほぼ直線的に掘削されており、この溝とほぼ並走する大溝も

近くに存在することから南地区の北辺を区画するとともに、西地区の中央部と南部も区画すると考

えられる。いずれにしても本溝内には多量の遺物が投棄されていることから、居住区内の排水路的

な役割があったのであろう。 （藤田）

．動物遺存体の概要
以下では、出土した動物遺存体の各種について、出土量やそれぞれの特徴について記載する。今

回、出土した動物遺存体は第 表に種名を示す。
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第 表 種名表



（ ）魚類

硬骨魚類が計 点出土した。ＳＤ－106Ｂの第10層からコイの前頭骨（右）、主鰓蓋骨（左）が各

点である。大きさは、いずれも体長20㎝程度と推定される。 （丸山）

（ ）両生類

種を同定できないカエル亜目が、ＳＤ－106から 点、ＳＤ－106Ｂから 点、計 点が出土した。

骨の大きさは小型種のもので、ニホンヒキガエル程度の大きさのものは出土していない。ＳＤ－106

からは椎骨 点、肩甲骨（左）、上腕骨（右）、大腿骨（左）、腸骨（右）、脛・腓骨が 点ずつ、Ｓ

Ｄ－106Ｂからは腸骨（右）が出土した。 （安部）

（ ）鳥類

ＳＤ－106から13点、廃土から 点、計14点が出土した。安部の所有する比較骨標本との肉眼比較

で同定した結果、分析対象としたすべての骨で目以上を単位とした同定ができた（第 表）。キジ科

（キジとニワトリを含む）、カモ科（カモ亜科）、スズメ目が確認された。

キジ科はＳＤ－106第 層から 点、廃土から 点の計10点が出土した。江田・井上（ ）の基準か

ら、ＳＤ－106出土の足根中足骨は内側足底稜がないことからニワトリと同定された（第 図－ ）。

この足根中足骨には距突起が確認されている。また、ＳＤ－106出土の大腿骨では大転子含気窩が確

認されずニワトリもしくはヤマドリと同定できた（第 図－ ）。この大腿骨は両骨端の形成が不完

全な若鳥の骨であった。このほかにも寛骨 点（最少部位数は ）で、骨端の癒合していないキジ

科資料が認められている。一方、廃土から出土した大腿骨は大転子含気窩があるキジと同定できる

資料であり（ ）、火を受けて白色化していた。前述の足根中足骨とニワトリもしくはヤマドリの大腿

骨はミカドキジの標本より大きい資料、ＳＤ－106出土の大指基節骨は同標本とほぼ同大の資料、他

はアカヤマドリとほぼ同大の資料であった。

スズメ目はＳＤ－106の第 層から 点、第 層から 点の計 点が出土した。すべてトラツグミ

標本よりかなり小さい資料であった。

カモ亜科はＳＤ－106第 層から脛足根

骨が 点検出された。オナガガモより小さ

い資料であった。いずれの分類群でも、明

瞭な解体痕や加工痕、骨髄骨様の交織骨は

認められなかった。（江田）

（ ）哺乳類

小型哺乳類
種まで同定できた小型哺乳類は 科13点

であり、遺構・部位別の出土量を第 表に

示した。

ＳＤ－106から出土した哺乳類はニホンノ
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ウサギ10点、アカネズミを含むネズミ科 点、ホンドキツネとホンドテンが各 点である。ニホン

ノウサギの下顎骨の大きさは、安部が所有する現生標本とほぼ同大であった。ネズミ科の骨は出土

数が多かったが種の同定が可能な下顎骨と臼歯が遺存していたものはアカネズミの 点のみであっ

た。しかし、同定できなかったネズミの出土骨は全て小型種の大きさで、大型種のイエネズミに匹

敵する大きさの骨は出土していない。また、ノウサギの上腕骨、腰椎、尺骨と踵骨ならびにテンの

肩甲骨が焼けた状態で出土している。これらの焼骨も他の骨と同様にＳＤ－106から出土している。

ＳＫ－101からはニホンザルの左大腿骨が 点のみ出土し、小転子の下方で切断されていた。ニホ

ンザルが出土した遺構は大和第Ⅳ－1様式であり、ＳＤ－106から出土した動物遺存体とは時期が異

なっている。 （安部）

大型哺乳類
大型哺乳類は種類を同定したものがイノシシ類とシカであり、計152点を数える（第 表）。これ

ら種同定したもの以外に、破片の大きさからイノシシ類あるいはシカと思われる破片が53点出土し

ている。

イノシシ類は、ＳＤ－106から頭蓋骨10点、椎骨 点などが計58点出土しており、乳歯段階の顎骨

や骨端が癒合していない幼獣が多数含まれる。また、下顎骨、椎骨、四肢骨などに解体痕が、頭蓋

骨や寛骨などにイヌと思われる咬痕が見られる。ＳＤ－106Ｂから頭蓋骨 点、椎骨 点などが計34

点出土しており、骨端が癒合していない幼獣が含まれる。また、四肢骨には解体痕や肉を削いだ痕

跡が見られる、椎骨のうち 点の第 頸椎には叩き切ろうとした深い傷が見られる。ＳＤ－201から

上腕骨、大腿骨 点ずつなどが計17点出土した。四肢骨の大部分は、骨端が癒合していない幼獣で

あり、橈骨に解体痕がみられる。ＳＫ－101から遊離歯 点、寛骨 点などが計14点出土しており、

遊離歯のうち 点は加工痕が見られるメスの犬歯である。また、左尺骨には刃物による解体痕が、

踵骨には解体痕とイヌと思われる咬痕が見られる。ＳＫ－107から尺骨、指骨が各 点、計 点が出

土した。ＳＫ－109から遊離歯、中手骨が各 点、計 点が出土した。ＳＫ－110から、距骨が 点

出土した。ＳＫ－111から、上腕骨が 点出土した。ＳＫ－114から肋骨、脛骨が 点ずつ、計 点

が出土した。いずれも骨端が癒合していない幼獣である。ＳＫ－201から椎骨、中足骨が 点ずつ、計

点が出土した。

シカは、ＳＤ－106から椎骨 点、上腕骨 点などが計10点出土しており、骨端が癒合していない

幼獣を含む。上腕骨や距骨に解体痕や肉を削いだ痕跡がみられ、寛骨には穴が穿たれている（第

図－ ）。また、尺骨は被熱して褐色を呈する。この穴の平面形態は隅丸の三角形を呈し、7.5×6.3

㎜の大きさである（第 図－ ）。ＳＤ－106Ｂから上腕骨と椎骨が各 点、計 点が出土しており、

いずれにも解体痕が見られる。ＳＫ－101から、枝角、大腿骨などが各 点、計 点が出土した。枝

角は被熱して褐色ないし黒色を呈する。また、大腿骨は螺旋状に破損しており、イヌと思われる咬

痕が見られる。ＳＫ－109から枝角が 点出土しており、加工品であるが、機能や用途は明らかでな

い。ＳＫ－110から下顎骨、橈骨などが各 点、計 点が出土した。橈骨は被熱して黒色を呈する。

（丸山）
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．考察

唐古・鍵遺跡第58次調査で出土した動物は、魚類のコイ、両生類のカエル類、鳥類のニワトリを

含むキジ科、カモ科、スズメ目、哺乳類のニホンノウサギ、アカネズミを含むネズミ科、ホンドギ

ツネ、ホンドテン、イノシシ類、シカである。これらの大部分は区画溝であるＳＤ－106およびＳＤ

－106Ｂから出土しており、食用となるものが多い。

出土した破片数では哺乳類が大部分を占め、イノシシ類が卓越する。小型哺乳類ではニホンノウ

サギが比較的多い。大型哺乳類と比較すれば少数に留まるが、その毛皮は貴重な資源であったと考

えられる。ＳＤ－106・106Ｂから出土したイノシシ類とシカの量比はおよそ ： であり、イノシ

シ類が圧倒する。イノシシ類は乳歯段階の顎骨や、骨端部が癒合していない四肢骨を多く含み、約

半数が幼獣のものである。唐古・鍵遺跡のイノシシ類は大部分がブタであることや（ ）、家畜化を示

す個体が含まれることが指摘される（ ）。当資料に含まれる頭蓋骨や下顎骨などは破片ばかりで、形

態によって野生イノシシとブタを区別することは困難である。しかし、池上・曽根遺跡において幼

若獣が多いことによって飼養個体の存在が指摘されるように（ ）、当資料中にも飼養個体が含まれる

可能性がある。

ＳＤ－106から出土したシカの寛骨に見られる穿孔は、平面形がシカの中手骨や中足骨を素材とす

る刺突具や骨鏃の断面形に酷似している。石鏃が刺さった場合に扁平な菱形の断面形を呈するのと

は異なる。傷を負ってなお、生存していた場合にみられる傷の周囲の骨増殖は生じていない。深い

傷であるが、穿孔部位は寛骨であるため、致命傷とは考えにくい。しかし、後肢の動きの妨げとな

り、捕獲されたのであろう。このほかにＳＤ－106・106Ｂから出土したイノシシ類やシカの骨には

解体痕が多くみられる。同じ奈良盆地に位置する縄文時代の橿原遺跡から出土したものに比べ、解

体痕が確認できる頻度が高いように思われる。このことは金属器の使用と関連しており、金属器は

石器より鋭く切れるため、骨に傷がつきやすくなった結果と捉えたい。

今回の資料で最も注目されるのは、弥生時代中期に比定される区画溝からニワトリの骨が出土し

たことである。弥生時代のニワトリの骨はこれまでに唐神遺跡（長崎県壱岐市：中期～後期）、原ノ

辻遺跡（同：中期～後期）、酒見貝塚（福岡県福岡県大川市：後期）、塚崎東畑遺跡（福岡県久留米

市：中期～後期）、朝日遺跡（愛知県清洲市および名古屋市西区：後期）から報告されている（ ）。

また、宮ノ下遺跡（大阪府東大阪市）でも明らかなニワトリの脛足根骨が弥生時代中期末～古墳時

代中期の包含層で、ニワトリの可能性のある大腿骨が弥生時代中期の包含層で検出されている（ ）。

日本ではこれまで縄文時代の遺物包含層からの確実な出土例はないため、ニワトリは弥生時代に弥

生的要素の一つとして日本に導入されたと考えられてきた（ ）。一方で、これまでの検出例では弥生

時代中期と後期の遺物が混在する包含層や遺構から出土していたため、弥生時代のいつごろからニ

ワトリが日本で利用されていたのかは特定できていなかった。今回ニワトリと同定した足根中足骨

は、共伴遺物から弥生時代中期（大和第Ⅱ－ 様式）に特定できる区画溝から出土したものである。

日本へのニワトリの導入が弥生時代中期まで遡ることを示す貴重な資料といえる。

今回確認された足根中足骨でも距突起が認められた。弥生時代の遺跡からはこれまでに唐神遺跡

で 例、朝日遺跡で 例ニワトリの足根中足骨が検出されており、そのすべてで発達した距突起が
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認められている（ ）。ニワトリの距突起は基本的に雄に特異的に形成される構造であるため、これら

の足根中足骨は雄のものと考えられる。これは江田（10）の指摘した性別の顕著な雄への偏りを補強

するデータといえる。また、唐古・鍵遺跡出土の足根中足骨の近位端幅（BP）と全長（GL）（11）を

唐神遺跡や朝日遺跡出土の弥生時代のニワトリ、自然環境下で捕獲された「野生セキショクヤケイ」、

動物園や実験施設で飼育されていた「飼育セキショクヤケイ」およびさまざまな品種の「ニワトリ」

と比較すると、そのサイズ・プロポーションは朝日遺跡出土のニワトリと極めてよく類似していた

（第 図）。唐古・鍵遺跡で利用されたニワトリも、江田（12）が弥生時代のニワトリの特徴として指

摘した「体サイズはセキショクヤケイと類似しており、家畜化は「飼育セキショクヤケイ」よりわ

ずかに進展していた程度」によく合致しているといえる。

キジ科の資料として、骨端が未癒合もしくは骨端の形成が不完全な大腿骨と寛骨が出土したこと

も注目すべき結果といえる。とくに大腿骨は大転子含気窩のないヤマドリもしくはニワトリの骨で

あった。仮にこれらの骨がニワトリのものであれば、唐古・鍵遺跡では弥生時代中期にすでにニワ

トリの繁殖がおこなわれていたことになる。今後、コラーゲンタンパク分析、古代DNA分析を実施

して、これらの骨がニワトリのものかを検討する必要があるだろう。 （江田・安部・丸山）

．おわりに
今回は、唐古・鍵遺跡第58次調査で出土した動物遺存体について、各種の同定結果を報告した。

これまで唐古・鍵遺跡の動物遺存体について、特定の分類群について報告されてきたが、各遺構に

おける動物種構成を明らかにする最初の報告となる。第58次調査で検出した区画溝ＳＤ－106・106

Ｂからは多数の動物遺存体が出土しており、魚類、両生類、鳥類、哺乳類を確認した。大部分は食

料残滓と考えられるが、毛皮や羽毛、骨や角もまた資源として利用されたであろう。特筆されるの

は、弥生時代中期と比定されるニワトリの出土であり、初期的な家禽の飼育を物語る貴重な資料で

ある。一方、従来から注目されるブタの家畜化については、当資料から詳細を知るには不十分であっ

た。今後、家畜・家禽を含む動物利用を他地点の資料と比較検討する必要がある。 （丸山）
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SK－101 全景 SK－101 動物遺存体出土状況

第 図
第 図 ＳＤ－106出土のニワトリ足根中足骨 と

キジ科幼鳥大腿骨 バー： ㎝

第 図 弥生ニワトリ資料および現生ニワトリ
標本の足根中足骨近位端幅と最大長の
散布図

「飼育セキショクヤケイ」は動物園などでセキ
ショクヤケイとして飼育されている個体、「ニワト
リ」は現在の様々な品種のニワトリを示す。江田
（2016）に加筆して作成。
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十六面・薬王寺遺跡第31次調査の遺物整理事業
田原本町教育委員会事務局文化財保存課

清水 琢哉
．はじめに
平成25年度に実施した十六面・薬王寺遺跡第31次調査では、出土遺物量が300箱ちかくに及んだた

め、その洗浄作業に平成28年 月までの期間を要した。このため、昨年刊行した『田原本町文化財

調査年報23』では遺構の報告をおこない、本年報では出土遺物の報告をおこなうことにした。ただ

し、本調査で出土した遺物は極めて多く、本報告は遺跡の変遷と性格を考える上で重要と思われる

遺構と遺物を中心に紹介することとしたい。

．弥生時代前期～中期初頭の出土遺物
調査区北西部を中心に弥生時代前期～中期初頭の遺物が出土している。第 図－ は、ＳＸ－201

の小土坑から横転した状態で出土した大和第Ⅰ－1－ａ様式の壷である。第 図－ ・ はＳＤ－

201から出土した大和第Ⅱ－1－ｂ様式の壷である。

このほか、石棒・流紋岩製石庖丁・結晶片岩製石庖丁などの破片（第17図－ ～ ）が弥生時代

末～古墳時代の遺構や包含層から出土した。

．古墳時代初頭の方形周溝墓と出土遺物
本調査では、弥生時代後期後半～古墳時代初頭の方形周溝墓 基を検出した。このうち、出土遺

物が最も充実していた 号墓を中心に報告する。

号墓の主丘部は 辺9.5ｍ前後で、幅2.3ｍ前後、深さ0.3～0.5ｍの周濠が四方を囲む（第 図）。

特に東側周濠が深く、最も多く土器が集中し、北西隅付近は僅少であった（第 図）。

第 ・ 図は 号墓から出土した土器である。小形丸底壷や小形器台が出土しているほか、庄内

形甕（第 図－17）と肩に波状文を施す布留系の甕（第 図－18）が共伴する。また、搬入土器と

しては、山陰地方の台付無頸壷（第 図－19）、山陰系の二重口縁壷（第 図－21）、胎土に結晶片

岩を多く含む紀伊産の壷（第 図－20）、近江～伊勢湾岸周辺からの搬入とみられる外面タテハケ・

内面ナデ仕上げの甕（第 図－22）がある。これらの遺物は、布留 式に位置づけられる。

第 図－ ～ は、調査区北東部で検出した井戸ＳＫ－205下層の土器である。いずれもほぼ完形

で出土した。布留 式に位置づけられる。

第 図－ は加飾器台で、大和第Ⅵ－4様式頃の甕数点とともにＳＤ－191から出土した。第 図

－ ～ は 号墓周濠から出土した壷である。第 図－ は、籠目の残る鉢である。

第 図は、調査区北東端で検出した北東方向の溝ＳＤ－197から出土した土器である。須恵器は出

土していないが、布留 式の様相を呈する。碧玉製勾玉未成品（第17図－ ）がＳＲ－104最下層か

ら出土しているが、ＳＤ－197を切っており、本遺物はこの遺構に伴っていた可能性がある。

第10図は、調査区中央付近で検出したＳＫ－179とその遺物である。長軸 ｍ、短軸2.5ｍ、深さ
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第 図 弥生時代前期～中期初頭の土器

第 図 調査地の位置（左：Ｓ＝1/5,000）と弥生時代～古墳時代中期の遺構（右：Ｓ＝1/1,500）
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第 図 試料採取層位第 図 ・ 号墓平面図（Ｓ＝1/200）および周溝断面図（Ｓ＝1/40）
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第 図 号墓出土状況（Ｓ＝1/100）
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第 図 ＳＤ－151出土土器
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第 図 ＳＤ－151出土土器
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第 図 その他の弥生時代遺構の出土遺物

第 図 ＳＫ－205遺構図（Ｓ＝1/20）と出土遺物



0.8ｍの大形の井戸で、中層を中心に多数の土器が出土した。このうち第 層出土の土器 点を図示

する。第10図－ は複合口縁の壷で、四国系の影響を受けている。第10図－ は布留甕で、肩部に

刺突文を施す。いずれも布留 ・ 式の様相を示す。なお、グリーンタフ片 点がこの井戸内から

出土しており、本遺跡での玉製作時期を考える上で重要である。

このほか、 号墓直上の中世小溝から出土した銅鏃(第17図－ ）、布留 式の竪穴住居状の遺構

から出土した鉄斧（第17図－11）、布留 ・ 式の土坑ＳＫ－191から出土した又鍬・紡錘車（第18

図－ ・ ）、井戸ＳＫ－174から出土した掛矢状木製品（第18図－ ）を図示する。

．古墳時代後期の大溝と出土遺物

第11図－ ～12は須恵器で、 ～ がＳＤ－101、10～12がＳＤ－101と交差する河跡ＳＲ－103か

ら出土した。このほか、ＳＤ－106下層から滑石製の鏡形石製品 点（第17図－ ・ ）が、ＳＤ－

101上層から銅鏡 点（第17図－12）が出土した。

．古代の遺構と遺物

平安時代の地鎮遺構と井戸、鎌倉時代の土坑などを検出した。ＳＫ－10は調査区中央北で検出し

た地鎮遺構で、土師皿 点（第13図）とさし銭の状態で癒着した銅銭12枚が出土している。銅銭に

ついては、奈良文化財研究所のご協力でCTスキャン画像を撮影していただいた結果、大半の銘を判

読することができた（第14図）。890年初鋳の寛平大寳が含まれることから、 世紀末～10世紀初頭

頃の年代となる可能性が考えられる。

ＳＫ－17は、直径 ｍ、深さ1.6ｍの井戸で、中層から土師皿多数・黒色土器 点、下層から黒色

土器 点が出土した（第15図）。供献土器の可能性がある。

ＳＫ－16は方形プランの浅い土坑で、下駄と土師皿・甕等が出土した（第16図－ ～ ）。

ＳＸ－51は、調査地北端で検出した長方形の遺構で、北側に隣接する河川に直接繋がる溜め池の

ような性格が想定される。瓦器埦等が出土した（第16図－ ～ ）。

．まとめ

今回報告した資料は、重要な遺構・遺物に絞って整理作業をおこなったものの、滑石・グリーン

タフを素材とする玉製作関連遺物については後日再整理をおこなうことを期して勾玉未製品のみ報

告した。

なお、銅銭のCTスキャン画像・X線画像は独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所から

提供していただきました。

末筆ながら、実測作業にあたられた松笠千恵子氏・江浦至希子氏、銅銭と古代の土師器の分析に

多大なるご協力をいただいた松村恵司氏・小池伸彦氏・高妻洋成氏・尾野善裕氏・神野恵氏（独立

行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所）・三好美穂氏（奈良市教育委員会）、玉未成品について

ご教示をいただいた廣瀬時習氏（大阪府近つ飛鳥博物館）、古式土師器についてご教示をいただいた

青木勘時氏（上牧町教育委員会）をはじめとする皆様に深く感謝いたします。
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第10図 ＳＫ－179 遺構図（Ｓ＝1/80）と出土土器

第 図 ＳＤ－197出土土器
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第12図 地鎮遺構ＳＫ－10遺構図（左：Ｓ＝1/1,500、右：Ｓ＝1/20）

第11図 古墳時代中・後期の遺構（Ｓ＝1/1,500）とＳＤ－101・ＳＲ－103出土須恵器
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第14図 ＳＫ－10出土さし銭 CTスキャン・X線画像

初鋳年 判別文字

⑩

⑨

⑩

⑩

⑦

⑨

寛平大寳

貞観永寳

寛平大寳

寛平大寳

貞観永寳

長年大寳

890 年

870 年

890 年

890 年

848 年

870 年

「平」「大」

「平」「大」

「永」

「永」

「大」

「年」「長」

承和昌寳

不明

不明

不明
（承和昌寳？）

貞観永寳

⑥

⑨

○囲みの数字は、皇朝十二銭の中で何番目かを示す

835 年

870 年

「承」

「永」「貞」

--

--

--

第13図 ＳＫ－10出土土師器
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第16図 ＳＫ－16・ＳＸ－51出土遺物

第15図 ＳＫ－17遺構図（Ｓ＝1/40）と出土遺物
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第17図 出土石・金属製品
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第18図 出土木製品



唐古・鍵遺跡における花粉分析
株式会社古環境研究所

金原 正子
．はじめに
花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されてお

り、遺跡調査においては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。

しかし花粉などの植物遺体は、水成堆積物では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物

では分解されて残存していない場合もある。

．試料
分析試料は、第115次調査区より採取された試料22点である。
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第 図 第115次調査地位置図（Ｓ＝1/6,000）
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第 図 試料採取位置（Ｓ＝1/400）
第 表 試料一覧
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④④
⑦⑦ ⑪⑪ ⑰⑰

⑦⑦

⑨⑨

③③
⑤⑤

⑧⑧
⑩⑩

②②④④

⑦⑦
⑨⑨

⑨⑨
⑩⑩

⑫⑫

③③
④④

⑫⑫

⑩⑩

⑥⑥

第 図 試料採取層位



．方法
花粉の分離抽出は、中村（ ）の方法をもとに、以下の手順でおこなった。

）試料から ㎤を採量

）0.5％リン酸三ナトリウム（12水）溶液を加え15分間湯煎

）水洗処理の後、0.25㎜の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去

）25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置

）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸 ：濃硫酸 のエルドマ

ン氏液を加え 分間湯煎）を施す

）再び氷酢酸を加えて水洗処理

）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作製

）検鏡・計数

検鏡は、生物顕微鏡によって300～1000倍でおこなった。花粉の分類は同定レベルによって、科、

亜科、属、亜属、節および種の階級で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結

んで示した。同定分類には所有の現生花粉標本、島倉（1973）（ ）、中村（1980）（ ）を参照しておこ

なった。イネ属については、中村（1974・1977）（ ）を参考にして、現生標本の表面模様・大きさ・

孔・表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や類似種もあることからイネ属型とする。

．結果
（ ）分類群

出現した分類群は、樹木花粉35、樹木花粉と草本花粉を含むもの 、草本花粉29、シダ植物胞子

形態の計73である。これらの学名と和名および粒数を第 表に示し、花粉数が200個以上計数でき

た試料は、周辺の植生を復原するために花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムを第 図に示す。

なお、200個未満であっても100個以上計数できた試料については傾向をみるため参考に図示し、主

要な分類群は顕微鏡写真に示した。また、寄生虫卵についても検鏡した結果、 分類群が検出され

た。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕
マキ属、モミ属、ツガ属、マツ属複維管束亜属、スギ、コウヤマキ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒ

ノキ科、ヤナギ属、クルミ属、サワグルミ、ノグルミ、ハンノキ属、カバノキ属、ハシバミ属、ク

マシデ属－アサダ、クリ、シイ属、ブナ属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属、ニレ属

－ケヤキ、エノキ属－ムクノキ、アカメガシワ、ウルシ属、ニシキギ科、カエデ属、トチノキ、ブ

ドウ属、ノブドウ、アオイ科、グミ属、ミズキ属、モクセイ科、トネリコ属、タニウツギ属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕
クワ科－イラクサ科、バラ科、マメ科、ウコギ科、ゴマノハグサ科、ニワトコ属－ガマズミ属

〔草本花粉〕
ガマ属－ミクリ属、サジオモダカ属、オモダカ属、イネ科、イネ属型、カヤツリグサ科、イボク

サ、ミズアオイ属、ネギ属、タデ属、タデ属サナエタデ節、ギシギシ属、ソバ属、アカザ科－ヒユ

科、ナデシコ科、キンポウゲ属、カラマツソウ属、アブラナ科、ワレモコウ属、ツリフネソウ属、
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アカバナ科、チドメグサ亜科、セリ亜科、ナス科、ゴキヅル、タンポポ亜科、キク亜科、オナモミ

属、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕
単条溝胞子、ミズワラビ、三条溝胞子

〔寄生虫卵〕
回虫卵、鞭虫卵、カピラリア、不明虫卵

以下にこれらの特徴を示す。

①回虫 Ascaris lumbricoides
回虫は、回虫 Ascaris lumbricoides
比較的大きな虫卵で、およそ80×60鎖あり楕円形で外側に蛋白膜を有し、胆汁色素で黄褐色ない

し褐色を呈する。糞便とともに外界に出た受精卵は、18日で感染幼虫包蔵卵になり経口摂取により

感染する。回虫は、世界に広く分布し、現在でも温暖・湿潤な熱帯地方の農村地帯に多くみられる。

②鞭虫 Trichuris trichiura
卵の大きさは、50×30鎖でレモン形あるいは岐阜ちょうちん形で、卵殻は厚く褐色で両端に無色

の栓がある。糞便とともに外界に出た虫卵は、 ～ 週間で感染幼虫包蔵卵になり経口感染する。鞭

虫は、世界に広く分布し、現在ではとくに熱帯・亜熱帯の高温多湿な地域に多くみられる。

③カピラリア Capillaria sp.

主に鶏の小腸に寄生する毛体虫で、卵は大きさ形とも鞭虫卵に類似するが、両端栓状物がやや突

出しその幅は小さく卵殻もやや薄い。鶏の生食や不完全な調理で感染する。

④不明虫卵 Unknown eggs

卵の大きさは約75×40鎖で淡黄色、一端に小蓋があり、肝蛭に似るが小さい。

（ ）花粉群集の特徴

それぞれの地点において、下位より花粉構成と花粉組成の変化の特徴を記載する（第 図）。

）ＳＤ－101 中央アゼ北壁（試料 、 、11、17）

下部の試料17では、樹木花粉が60％を占め、コナラ属アカガシ亜属を主にスギ、イチイ科－イヌ

ガヤ科－ヒノキ科、ニレ属－ケヤキ、エノキ属－ムクノキ、シイ属、コナラ属コナラ亜属が伴われる。

樹木・草本花粉のクワ科－イラクサ科、草本花粉のイネ科（イネ属型を含む）がやや多く、ヨモギ

属、セリ亜科、カヤツリグサ科、ソバ属が出現する。試料11では、樹木花粉の占める割合が45％に

なり、コナラ属アカガシ亜属が半減し、ニレ属－ケヤキ、エノキ属－ムクノキが減少する。これよ

り上部にかけて樹木花粉の組成、構成に変化はほとんどない。草本花粉では、ガマ属－ミクリ属が

優占し、クワ科－イラクサ科が半減する。試料 では、草本花粉の占める割合がさらに増加し、ガ

マ属－ミクリ属、カヤツリグサ科が多くなる。試料 では、特徴的にイネ科（イネ属型を含む）が
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第 図－ 唐古・鍵遺跡における花粉ダイアグラム
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第 図－ 唐古・鍵遺跡における花粉ダイアグラム
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第 表 唐古・鍵遺跡における花粉分析結果



出現し、ガマ属－ミクリ属がほとんど検出されなくなる。

）ＳＤ－101Ｃ 北側アゼ西側（試料 、 、 、 ）

大きく上部と下部に分けられ、下部の試料 、 では、樹木花粉の占める割合が草本花粉より高

く、コナラ属アカガシ亜属、エノキ属－ムクノキを主にニレ属－ケヤキ、シイ属、イチイ科－イヌ

ガヤ科－ヒノキ科、スギが出現する。草本花粉では、イネ科（イネ属型を含む）が優占し、ヨモギ

属、アカザ科－ヒユ科などが低率に出現する。また、回虫卵、鞭虫卵が比較的高い密度で検出され

る。上部では、草本花粉の占める割合が高くなり、イネ科（イネ属型を含む）が卓越する。

）ＳＤ－102 アゼ北壁（試料 、 、 、10、12）

下部の試料12では、樹木花粉が78％を占める。エノキ属－ムクノキを主にコナラ属アカガシ亜属、

ニレ属－ケヤキ、スギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科が伴われる。草本花粉では、イネ科（イ

ネ属型を含む）が低率に出現する。また鞭虫卵、回虫卵がやや高い密度で出現する。試料10では、

シダ植物胞子、草本花粉の占める割合が増加し、イネ科（イネ属型を含む）が卓越する。試料 で

は、密度が極めて低く花粉、シダ植物胞子は検出されない。試料 、 では、花粉の組成構成とも

に類似した出現傾向を示す。樹木花粉では、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、スギがやや多く、
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コナラ属アカガシ亜属、クリ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、ニレ属－ケヤキなどが伴われる。ク

ワ科－イラクサ科もやや多く、イネ科（イネ属型を含む）を主にカヤツリグサ科、セリ亜科、ヨモ

ギ属が低率に出現する。試料 の方が樹木花粉の割合が高い。

）ＳＤ－201 調査区北壁（試料 、 ）

試料はいずれも極めて類似した出現傾向である。樹木花粉より草本花粉の占める割合がやや高く、

イネ科（イネ属型を含む）が優占しヨモギ属が、カヤツリグサ科が伴われる。樹木花粉では、コナ

ラ属アカガシ亜属、を主にイチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、スギ、シイ属などが出現する。

）ＳＤ－103 北側アゼ北壁（試料 、 、 、10）

下部の試料10では、樹木花粉より草本花粉の占める割合がやや高く、イネ科（イネ属型を含む）、

ヨモギ属、クワ科イラクサ科が比較的多い。樹木花粉では、コナラ属アカガシ亜属を主にスギ、イ

チイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、シイ属などが出現する。試料 では、樹木花粉と草本花粉の占め

る割合がほぼ同じになり、コナラ属アカガシ亜属など要素が増加し、ヨモギ属が減少、イネ科（イ

ネ属型を含む）が増加する。試料 では、草本花粉のイネ科（イネ属型を含む）が益々増加する。

試料 では、シダ植物胞子が増加する。

）ＳＤ－154 調査区西壁（試料 、10、12）

下部の試料12では、樹木花粉の占める割合が高く、コナラ属アカガシ亜属、エノキ属－ムクノキ、

イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、スギ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、クリなどが出現する。草

本花粉のイネ科（イネ属型を含む）、クワ科－イラクサ科が出現する。試料10では、密度が極めて低

く、花粉は検出されない。試料 では、草本花粉の占める割合が高くなり、イネ科（イネ属型を含

む）が卓越し、アブラナ科が伴われる。

．花粉分析から推定される植生と環境
（ ）ＳＤ－101 中央アゼ北壁（試料 、 、11、17）

下部（試料17）の層準では、周囲は比較的樹木が多く、コナラ属アカガシ亜属を主とする照葉樹

が基本的には優占し、ニレ属－ケヤキ、エノキ属－ムクノキ、コナラ属コナラ亜属などの落葉広葉

樹も生育する。スギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科などの針葉樹は、やや遠方に分布していた。

周囲には人為環境に多いクワ科－イラクサ科、イネ科を主にヨモギ属、セリ亜科、カヤツリグサ科

の草本が生育する。栽培植物のソバ属が検出され、周囲にソバの畑が分布していた。

試料11、 の層準では、ガマ属－ミクリ属が多くなり、溝内に繁茂したとみなされる。周辺では

コナラ属アカガシ亜属を中心にニレ属－ケヤキ、エノキ属－ムクノキの樹木が減少する。

試料 の層準では、イネ科（イネ属型を含む）が増加し、周囲では水田を含む人為環境がより拡

大した。

（ ）ＳＤ－101Ｃ 北側アゼ西側（試料 、 、 、 ）

下部の試料 、 の層準では、周囲にはコナラ属アカガシ亜属、エノキ属－ムクノキの樹木と水

田などのイネ科の多く生育する人為地が分布していたとみなされる。回虫卵、鞭虫卵が比較的高い

密度で検出され、ヒトが密度高く居住し、溝にはヒトの排泄物が投棄されるか流れ込んでいた。

上部の試料 、 では、イネ科の草本が極めて増加し、樹木の生育域が開墾などで縮小し、水田
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を含む人為環境が大きく拡大する。

（ ）ＳＤ－102 アゼ北壁（試料 、 、 、10、12）

下部の試料12層準では、エノキ属－ムクノキを主に樹木が多く、エノキ属－ムクノキは適湿地の

二次林であり、当初周辺には二次林が分布していた。また、鞭虫卵、回虫卵がやや高い密度で出現

し、近接してヒトが密度高く居住し、溝にはヒトの排泄物が投棄されるか流れ込んでいたと推定さ

れる。

試料10の層準では、イネ科（イネ属型を含む）が卓越し、周辺はイネ科を主とする草本が生育し、

人為性の高い環境となる。試料 では密度が極めて低くなり、堆積速度が速い可能性が推定される。

上部の試料 、 の層準になると、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、スギがやや多くなり、こ

れらはやや遠方要素と考えられ、周辺には草本や樹木の密度の低い裸地の多い状態が考えられる。

周辺には樹木では、コナラ属アカガシ亜属、クリ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、ニレ属－ケヤキ

などの樹木、クワ科－イラクサ科、イネ科、カヤツリグサ科、セリ亜科、ヨモギ属の草本が分布す

る。

（ ）ＳＤ－201 調査区北壁（試料 、 ）

イネ科（イネ属型を含む）が優占し、周辺には水田を含む人為地が広がっていたと推定される。

樹木では周辺にコナラ属アカガシ亜属が分布し、遠方にはスギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科

などの針葉樹が分布していた。

（ ）ＳＤ－103 北側アゼ北壁（試料 、 、 、10）

下部の試料10、 の層準は、イネ科（イネ属型を含む）を主にヨモギ属、クワ科イラクサ科が比

較的多く分布し、上位に向かい草本は増加する。樹木ではコナラ属アカガシ亜属などの照葉樹とス

ギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科などの針葉樹が分布する。

試料 、 の層準では、イネ科（イネ属型を含む）が増加し、草本の多い環境が拡大し、水田な

ど人為環境が拡大したとみなされる。

（ ）ＳＤ－154 調査区西壁（試料 、10、12）

下部の試料12の層準では、コナラ属アカガシ亜属、エノキ属－ムクノキ、イチイ科－イヌガヤ科

－ヒノキ科、スギなど照葉樹、落葉樹、針葉樹など樹木が多い。上部の試料 、10の層準では花粉

密度が極めて低く、堆積速度が速い可能性がある。

試料 では、イネ科が極めて多くなり、アブラナ科も伴われ、草本の多い人為環境が拡大する。

．まとめ
各溝において、下部にあたる第Ⅱ様式、第Ⅲ様式から第Ⅳ様式の時期にかけて、エノキ属－ムク

ノキの二次林要素の樹木が多く、比較的近隣に分布し、ＳＤ－101ＣやＳＤ－102、ＳＤ－154では特

に多い。第Ⅳ様式から第Ⅴ様式、第Ⅵ様式、庄内式期にかけては、イネ科やイネ属型が多くなり、

水田を含むイネ科の多い植生が分布する。ＳＤ－102の上部では、周辺は裸地が多くなったと推定さ

れた。
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写真 唐古・鍵遺跡の花粉



唐古・鍵遺跡第58次調査から出土した動物遺存体
北海道大学総合博物館

江田 真毅
大阪市立大学大学院医学研究科

安部みき子
東海大学海洋学部

丸山 真史
田原本町教育委員会

藤田 三郎
．はじめに
唐古・鍵遺跡では多数の動物遺存体が出土しており、これまでに魚類、両生類、哺乳類の一部に

ついて報告されており、当遺跡一帯の環境復元や集落における動物利用について、徐々に明らかに

なりつつある。

今回報告する唐古・鍵遺跡第58次調査出土の弥生時代の動物遺存体のうち、種類や部位などを同

定したものは魚類 点、両生類10点、鳥類14点、哺乳類168点である。特筆されるのは、第58次調査

において弥生時代中期の遺構からニワトリが出土していることである。管見の限り日本国内で最古

級の家禽の利用となり、注目に値する。以下では、第58次調査の概要および出土した動物遺存体に

ついて報告する。 （丸山）

．第58次調査の概要
（ ）調査の概要

唐古・鍵遺跡の調査は、2015年12月現在、117次を数える。これまでの調査から唐古・鍵遺跡は、

弥生時代の拠点的な大環濠集落であることが判明している。また、検出された遺物は多種多様で膨

大な量になっている。

今回報告する動物骨は、唐古・鍵遺跡の第58次調査の区画溝や井戸等の各遺構から出土したもの

である。本調査地は、唐古・鍵遺跡の西部を南北に縦断する国道24号の西側沿線で、大字鍵字垣内

281番1にあたる。店舗付賃貸住宅の建築に伴う事前調査として、1995年 月17日～ 月28日にかけ

て実施した。調査面積は、東西20ｍ、南北6.6～7.6ｍの138㎡、遺物は遺物箱180箱である。

本調査地は、唐古・鍵弥生集落の西地区にあたり、周辺約30ｍの範囲内では第16・73・81・92・

102次と比較的多くの調査を実施している。この西地区の微高地は、弥生集落の西半部を占め、東半

部にある北地区や南地区の微高地と比して大きい。この西地区の微高地は、南南西から北北東方向

に主軸をもつもので大きく、北部・中央部・南部の つに分けることができる。今回の第58次調査

地は、その中央部と南部の境界部分にあたり、後述するように両者を区画する溝が検出されている。

調査では、下記に示すとおり弥生時代前期から後期までの土坑や溝、柱穴と中世の大溝や土坑を

検出した。弥生時代の遺構は集落内の居住関係の遺構、中世は「唐古南氏居館」関係の遺構と考え

られる。ここでは、報告する動物骨が出土した弥生時代の遺構を中心に述べるが、これら弥生時代
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第 図 第58次調査地位置図（遺跡全体：Ｓ＝1/5,000、第58次調査周辺：Ｓ＝1/1,500）



の遺構は中世遺構に多くを削り取られており、良好な部分は半分程度となっている。動物骨は、残

存した遺構の下部の粘土層を中心とする土層から出土している。

弥生時代前期 （大和第Ⅰ様式）：木器貯蔵穴 基・小土坑・柱穴・大溝 条

弥生時代中期初葉（大和第Ⅱ様式）：大溝 条・落ち込み 条

弥生時代中期中葉（大和第Ⅲ様式）：木器貯蔵穴 基・小溝

弥生時代中葉後葉（大和第Ⅳ様式）：井戸 基・土坑

弥生時代後期初葉（大和第Ⅴ様式）：井戸 基

鎌倉～室町時代 ：土坑 基・大溝 条

（ ）弥生時代の主要遺構の概要

弥生時代前期
ＳＫ－201 調査区の西北で検出した楕円形を呈する大型の穴である。主軸は東南東－西北西方向

にあるが、土坑上面の南肩はＳＤ－51に、東半はＳＫ－51の中世遺構に削平され、3/4を失ってい

る。推定規模は長軸3.3ｍ、短軸2.4ｍ、深さ1.1ｍを測る。堆積は大きく二分され、上層は灰褐色砂

質土等、下層は暗灰青色微砂等で形成され約0.7ｍの厚さを有する。下層は黒色粘土、灰色粘土等の

ブロックが混在することから、人為的に埋められた可能性が高い。遺物は上層と下層の間で広鍬の

未成品が 点、上層内からはややまとまって土器が出土している。時期は大和第Ⅰ－ 様式で最も

古い。遺構の形態や遺物の出土状況から木器貯蔵穴と推定される。

ＳＤ－201 調査区の西南隅で検出した大溝で、東南東－西北西方向に主軸をもつ。溝の上面は

ＳＫ－115やＳＤ－106に切られ、正確な規模は不明である。推定溝幅2.5ｍ、深さ ｍを測る。溝の

堆積は大きく 層に分層でき、上層は暗灰黄色粘質土・中層は黄灰色微砂～暗褐色粗砂・下層は黒

褐色粘土等で構成されている。遺物は下層から木製容器 点・手斧柄などが出土しているが、全体

に遺物は少ない。時期は大和第Ⅰ－ 様式である。集落内部を区画する溝と考えられる。

弥生時代中期
ＳＤ－106Ｂ･106 調査区の西南隅で延長15ｍにわたって検出した大溝で、今回の調査の弥生時

代の遺構としては、最も主要な遺構である。前述ＳＤ－201の北側にほぼ平行するように（東南東－

西北西方向）、すなわち、前期のＳＤ－201の北側の肩を一部壊しながら掘削しているが、また、逆

にこの大溝の大半は後述する中世大溝ＳＤ－51に重複するように掘削・破壊されており、本溝の上

層の残存状況はかなり悪い。溝の堆積状況から再掘削されていると判断され、最初の掘削溝ＳＤ－

106Ｂは（取上層位：第 ～10層）は大和第Ⅱ－ ・ 様式の土器を主体とし、再掘削溝ＳＤ－106

は（取上層位：第 ～ 層）は大和第Ⅱ－ 様式を主体とし、部分的に大和第Ⅱ－ ・ 様式の土

器が混在する状況にある。このような状況であるが、大和第Ⅱ様式期に収まる遺構と判断して良い。

規模は当初の溝が幅約 ｍ、深さ1.3ｍ、再掘削は推定幅 ｍ、深さ0.9ｍを測る。当初の溝は灰黒色

粘土、再掘削の溝は暗灰褐色粘砂層（植物腐食土層）等で構成されており、後者の土層からは大量

の土器のほか、容器片、鍬片、笊、板材、骨針・報告する獣骨類が出土している。この大溝はその

位置関係から第16次調査のＳＤ－102と考えられる。

ＳＫ－101 調査区の西南で検出した大型井戸である。井戸の北半はＳＤ－51によって大きく削
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第 図 遺構変遷図（Ｓ＝1/200）



られ失われている。また、大溝ＳＤ－106の南肩を壊している。平面形態は楕円形で､逆台形の断面

形態を呈すると思われる。長軸推定2.8ｍ、短軸2.3ｍ、深さ1.35ｍを測る。堆積は下層の黒褐色粘砂、

中層の灰黒色砂質土等が埋積した後、再掘削され灰黒色粘質土（上層）が堆積する。遺物は最下層

から石小刀、上層下位から土器片がまとまって出土した。時期は大和第Ⅳ－ 様式である。

ＳＫ－107 調査区のほぼ中央で検出した楕円形の平面プランの井戸である。井戸の南半はＳＤ

－51に削られている。長軸1.1ｍ、短軸0.65ｍ、深さ0.75ｍを測る。ただし、井戸の下部は、壁の細

砂層が崩落したため袋状になっている。井戸の底面には直径 ㎝、深さ ㎝のピットがあり、井戸

に覆い屋があった可能性がある。また、この井戸と関連するかどうか不明であるが、井戸の北側に

は人頭大の平たい石がある。井戸の埋土は黒灰色粘質土、暗褐色砂質土等で構成されている。時期

は大和第Ⅳ－ 様式である。

弥生時代後期
ＳＫ－109 調査区の中央やや西側で検出した井戸である。井戸の上面と南半は、中世のＳＫ－

51とＳＤ－51によって削られている。このため、規模は正確におさえられないが、直径1.1ｍ、深さ

1.1ｍ前後と推定される。埋土は、下層が暗灰色粗砂、中層が灰黒色粘砂層、上層が黒灰色粘土で構

成される。遺物は中層から多く出土したが、おもに木材と土器片である。時期は大和第Ⅴ－ 様式

である。

ＳＫ－110 調査区の南端中央で検出した井戸である。この井戸は、ＳＤ－106の南肩の一部を壊

して掘削されている。平面形態は楕円形を呈すが、本来は円形で北西側に楕円形の立ち上がり部が
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第 図 調査区西壁断面図（Ｓ＝1/50）
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第 図 ＳＫ－101平面図および北壁断面図（Ｓ＝1/30）



ついたものと考えられる。断面は上部が広がるが円筒状である。長軸の現長1.4ｍ、短軸復元推定0.7

ｍ、深さ ｍを測る。埋土は基本的に黒色粘土の水平堆積であるが、最下層は砂混じり、下層は木

片を含み、中層は柔らかい土質をしている。最下層から完形の短頸壷が出土した。時期は大和第Ⅴ

－ 様式である。

（ ）まとめ

本調査において、主要遺構となるＳＤ－106Ｂ･106は、調査地東側20ｍの第16次調査で検出したＳ

Ｄ－102、さらに東100ｍの第77次調査のＳＸ－3101に接続すると思われる。また、反対方向にあた

る西側20ｍの第73次調査のＳＤ－106に繋がると推定されることから、本溝の総延長は190ｍとなる。

この大溝は、東南東から西北西方向にほぼ直線的に掘削されており、この溝とほぼ並走する大溝も

近くに存在することから南地区の北辺を区画するとともに、西地区の中央部と南部も区画すると考

えられる。いずれにしても本溝内には多量の遺物が投棄されていることから、居住区内の排水路的

な役割があったのであろう。 （藤田）

．動物遺存体の概要
以下では、出土した動物遺存体の各種について、出土量やそれぞれの特徴について記載する。今

回、出土した動物遺存体は第 表に種名を示す。
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第 表 種名表



（ ）魚類

硬骨魚類が計 点出土した。ＳＤ－106Ｂの第10層からコイの前頭骨（右）、主鰓蓋骨（左）が各

点である。大きさは、いずれも体長20㎝程度と推定される。 （丸山）

（ ）両生類

種を同定できないカエル亜目が、ＳＤ－106から 点、ＳＤ－106Ｂから 点、計 点が出土した。

骨の大きさは小型種のもので、ニホンヒキガエル程度の大きさのものは出土していない。ＳＤ－106

からは椎骨 点、肩甲骨（左）、上腕骨（右）、大腿骨（左）、腸骨（右）、脛・腓骨が 点ずつ、Ｓ

Ｄ－106Ｂからは腸骨（右）が出土した。 （安部）

（ ）鳥類

ＳＤ－106から13点、廃土から 点、計14点が出土した。安部の所有する比較骨標本との肉眼比較

で同定した結果、分析対象としたすべての骨で目以上を単位とした同定ができた（第 表）。キジ科

（キジとニワトリを含む）、カモ科（カモ亜科）、スズメ目が確認された。

キジ科はＳＤ－106第 層から 点、廃土から 点の計10点が出土した。江田・井上（ ）の基準か

ら、ＳＤ－106出土の足根中足骨は内側足底稜がないことからニワトリと同定された（第 図－ ）。

この足根中足骨には距突起が確認されている。また、ＳＤ－106出土の大腿骨では大転子含気窩が確

認されずニワトリもしくはヤマドリと同定できた（第 図－ ）。この大腿骨は両骨端の形成が不完

全な若鳥の骨であった。このほかにも寛骨 点（最少部位数は ）で、骨端の癒合していないキジ

科資料が認められている。一方、廃土から出土した大腿骨は大転子含気窩があるキジと同定できる

資料であり（ ）、火を受けて白色化していた。前述の足根中足骨とニワトリもしくはヤマドリの大腿

骨はミカドキジの標本より大きい資料、ＳＤ－106出土の大指基節骨は同標本とほぼ同大の資料、他

はアカヤマドリとほぼ同大の資料であった。

スズメ目はＳＤ－106の第 層から 点、第 層から 点の計 点が出土した。すべてトラツグミ

標本よりかなり小さい資料であった。

カモ亜科はＳＤ－106第 層から脛足根

骨が 点検出された。オナガガモより小さ

い資料であった。いずれの分類群でも、明

瞭な解体痕や加工痕、骨髄骨様の交織骨は

認められなかった。（江田）

（ ）哺乳類

小型哺乳類
種まで同定できた小型哺乳類は 科13点

であり、遺構・部位別の出土量を第 表に

示した。

ＳＤ－106から出土した哺乳類はニホンノ
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ウサギ10点、アカネズミを含むネズミ科 点、ホンドキツネとホンドテンが各 点である。ニホン

ノウサギの下顎骨の大きさは、安部が所有する現生標本とほぼ同大であった。ネズミ科の骨は出土

数が多かったが種の同定が可能な下顎骨と臼歯が遺存していたものはアカネズミの 点のみであっ

た。しかし、同定できなかったネズミの出土骨は全て小型種の大きさで、大型種のイエネズミに匹

敵する大きさの骨は出土していない。また、ノウサギの上腕骨、腰椎、尺骨と踵骨ならびにテンの

肩甲骨が焼けた状態で出土している。これらの焼骨も他の骨と同様にＳＤ－106から出土している。

ＳＫ－101からはニホンザルの左大腿骨が 点のみ出土し、小転子の下方で切断されていた。ニホ

ンザルが出土した遺構は大和第Ⅳ－1様式であり、ＳＤ－106から出土した動物遺存体とは時期が異

なっている。 （安部）

大型哺乳類
大型哺乳類は種類を同定したものがイノシシ類とシカであり、計152点を数える（第 表）。これ

ら種同定したもの以外に、破片の大きさからイノシシ類あるいはシカと思われる破片が53点出土し

ている。

イノシシ類は、ＳＤ－106から頭蓋骨10点、椎骨 点などが計58点出土しており、乳歯段階の顎骨

や骨端が癒合していない幼獣が多数含まれる。また、下顎骨、椎骨、四肢骨などに解体痕が、頭蓋

骨や寛骨などにイヌと思われる咬痕が見られる。ＳＤ－106Ｂから頭蓋骨 点、椎骨 点などが計34

点出土しており、骨端が癒合していない幼獣が含まれる。また、四肢骨には解体痕や肉を削いだ痕

跡が見られる、椎骨のうち 点の第 頸椎には叩き切ろうとした深い傷が見られる。ＳＤ－201から

上腕骨、大腿骨 点ずつなどが計17点出土した。四肢骨の大部分は、骨端が癒合していない幼獣で

あり、橈骨に解体痕がみられる。ＳＫ－101から遊離歯 点、寛骨 点などが計14点出土しており、

遊離歯のうち 点は加工痕が見られるメスの犬歯である。また、左尺骨には刃物による解体痕が、

踵骨には解体痕とイヌと思われる咬痕が見られる。ＳＫ－107から尺骨、指骨が各 点、計 点が出

土した。ＳＫ－109から遊離歯、中手骨が各 点、計 点が出土した。ＳＫ－110から、距骨が 点

出土した。ＳＫ－111から、上腕骨が 点出土した。ＳＫ－114から肋骨、脛骨が 点ずつ、計 点

が出土した。いずれも骨端が癒合していない幼獣である。ＳＫ－201から椎骨、中足骨が 点ずつ、計

点が出土した。

シカは、ＳＤ－106から椎骨 点、上腕骨 点などが計10点出土しており、骨端が癒合していない

幼獣を含む。上腕骨や距骨に解体痕や肉を削いだ痕跡がみられ、寛骨には穴が穿たれている（第

図－ ）。また、尺骨は被熱して褐色を呈する。この穴の平面形態は隅丸の三角形を呈し、7.5×6.3

㎜の大きさである（第 図－ ）。ＳＤ－106Ｂから上腕骨と椎骨が各 点、計 点が出土しており、

いずれにも解体痕が見られる。ＳＫ－101から、枝角、大腿骨などが各 点、計 点が出土した。枝

角は被熱して褐色ないし黒色を呈する。また、大腿骨は螺旋状に破損しており、イヌと思われる咬

痕が見られる。ＳＫ－109から枝角が 点出土しており、加工品であるが、機能や用途は明らかでな

い。ＳＫ－110から下顎骨、橈骨などが各 点、計 点が出土した。橈骨は被熱して黒色を呈する。

（丸山）
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．考察

唐古・鍵遺跡第58次調査で出土した動物は、魚類のコイ、両生類のカエル類、鳥類のニワトリを

含むキジ科、カモ科、スズメ目、哺乳類のニホンノウサギ、アカネズミを含むネズミ科、ホンドギ

ツネ、ホンドテン、イノシシ類、シカである。これらの大部分は区画溝であるＳＤ－106およびＳＤ

－106Ｂから出土しており、食用となるものが多い。

出土した破片数では哺乳類が大部分を占め、イノシシ類が卓越する。小型哺乳類ではニホンノウ

サギが比較的多い。大型哺乳類と比較すれば少数に留まるが、その毛皮は貴重な資源であったと考

えられる。ＳＤ－106・106Ｂから出土したイノシシ類とシカの量比はおよそ ： であり、イノシ

シ類が圧倒する。イノシシ類は乳歯段階の顎骨や、骨端部が癒合していない四肢骨を多く含み、約

半数が幼獣のものである。唐古・鍵遺跡のイノシシ類は大部分がブタであることや（ ）、家畜化を示

す個体が含まれることが指摘される（ ）。当資料に含まれる頭蓋骨や下顎骨などは破片ばかりで、形

態によって野生イノシシとブタを区別することは困難である。しかし、池上・曽根遺跡において幼

若獣が多いことによって飼養個体の存在が指摘されるように（ ）、当資料中にも飼養個体が含まれる

可能性がある。

ＳＤ－106から出土したシカの寛骨に見られる穿孔は、平面形がシカの中手骨や中足骨を素材とす

る刺突具や骨鏃の断面形に酷似している。石鏃が刺さった場合に扁平な菱形の断面形を呈するのと

は異なる。傷を負ってなお、生存していた場合にみられる傷の周囲の骨増殖は生じていない。深い

傷であるが、穿孔部位は寛骨であるため、致命傷とは考えにくい。しかし、後肢の動きの妨げとな

り、捕獲されたのであろう。このほかにＳＤ－106・106Ｂから出土したイノシシ類やシカの骨には

解体痕が多くみられる。同じ奈良盆地に位置する縄文時代の橿原遺跡から出土したものに比べ、解

体痕が確認できる頻度が高いように思われる。このことは金属器の使用と関連しており、金属器は

石器より鋭く切れるため、骨に傷がつきやすくなった結果と捉えたい。

今回の資料で最も注目されるのは、弥生時代中期に比定される区画溝からニワトリの骨が出土し

たことである。弥生時代のニワトリの骨はこれまでに唐神遺跡（長崎県壱岐市：中期～後期）、原ノ

辻遺跡（同：中期～後期）、酒見貝塚（福岡県福岡県大川市：後期）、塚崎東畑遺跡（福岡県久留米

市：中期～後期）、朝日遺跡（愛知県清洲市および名古屋市西区：後期）から報告されている（ ）。

また、宮ノ下遺跡（大阪府東大阪市）でも明らかなニワトリの脛足根骨が弥生時代中期末～古墳時

代中期の包含層で、ニワトリの可能性のある大腿骨が弥生時代中期の包含層で検出されている（ ）。

日本ではこれまで縄文時代の遺物包含層からの確実な出土例はないため、ニワトリは弥生時代に弥

生的要素の一つとして日本に導入されたと考えられてきた（ ）。一方で、これまでの検出例では弥生

時代中期と後期の遺物が混在する包含層や遺構から出土していたため、弥生時代のいつごろからニ

ワトリが日本で利用されていたのかは特定できていなかった。今回ニワトリと同定した足根中足骨

は、共伴遺物から弥生時代中期（大和第Ⅱ－ 様式）に特定できる区画溝から出土したものである。

日本へのニワトリの導入が弥生時代中期まで遡ることを示す貴重な資料といえる。

今回確認された足根中足骨でも距突起が認められた。弥生時代の遺跡からはこれまでに唐神遺跡

で 例、朝日遺跡で 例ニワトリの足根中足骨が検出されており、そのすべてで発達した距突起が
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認められている（ ）。ニワトリの距突起は基本的に雄に特異的に形成される構造であるため、これら

の足根中足骨は雄のものと考えられる。これは江田（10）の指摘した性別の顕著な雄への偏りを補強

するデータといえる。また、唐古・鍵遺跡出土の足根中足骨の近位端幅（BP）と全長（GL）（11）を

唐神遺跡や朝日遺跡出土の弥生時代のニワトリ、自然環境下で捕獲された「野生セキショクヤケイ」、

動物園や実験施設で飼育されていた「飼育セキショクヤケイ」およびさまざまな品種の「ニワトリ」

と比較すると、そのサイズ・プロポーションは朝日遺跡出土のニワトリと極めてよく類似していた

（第 図）。唐古・鍵遺跡で利用されたニワトリも、江田（12）が弥生時代のニワトリの特徴として指

摘した「体サイズはセキショクヤケイと類似しており、家畜化は「飼育セキショクヤケイ」よりわ

ずかに進展していた程度」によく合致しているといえる。

キジ科の資料として、骨端が未癒合もしくは骨端の形成が不完全な大腿骨と寛骨が出土したこと

も注目すべき結果といえる。とくに大腿骨は大転子含気窩のないヤマドリもしくはニワトリの骨で

あった。仮にこれらの骨がニワトリのものであれば、唐古・鍵遺跡では弥生時代中期にすでにニワ

トリの繁殖がおこなわれていたことになる。今後、コラーゲンタンパク分析、古代DNA分析を実施

して、これらの骨がニワトリのものかを検討する必要があるだろう。 （江田・安部・丸山）

．おわりに
今回は、唐古・鍵遺跡第58次調査で出土した動物遺存体について、各種の同定結果を報告した。

これまで唐古・鍵遺跡の動物遺存体について、特定の分類群について報告されてきたが、各遺構に

おける動物種構成を明らかにする最初の報告となる。第58次調査で検出した区画溝ＳＤ－106・106

Ｂからは多数の動物遺存体が出土しており、魚類、両生類、鳥類、哺乳類を確認した。大部分は食

料残滓と考えられるが、毛皮や羽毛、骨や角もまた資源として利用されたであろう。特筆されるの

は、弥生時代中期と比定されるニワトリの出土であり、初期的な家禽の飼育を物語る貴重な資料で

ある。一方、従来から注目されるブタの家畜化については、当資料から詳細を知るには不十分であっ

た。今後、家畜・家禽を含む動物利用を他地点の資料と比較検討する必要がある。 （丸山）
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SK－101 全景 SK－101 動物遺存体出土状況

第 図
第 図 ＳＤ－106出土のニワトリ足根中足骨 と

キジ科幼鳥大腿骨 バー： ㎝

第 図 弥生ニワトリ資料および現生ニワトリ
標本の足根中足骨近位端幅と最大長の
散布図

「飼育セキショクヤケイ」は動物園などでセキ
ショクヤケイとして飼育されている個体、「ニワト
リ」は現在の様々な品種のニワトリを示す。江田
（2016）に加筆して作成。



唐古・鍵遺跡の散乱人骨における形態学的所見と
炭素・窒素同位体分析

東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室

米田 穣
大阪市立大学大学院医学研究科

安部みき子
東海大学海洋学部

丸山 真史
田原本町教育委員会

藤田 三郎
．はじめに
奈良県磯城郡田原本町に所在する唐古・鍵遺跡は奈良盆地中央に位置する環濠集落として古くか

ら知られ、数多くの人工遺物に加え、動植物の遺存体や人骨が出土している、弥生時代を代表する

遺跡のひとつである。本研究ではこれまで報告のない散乱人骨について報告し、その中に残存する

コラーゲンの炭素・窒素同位体比から、当時の人々が利用したタンパク質を推定することで、これ

まで分析事例の限られている弥生時代の稲作農耕民の食生態の実態について検討した。

古人骨の様々な分析から、当時の人々の生活や健康について研究する骨考古学が日本先史時代に

ついても盛んに応用されるようになり、考古学との協働で成果を上げている。しかし、弥生時代に

ついては、海浜の墓地遺跡である土井ヶ浜遺跡や北九州の甕棺墓人骨など、その報告例は少ない（ ）。

とくに、社会の複雑化がすすみつつあった弥生時代において、環濠集落から出土した古人骨の分析

事例は報告されていない。そこで、本研究では、唐古・鍵遺跡から出土した木棺に埋葬された人骨

と、動物骨などとともに遺棄された散乱人骨から有機物コラーゲンを抽出して、炭素・窒素同位体

比を比較した。一括遺物を分析対象とする考古学に対して、古人骨を研究対象とする骨考古学では

個人に関する情報を得ることができるので、社会・集団における個人差を議論することが可能とな

り、社会の複雑化と生活の多様化を明らかにできる可能性があり、弥生文化研究によっても有意義

なアプローチであると期待される。

これまでに人類学的な研究の対象とされる資料は、埋葬されており比較的保存状態のよい人骨が

中心であり、個体情報が少ない散乱人骨では研究があまりおこなわれてこなかった。唐古・鍵遺跡

でも埋葬人骨は上述の木棺に納められた 個体のみであり、個人差や社会・集団について議論する

には十分ではない。そこで、本研究では動物骨のなかに含まれていた散乱人骨にも着目し、同位体

分析の対象とした。

．唐古・鍵遺跡での墓関係資料
唐古・鍵遺跡は、弥生時代前期から古墳時代前期まで継続する大規模集落で、基本的には居住関

係の遺構を中心に検出している（第 図）。特に中期以降は大規模な多重環濠によって集落の内と外
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第 図 唐古・鍵遺跡調査地位置図（Ｓ＝1/5,000）



が顕在化し、弥生時代墓制の中心となる方形周溝墓は、集落から離れて墓域を形成することになる。

遺跡の北北西500ｍの清水風遺跡（ ）、北東400ｍの法貴寺北遺跡（ ）、南方600ｍの法貴寺斎宮前遺

跡（ ）、 ㎞の阪手東遺跡（ ）で検出された方形周溝墓は、唐古・鍵遺跡の弥生時代中・後期の墓域

として推定できるものである。しかしながら、近年の調査では集落の縁辺にも方形周溝墓が存在す

ることが明らかになってきた。従来の調査でもその手かがりが少しあったわけであるが（ ）、第91次

調査（集落南東端／大和第Ⅱ－ 様式）（ ）や第115次調査（集落北西端／大和第Ⅱ－ ～Ⅲ－ 様

式）（ ）からほぼ確実となってきたのである。これら方形周溝墓は、大環濠が掘削された直後頃まで

築造され、それ以降は集落から離れた場所へと変遷していったと考えられる。第91次調査地の南側

の第 次調査（ ）においても弥生時代前期の方形周溝状の遺構が検出されていることから、墓域の

形成は前期に遡る可能性がある。以上のことから、唐古・鍵遺跡の墓域は、前期から中期初頭は集

落の縁辺、中期中頃から古墳時代前期には集落から離れた地域で基本的には形成されることになる。

ただし、後期後半から古墳時代初頭の環濠埋没時には一部、方形周溝墓の築造がみられる。

この他、方形周溝墓以外の成人墓としては、北地区（集落北東部）の第23次調査で木棺墓 基

（大和第Ⅱ－ 様式？）（10）、南地区（集落南端）の第33次調査で土壙墓 基（大和第Ⅲ－ 様式）（11）

が検出されており、成人墓は環濠帯からその外側に造られ、同時期としては居住区とは重複しない

傾向がある。これに対し、小児墓とみられる土器棺墓は、中期後半～庄内期のもので、居住区内の

各所で17基ほど検出している。これらのなかで人骨が検出されたのは第23次調査の木棺墓のみである。

今回報告する人骨は、第23次調査の木棺墓の人骨を除き、原位置を留めるものはなく、他の遺物

と混在して出土した散乱骨である。しかし、唐古・鍵遺跡の墓域形成には前述したような傾向がみ

られることから、これら散乱骨の一部の由来についてはある程度推測が可能である。

．分析試料と方法
今回分析した人骨資料は1985年度の第23次発掘調査において発見された 基の木棺に納められて

いた 号人骨・ 号人骨と（12）、溝や土坑などの遺構から動物骨とともに回収された散乱人骨から採

取した。散乱人骨については、これまで報告がなされていなかったので、本稿において、動物骨か

ら丸山が抽出し、安部が分担して形質人類学的な観察をおこなった。その形態学的な所見は以下の

通りである。

炭素同位体分析をおこなった人骨は、第23・74・79・91次と第93次調査から出土したものである

（第 表）。成人の頭骨片が第79・91次（第 ・ 図）と第93次調査のものであり、第23次調査のも

のは咬耗のある上顎第 大臼歯であった。また、第74次調査では両骨端が破損している成人の脛骨

が出土しており、脛骨の扁平度を示す扁平示数が66.7で中脛であった。第23次調査からは上顎の第

乳切歯が 点出土し、歯根の吸収と咬耗の程度から、 歳前後と推定された。第91次調査では頭

骨片が多数出土しているが、いずれも重複する部位は無く、接合する骨片もみられた。

続いて米田が分担して、炭素・窒素同位体比の前処理ならびに測定を下記の手順で実施した。ま

ず、前処理は、酸・アルカリ・酸処理につづいて、ゼラチン化をおこなって、生体に由来するタン

パク質（コラーゲン）を回収することを試みた（13）。まず、サンドブラストおよび純水中10分間の超

音波洗浄で表面に付着した汚染物質を除去した。今回分析した資料のいくつかには取り上げの際に
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固化剤が塗布されたものがあったので、アセトンと水で交互に超音波洗浄をおこなって、薬剤を除

去した。つづいて、0.2MのNaOHで16～18時間アルカリ処理することで、土壌に由来する有機物を

除去した。純水で ～ 時間洗浄して中性化してから、凍結乾燥した骨片を数㎜に粉砕した。半透

膜中に封印した骨粉を1.2MのHClと ℃で16～18時間、穏やかに反応させることで、無機質を溶解（脱

灰）した。その後、 ℃の純水に変え、純水を交換しながら25～26時間洗浄して抽出物を中性化し

た。半透膜中の残留物を遠心分離して、得られた有機物を凍結乾燥し、回収された有機物を秤量し

た。さらに有機物を10mLの純水中で12時間90℃に保持することで、コラーゲンのみを可溶化して

（ゼラチン化）、ガラス濾紙（WhatmanGF/F）で吸引ろ過した濾液を凍結乾燥して、ゼラチンを

得た。回収されたゼラチンを秤量して、回収率を計算した。

炭素および窒素の重量含有率および安定同位体比の測定は、放射性炭素年代測定室において、

ThermoFisherScientifics社製のFlash2000元素分析を前処理装置として、ConFloIIインターフェー

スを経由して、DeltaV安定同位体比質量分析装置で測定する、EA－IRMS装置を用いておこなっ

た。約0.5㎎の精製試料を錫箔に包み取り、測定に供した。測定誤差は、同位体比が値付けされてい

る二次標準物質（アラニン等）を試料と同時に測定することで標準偏差を計算した。通常の測定で

は、δ13Cの測定誤差は0.1‰、δ15Nの誤差は0.1‰である。

．結果
ゼラチン化による前処理と炭素・窒素同位体比の測定結果を第 表に示す。骨組織は、ハイドロ

キシアパタイトを中心とした無機質と、コラーゲンを主成分とする有機質から構成されるが、生前

の情報を保持している可能性が高いコラーゲンを分析対象とした。タンパク質の一種であるコラー

ゲンは、食物中のタンパク質から合成されるので、その化学的特徴から当時の人々が利用したタン

パク質の傾向をある程度定量的に知ることができる。ただし、タンパク質が変性したり、外部から

土壌有機物などの影響を受けていると、当時の食生活を復元することはできない。本研究では、同

位体と同時に炭素と窒素の含有率を測定し、その元素数位比（C/N比）をもとにコラーゲンの保存

状態を確認した。残念ながら、木棺出土の 号人骨と 号人骨、ならびに093－06001BはC/N比が

生物でみられる範囲（2.9～3.6）を逸脱しており、変性あるいは汚染の可能性があるため、食生態の

復元には用いない。

比較的保存状態がよいと考えられた 点について、代表的な食料資源との比較を試みた（第 図）。

骨コラーゲンでは、炭素同位体比で約4.5‰、窒素同位体比で約3.5‰の濃縮が起こるので、第 図で

は現生の動植物と縄文時代の貝塚遺跡から出土した動物骨コラーゲンの同位体比をもとに、各食物

群を消費した人骨のコラーゲンの同位体比に補正した値を計算して図示している。唐古・鍵遺跡か

―138―

第 表 唐古・鍵遺跡出土人骨における炭素と窒素の含有率と安定同位体比



ら出土した 個体のうち 個体は比較的炭素同位体比が高いという特徴をもち、海生魚類とC3植物

植物（ならびのそれを食べる草食動物）との間に位置している。一方、 個体では炭素同位体比は

比較的低く、C3植物を生産者とする生態系とほぼ等しいが、窒素同位体比のみ高い値を示す傾向が

認められた。この値は、図示した天然の食料資源だけでは説明することが困難であり、唐古・鍵遺

跡で特徴的であるといえる。

．考察
第79次調査の079－00001Bは、北西側の環濠から出土したものである。この調査の西側の第13次

調査でも環濠や土坑から肋骨や尺骨が出土しており、さらにこの西側には方形周溝墓が形成されて

いることから、このあたり一体が墓域であった可能性が高い。環濠の掘削によって墓が壊され、人

骨が散乱したと考えられる。環濠の掘削は大和第Ⅲ－ 様式まで遡ることから、人骨は当該期以前

であろう。同様なことは、第91次調査の091－00001Bについても言え、南東側の方形周溝墓が環濠

掘削によって壊された時のものと考えられる。この環濠は、中期初頭の掘削であるが再掘削を繰り

返しており、後期後半の時期に混在したものであろう。

第74次調査の074－00001Bは西地区の中央部の中期の井戸、第93次調査の093－00001Bは西地区北

部の後期の井戸から出土したもので、この周辺部では各当該期以前の墓域形成がみられないことか

ら、どのような経緯でこれら井戸に混入したのは不明である。第23次調査の井戸ＳＫ－113から出土

―139―

Ⅳ．資料の報告

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

δ13C (PDB)

δ1
5 N

(A
IR

)

第 図 唐古・鍵遺跡出土人骨における炭素・窒素同位体比



した023－00013Bと00002Bの歯の内、00013Bは 歳前後のはえ換わり時期のものであることから、

墓に伴うとは考えられないであろう。00002Bの歯については、この井戸付近に前述の木棺墓が存在

しており当該場所が墓域になっており、墓が壊された時の所産の可能性もあるが判断できない。

炭素・窒素同位体分析では保存状態の良いコラーゲンが回収された 点のうち、079－06001Bは

固化剤が塗布されていたが、091－06001Bと近似する炭素・窒素同位体比を示した。このことは、

固化剤の影響を受けていないコラーゲンを回収できている可能性が高いことを示唆している。保存

状態の良いコラーゲンを回収できたもう 個体である074－06001Bは、他の 個体よりも炭素同位

体比が比較的高い点が特徴である。この個体については、陸上生態系と海洋生態系の双方を利用し

ていた縄文時代人の同位体の特徴と類しているといえる。

一方、類似した炭素・窒素同位体比を示した 個体は、炭素同位体比はC3植物食の範囲とほぼ等

しいが、窒素同位体比は陸上生態系だけを利用していた場合よりも明らかに高い点で、縄文時代人

とは大きく異なる特徴を示している。淡水棲の魚貝類の同位体比は、水系や季節によっても変動す

ることが知られており、代表的な値を示すことが困難である（第 図には琵琶湖湖底の粟津湖底貝

塚から回収された淡水魚の同位体比を参考値として示している）。比較的炭素同位体比の低い淡水生

態系の活用が認められるのかもしれない。

その可能性のひとつとして、水田における嫌気条件が人骨コラーゲンの同位体比に影響している

可能性を指摘できる。嫌気的な環境下では脱窒細菌のはたらきで、アンモニウムや硝酸といった植

物の利用できる有機物が、無機の窒素ガスに還元され、土壌より失われる。その際、同位体比が重

い窒素が残留するため、水田で栽培された水稲は乾田で栽培された陸稲よりも窒素同位体が高くな

ることが知られている（14）。一方、炭素同位体比は大気中の二酸化炭素を反映するので、水稲でも他

の植物でも大きな変化は存在しない。したがって、今回 個体で観察された炭素同位体比はC3植物

食と同程度だが、窒素同位体比のみ高くなっている人骨は、水稲あるいは水田に由来する魚貝類を

多く摂取していた可能性が想定できる。

比較のために、山口県土井ヶ浜遺跡から出土した弥生時代人骨の炭素・窒素同位体比と比較した

結果を第 図に示す。土井ヶ浜遺跡の人骨は、窒素同位体比が唐古・鍵遺跡人骨と同程度かそれよ

りもやや高いのに対し、炭素同位体比が高い値を示す個体が多いことを指摘できる。このことから、

土井ヶ浜人骨はC3植物生態系のみでは多くの個体の食生活が説明できず、海浜に立地する遺跡環境

からも海産物などの利用を想定することができる。一方、唐古・鍵遺跡では窒素同位体比のみ同位

体比が上昇するという傾向が顕著であり、海産物を利用した場合とは異なる要因で窒素同位体比が

上昇していると考えられ、水田の影響が顕著であるということができる。弥生時代の生業活動にも

遺跡立地や地域による多様性があったと考えられ、今度、弥生時代人骨の分析事例を動物考古学・

考古植物学的な研究と組み合わせることで、その実態を明らかにできると期待される。

人為的な環境である水田がどのような炭素・窒素同位体比を示すかは、灌漑や栄養の条件（例え

ば施肥の有無）などでも変化する可能性がある。今後、動物骨や魚骨における炭素・窒素同位体比

を測定して、弥生時代の唐古・鍵遺跡における様々な生態系の同位体的特徴を明らかにし、生態系

における弥生時代人の位置づけを検討することが重要である。同様に、食生態においてヒトの影響

を受けている可能性のある家畜（イヌ、ブタ、ニワトリなど）についても、炭素・窒素同位体比を
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分析することで、その飼育・棲息条件について有益な情報を得られるであろう。

なお馬場（15）は、中村俊夫（私信）として 号人骨の骨片の放射性炭素年代を測定した結果、

2110±120年BPであり、弥生時代前期末葉に由来すると報告している。この年代については、前処

理や元素分析の結果が報告されていないため、骨コラーゲンの保孫状態を評価できない。本研究で

分析した結果によれば、汚染の可能性もあるので、人骨の放射性炭素年代については今後、再分析

をおこなう計画である。
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唐古・鍵遺跡とその周辺遺跡で出土した木製品の樹種
森林総合研究所

能城 修一
東北大学植物園

鈴木 三男
小林 和貴

株式会社パレオ・ラボ

佐々木由香
京都大学総合博物館

村上由美子
．はじめに
唐古・鍵遺跡および周辺の遺跡で出土した弥生時代から古墳時代の木製品の樹種を報告する。こ

こで報告するのは田原本町教育委員会に保管されている木製品369点であり、唐古・鍵遺跡の資料が

313点、羽子田遺跡の資料が46点、笹鉾山古墳群の資料が 点、十六面・薬王寺遺跡の資料が 点、

小阪里中遺跡の資料が 点、清水風遺跡の資料が 点、保津・宮古遺跡の資料が 点である（第 ・

表）。木製品は、PEG含浸法やラクチトール・トレハロース含浸法で保存処理されているものがほ

とんどで、表面を熱湯に浸して顕微鏡観察用の切片を採取した。

．方法
顕微鏡観察用の切片にあたっては、熱湯で表面を軟化したのちに、原則として片刃カミソリで横

断面、放射断面、接線断面の切片を作成し、それをガムクロラール（抱水クロラール50ｇ、アラビ

アゴム粉末40ｇ、グリセリン20柔、蒸留水50柔の混合物）で封入して同定用プレパラートとした。

保存処理されている資料では、破壊を少なくするため、広葉樹では横断面のみ、針葉樹では放射断

面のみ採取した資料もある。プレパラートには、NAR－101〜NAR－472（ 点欠番）の番号を付

した。これらのプレパラートは東北大学植物園に保管されている。

．結果
資料369点中には、針葉樹 分類群、広葉樹21分類群が認められた（第 ・ 表）。以下には木材

解剖学的な記載をおこない、代表的な標本の顕微鏡写真を提示して、同定の根拠を示す。

．モミ属 Abies マツ科 写真 ：1c（枝・幹材，NAR－466）

垂直・水平樹脂道を欠く針葉樹材。早材から晩材への移行は緩やか。放射柔細胞には単壁孔が著

しく、垂直壁は結節状。放射組織は柔細胞のみからなり、分野壁孔はごく小型のスギ型で 分野に

〜 個。

．コウヤマキ Sciadopitysverticillata(Thunb.)SieboldetZucc.コウヤマキ科 写真 ：2a–2c
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（枝・幹材，NAR－460）

垂直・水平樹脂道を欠く針葉樹材。早材から晩材への移行は緩やかで、晩材はやや多い。放射組

織は柔細胞のみからなり、分野壁孔は水平に開く窓状で 分野に （〜 ）個。
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．ヒノキ Chamaecyparisobtusa(SieboldetZucc.)Endl.ヒノキ科 写真 ：3b–3c（枝・幹

材，NAR－465）

垂直・水平樹脂道を欠く針葉樹材。早材から晩材への移行は緩やかで、晩材は少ない。早材の終

わりから晩材に樹脂細胞が散在する。放射組織は柔細胞のみからなり、分野壁孔は中型のトウヒ型

で 分野に 個。

．イヌガヤ Cephalotaxusharringtonia(KnightexForbes)K.Koch イヌガヤ科 写真 ：4a–

4c（枝・幹材，NAR－464）

垂直・水平樹脂道を欠く針葉樹材。早材から晩材への移行は緩やかで、晩材は少ない。樹脂細胞

が年輪内に散在する。仮道管の内壁に斜めに不規則に走るらせん肥厚がある。放射組織は柔細胞の

みからなり、分野壁孔はごく小型のトウヒ型で 分野に 〜 個。

．カヤ Torreyanucifera(L.)SieboldetZucc.イチイ科 写真 ：5a–5c（枝・幹材，NAR－456）

垂直・水平樹脂道を欠く針葉樹材。早材から晩材への移行は緩やかで、晩材はやや多い。仮道管

の内壁には 〜 本ずつまとまって走るらせん肥厚がある。放射組織は柔細胞のみからなり、分野

壁孔はごく小型のトウヒ型で 分野 〜 個。
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第 表 唐古・鍵遺跡の周辺の遺跡から出土した木製品の樹種



．クスノキ Cinnamomumcamphora(L.)J.Preslクスノキ科 写真 ：6a–6b（枝・幹材，

NAR－467）

大型〜小型で丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して、年輪内で小型化しながら、

疎らに散在する半環孔材。道管の穿孔は単一。放射組織は上下端の （〜 ）列が直立する異性で

〜 細胞幅、不規則に層階状に配列する。周囲状の木部柔組織と放射組織の直立部にはしばしば

大型の油細胞がある。

．サイカチ GleditsiajaponicaMiq.マメ科 写真 ・ ：7a–7c（枝・幹材，NAR－305）

大型〜中型で丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して徐々に小型化しながら疎らに

散在し、晩材では小道管が数個集まって放射方向にのびる塊をなす半環孔材。道管の穿孔は単一で、

小道管の内壁にはらせん肥厚がある。木部柔組織は周囲状で、晩材で連合翼状。放射組織は同性で

細胞幅位。

．モモ AmygdaluspersicaL.バラ科 写真 ：8a–8c（枝・幹材，NAR－275）

中型で丸い道管がほぼ単独で年輪のはじめに 列ほど配列し、晩材では小型で丸い道管が単独あ

るいは 〜 個放射方向に複合して放射方向〜斜めに連なる傾向をみせて散在する半環孔材。道管

の穿孔は単一で、内壁にはらせん肥厚がある。放射組織は上下端の 〜 列が直立する異性で 細

胞幅位。

．サクラ属（広義） Prunuss.l.バラ科 写真 ：9a–9b（枝・幹材，NAR－233）

小型で丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して斜めに連なる傾向をみせて散在する

散孔材。道管の穿孔は単一。放射組織は上下端の 〜 列が直立する異性で 細胞幅位。

10．ナシ亜科 Subfam.Maloideae バラ科 写真 ：10a–10c（枝・幹材，NAR－418）

小型で丸い孤立道管が均一にやや密に散在する散孔材。道管の穿孔は単一。木部柔組織は短接線

状、しばしば大型の菱形結晶が連なる。道管の穿孔は単一。放射組織は上下端の 〜 列が直立す

る異性で 細胞幅。

11．ニレ属 Ulmus ニレ科 写真 ：11a–11c（枝・幹材，NAR－348）

年輪のはじめに大型で丸い道管がほぼ単独で 列ほど配列し、晩材ではごく小型の道管が集合し

て斜め〜接線方向の帯をなす環孔材。道管の穿孔は単一。木部柔組織にはしばしば菱形結晶が連な

る。放射組織は同性で 細胞幅位。

12．ケヤキ Zelkovaserrata(Thunb.)Makino ニレ科 写真 ：12a–12c（枝・幹材，NAR－461）

年輪はじめにごく大型でやや角張った孤立道管が1列に配列し、晩材ではごく小型の道管が集合し

て接線方向の帯をなす環孔材。道管の穿孔は単一で、小道管の内壁にはらせん肥厚がある。放射組

織は上下端の 列が直立する異性で 細胞幅位、直立部にはしばしば大型の菱形結晶をもつ。
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13．エノキ属 Celtis アサ科 写真 ・ ：13a–13b（枝・幹材，NAR－255）

年輪のはじめに大型で丸い道管がほぼ単独で 列ほど配列し、晩材ではごく小型の道管が塊をな

して斜めに連なる傾向をみせる環孔材。道管の穿孔は単一。放射組織は上下端の 〜 列が直立す

る異性で10細胞幅位、鞘細胞をもつ。

14．クワ属 Morus クワ科 写真 ：14a–14c（枝・幹材，NAR－253）

やや大型で丸い道管が単独あるいは 〜 個複合して年輪のはじめに 〜 列ほど配列し、晩材

では小型で丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して斜めに連なる傾向をみせて散在す

る半環孔材。道管の穿孔は単一で、小道管の内壁にはらせん肥厚がある。放射組織の上下端の 〜

列が直立する異性で 細胞幅位。

15．コナラ属クヌギ節 Quercussect.Aegilops ブナ科 写真 ：15a（枝・幹材，NAR－269）

年輪のはじめにごく大型で丸い孤立道管が 列ほど配列し、晩材ではやや急に径を減じたやや小

型で丸い厚壁の孤立道管が放射方向に配列する環孔材。木部柔組織は晩材でいびつな接線状。放射

組織は単列で小型のものと大型で複合状のものとからなる。

16．コナラ属コナラ節 Quercussect.Prinus ブナ科 写真 ：16a（枝・幹材，NAR－270）

クヌギ節に似る環孔材で、晩材の小道管は薄壁で小さく火炎状に配列する。

17．イチイガシ QuercusgilvaBlume ブナ科 写真 ：17a（枝・幹材，NAR－173）

最大直径220鎖以上のごく大型で丸い孤立道管が放射方向に配列する放射孔材。木部柔組織はいび

つな接線状。放射組織は単列で小型のものと大型で複合状のものとからなる。

道管の最大直径が200鎖以上で220鎖未満のものはイチイガシの可能性が高いが、他のアカガシ亜

属の種の可能性も否定できないのでイチイガシ？とした。

18．コナラ属アカガシ亜属 Quercussubgen.Cyclobalanopsis ブナ科 写真 ：18a（枝・幹材，

NAR－229）

直径が200鎖未満の丸いやや大型の孤立道管が放射方向に配列する放射孔材。

19．ミツバウツギ StaphyleabumaldaDC.ミツバウツギ科 写真 ：19a–19c（枝・幹材，NAR

－157）

小型で丸い孤立道管が均一にやや疎らに散在する散孔材。道管の穿孔は30段ほどの階段状。放射

組織は上下端の 列ほどが直立する異性で4細胞幅位。

20．トチノキ AesculusturbinataBlume ムクロジ科 写真 ：20a–20c（枝・幹材，NAR－271）

小型で丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合してやや密に均一に散在する散孔材。道

管の穿孔は単一で、内壁にはらせん肥厚がある。放射組織は単列同性で層階状に配列する。
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21．ムクロジ SapindusmukorossiGaertn.ムクロジ科 写真 ・ ：21a–21c（枝・幹材，NAR

－208）

大型で丸い道管がほぼ単独で年輪はじめに 列に配列し、晩材ではごく小型で薄壁の道管が放射

方向にのびる塊をなして散在する環孔材。道管の穿孔は単一で、内壁にはらせん肥厚がある。木部

柔組織は晩材で翼状〜帯状。放射組織は同性で 細胞幅位。

22．キハダ？ PhellodendronamurenseRupr.？ ミカン科 写真 ：22a–22c（枝・幹材，NAR

－561）

年輪のはじめにやや大型で丸い道管が 列ほど配列し、晩材では小型の道管が斜めに連なるよう

に見える環孔材。放射組織は同性で 細胞幅位。

23．サカキ CleyerajaponicaThunb.サカキ科 写真 ：23a–23c（枝・幹材，NAR－288）

ごく小型で角張った孤立道管が均一に密に散在する散孔材。道管の穿孔は50段ほどの階段状。放

射組織は単列異性。

24．カキノキ属 Diospyros カキノキ科 写真 ：24a–24c（枝・幹材，NAR－215）

中型で厚壁の丸い道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して、ごく疎らに散在する散孔材。

道管の穿孔は単一。木部柔組織は接線状。放射組織の上下端の 〜 列ほどが直立する異性で 細

胞幅、層階状に配列する。

25．ツバキ属 Camellia ツバキ科 写真 ：25a–25c（枝・幹材，NAR－231）

小型で丸い孤立道管が年輪のはじめに 列ほど配列し、晩材ではさらに小型化した孤立道管がや

や密に散在する散孔材。道管の穿孔10段ほどの階段状。放射組織は上下端の 〜 列ほどが直立す

る異性で 〜 細胞幅位、直立部にはしばしば大型の菱形結晶をもつ。

26．モチノキ属 Ilex モチノキ科 写真 ：26a–26c（枝・幹材，NAR－274）

やや小型で角張った道管が単独あるいは 〜 個放射方向に複合して、やや疎らに散在する散孔

材。道管の穿孔は30段ほどの階段状。放射組織は上下端の 列ほどが直立する異性で 細胞幅位の

ものと、直立細胞からなる単列のものとからなる。

．考察
唐古・鍵遺跡および周辺の遺跡から出土した木製品の樹種では、鋤鍬と、その柄、泥除にイチイ

ガシとイチイガシ？が多用されており、同定できた資料の半数以上を占めていた（第 ・ 表）。そ

の他の樹種としては、クヌギ節が一木鋤と平鍬に、ツバキ属が組合せ鋤に、ムクロジが平鍬に使わ

れていた。柄はイチイガシをはじめとするアカガシ亜属が多いもののサカキやクワ属も使われていた。

その他では、田下駄にヒノキ科が、横槌にナシ亜科とツバキ属が、竪杵にクヌギ節とアカガシ亜属

が、小型臼にクワ属とトチノキが、木錘にクヌギ節やコナラ節、アカガシ亜属が多用されていた。
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写真 ．唐古・鍵遺跡と周辺遺跡出土木製品類の顕微鏡写真（1）
1c：モミ属（枝・幹材，NAR-466），2a–2c：コウヤマキ（枝・幹材，NAR-460），3b–3c：ヒノキ（枝・幹材，
NAR-465），4a–4c：イヌガヤ（枝・幹材，NAR-464），5a–5c：カヤ（枝・幹材，NAR-456）， 6a–6b：クスノ
キ（枝・幹材，NAR-467），7a–7b：サイカチ（枝・幹材，NAR-305）．a：横断面（スケール＝200µm），b：接
線断面（スケール＝100µm），c：放射断面（スケール＝25µm）．
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写真2．唐古・鍵遺跡と周辺遺跡出土木製品類の顕微鏡写真（2）
7c：サイカチ（枝・幹材，NAR-305），8a–8c：モモ（枝・幹材，NAR-275），9a–9b：サクラ属（広義）（枝・幹
材，NAR-233），10a–10c：ナシ亜科（枝・幹材，NAR-418），11a–11c：ニレ属（枝・幹材，NAR-348），12a–
12c：ケヤキ（枝・幹材，NAR-461），13a：エノキ属（枝・幹材，NAR-255）． a：横断面（スケール＝200µm），
b：接線断面（スケール＝100µm），c：放射断面（スケール＝50µm）．
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写真3．唐古・鍵遺跡と周辺遺跡出土木製品類の顕微鏡写真（3）
13b：エノキ属（枝・幹材，NAR-255），14a–14c：クワ属（枝・幹材，NAR-253），15a：コナラ属クヌギ節（枝・
幹材，NAR-269），16a：コナラ属コナラ節（枝・幹材，NAR-270），17a：イチイガシ（枝・幹材，NAR-173），
18a：コナラ属アカガシ亜属（枝・幹材，NAR-229），19a–19c：ミツバウツギ（枝・幹材，NAR-157），20a–
20c：トチノキ（枝・幹材，NAR-271），21a–21b：ムクロジ（枝・幹材，NAR-208）．a：横断面（スケール＝200
µm），b：接線断面（スケール＝100µm），c：放射断面（スケール＝50µm）．
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写真4．唐古・鍵遺跡と周辺遺跡出土木製品類の顕微鏡写真（4）
21c：ムクロジ（枝・幹材，NAR-208），22a–22c：キハダ？（枝・幹材，NAR-561），23a–23c：サカキ（枝・幹
材，NAR-288），24a–24c：カキノキ属（枝・幹材，NAR-215），25a–25c：ツバキ属（枝・幹材，NAR-231），
26a–26c：モチノキ属（枝・幹材，NAR-274）．a：横断面（スケール＝200µm），b：接線断面（スケール＝100
µm），c：放射断面（スケール＝50µm）．
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第 表 資料一覧
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