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序
浪岡町には、国史跡 に指定 されている浪岡城跡 を

はじめ として多 くの遺跡が分布 してい ます。

この報告書 は、主要地方道青森 ・浪岡線建設 に先

立ち、路線内に所在す る浪岡町平野遺跡 を発掘調査

した結果 をまとめた ものです。調査で は、土師器、

須恵器 を伴 う平安時代の竪穴住居跡や土坑等が多数

検出され ました。

この度の調査によって、当時の人々の生活 を復元

するうえで貴重な資料 を得 ることがで きました。

今後、 この調査 によって得 られた成果が、地域社

会 の文化財 として、活用 される ところがあれば幸い

に思います。

ここに、調査の実施及び報告書の刊行 にあたって

種々御指導、御協力 をいただいた調査指導員 をはじ

め、関係各位 に対 して厚 くお礼申 し上 げます。

平成 ８年 ３月

青森県教育委員会

教育長 松 森 永 祐





例 言

１ 本報告書 は、平成 ６年度 に実施 した浪岡町 に所在 す る平野遺跡 の発掘調査報告書で ある。

２ 本遺跡 は、平成 ４年 ３月 に青森県教育 委員会 が編集発行 した 『青森 県遺跡地 図』 に遺跡番号２９―０

５７として登録 され ている。

３ 本報 告書 の執筆者 は、依頼原稿 につ いて は文頭 に記載 し、その他 は文末 に記 してある。

４ 資料 の分析、鑑定 については、次 の方々 に依頼 した （順 不同、敬称 略）。

遺跡周辺 の地形 と地質 青森県立板柳 高等学校教 諭 山口 義伸

火山灰 お よび須恵器 の蛍光 Ｘ線分析 奈良教育大学教授 三辻 利一

石器 の石質鑑定 青森県立板柳 高等学校教諭 山 口 義伸

５ 本書 に掲載 した地形 図 （遺跡位置図） は、建設省国土地理院発行 の ２万 ５千分 の １の地形図 「浪

岡」・「王余 魚沢 」 を複写 した ものである。

６ 挿図の縮 尺 は、各 図 ごとにスケールを付 してある。 なお、写真 の縮尺 は統一 していない。

７ 遺構 ・遺物 の文 ・図中での表現 は、原則 として次 の様式 ・基準 によった。

（１） 遺構 内外堆積土 の注記 に は、 「新版標準土色帖」 （小 山、竹原 ；１９９３） を用いた。

（２） 竪穴住 居跡 の主軸 方向 は、 カマ ドの主軸方 向に よっている。

（３） 竪穴住 居跡 において ピッ ト番号脇又 は直下 に－ （マイナス）で記 した数値 は、床面か ら

の深 さを示す。

（４） 遺構 関係のス ク リー ン トー ンは、カマ ド燃焼部 、カマ ド袖部 な どに用い た。

（５） 白頭 山苫小牧火山灰の略称 はＢ―Ｔｍで表 した。

（６） 遺物 には観察表 ・計測値 を付 し、出土地点 、法量及 び諸特徴 の欄か らな り、計測値 の単

位 は土器 ・石器類 はｃｍ、古銭 はｍｍ、重量 は ｇであ る。

（７） 遺物実測図で使用 したス ク リー ン トー ンは、黒色処理 、須恵器 断面、繊維土器断面、ア

スフ ァル ト等 に用 いた。

８ 引用 ・参考文献 については本文末 に納 めた。

９ 発掘調査 における出土遺物 ・実測図 ・写真等 は、現在、青森県埋 蔵文化財調査 セ ンターで保管 し

ている。

１０ 発掘調査及 び本報告書作成 にあたって、下記 の諸氏か ら御協力 ・御助 言 を得 た （敬称略、順不同）。

阿部 寿彦、木村浩一、工藤清泰、成 田 悟、羽柴直人、林 田俊之
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第 Ⅰ章 調査 に至 る経過 と調査要項

第 １節 調査 に至 る経過

本遺跡は、かつて羽黒平遺跡 と命名されて、昭和４８年 （１９７３）に県教育委員会が実施 した東北縦貫

自動車道建設予定地内埋蔵文化財分布調査によって確認 された遺跡である （県埋文報第 ８集）。

この時の発掘調査 は、昭和５１年１１月に粗掘 りが実施 された（１２，０００平方メー トル）。次いで昭和５２年

４月１８日から同年 ９月３０日まで、本格的な調査が行われて、報告書は、昭和５４年 ３月に刊行 された（県

埋文報第４４集）。６８軒の竪穴式住居をはじめ として、鍛冶場遺構、土坑等、平安時代の遺構、建物が多

数検出されている。

県土木部の道路改良事業の進展にともない、平成 ６年度道路改良事業の施業の施行に伴 う埋蔵文化

財の調査は、平成 ５年１１月１２日付け、青道県第 ３２８号で、県土木部長から県教育委員会教育長あてに、

平成 ６年度の埋蔵文化財の発掘調査の依頼があった。 これに基づいて、当センターでは、事業計画書

及び費用の見積書 （当初予算見積説明資料）を教育庁文化課へ提出した。 これによって本遺跡は平成

６年 ４月１８日から発掘調査が実施されることになったのである。

（北林八洲晴）

第 ２節 調査要項

１ 調査 目的

主要地方道青森 ・浪岡線建設事業の実施に先立ち、当該地区に所在する平野遺跡の埋蔵文化財

の発掘調査を行い、その記録保存 を図 り、地域社会の文化財の活用に資する。

２ 発掘調査期間

平成 ６年 ４月１８日から同年１０月３１日まで

３ 遺跡名及び所在地

平野遺跡 南津軽郡浪岡町大字五本松字平野 ２０７―６５、外

４ 調査対象面積

１０，０００平方メー トル

５ 調査委託者

青森県土木部

６ 調査受託者

青森県教育委員会

７ 調査担当機関

青森県埋蔵文化財調査センター

８ 調査協力機関

浪岡町教育委員会、中南教育事務所

９ 調査参加者

調査指導員 村越 潔 弘前大学教授 （現、青森大学教授）（考古学）

－ １ －



調査協力員 蝦名 俊吉 浪岡町教育委員会教育長

調査員 高島 成侑 八戸工業大学教授 （建築史）

市川 金丸 青森県考古学会会長 （考古学）

赤沼 英男 岩手県立博物館専門学芸員 （分析化学）

山口 義伸 青森県立板柳高等学校教諭 （地質学）

１０ 調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター

調査第一課 総 括 主 幹

課 長 北林 八洲晴 （現、副参事）

主 事 笹森 一朗

主 事 田澤 賢治

調査補助員 金枝 鉄明

工藤 眞人

溝江 京子

村川 緑

（北林八洲晴）

－ ２ －
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第Ⅱ章 調査方法 と調査の経過

第 １節 調査方法

グ リッドの設定 は、遺跡 内の道路建設用中心杭Ｎｏ．１６６を基準 としてＮ―３９と称 した。この点 を基準 に

磁北方向 に南北 方向の基準線 を設定 し、調査 区全体 に ４×４メー トル のメッシュを組 んだ。 グ リッド

番号 は南北 ライ ンを北 か ら南 ヘアル フ ァベ トＡか らＺ、東西 ライ ンは西か ら東 へ算用数字 の １か ら６１

まで を付 して用 い、 グ リッ ドの名称 は北西隅 の交点 を使用す るこ ととした。

測量原点 は、道路建設用地脇 にある工事用測量原点か らレベル移動 を行 い、調査 区域 内に数箇所設

置 した。

調査 は南北方向及 び東西方向の トレンチ を設定 し数地点 を掘 り下 げ順次拡幅 してい った。 また、遺

構の検 出 された範 囲内のＨ― ２６内に深掘 りのグ リッ ドを設定 し、土層 の堆積状 態 を観 察 した。

遺構 の調 査 は、確認順 に番号 を付 した後 、原則 として四分法 を用 い、規模の小 さい もの は二分法、

その他 を用 いた。遺構 内出土遺物 は必要 に応 じてポイン ト、 レベル を記入 した。

実測 は遣 り方測量 を用 い縮尺 は２０分 の １を原則 とした。包含層出土遺物 にっいて は、 グ リッド毎 に

層位 を確認 しなが ら取 り上 げた。写真撮影 は、３５ミリのモ ノクローム、カラー リバ ーサル の ２種類 の

フィル ムを使用 して、作業 の進展 に ともない必要 に応 じて行 った。

（笹 森一朗）

第 ２節 調査の経過

４月１８日、発掘調査器材を現地 に搬入し、環境整備を行うとともに、グリッド設定の杭 うちを行い、

調査区の東側からトレンチを設定 し掘 り下げを開始 した。その結果、調査区東側 は果樹園営農時に作

業用機械の移動のための道路整備のため掘削、盛 り土を行っていることが判明した。遺物は、縄文土

器片が散漫に検出されていた。遺構は縄文時代の竪穴状遺構が １基、フラスコ状の土坑が １基、土坑

も数基検出されている。調査区中央部から西側 にかけては比較的平坦な面か ら遺構が検出されはじめ

た。

５月上旬、調査区中央部から溝跡が ２条、土坑が数基、調査区西側か らは平安時代の竪穴住居跡が

比較的纏まって検出され、順次精査を開始 していった。調査区東側に比べ削平の度合いも軽 く、遺構

の保存状態 も一部を除いては良好であったが、遺構内か らの遺物の出土量 は比較的少なく、他の包含

層中からの遺物の出土量 も少なかった。

調査区内に広めの排土置 き場が確保で きず、土を搬出しながらの調査、 また使用中の農道 を残 しな

がらということもあり多少制約 もあったが、１０月下旬 までに検出された遺構の精査 と調査区全体の地

形測量を行った。また危険防止のため深掘 りを行った地点等の埋め戻 しを行い、１０月３１日、調査の全

日程を終了 した。

（笹森一朗）

－ ４ －
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第Ⅲ章 遺跡の環境

第 １節 遺跡周辺の地形及び地質
青森県立板柳高等学校教諭 山 口 義 伸

南津軽郡浪岡町は津軽平野南東縁に位置し、大釈迦川 ・浪岡川などの流域に集落が点在する。

浪岡町を流れる主な河川 として大釈迦川 と浪岡川がある。大釈迦川は梵珠山 （４６８ｍ）を源 とし梵珠

山地及び前田野目台地の東縁をほぼ南流する。梵珠山地の分水嶺西方を南流する前田野目川は梵珠山

の北側に位置する馬ノ神山 （５４９ｍ）を源 とし、前田野 目付近で平野部に達 し平野内を北流する十川 と

合流する。一方、浪岡川は南方の火山性丘陵地 を北西流 して平野部に達 し前田野目台地南端の浪岡町

女鹿沢付近にて大釈迦川と合流する。合流したのちに台地を迂回して板柳付近で十川 と合流する。正

平津川も南方の火山性丘陵地に源 を持ち、北西流して浪岡町五本松付近で浪岡川に接近し浪岡城跡で

合流する。浪岡川及び正平津川の丘陵地から平野部への出口付近には開析された扇状地性の地形が展

開 し、また両河川を流下 した火砕流堆積物による台地 も舌状に分布する。浪岡城跡は火砕流台地上に

立地し、城跡南端の崖下 にて浪岡川と正平津川の合流点を望むことがで きる。

津軽山地南部の地形 をみると、大釈迦川西方及び北方には馬ノ神山及び梵珠山を中心とする南北に

帯状の梵珠山地があ り、外縁部には大釈迦丘陵が分布する。さらに、丘陵地の縁辺には前田野 目台地

が弧状 に展開する。大釈迦丘陵は砂岩 ・シル ト岩を主 とする大釈迦層 （新第三紀鮮新世～第四紀更新

世）からな り、前田野 目台地 は八甲田第 １期火砕流堆積物及び前田野目層からなる高位段丘、洞爺火

山灰を指標 とする中位段丘、そして縁辺部に分布する低位段丘の３段からなる。一方、大釈迦川東方

及び南方には高頭森山、坊主畑山、高陣馬山、塚森山などの標高 ２５０ｍ以下の山稜が点在するが、全

体 として北方へ緩傾斜する火山性の丘陵地が展開する。大釈迦層を基盤 とし、これを不整合に覆う八

甲田第 １期火砕流堆積物 （約６５万年前の流下）及び八甲田第 ２期火砕流堆積物 （約４０万年前の流下）

からなる。これらの火砕流堆積物は谷地形など凹地を埋積するように流下し平頂な丘陵地を形成する。

第 ３図は浪岡周辺の等高線図を表す。大釈迦川 と西方の前田野目川 との間では標高５０～２００ｍの等高

線が南方に高度を下げなが ら舌状に張 り出 し稜線部は大釈迦川寄 りにある。標高８０ｍ以高の等高線 は

開析谷による浸食で大 きく入 り組み起伏に富んでいることが把握できる。ただ、標高８０～１５０ｍまでの

等高線をみると頂部にやや平坦な面を認められるが、標高１５０ｍ以高ではあまり認められない。なお、

標高６０ｍ以下の等高線はなめらかで開析谷による影響 もあまりまなく起伏の少ないことが読み取れる。

一方
、大釈迦川以東においては浪岡川及び正平津川を境 に南北で地形発達がやや異なる。両河川 よ

りも南側では、標高８０ｍ以高の等高線 はその間隔がせまく開析谷の浸食により大きく入 り組んでいて

谷間丘陵 としての地形が展開する。平野部 に接する標高５０～６０ｍの等高線 はほぼ南北 に走 って構造的

な要素をもち、線上には本郷、竹鼻、高館、三島などの集落が点在する。本郷川あるいは高館川以北

では標高３０～５０ｍの等高線 はその間隔が広 く平野部に向かう傾斜面 として要素をもち、浪岡川及び正

平津川を中心 とする扇状地の南半部に相当するものと考える。北側では、標高１２０～１５０ｍ付近の等高

線を境に等高線の粗密の度合い及び入 り組みに変化が認められる。標高１５０ｍ以高では等高線の間隔が

密で入 り組みが大 きい。標高１００～１２０ｍの等高線は浸食によって大 きく入 り組んでいるが頂部に平坦

面が認められる。標高９０～１００ｍの等高線では丘陵地縁辺の緩傾斜面 としての要素を読み取ることがで

－ ６ －
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き、開析の進んだ小丘地として北西方の大釈迦川に向かって点在する。標高30～60ｍの等高線はその

間隔が広く扇状地の北半部にあたる。なお、標高120～150ｍ付近の等高線の密集部は南北方向に走り、

浪岡川－正平津川間の天狗平山（173.7ｍ）西端を通って南側の本郷、竹鼻などが点在する標高50～60

ｍの等高線のもつ方向性と一致する。これは津軽平野南縁部を通る黒石断層（村岡・長谷,1990）の延

長線を物語る。

　第4図は浪岡周辺の地形分類図を、第5図はその構成層を模式柱状図で表す。これによると、大釈

迦川以西では平野部に楔状に張り出す前田野目台地が特徴的である。この台地は3段の段丘からなる。

砂及び粘土を主体とする前田野目層からなる高位段丘は北端において帯状の分布を示しほとんど丘陵

化している。なお、図の北側には八甲田第1 期火砕流堆積物からなる平頂な丘陵地も分布する。洞爺

火山灰を指標とする中位段丘は南方に大きく舌状に張り出し頂部に平坦面をもつ。低位段丘へは西側

が急傾斜面で東側が急崖で接する。そして、低位段丘面は台地縁辺部に弧状に分布し、大釈迦川沿い

ではこの川への傾斜面として南北に帯状に展開する。平野部側では開析谷の影響でやや起伏するが全



体的に平野部への緩傾斜面 として分布する。これに対 して、大釈迦川以東では浪岡川及び正平津川流

域に展開する扇状地が特徴的である。波岡町五本松付近を扇頂部 として、北が大釈迦川沿いの徳才子、

南が本郷あるいは竹鼻付近 を扇端部 とする弧状の分布を示すが、大釈迦川、浪岡川及び正平津川によっ

て浸食される。この開析扇状地 は構成層から判断して大釈迦川以西に分布する低位段丘に相当すると

考える。また、開析 された扇状地内に流下 した火砕流堆積物による舌状台地も分布する。波岡城跡を

含めて波岡町の中心街 はこの火砕流台地上に立地する。火砕流はおよそ２３，０００年前に十和田火山の噴

火活動によるものと考える。なお、大釈迦川東方における中位段丘は浪岡川以北の火山性丘陵地縁辺

に断片的に点在する。段丘面の標高は９０～ １００ｍであって平頂ながら平野部に向かってやや傾斜する。

段丘構成層は、下位か ら段丘砂礫層、ローム質の崖錐堆積物、粘土質 ロームの順である。段丘砂礫層

は前田野目層を不整合に覆い、成層した凝灰質粘土及び同質砂 を主体 とする。また、中位段丘の指標

である洞爺火山灰は崖錐性堆積物 により確認できなかったが、弘前及び青森周辺に分布する中位段丘

において確認している。

本遺跡は浪岡町の北東方約 ３ｋｍ地点にあって、浪岡川に比高約３０ｍの段丘崖で臨む中位段丘面上に

立地する。調査区域 は丘陵地から舌状に張 り出した標高９０～９５ｍの台地上にあって、北西端を流れる

美人川 と南端の浪岡川 とに挟 まれる。美人川の谷頭部には馬蹄形の浸食地形が展開し、その斜面の一

部にあたる調査区域北西半か ら段丘面の頂部にかけて検出遺構が集中する。調査区域南端 は比高約２０

ｍの段丘崖で浪岡川沿いに展開する扇状地面 と接する。現在、中位段丘面及び段丘崖 はりんご園 とし

て土地利用されている。本調査区域の崖下に位置する五本松 は浪岡川及び正平津川流域に展開する開

析扇状地の扇端部にあたり、また火砕流堆積物からなる舌状の台地 もほぼこの付近か ら大釈迦川に向

かつて閉塞するように分布する。なお、調査区域西方には大釈迦丘陵から前田野目台地へ と続 く緩い

南斜面が展開し、はるか西南西方には秀峰岩木山を望むことがで きる。

次 に、本遺跡調査区域内における基本層序について、Ｈ―２６グリッドで確認した層相 をもとに記述

する。模式柱状図は第 ６図に、調査区域のセクションは第 ７図に示した。

Ⅰ層 暗褐色土 （厚さ約１０ｃｍ） 耕作土である。粘性 ・湿性がな く、かたさはあるが締 まりに欠け小

ブロック状に脆 く崩れる。耕作による攪乱及び削平により下位層の粒子及びブロックを多量に混

入する。

Ⅱ層 黒色土 （厚さ１０ｃｍ） 表土である。粘性 ・湿 性があ りやや腐植質である。締 まりがあるが全体

的にソフ トな感 じがする。本層は段丘面頂部でほとんど削平され、斜面低部では厚 く堆積する。

層相か ら２～ ３層に細分でき下部ほど腐植質で粘性が大 きい。

Ⅲ層 暗褐色土 （厚 さ２０～４０ｃｍ） 漸移層である。粘性 ・湿性がありかたさ及び締 まりもある
。乾 く

とクラックが発達する。下位層のローム及び浮石の粒子やブロックが混入 し、下部ほどブロック

の混入量が目立つ。

Ⅳ層 明黄褐色ラピリ質浮石 （厚さ１０～２０ｃｍ） ラピリ質で、緻密堅固である。上北地方の千曵浮石

（東北地方第四紀研究グループ、１９６９）の、大鰐 ・碇 ヶ関方面の碇ヶ関浮石（山口、１９９３）に相当

する。低位段丘上 に立地する羽黒平 （１）遺跡を含め周辺の地質調査の結果では、上部が黄白色～黄

色の浮石粒 （径 ５～２０ｍｍ）の目立つラピリ質浮石層 （厚さ２０～３０ｃｍ）で、下部がラピリの密集層

（厚 さ１０～１５ｃｍ）である。本調査区域内では浮石粒を多量に混入する上部層の特徴をもち、局部

－ ８ －
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的 に凹部 に下部 層が認 め られ る。

Ⅴ層 黄色細粒 火山灰 （厚 さ ０～ １０ｃｍ） 粘性 ・湿性が あ り、締 ま りにやや欠 けソフ トな感 じがする。

層全体 がローム質 であ り、 ローム粒 （径 ５～１０ｍｍ）及 びラピ リ （砂粒状 の火 山礫） の混入が多少

あ る。 中川、 １９７２に よる と、本層 は女鹿沢火 山灰 に相当す るもの と思われるが、遺跡及 びその周

辺 の地質調査 では局部的 な堆積 と判断 して下位層 の二次的な堆積 層 と考 える。

Ⅵ層 暗灰褐色 ローム （厚 さ約２０ｃｍ） 暗色帯で ある。粘土質でかた く締 まる。Ⅴ 層 とは不規則 な凹

凸面 で接 する。乾 くと最上部 にクラ ックが発達す る。

Ⅶ層 灰褐色 ロ－ム （厚 さ１０～４０ｃｍ） かた く締 まった粘土質 なロームで あって、風化 したラ ピリ （径

２～ ５ｃｍ） の混入が 目立つ。

Ⅷ層 黄褐色 ローム （厚 さ２０～３０ｃｍ） Ⅶ層 と酷似 するが、 ラ ピリ （径 ２～ １０ｃｍ）が多量 に混入 して、

粒径 もやや大 きい。

Ⅸ層 暗灰褐色 ローム （厚 さ ５～１０ｃｍ） 非常 に緻 密堅 固で、上位 のⅦ層及 びⅧ層 に層相 が酷似 す る

が、上位層 よ りもラピ リ （径 ２～ ５ｍｍ）の含有量 が多 く密集 する。

Ⅹ層 茶褐 色 ローム （厚 さ約３０ｃｍ） Ⅸ層 に酷似 し、Ｍｎ粒 の混入が 目立つ。

ⅩⅠ層 暗灰褐色 ロー ム （厚 さ約 １０ｃｍ） 暗色帯 の特徴 をもち、 クラ ックが み られ る。

ⅩⅡ層 茶褐色 ローム （厚 さ２０～３０ｃｍ） Ｍｎ粒、 ラ ピリ （径 ５ｍｍ以下）の混入 が多 い。本層～ⅩⅣ層 は、

安 山岩 や シル トな どの亜角礫～亜 円礫 を含 み粘土質であることか ら崖錐性堆積物 の特徴 を有す る。

ⅩⅢ層 黄褐色 ローム （厚 さ４０～５０ｃｍ） Ｍｎ粒 を含 む赤褐色 の酸化 した粘土層 （厚 さ３～５ｃｍ）が レンズ

状 に堆積 す るのが目立 つ。

ⅩⅣ層 暗灰褐色 ロー ム （厚 さ４０～６０ｃｍ） 中部 に はＭｎ粒 を多量 に含む赤褐色 の酸化 した粘土層 （厚 さ

１０ｃｍ） が長 い レンズ状 に堆積す る。

ⅩⅤ層 茶褐色軽石質粘土 （厚 さ約４０ｃｍ） 酸化 した軽石質 の粘土で、Ｍｎ粒 の混入が多 い。本層～ⅩⅩⅢ

層 は段丘 を構成す る砂質 の凝灰質粘土層で ある。ⅩⅥ層 （黄灰色粘土、厚 さ２０～３０ｃｍ）・ⅩⅦ層 （赤橙

色細～ 中粒砂、厚 さ１０～２０ｃｍ）・ⅩⅧ層 （黄灰色凝 灰質粘 土、厚 さ約３０ｃｍ）・ⅩⅨ層 （灰褐色凝灰質粘

土、厚 さ４０～６０ｃｍ）・ⅩⅩ層 （赤橙色凝灰質粘土、厚 さ ０～２０ｃｍ）・ⅩⅩⅠ層 （暗灰褐色凝灰質粘土、

厚 さ４０～６０ｃｍ）・ⅩⅩⅡ層 （黄灰色砂質 の凝灰質粘土、厚 さ約１０ｃｍ）の順 で堆積す る。ⅩⅩⅡ層 は段丘

構成層最下部 にあた り、砂鉄 層 （厚 さ約５０ｃｍ） を挟 む成層 した中粒砂 （厚 さ約２００ｃｍ）か らな る。

風化 した安 山岩の円礫 （径 １～５ｃｍ大 ）、凝灰岩礫 な どを含 む砂礫層が レンズ状 に堆積 す る。段丘構

成層の下位 には暗灰色～灰 白色 の成層 した砂質凝灰岩 な どか らなる前 田野 目層相 当層 が堆積する。
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第 ２節 周辺の遺跡

本遺跡は、南に浪岡川を望む標高８０～９０ｍの丘陵上に位置する。浪岡町では、現在６２箇所の遺跡が

確認されている。どこまでを周辺の遺跡 とするか問題があると思 うが、ここでは、これらのうち調査・

報告がなされて文献がある遺跡について、周辺の遺跡を中心 として概観することにしたい。

本遺跡 に近接 して、羽黒平（１）～（３）、松山、源常平遺跡がある。羽黒平 （１）遺跡は現在 まで ３回の調

査の結果、１３０軒以上の竪穴住居跡が検出され、平安時代の大集落であったことが明 らかにされている。

また、県内最古 と思われる製鉄炉が見つかっている。松山遺跡では縄文、平安、近世の遺構、遺物が

発見 されている。特筆すべ き縄文時代の遺物 として、長径 ４ｃｍ程の小型の岩版が挙げられる。源常平

遺跡 は平安時代を主体 とする。７２軒の竪穴住居跡が検出されたが、長期間にわたり構築、生活、廃棄

を繰 り返 した結果 と考えられる。他に縄文時代中 ・晩期の竪穴住居跡、副葬品を伴った晩期の土坑墓

３０基 （集団墓地）が検出されている。各遺跡 とも平安時代が主体か、あるいは集落の存在が確認され

ており、本遺跡 とも関連 して、この地域一円に平安集落が広がっていたことが伺い知れる。

本遺跡の南方へ目を向けると、杉の沢、松元遺跡がある。平安時代をはじめ、縄文早期～続縄文時

代にわたって遺構、遺物が検出されている。

十川沿岸の低湿地帯 には大沼遺跡がある。注目すべき点として、当時の生活 を類推可能な木製品や、

県内ではほとんど出土例のない平安時代の牛歯が出土 している。

梵珠山南麓の丘陵地帯では、浪岡バイパス建設 に伴い山本、野尻 （１）～ （４）、高屋敷館、山元（１）～（３）

の各遺跡が確認されている。山本遺跡 は少量の縄文土器を除いては、遺物の大部分が土師器、須恵器、

羽口、炉壁片、鉄滓等であり、主体 となる時代は平安時代である。竪穴住居跡の多 くは外周溝を伴 う

ものである。野尻 （２）・（３）遺跡では、内径 ３～２２ｍの円形周溝が検出された。主体部は確認されなかっ

たが、平安時代 における終末期古墳の可能性が考えられている。野尻（４）遺跡では、県内最古と思われ

る環濠が検出されている。また、野尻各遺跡の平安時代竪穴住居跡 は、住居の外側 に外周溝 と掘立柱

建物跡を伴 う特徴をもつ。高屋敷館遺跡 は、平安時代後半の大規模な土塁 と濠を巡 らした環濠集落で

あり、環濠の外部に土塁が築かれていることが大 きな特徴 となっている。 このような防御性の施設を

持つ必要があった当時の社会情勢、集落の構造 はもとより、中世城館が成立する過程 を考える上で も

貴重な遺跡である。山元遺跡 は平安時代前半 を中心 とした大 きな農村集落である。山元 （２）遺跡では、

鍛冶場から鉄製産に関する遺物が多数出土 している。 また、県内で も出土例の少ない土鈴が大量に出

土 している。

梵珠山系によって隔てられた西側及び北西側には県内唯一の須恵器の窯跡群が存在する。ここで生

産された須恵器 は、周囲の遺跡及び県内全域、南は秋田県大館周辺、岩手県二戸市周辺、北 は北海道

日本海岸側のほぼ全域に見 られ、 これ ら県内外の消費地 との関連が考 えられる。

また、中世北畠氏の居館である浪岡城は全国的に知 られるところであ り、掘立柱建物跡、土居、井

戸、堀、竪穴遺構、陶磁器、瓦質土器、砥石、石臼等の石製品、角釘、鍬、小刀等の鉄製品が検出さ

れている。

－ １４ －



この他、浪岡町にはまだ未調査の縄文時代～歴史時代の遺跡が数多 く存在 し、今後の調査、研究が

期待される。 （田澤賢治）
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第Ⅳ章 検出遺構 と出土遺物

第 １節 縄文時代の検出遺構 と出土遺物
今 回の調査で は、土坑 ３基 、竪穴状遺構 １基が検 出され た。以下遺構別 に記述す る。

１ 土坑

第 １号土坑 （第 ９図 ・図版 ２）

［位 置］Ｍ― ３５・３６、Ｎ ―３６グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］ なし。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整円形 を呈 す る。開口部 の長軸 １０４ｃｍ、短軸８５ｃｍ、深 さ５６ｃｍ、底部 の長軸

９８ｃｍ、短軸８４ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 はほぼ平坦で ある。壁 は底面 か ら内湾 ぎみに立 ち上が り、開 口部付近でやや外反す る。

［堆積土］堆積土 は ８層 に分層 され る。 自然 堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は縄文土器の細 片が １点出土 してい るが、図示 し得 る ことが で きなか った。

第 ２号土坑 （第 ９図 ・図版 ２）

［位 置］ Ｂ―１７・１８グ リッドに位置す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 は不整楕円形 を呈す る。開 口部 の長軸 は１５０ｃｍ、短軸１０４ｃｍ、深 さ７０ｃｍ、底部

の長軸 １３８ｃｍ、短軸１１０ｃｍをを計測す る。

［壁 ・底面］底面 は平坦で ある。壁 は底面か ら内湾 ぎみ に立ち上 が り、開口部付近で やや外反す る。

［堆積土］堆積土 は１０層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第 ３号土坑 （第 ９図 ・図版 ２）

［位 置 ］ Ｂ―１８グ リッ ドに位置 する。

［重 複 ］な し。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整楕 円形 を呈 する。長軸１４２ｃｍ、短軸９４ｃｍ、深 さ４２ｃｍを計測 する。

［壁 ・底面 ］底面 はほぼ平 坦であ る。壁 は底面か らほぼ垂直 に立 ち上が る。

［堆積土］堆積 土 は ６層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

２ 竪穴状 遺構

第 １号竪穴状遺構 （第 １０・１１図 ・図版 １ ・９）

［位 置］ Ｎ ・Ｏ―４６・４７グ リッ ドに位置 す る。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整形 を呈す る。長軸 １３９ｃｍ、短軸 １２３ｃｍを計測す る。

［重 複］ なし。

［壁 ・底面］底面 は起伏が ある。壁 は底面か ら緩 やか に立 ち上 が り、壁高 は５～２６ｃｍである。

［堆積土］堆積土 は １層 で、 自然堆積の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は覆土 中か ら石箆が ３点出土 してい る。 ３点 ともに石質 は珪質頁岩。

（田澤賢治）

－ １９ －
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第 ２節 平安時代の検出遺構 と出土遺物

今回の調査では、土坑 ３基、竪穴住居跡 ６軒、竪穴状遺構 １基が検出された。以下遺構別 に記述す

る。

１ 土坑

第 ４号土坑 （第１２図 ・図版 ２）

［位 置］ Ｉ―２１・２２、 Ｈ―２２グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 はほぼ円形 を呈す る。長軸３３６ｃｍ、短軸２２８ｃｍ、深 さ７６ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 ・壁 は鍋底状 を呈 し、緩やか に立 ち上が る。

［堆積土］堆積土 は ７層 に分層 され る。 ３、 ４、 ５層 に白頭山苫小牧火 山灰 を含 み、特 に ４層 に多量

に含 む。 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

第 ５号土坑 （第 １２図 ・図版 ２）

［位 置］ Ｃ―１７・１８グ リッ ドに位置 す る。

［重 複 ］ なし。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整 隅丸長 方形 を呈 す る。長軸２１４ｃｍ、短軸１２４ｃｍ、深 さ４３ｃｍを計測 する。

［壁 ・底面］底面 は平坦であ る。壁 は底 面か ら急 に立 ち上 が る。

［堆積土］堆積土 は ５層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は土師器片が出土 してい るが、図示 し得 ることはで きなか った。

第 ６号土坑 （第１２図）

［位 置］ Ｉ―２１・２２、 Ｈ― ２２グ リッドに位置す る。

［重 複］第 ２号竪穴状遺構 と重複 してお り、新旧関係 は本土坑 の方が旧い。

［平面形 ・規模］平面形 は楕 円形 を呈 する。推定長軸１４８ｃｍ、短軸 ８６ｃｍ、深 さ８０ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面 ］底面 は鍋底状 を呈 し、壁 はやや急 に立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積土 は １層 で、 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は土 師器片 が出土 しているが、 図示 し得 る ことはで きなかった。

（田澤賢治）

２ 竪穴住居跡

第 １号 竪 穴 住 居 跡 （第 １３・１４・１５図 ・図 版 ３ ・ ６）

［位 置 ］ Ｇ ・Ｈ ― ２２・２３、 Ｉ― ２２グ リ ッ ド に位 置 す る。

－ ２２ －
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［重 複］ なしだが、北壁部 に攪乱 をうけている。

［平面形 ・規模 ］平 面形 は隅丸 の方形 を呈 する。長軸４２６ｃｍ、短軸３９２ｃｍを計測す る。主軸 方位 はＳ―

１４°―Ｗ 。

［壁 ・床面］床面 は多少起伏が あ る。壁 は底面か らやや急 に立 ち上が り、壁高 は北東壁 １６～３１ｃｍ、南

東壁３８～４２ｃｍ、南西壁３２～３９ｃｍ、北西壁２２～２７ｃｍで ある。

［壁 溝 ］検 出 されなかった。

［柱 穴 ・ピッ ト］検 出 されなかった。

［カマ ド］南壁 の西寄 りに位置 している。煙道部が多少崩落 してい るが地下式 のか まどと思われ る。

両袖の芯材 に は川原石 を使用 している。燃焼部 はか まどの ほぼ中央部 にある。

［堆積土］堆積土 は１６層 に分層 され、第 ９ ・１０層中 に白頭 山苫小牧火 山灰 （第Ⅴ 章第 １節参照）の堆

積が多量 に認 め られ た。 自然堆積 の様 相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は土師器 ・須恵器片が５２点出土 してい るが、 図示 し得 たのは ７点で ある。 １は甕。

底部 を欠失す る。内外面 とも表面の剥落 が著 しい。 ２は甕 口縁部。 口縁部 は内外面 とも横 ナデ。胴部

外面 は斜方 向のナデ調整。内面 は縦方向のナデ調整。 ３は甕底部付近。底部付近 は、横 ナデ。胴部下

半 は上 か ら下へ の縦方向 のヘ ラ削 り。 ４は甕底部付近。外面 はナデ。底部側面 は粗い削 り。内面 は丁

寧 なナデ調整 を施 す。 ５は甕底部付近。外面 は細 目の調整器具 に よるナデ。内面 は丁寧 なナデ調整 を

施 す。 ６は堝。外面 は口縁部付近横 ナデ胴部 は縦方 向の粗 いナデ調整。内面 は横 ・斜 方向の丁寧 なナ

デ調整。 ７は須恵器長 頸壺。口縁部 を欠失 す る。胴部下半 にヘ ラ削 り痕 を残 す。

第 ２号竪穴住居跡 （第 １６・１７・１８図 ・図版 ３・６）

［位 置］ Ｈ ・Ｉ―１５・１６グ リッ ドに位置す る。

［重 複］ な し。

［平面 形・規模］平面形 は方形 を呈 する。長軸３９８ｃｍ、短軸３６６ｃｍを計測す る。主軸 方位 はＮ―６２°―Ｅ。

［壁 ・床面］床面 は平坦 である。壁 は底面か らやや急 に立 ち上が り、壁 高 は北東壁４５～５０ｃｍ、南東壁

５４～６４ｃｍ、南西壁３０～５１ｃｍ、北西壁２１～４０ｃｍで ある。

［壁 溝］ か まど周辺 を除 いて全周す る。幅 は ４～１０ｃｍ、深 さ ４～２２ｃｍを計測 する。

［柱穴 ・ピッ ト］各 コーナーに検 出された。

［カマ ド］東壁 の南寄 りに位置 している。半地下式の もので遺存状態 は比較的良好で ある。

［堆積土］堆積土 は ８層 に分層 され、第 ６層中 に白頭 山苫小牧火 山灰 （第 Ⅴ章第 １節参照） を含 む。

自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は土師器片が ２点出土 してい るが、図示 し得 たの は １点で ある。 １は土師器 坏。 内

面黒色処理 を施 し、円形 のカキ目痕 を多数残 す。

第 ３号竪穴住居跡 （第１９・２０・２１図 ・図版 ３ ・６）

［位 置］ Ｇ ・Ｈ ―１２・１３グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］な し。

［平面形 ・規模 ］平面形 は方形 を呈 す る。長軸２８４ｃｍ、短軸２４８ｃｍを計測 す る。主軸方位 はＮ ―４２°―Ｅ。

－２７ －
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［壁 ・床面］床面 は多少起伏が見 られ る。壁 は底 面か ら急に立 ち上 が り、壁高 は北東壁４９～６６ｃｍ、南

東壁６３～７１ｃｍ、南西壁３６～５３ｃｍ、北西壁２９～４２ｃｍであ る。

［壁 溝］検 出され なか った。

［柱穴 ・ピッ ト］か ま ど脇 に小 ピッ トが検 出 され土 師器 が多量 に出土 して いる。

［カマ ド］東壁南寄 りに地下式 のカマ ドが構築 されていたが、人為的 に壊 された可能性 が高い。

［堆積土］堆積土 は１１層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈 する。

［出土遺物］遺物 は土師器 ・須恵器 片が多量 に出土 してい るが、図示 し得 たの は ８点であ る。 １は甕

形土器。外面 は横 ナ デ後縦 箆削 り。内面 は横 方向の箆 ナデ調整。輪積痕 を残す。外面胴部 と内面 口縁

部 に煤付着。 ２は甕形土器 。底部 を欠失す る。 内外面 ともかすかに輪積痕 を残す。外面 は横 ナデ調整

後縦位 の箆削 り。内面 は丁寧 な横位 のナデ調整。 ３は甕形土器。 口縁部がわずか に外反 す る。 内外面

に輪積痕 を明瞭 に残す。外 面 は横 ナデ調整後縦位 の箆 削 り。 内面 は横 ナデ調整後縦位及 び斜位 の箆削

り。 ４は小型甕形 土器 。内外面 の剥落 が著 しい。輪積痕 を明瞭 に残す。 ５は小型 甕形土器。外面 にか

すか に輪積痕 を残 し、横 ・縦位 の箆 ナデ調整。 内面 は横位 の箆 ナデ調整。 ６は小型土器。手 ず くねで

内外面 とも指ナ デ調整 。 ７は坏形土器。 内外面 とも横 ナデ調整。 ８は鉄製品。用途 は不明 であるが、

端部 に摘み部 を有す る。

第 ４号竪穴住居跡 （第２２・２３・２４図 ・図版 ４・６）

［位 置］ Ｆ―１８、Ｇ ―１８・１９グ リッ ドに位置す る。

［重 複 ］な し。

［平面形・規模 ］平面形 は方形 を呈 する。長軸３００ｃｍ、短軸２７４ｃｍを計測す る。主軸 方位 はＳ―３１°―Ｅ。

［壁 ・床 面］床面 は多少起伏 がみ られる。壁 は底面か らやや急 に立ち上 が り、壁 高 は北東壁４５～５９ｃｍ、

南東壁 ５８～６４ｃｍ、南西壁４８～６１ｃｍ、北西壁４４～５２ｃｍで ある。

［壁 溝 ］検 出 されなかった。

［柱穴 ・ピッ ト］検 出 されなかった。

［カマ ド］南西 コーナー部 に半地下式 のカマ ドが検出 されてい る。

［堆積土 ］堆積土 は ９層 に分層 され、 ７層 中に白頭山火山灰 （第Ⅴ 章第 １節参照） の堆積が認め られ

た。 自然 堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は土師器片が１７点出土 しているが、図示 し得 たのは ４点で ある。１は小型甕形土器。

胴 部 は直線 的に立 ち上が り口縁部 はわずか に外反す る。外面 は粗 い箆 削 り。 内面 はナデ調整 。 ２は甕

形土器 。口縁及 び胴部上半 を欠失す る。外面 は横 ナデ後縦位 の箆 削 り。 ３は甕形土器。 口縁部 は緩 や

か に外 反す る。外面 は横ナ デ後縦位 の箆削 り。内面 はナデ調整。 口縁外面 に煤付着。 ４も甕形土器。

口縁部 は緩 やかに外反す る。外面 は横 ナデ後縦位 の箆 削 り。 内面 はナデ調整。

第 ５号竪穴住居跡 （第２５・２６・２７図 ・図版 ４ ・６）

［位 置］ Ｇ ・Ｈ ・Ｉ―１１グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］第 ２号竪穴状遺構 と関係 してい る可能性 も考 え られ る。

［平面形 ・規模 ］平面形 は方形 を呈 す る。長軸３８２ｃｍ、短軸３３８ｃｍを計測 する。主軸方位 はＳ―３２°―Ｅ。

－ ３０ －
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［壁 ・床面］底面 は多少起伏が ある。壁 は底面か らやや急 に立 ち上が り、壁 高 は北東壁２５～５６ｃｍ、南

東壁５８～６４ｃｍ、南西壁３７ｃｍ、北西壁１８～２０ｃｍで ある。

［壁 溝］検 出され なか った。

［柱穴 ・ピッ ト］検 出され なか った。

［カマ ド］東壁南寄 りに位置す る。か な り崩落 してお り、遺存状 態 はそれほ どよ くない。地下式で煙

出 し口は第 ２号竪穴状遺構 の底面 に掘 り込 まれてい る。

［堆積土］堆積土 は１４層 に分層 され、第 ９層中 に白頭 山苫小牧火 山灰 （第 Ⅴ章第 １節参照）の堆積 が

認 め られ た。 自然堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は土師器 片が ９点出土 してい るが、図示 し得たの は ２点であ る。 １は小型甕形土器。

底部 を欠失す る。 ２も小型甕型土器。 口縁部 を欠失 す る。外面 は粗 い箆削 り。内面 は箆ナデ調整。

第 ６号竪穴住居跡 （第２８・２９・３０図 ・図版 ４ ・５ ・７）

［位 置］ Ｊ ・Ｋ―１７・１８グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 は方形 を呈 する。長軸３８０ｃｍ、短軸３６２ｃｍを計測す る。主軸方位 はＳ―２５°―Ｅ。

［壁 ・床面］底面 は多少起伏が多 い。壁 は底面か ら緩やか に立ち上が り、壁 高 は北東壁５４～６５ｃｍ、南

東壁５３～５６ｃｍ、南西壁５０～６０ｃｍ、北西壁４１～５５ｃｍで ある。

［壁 溝］南西 ・北西壁際 に 「Ｌ」字状 に検 出 され た。

［柱穴 ・ピッ ト］西寄 りカマ ド両袖付近 に小 ピッ トが検 出 されてい る。

［カマ ド］南壁東及 び西寄 りに ２カ所検 出 されたが、調 査結果 か ら東寄 りのカマ ドが崩壊 した後西寄

りに新 しいカマ ドを構築 した もの と判 明。

［堆積土 ］堆積 土 は１０層 に分 層 され、第 ７層中に 白頭 山苫小牧火 山灰 （第Ⅴ 章第 １節参照）の堆積 が

認 められ た。 自然堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物 ］遺物 は土 師器 ・須恵器 片が４１点 出土 してい るが、図示 し得 たのは ７点であ る。 １は甕形

土器。か まど付近 か らの出土。底部 を欠失 する。 口縁部 は緩やか に外反 し、 口唇 下部 に稜 を有 する。

口唇部 に面取 りが見 られ る。外面 は縦位 の箆 削 り、 内面 の上半 は横位ナ デ、下半 は縦位 ナデ調整。 ２

は甕形土器 。底部 を欠失す る。 口縁部 は緩 やか に外反す る。内外面 にかすか に輪積痕 を残 す。外面 は

ナデ後縦位 の箆 削 り。 内面 はナデ調整。 ３は甕形土器。底 部 を欠失す る。胴部上半 に最大径 を持 ち口

縁部 は緩 やかに外反す る。外面 はナデ後縦及 び斜位 の箆削 り。内面 は横及 び斜位 の箆 ナデ調整。 ４は

小型甕形土器。頸部 に箆状工具 による明瞭 な括れ を有 し、 口縁 は緩 やか に外反 する。外面 はナ デ縦及

び斜位 の箆 削 り。内面 はナ デ調整。 ５は小型 鉢形土器 。 口縁部 はわずかに外反 する。外面 は底部 付近

で は横位、胴部で は縦位 の箆ナ デ。内面 は丁寧 なナデ調整 。 ６は堝形土器。底部及び体部 の ２／ ３を

欠失す る。外面 は放射状 のみが き痕 を有す る。内面 は横位 のナデ後縦位 の箆 ナデ調整。 ７は須 恵器 坏。

轆轤調整。底部 回転 糸切 り。 ８は土師器杯。 口縁部 を欠失 する。底部 回転糸切 り。

－３４ －
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 3   竪穴状遺構

第 2号竪穴状遺構（第31・32図・図版4）

［位    置］ Ｈ・Ｉ―12・13グリッドに位置する。

［重    複］本遺構は第１号掘立柱建物跡及び第6号土坑と重複しており、新旧関係は第1号掘立柱

建物跡より旧く、第6号土坑より新しい。また、第5号竪穴住居跡との関係も考えられる。

［平面形・規模］削平により北西部を欠失する。平面形は長方形を呈し、長軸370cm、推定短軸210cm

を計測する。

［壁・底面］底面は多少起伏があり、北側に楕円形の落ち込みを有する。壁は底面から緩やかに立ち

上がり、壁高は北東壁5～29cm、南東壁33～44cm、南西壁21～43cmである。

［壁    溝］検出されなかった。

［柱穴・ピット］検出されなかった。

［炉］検出されなかった。

［堆積土］堆積土は12層に分層され、4層中に白頭山苫小牧火山灰（第Ⅴ章第1節参照）の堆積が認

められた。自然堆積の様相を呈する。

［出土遺物］遺物は流れ込みと思われる石器が1点出土している。

                                                                               （笹森一朗）
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   第 3 節　帰嘱時期不明の検出遺構

  帰嘱時期不明の検出遺構としては、土坑20基、掘立柱建物跡 1棟、溝跡 2条が検出されている。

第 7号土坑（第33図）

［位    置］Ｇ－20・21グリッドに位置する。

［重    複］なし。

［平面形・規模］平面形はほぼ円形を呈する。長軸164cm、短軸160cm、深さ29cmを計測する。

［壁・底面］底面は起伏が多い。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。

［堆積土］堆積土は 4層に分層される。自然堆積の様相を呈する。

［出土遺物］遺物は出土していない。

第 8号土坑（第33図）

［位    置］Ｇ－24グリッドに位置する。

［重　　複］なし。

［平面形・規模］平面形は楕円形を呈する。長軸106cm、短軸80cm、深さ26cmを計測する。

［壁・底面］底面は平坦である。壁は底面から緩やかに立ち上がる。

［堆積土］堆積土は 3層に分層される。自然堆積の様相を呈する。

［出土遺物］遺物は出土していない。

第 9号土坑（第33図・図版 5）

［位    置］Ｇ－19・20グリッドに位置する。

［重    複］なし。

［平面形・規模］平面形は円形を呈する。長軸166cm、短軸155cm、深さ22cmを計測する。

［壁・底面］底面は多少起伏がある。壁は底面から緩やかに立ち上がる。

［堆積土］堆積土は 9層に分層される。人為堆積の様相を呈する。

［出土遺物］ 遺物は出土していない。

第10号土坑（第33図・図版 5）

［位    置］Ｃ－18グリッドに位置する。

［重    複］なし。

［平面形・規模］平面形は円形を呈する。長軸164cm、短軸150cm、深さ38cmを計測する。

［壁・底面］底面にはやや起伏がある。壁は底面から緩やかに立ち上がる。

［堆積土］堆積土は 5層に分層される。自然堆積の様相を呈する。

［出土遺物］遺物は出土していない。
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第１１号土坑 （第 ３４図 ・図版 ５）

［位 置］ Ｌ―３３グ リッ ドに位置 する。

［重 複 ］な し。　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　

［平 面形 ・規模］平面形 は楕 円形 を呈す る。長軸１１６ｃｍ、短軸９０ｃｍ、深 さ３４ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 に は起伏が あ り、 中央部 には深 さ４０ｃｍ程 の落 ち込 みが認 め られ る。南西壁 は底面 か

ら垂直 に立 ち上が り、他 の壁 は緩やか に立 ち上が る。

［堆積土］堆積土 は ５層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は出土 して いない。

第 １２号土坑 （第３４図）

［位 置］Ｍ― ２９・３０グ リッ ドに位 置す る。

［重 複］ なし。

［平面形 ・規模 ］平面 形 は円形 を呈 す る。長軸 １０４ｃｍ、短軸９１ｃｍ、深 さ２７ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底 面 には起伏 があ り、中央部北寄 りに深 さ２０ｃｍ程 の落 ち込 みが認め られ る。壁 は底面か

ら緩やか に立ち上 が る。

［堆積 土］堆積土 は ６層に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈す る。

［出土 遺物 ］遺物 は出土 していない。

第１３号土坑 （第３４図 ・図版 ５）

［位 置 ］Ｋ ・Ｌ―２８グ リッ ドに位置す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 はほぼ円形 を呈す る。長軸８８ｃｍ、短軸 ７８ｃｍ、深 さ２４ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面 ］底面 に は起伏が ある。壁 は底面か らほぼ垂直 に立ち上 が る。

［堆積 土］堆積土 は ４層 に分層 され る。 自然堆積 の様 相 を呈 す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

第１４号土坑 （第３４図）

［位 置 ］Ｅ ・Ｆ―３３・３４グ リッ ドに位 置す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 は不整楕円形 を呈 す る。長軸 １９２ｃｍ、短軸９４ｃｍ、深 さ３６ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底面］底面 はほぼ平坦であ る。壁 は底 面か ら急 に立 ち上が る。

［堆積土］堆積土 は ７層 に分層 され る。 自然 堆積 の様相 を呈 する。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第 １５号土坑 （第３５図）

［位 置］ Ｋ ・Ｌ―３９・４０グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］ なし。

－４６ －
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［平面形 ・規模 ］平 面形 は不整楕 円形 を呈 する。長軸２２４ｃｍ、短軸１２８ｃｍ、深 さ４０ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 に は起伏 があ る。壁 は底面 か ら緩や かに立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積土 は ２層 に分層 される。 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第１６号土坑 （第３５図）

［位 置］ Ｋ ・Ｌ―２６グ リッドに位置す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 は不整 楕円形 を呈 す る。長軸 １３２ｃｍ、短軸８６ｃｍ、深 さ１８ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 はやや起 伏があ るが、 ほぼ平坦であ る。壁 は底面 か ら緩 やかに立 ち上が る。

［堆積土］堆積土 は ５層 に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈 する。

［出土遺物］遺 物 は出土 していない。

第１７号土坑 （第 ３５・図版 ５）

［位 置 ］ Ｐ―４３グ リッ ドに位置 する。

［重 複 ］な し。

［平面形 ・規模］平面形 は楕 円形 を呈す る。長軸１４０ｃｍ、短軸１１１ｃｍ、深 さ４８ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底面］底面 に は起伏が あ り、 中央部 に４０ｃｍ程 の落 ち込みが認 められ る。壁 は底面 か ら緩 やか に

立 ち上 が る。

［堆積土］堆積土 は ３層 に分層 され る。人為堆積 の様 相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第 １８号土坑 （第３５図）

［位 置］ Ｑ― ４４グ リッ ドに位 置す る。

［重 複］ なし。

［平面形 ・規模］平面形 はほぼ円形 を呈 す る。長軸 １００ｃｍ、短軸９２ｃｍ、深 さ３２ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底面］底面 は起伏 が多い。壁 は底面 か ら急 に立 ち上 がる。

［堆積土］堆積土 は ４層 に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈 する。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第 １９号土坑 （第３６図）

［位 置］Ｄ ・Ｅ―２４グ リッ ドに位置 する。

［重 複］な し。

［平面形 ・規模］平面形 は円形 を呈す る。長軸１４６ｃｍ、短軸１２６ｃｍ、深 さ３１ｃｍを計 測す る。

［壁 ・底 面］底面 は起伏が多 い。東 ・南壁 は垂直 に立 ち上が り、西 ・北壁 は緩 やかに立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積土 は ４層 に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

－ ４８ －
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第２０号土坑 （第３６図 ・図版 ５）

［位 置］ Ｂ―１８・１９グ リッ ドに位 置す る。

［重 複］ なし。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整 楕円形 を呈 す る。長軸 １１２ｃｍ、短軸７８ｃｍ、深 さ６２ｃｍを計 測す る。

［壁 ・底面］北側 に向か って落 ち込み、底部 は丸底状 を呈 する。壁 は急 に立 ち上が る。

［堆積土］堆積土 は ６層 に分 層 され る。人為 堆積 の様相 を呈 する。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

第２１号土坑 （第３６図）

［位 置］ Ｋ ・Ｌ―１９グ リッ ドに位置 す る。

［重 複 ］な し。

［平面形 ・規模 ］平面形 は楕 円形 を呈 する。長軸 １４８ｃｍ、短軸８６ｃｍ、深 さ２０ｃｍを計測す る。

［壁 ・底 面］底面 はやや起伏 があ るがほぼ平坦 であ る。壁 は底面か ら急 に立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積 土 は ８層 に分層 される。人為堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

第２２号土坑 （第３７図）

［位 置 ］ Ｇ ・Ｈ―１４・１５グ リッ ドに位置 する。

［重 複］ な し。

［平 面形 ・規模］平面形 はほぼ円形 を呈す る。長軸１８４ｃｍ、短軸１７６ｃｍ、深 さ２２ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底面］底面 は起伏 が多 い。壁 は底面か ら急 に立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積土 は ６層 に分層 される。人為堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物］遺物 は遺物 は出土 していない。

第２３号土坑 （第３７図）

［位 置］Ｈ ・Ｉ―１６・１７グ リッ ドに位置す る。

［重 複 ］な し。

［平 面形 ・規模 ］平面形 は楕 円形 を呈す る。長軸１６６ｃｍ、短軸９６ｃｍ、深 さ４０ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底 面］底面 は起伏が多 い。壁 は底面か ら急 に立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積土 は ８層 に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

第２４号土坑 （第３７図）

［位 置］Ｄ― １６グ リッ ドに位置す る。

［重 複 ］な し。

［平 面形 ・規模］平面形 は楕 円形 を呈す る。長軸１２０ｃｍ、短軸８５ｃｍ、深 さ２０ｃｍを計測 する。

［壁 ・底 面］底面 は起伏が多 い。壁 は底面か ら急 に立 ち上が る。

－ ５０ －
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［堆積土］堆積土 は ８層 に分層 され る。人為堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は出土 してい ない。

第２５号土坑 （第３７図）

［位 置］Ｍ ・Ｎ― ３４グ リッ ドに位置 す る。

［重 複］ なし。

［平面形 ・規模 ］平面形 は不整 円形 を呈 す る。長軸 １３８ｃｍ、短軸１２０ｃｍ、深 さ３７ｃｍを計測 す る。

［壁 ・底面］底 面 は平 坦であ る。壁 は底面 か ら緩 やかに立 ち上が る。

［堆積土 ］堆積 土 は １層 に分層 される。 自然堆積 の様相 を呈す る。

［出土遺物 ］遺物 は出土 していない。

第２６号土坑 （第３７図）

［位 置］ Ｈ― ３３グ リッ ドに位置す る。

［重 複］ な し。

［平面形 ・規模］平面形 は不整 円形 を呈す る。長軸７４ｃｍ、短軸 ６２ｃｍ、深 さ２０ｃｍを計測す る。

［壁 ・底面］底面 はほぼ平坦で ある。壁 は底面か ら急 に立ち上 が る。

［堆積土］堆積土 は ３層 に分層 され る。 自然堆積 の様相 を呈 す る。

［出土遺物］遺物 は出土 していない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田澤賢治）

２　 掘立柱 建物 跡

第 １号掘立柱建物跡 （第３８図）

［位 置］ Ｈ ・Ｉ―１２・１３グ リッ ドに位置 する。

［重 複］本遺構 は第 ５号竪穴住居跡 び第 ６号土坑 と重複 してお り、新旧関係 は本遺構が全 てにお

いて新 しい。

［柱 穴］ ピッ トは総数 ４個 を検 出 した。規模 は３８ｃｍ～４５ｃｍを計測 し、確認 面か らの深 さはＰ １が

８９ｃｍ、 Ｐ ２が５０ｃｍ、 Ｐ ３が３２ｃｍ、 Ｐ４が５２ｃｍを計測す る。

［形 態 ］ １間 × １間 の建物跡 と考 え られ る。柱間 は南北が２３６ｃｍ、東西 が２１４ｃｍで、柱列平面形 は

方形 を呈 す る。

［出土遺物 ］遺構 に伴 う と思われ る遺物 は出土 して いない。

［時 期］帰嘱時期 は不明。

３　 溝跡

第 １号溝 跡 （第３９図 ・図版 ５）

［位 置］ Ｅ― ３９～ Ｋ― ２８グ リッ ドにか けて位置 す る。

［重 複］な し。
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［規 模 ］幅４５ｃｍ～１０５ｃｍ。深 さ３５ｃｍ～５５ｃｍ。長 さは４２．５ｍ。

［堆積土］ ２層～ ３層 に分層 された。

［形 態］断面 の形態 は鍋底状 を呈 す る。

［出土遺物］遺構 に伴 う と思われ る遺物 は出土 していない。

［時 期］帰嘱時期 は不明。

第 ２号溝跡 （第３９図 ・図版 ５）

［位 置］ Ｇ― ３６～ Ｊ―３０グ リッ ドにか けて位置 す る。

［重 複 ］な し。

［規 模 ］幅４５ｃｍ～９０ｃｍ。深 さ２５ｃｍ～５０ｃｍ。長 さ は２３．４ｍ。

［堆積土 ］ ２層～ ３層に分層 された。

［形 態］ 断面 の形態 は鍋底、 あ るいは箱状 を呈す る。

［出土遺物］遺構 に伴 うと思 われる遺物 は出土 していない。

［時 期］帰嘱 時期 は不明。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （笹森一朗）

－５４－



－ 55 －



－ 56 －



　 第 ４ 節 　 遺 構 外 出 土 遺 物

　遺構外か ら出土 した遺物 は、段 ボール箱で ４箱分で、縄文土器、石器、土師器 ・須恵器 片、土製品、

石製品等が出土 してい る。

１　 縄文時代の土器

第 Ⅰ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　縄文 時代早期 の土器 を一括 した。

　 ２点出土 してい る。 １は口縁部片。 口唇部 に押圧痕 を有 し、撚糸文 を施 文す る。胎土 に海綿骨針 を

多量 に含み、焼成 は良好。 ２も口縁部片。鋸歯状 に撚糸 を圧痕 し、 口唇部 にも同一原体 の撚糸 を圧痕

する。 １同様胎土 に海 綿骨針 を多量 に含 み、焼成 は良好。

第 Ⅱ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　 縄文時代前期 の土器 を一括 した。

　 １点 のみの出土で ある。 ３は口縁部 片。波状 口縁 を呈 し横位 に撚 糸 を圧痕 する。胎土 に繊維 を多量

に含 む。

第Ⅲ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　 縄文時代 中期 の土器 を一括 した。

　 ４ ・５は口縁部 片。同一個体 と思 われ隆帯上 に撚糸 を圧痕 し、隆帯 区画内 に ２～ ３条の撚 糸を圧痕

し、撚糸 による爪形 文 を有す る。 ６・７・８も口縁部片。 同一個体 と思われ、隆帯上 に撚 糸 を圧痕 し、

横位 の刺突文 を施 文す る。 ９は口縁突起部。細 目の粘土紐 に よる隆帯 を有す る。

第Ⅳ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　 縄文時代後期 の土器 を一括 した。

　 １０は口縁部片。波状 を呈 し深 めの沈線 による隆帯 を作 り出 してい る。隆帯上及 び沈線 区画 内にＬＲ

縄文 を施文 す る。１１も口縁部 片。波状 口縁 を呈 し口縁下部 に深 めの沈線 によ り隆帯 を作 り出 している。

沈線区画内に ＲＬ縄文 を施文 する。１２は波状 口縁 を呈 し、曲線的 な沈線区画内 にＲＬ縄文 を施文す る。

１３・１４は平縁 。長 方形 の沈線 区画 内に斜縄文 を充填す る。１５は波状 口縁 を呈 す る。１６は平縁。 １７・１８

は胴部片。１９は底部付 近。２２・２３は胴部片。太 めの沈線 区画 内に太 めの斜縄文 を充填す る。２１は口縁

部片。 口縁下部 に １条の沈線 を有 し、網 目状撚 糸文 を施文 す る。２５も口縁部片。 口唇 下部 に ２条 の沈

線 を有 し、条間 に刻 目を有す る。２６～ ３２は胴部 片。沈線 区画 内に羽状縄文 を施文す る。２５と同一個体

と思われ る。３３は口縁部片 曲線の沈線 文 を施文 す る。３４と同一個体 と思 われる。３５は胴部、３６は口縁

部 片。沈線 区画 内に斜縄文 を充填す る。
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第 Ⅴ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　縄文時代晩期 の土器 を一括 した。

　 ３７は口縁部片。小波状 の口縁 を呈 し、入組状 の沈線 を有 す る。３８は口縁部片。平縁 で、沈線文 と２

個一対 の粘土粒 を有 す る。３９も口縁部片。波状 を呈 し、 口唇 下部 に沈線 を有 す る。４０は台付 の脚部。

第Ⅵ群土器 （第４０図 ・図版 ８）

　 縄文のみ を施文 す るもの を一括 した。

　 ４１～４３は口縁部 片。 ３点共平縁 で、斜縄文 を施文す る。４４は台付 の底部付近 。脚部 を欠失 する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笹森一朗）

２　 縄文時代 の石器 （第４１・４２・４３図 ・図版 ９）

　 遺構外出土 の石器 は１７点で あ り、出土数 は多 くない。

　 剥片石器 は、石鏃 ５点、石匙 １点、石箆 ２点が出土 した。 また、剥片が １点出土 した。 その他、磨

製石斧 ２点、石皿 ２点、敲磨器 ２点が出土 した。

　 石鏃 （第４１図― １～ ５）は ５点出土 した。平基有茎 （１）１点、凸基有茎 （２）１点、凸基無茎 （３）１点、

凹基無茎 （４・５）２点 である。 １は基部 の片面及び茎部 にアス ファル ト痕跡 が観察 される。基部が欠

損 してい る。石質 はいずれ も珪質頁岩で ある。

　 石匙 （第４１図― ８）は縦型石匙で ある。右側縁が直線的で、左側 縁がやや弧状 に膨 らんでいる。石質

は珪質頁岩 であ る。

　 石箆 （第４１図― ６ ・７）は ２点 出土 した。 ６は刃部 の両面 に光沢の ある使 用痕 が観察 され る。 ６は先

端部 を欠損 してい る。石質 はいずれ も珪質頁岩 である。

　 剥片 （第４１図― ９）は １点 出土 した。石質 は珪質頁岩で ある。

　 磨製石斧 （第 ４２図― １０・１１）は ２点 出土 した。１０は、全面 を敲打 の後、研磨 して整形 してい る。 また、

敲打 による深い抉 りを胴部 中央 に全周 させ る加工が施 され ている。 おそ らく着柄 の ため と思われる。

石材 は閃緑岩で ある。１１は欠損品で、全面研磨整形 され た小型 の石斧で ある。石材 は緑泥片岩であ る。

　 敲磨器 （第４３図― １４・１５）は ２点出土 した。石材 はいずれ も安 山岩 である。石皿 （第４２図― １２・１３）は

２点 出土 してい る。 いずれ も欠損品であ る。石質 は、 １２が安 山岩、 １３が石英安 山岩で ある。

３　 平安時代の遺物 （第４４図 ・図版 ７）

　 細 片での出土が多 く図示 し得 たのは ４点で ある。

４　 その他 （第４４図 ・図版 ７）

　 １は砥石。石質 は硬質砂岩 で ３面使用 している。 ２ ・３は古銭。 ２は錆 による腐蝕 が著 しいが祥符

元 寳 と思われ る。 ３は寛永通 寳である。 ４は泥面子 と思われ る土製品。籠 に入 った薔薇 をモチーフに

している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田澤 賢治）
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第Ⅴ章　自然科学的分析

　第 １節　平野遺跡出土火山灰の蛍光Ｘ線分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈 良教育大学　三　辻　利　一

　 １） はじめに

　 現在 、 日本各地 に堆積 している火 山灰 は第 ４紀以後 の新 しい時期 の火 山活動 による ものが多い。 こ

れ らの火 山灰 はＣａ、Ｓｒ量 の多 い玄武岩質火 山灰 である。Ｋ、Ｒｂ量 が多い花 崗岩質火 山灰 はほ とん ど検

出 されていない。 その数少 ない例外 の一つが、東北地方北部地域 を中心 に して平安時代 の地層 に堆積

してい る白頭 山火 山灰で ある。 この時期 には地元、十和 田火 山 も有史最後 の噴火活動 を行 い、十和 田

ａ火山灰 を降灰 させ る。白頭山火山灰 は花崗岩質火山灰 であ り、十和 田ａ火 山灰 は玄武岩質火山灰 であ

る。両者 は長石系因子で明確 な差違 を示すので、多変量解析 をする まで もな く、分布 図で容易 に相互

識別 され る。 ただ、問題 は降下火山灰 は土器 の ように焼 け固 まっていないので、堆積 中 に周囲の土壌

な どによって汚染 され る場 合があ る。データ解析 をす るときには この点 に注意 を要す る。

　 本報で は平野遺跡か ら出土 した火 山灰 の蛍光 Ｘ線分析 の結果 につ いて報告す る。

　 ２）分析 結果

　 分析 デー タは表 １にまとめ られている。全分析値 は岩石標準試料ＪＧ― １の各元素 の蛍光 Ｘ線強度 を

使 って標準化 した値 で表示 されている。 これ らの生 デー タを使 って分布 図 を作成 し、 白頭 山火 山灰か

十和田ａ火 山灰 かの判断 を行 った。

　 はじめに、Ｎａ因子 を点検 す る。 もし、粘土試料が火 山灰試料 にまぎれていた り、土壌で汚染 された

試料 が混 ざっている と、Ｎａ因子で容易 に識別で きるか らであ る。これ らの試料中 にはＮａ含有量 は少な

い。風化作用で流出 してい るか らであ る。表 １をみる と、Ｎｏ．３の試料 にＮａ量が少 ない こ とは容 易にわ

か る。Ｎｏ．３は火 山灰試料で はない。他の試料 にはいずれ も、Ｎａ量 は多 く、火 山灰試料 とみな された。

　次 に、白頭 山火山灰か十和 田 ａ火 山灰 か をみ るために、Ｒｂ―Ｓｒ分布 図 を作成 した。その結果 を図 １

に示す。Ｎｏ．３を除いてすべ て、白頭 山領域 に分布す ることがわか る。十和 田ａ領域 は全 く離れ ているの

で見 間違 える ことはまずないので、Ｎｏ．３を除 く他 の試料 は白頭 山火 山灰で ある可能性 をもつ訳で ある

が、念 のため、他 の因子 について も点検 した。

　 図 ２に はＫ―Ｃａ分布 図 を示 す。この図 で もＮｏ．３を除いて他の試料 は十和 田ａ領域 には対応せ ず、白頭

山領域 に対応す るこ とが よ くわか る。

　最後 に、Ｆｅ因子 をみてみ よう。Ｆｅ因子 は図 ３に比較 してあ る。Ｎｏ．３を除いて、すべ て、白頭山領域

によ く対応 して いることがわか る。土壌 で汚染 され た火 山灰 は一般 に、Ｎａの含有量がやや少 な く、Ｋ、

Ｃａ、Ｒｂ、Ｓｒ因子で も少 しずれ る場合 が多い。その場 合 は必 ず といっていい くらい、Ｆｅ量 は増加 し、白

頭 山領域 をずれ る。今 回の試料 中に はそのよ うな ものは含 まれていない。Ｎｏ．３は全因子で五所 川原窯

群 の須恵器 の化学特性 に類似 してお り、地元産 の粘土で ある可能性 をもつ。
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　　第 ２節　平野遺跡出土須恵器の蛍光Ｘ線分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良教育大学　三　辻　利　一

　 １）はじめに

　 青森県内の遺跡出土須恵器の分析データもかなり集積 されてきた。それらは五所川原窯群産 と県外

か らの搬入品 に二分 され る。現在 はその仕分 けの段 階にあ る。 そ して、県外か らの搬入品 は五所 川原

窯群が操業 に入 る前 の ９世 紀代 の ものであ るらしい とい うのが現状 である。 どの地域 か らの搬入 品か

という重要 な問題 が残 されてい る訳 であ るが、それに は、 これ まで に出されて いる分析 データか ら、

遺跡出土品の分類 が必 要であ るし、生産地 の有力候補 として上 げ られ てい る日本海側 の生産地 の整理

も必要であ る。 この整理 が済 む まで、 県外 の生産地へ の帰嘱、す なわ ち、産 地推定 をひかえているの

が現状 であ る。

　 本報 告で は平野遺跡 か ら出土 した須恵器 を蛍光 Ｘ線分析のデータ を使 って、五所川原窯群産 と搬入

品に分類 してみた結果 につ いて報告す る。

　 ２）分析結果

　 分析値 は表 １にま とめてあ る。五所 川原窯群 と搬入 品に二分 す る作業 は まず、Ｆｅ因子 を使 って行わ

れ る。五所川原窯群 の製品 にはＦｅ量 が多い とい う特徴 があ るか らであ る。ただ、Ｆｅ量 が多いか らといっ

て五所 川原窯群 の製 品 とは限 らない。そ こで、Ｒｂ―Ｓｒ分布 図 とＫ―Ｃａ分布 図を使 って、五所川原領域

に対応 す るか どうかを調べ るのである。 このよ うな作業 を積み重ねてか ら、 ２群 間判別分析法 を適用

した方が よい とい うのが最近 の筆者 の考 えで ある。

　 まず、Ｆｅ因子 は図 １に比 較 してあ る。五所川原領域 として、Ｆｅ＞３．０を とってあ る。この条件 は五所

川原窯群 出土 の約８０点の須恵器 の分析 デー タか ら得 られた ものであ る。 そ うす る と、 この条件 を満足

する資料 はＮｏ．２．４．５．７．８．９の ６点であ る。

　 図 ２、３にはＲｂ―Ｓｒ分布 図 とＫ ―Ｃａ分布 図を示す。両図 には五所川原領域 を描 いてあ る。Ｆｅ因子で

五所川原群産の可能性 をもつ資料 を うち、 図 ２、 ３で も五所川原領域 に分布す る もの はＮｏ．２．８．９の

３点で ある。これ らは五所川原窯群産 の可能性 を もつ。Ｎｏ．７はＲｂ量がわずか に少な く、五所川原領域

をほんの少 しずれ るが、五所川原窯群産 の可能性 を もつ。Ｎｏ．４．５は別産地 の製 品 とみ られ る。

　 なお、Ｆｅ因子で五所 川原領域 に対 応 しないＮｏ．１．３．６．１０の うちＮｏ．６は図 ２、３で は五所川原領域 に

対 応す るが、 ここでは別産地の製品 としてお く。勿論 、Ｎｏ．１．３．１０の ３点 も県外 か らの搬入品 と推定

され る。

　以上 の結果、今 回分析 した１０点の資料 うち、Ｎｏ．２．８．９の ３点 のみが五所川原窯群産 と推定 されＮｏ．７

もその可能性が ある とされた ものの、他 の ６点の資料 は県外 か らの搬入品 である可能性 が高 い と推察

された。搬入 品はいずれ も、東北地方 の生産地 の製品 とみられ るが、Ｋ、Ｒｂ量 の多いＮｏ．１．３．１０と、

Ｋ、Ｒｂ量 の多 いＮｏ．４．５の、少な くと も２群 に分類 され る。この うち、前者 は日本海側 の生産地 の製品

である可能性 が高い。後 者 は現段 階で は日本海側 なのか、それ とも、太平洋側 なのか判別 はで きない。

　以上の結果 は考古学的 な土器型式 で も検討 を行 う必要が ある。
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第Ⅵ章　 まとめ

　平野遺跡の発掘調査において検出された遺構や遺物 は大 きく分けると縄文時代 と平安時代 に分 けら

れ る 。

　縄文時代 に属する遺構 は石箆が出土 した竪穴状遺構 とフラスコ状を呈する土坑が検出されているが、

遺構内からの土器の出土 はほとんど見 られず、時期を明確にすることがで きなかったが、周辺からの

遺物の検出状況からおおむね中期から後期にかけての所産 と思われる。竪穴状遺構周辺 はかなり広範

囲に削平 を受 けており明確には分か らないが、集落が存在するとすれば調査区外北側の丘陵平坦部に

展開していた可能性が高いと思われる。

　平安時代の遺構では竪穴住居跡が ６軒検出されていて、丘陵地形の尾根上の平坦部あるいは緩斜面

上に位置 している。出土遺物、住居形態等によりおおむね ９世紀初頭から１０世紀にかけて生活が営ま

れていたものと考えられる。 また、 ６軒の内 ５軒の覆土内から白頭山苫小牧火山灰が検出されている

が第 ３号竪穴住居跡からは検出されておらず、おそらくは単独の住居であった可能性 も考えられる。

カマ ドは人為的に壊 されたものと思われ、袖のほとんどは残存せず壁にへばりつ くような感 じでわず

かに残 っている状態である。

　調査区外南側 に竪穴住居跡が存在する可能性 もあるが、本遺跡では孤立した１軒ないし数軒単位で

集落が営 まれていたものと考えられる。生業に関する特徴的な遺構 ・遺物が検出されてはいないもの

の、何故 このような丘陵地に生活の場を設定 したのか、 どのような家族 ・集団がどのような生活をし

ていたのか、青森県の平安時代を考える上で も重要な遺跡であると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笹森 ・田澤）
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