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本報告書は山梨県北巨摩郡須玉町江草地内に総面積1,100,000♂ の「 ダイワヴィンテージ

ゴルフ倶楽部」建設計画に伴い、同地内において確認された28,000ポ に及ぶ遺跡包蔵地の発

掘調査報告書である。

須玉町教育委員会では平成 3年10月 14日 に「上ノ原遺跡発掘調査団」を結成 し、同日を起

点に平成 5年 3月 10日 まで調査が行なわれたものである。

遺跡は茅 ヶ岳西麓、標高780～850mの位置にあって、約300mほ どの幅で、約850mほ どに

及ぶ細長い西向きの尾根に占地 してお り、その標高が高い方からA区、B区、C区の 3つの

調査区を設定 して調査は実施された。

調査の結果、調査区全域から遺構・遺物が発見された。内容をみるとA区からは平安時代

住居12軒 と掘立柱建物 4棟、それに近世と思われる掘立柱庭物 1棟、それに上拡数基。住居

は分散 し重複は少なかった。B区は縄文時代後期の敷石住居 4軒、平安時代住居32軒、同時

代の掘立柱建物 1棟、土拡87基が検出された。そしてC区からは縄文中期末の住居18軒、後

期の住居120軒、縄文時代掘立柱建物 7棟、平安時代住居28軒、平安時代掘立柱建物 6棟、

近世掘立柱建物 1棟、土拡604基、需・段切状遺構26条が確認された。また保存区となった

D区では縄文後期の住居16軒、列状の配石 lヶ 所が確認されている。

本調査によって新 しい発見が相次ぎ、縄文時代研究、平安時代研究に資するものは膨大で

あった。そのことは本調査報告書がかなりのボリュームを呈するにもかかわらず、なお、こ

れでも頁数が満足できるものではなかったのではないかと思われるほどの、資料やデータが

得られている。

しかし、その全容が解明できたことは、調査団に関わった多くの関係者の皆様のご協力と

ご指導頂いたことによるもので衷心より感謝申し上げる次第である。

最後に終始一貫、暑い日も、寒い日も、強風の日もありで、厳 しい気象条件のなかで調査

に専念 していただいた現場担当者及び調査スタッフの皆さんには、本報告書刊行に至るまで

の長い期間にわた り真摯な態度で取 り組んで頂いたことに改めて感謝の意を記 しておきたい。

1999年 10月

上ノ原遺跡発掘調査団長

谷 日 一 夫
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1 本書は山梨県北巨摩君る須玉町江草地内、「 ダイフブィンテージゴルフ倶楽部」造成工事に伴 う上ノ原 (かみ

のはら)遺跡の発掘調査報告書であ り、本書は本文・写真図版編 と遺構 。遺物図版編の 2冊より構成されて

いる。

2 発掘調査は、須玉明野観光開発株式会社の委託事業として上ノ原遺跡発掘調査団が実施 し、平成 3年 (1991)

10月 14日 より平成 5年 (1993)3月 10日 にかけて発掘調査が行われた。

3 本書の編集は、上ノ原遺跡発掘調査団の責任のもと、平野修・櫛原功―が担当し、原稿執筆分担は以下の通

りである。

第 1・ 3・ 4章、第 8章第 2。 3節    平野 修

第 2・ 5・ 6章、第 7章第 2節 1・ 4、 第 8章第 1・ 3節  櫛原 功一

第 7章第 2節 1   櫛原 功一

第 7章第 1節    河西 学 (山梨文化財研究所)

第 7章第 2節 2   吉川 純子 (いパレオ・ ラボ)

第 7章第 2節 3   藤根 久 (lk澪 レオ・ ラボ)

第 7章第 3節    鈴木 健夫 (日 本中央競馬会)

4 本報告書作成のための主な作業分担は以下の通 りである。

遺構写真          平野修・櫛原功一 。森原智恵子 。若木美和

遺物写真撮影・ プリント   佐野靖子

遺構 トレース        平野修 。櫛原功一 。森原智恵子

遺物 トレース        平野修・櫛原功一・森原智恵子

図版作成          平野修・櫛原功一

写真図版作成        平野修・櫛原功一・森原智恵子

表作成           森原智恵子・平野修・櫛原功一

5 発掘調査および整理作業において次の調査・業務を以下の機関に委託 した。

航空写真測量          仰シン技術コンサル

テフラ分析           山梨文化財研究所 地質研究室

炭化材樹種同定 。炭化種実同定  仰パレオ・ ラボ

金属製品保存処理        山梨文化財研究所 保存修復研究室

6 本書で用いた地図は建設省国土地理院発行の地形図 (Ⅲ 25,000,150,000)、 地勢図 (Ⅲ 200,000)、 土地現

況図 (Ⅲ 2,000、 佛大 日本土木作成)である。

7 石器石材鑑定は河西学氏による。

8 本報告に関わる出土品 。図面・写真等の諸記録は、須玉町教育委員会で保管 している。

9 本遺跡に関しては一部を『須玉町誌』ほかで報告 しているが、本書の記述をもって本報告とする。

10 発掘調査から報告書作成までの間、以下の諸氏・諸機関から多大なるご配慮、ご助言等をいただいた。記 し

て感謝申し上げたぃ。 (順不同・敬称略)

小林達雄 (國學廃大学 )、 十菱駿武 (山梨学院大学)、 新津健 (山梨県立考古博物館)、 田代孝・末木健 。長

沢宏昌・保坂康夫・ 山本茂樹 。出月洋文 (山梨県埋蔵文化財センター)、 中山誠二・森原明廣 (山梨県教育

庁学術文化財課 )、 佐野隆 (明野村教育委員会)、 小官山隆 (長坂町教育委員会)、 石井寛 (横浜市かるさと

歴史財団)、 菅谷通保 (総南文化財センター)、 稲村晃嗣、秋田かな子 (東海大学)、 都築恵美子 (練馬区遺

跡調査会)、 細田勝・鈴木秀雄 (埼玉県埋蔵文化財調査事業団)、 伊藤公明 (大泉村教育委員会)、 佐藤腸廣

(小淵沢町教育委員会)、 小林公明・樋口誠司 (井戸尻考古館)、 山本暉久 (かながわ考古学財団)、 鈴木保

彦 (日 本大学)、 奥山和久、平川南 (国立歴史民俗博物館)

山梨県叛育庁学術文化財課、山梨県埋蔵文化財センター、ダイワブィンテージゴルフ倶楽部、御須玉明野観

光開発、ぬ大 日本土木、ltl多麻 グリーン造園土木、東京大学考古学研究会、井戸尻考古館、御シン技術コン

士ナル

例



例凡

遺跡全体図におけるX・ Y数値は、平面直角座標第Ⅷ系 (原点 :北緯36度00分00秒、東経138度30分00秒 )

に基づ く各座標数値である。各遺構平面図中の北を示す方位は、すべて座標耳ヒを示す。

遺構および遺物の縮尺は原則として次の通 りである。

く遺構〉 竪穴住居・掘立柱建物l■L    l
炉・篭

土拡 。埋設土器

濤

全体図

(遺物〉 土器

土偶

石器

石鏃 。小形石器・垂飾 り。銭貨  1
フレイクほか             1

60

40

40

200

400  ほか

4

2

4

1

2

遺構図版の中で、床面、亀図面中の手書き点文は焼土を意味する。平安時代の竪穴内における破線は掘 り方

面のピットを表す。遺物分布を意味するマークの意味は次の通 りである。

●土器  ○須恵器  ▲灰釉 (緑釉)陶器  □金属製品  ■石器  △土製品

遺構図版中の遺物番号は、遺物図版番号、遺物観察表番号と一致 している。また遺構図版中の遺物接合線は

接合した 2点の接合関係を意味する。

遺構図版中の柱穴深さは、基準 レベルからの深さ (C14)である。また基準 レベルはおおよその床面推定 レベ

ルである。

6 遺構断面、遺物観察表中の色調名は、『新版標準土色帖』 (農林省水産技術会議事務所監修 小山正忠・竹

原秀雄 1990)に よる。

遺物図版の上器・陶器断面図が黒塗 りは須恵器、点網掛けは灰釉陶器、斜線は緑釉陶器で、それ以外の白抜

きは土器・ 土師器などである。また土師器器面の点網掛けは黒色処理面である。また断面図中の破線は接合

帯を意味する。

磨石・凹石・砥石の外形線に沿った矢印は擦 り面の範囲を示す。

竪穴住居址の床面積は、壁下端ラインをプラニメーターで計測 した。使用機種はウシカタX― PLAN360d。
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９



目   次 (本文編)

序

例言

凡例

本文目次

挿図目次

挿表目次

挿写真目次

第 1章 発掘調査の経過 と方法… (平野修)… ……………1

第 1節 調査に至る経緯 と調査体制…………………………1

第 2節 地中 レーダ探査による調査………………… ……2

第 3節 発掘調査と整理の方法…………………………………3

第 4節 発掘調査の経過………………………………………………5

第 2章 遺跡をめぐる諸環境 …… (櫛原功―)… …… 7

第 1節 遺跡の位置 と現況………………………………………… 7

第 2節 地質・ 自然環境………………………………………… 7

第 3節 遺跡分布と歴史的環境…………………………………8

第 3章 A区の調査 ……………… (平野修)… ………… 12

第 1節 A区の遺構と遺物…………………………………………12

1 竪穴住居 と出土遺物…………………………………………12

2 掘立柱建物 と出土遺物…… …………… … ………16

3 土拡 と出土遺物……… … …… …… …… …… …17

4 その他の遺構 と出土遺物……… ……… …… ……18

第 2節 遺構外出土遺物…… …… … ……… … ………18

第 4章 B区の調査…………………… (平野修)… …… ……19

第 1節 B区の遺構 と遺物……………………… ……………19

1 竪穴住居と出土遺物…………… … …… …………19

2 土拡 と出土遺物………… …… ……… …… ………30

3 濤状遺構 と出土遺物…… … … …… …… ………31

第 2節 遺構外出土遺物………………………………… ………31

第 5章 C区の調査・……………… (櫛原功―)∵ ……・32

第 1節 C区の遺構 と遺物………………………………………32

1 竪穴住居と出土遺物……… … …… ……… ………32

2 掘立柱建物 と出土遺物………… …… …… ………80

3 土拡と出土遺物…………………………………………………83

4 埋設土器 と出土遺物―………………………………………86

5 濤状遺構と出土遺物…… ………… ………… ……87

第 2節 遺構外出土遺物…… ……… ………… … ………88

第 6章 D区の調査……………………… (櫛原功一)… ………89

第 1節 D区の遺構と遺物……………………… ………………89

第 2節 遺構外出土遺物…………… …… … ……… ……90

第 7章 自然科学分析・…………………………………………… 196

第 1節 須玉町上ノ原遺跡のテフラ (河西学)… 196

第 2節 植物遺存体の分析…… ………… …… …… 198

1 分析方法 …………………… (櫛原功―)…・198

2 炭化種実の同定結果……… (吉川純子)… …… 198

3 上ノ原遺跡出土材の樹種同定― (藤根久)201
4 上 ノ原遺跡における植物利用 (櫛原功一)204

第 3節 上 ノ原遺跡出上の馬遺骸について

………………………… (鈴木健夫)… … 205

第 8章 遺構・遺物の分析…… …… …… … … ……,208

第 1節 縄文中期末～後期の遺構と遺物 (櫛原功― )

…… … … … …・…・…・… … ……… … ………Ⅲ… … … 208

1 土器群の分類と編年一……… ……………………… 208

2 縄文時代の上製品……… ……………… …………・216

3 縄文時代の石器 。石製品 …………………… 218

4 住居の形態……………………………………………………・228

5 集落の変遷………………… ……………………………… 232

第 2節 平安時代の遺構 と遺物― (平野修)……・238

1 土器の分類と編年一…… …………………………… 238

2 竪穴住居の分析……………………………… ………… 243

3 集落構成とその変遷…… ……………… ………… 248

4 上ノ原遺跡の出土文字資料について ………253

第 3節 調査の成果と今後の課題

……………… (櫛原功―・平野修)……・259

報告書抄録

挿図目次

図 1 コースレイアウト・… ……………ィ … …… Ⅲ・2

図 2 地中 レーダによる遺構反応………………………・3

図 3 遺跡の位置…………………………………………………………・4

図 4 周辺の遺跡……………………… ……………… …………… 9

図 5 C-3・ 44住 柱穴配置図 ……………………… 34

図 6 C10・ 11・ 13住 柱穴配置図 …………………・86

図 7 CWO・ 48住 柱穴配置図 …………………………39

図 8 C-32・ 81住 柱穴配置図 ・………………………43

図 9 C導 7・ 47住 柱穴配置図 ……………………… 45

図10 C-40・ 52住 柱穴配置図 … … … ………………46

図1l Cも 4・ 73住 柱穴配置図 ………………………・51

図12 C-59住  柱穴配置図 …………………………・53

図13 C将 3住 柱穴配置図 ・…………………………・54

図14 Cヽ 4住 柱穴配置図 ……………………………・55

図15 C将 5。 71住 柱穴配置図 …………………………… 56

図16 C68住 柱穴配置図 ・……………………………57

図17 C将 9住 柱穴配置図 Ⅲ…………………………・57

図18 C-74・ 75住 柱穴配置図 ………………………59

図19 C守 7・ 88。 110住  柱穴配置図―・…………… 61

図20 C-78・ 98住 柱穴配置図 ……………………・・61

図21 Cマ 9住 柱穴配置図 ……………………………………・62

図22 C弔4・ 100住  柱穴配置図………Ⅲ……………・・64

図23 C掲0住 柱穴配置図 ……………………………………・66

屁§24  C-914と   ん主クく西己遣垂Б雪 …・―・…・………Ⅲ… …・―・―・―・…67

図25 Cや6。 109住 柱穴配置図・……………………。・69

図26 C106・ 117・ 118住  柱穴配置図………………71



図27 C-107・ 112住  柱穴配置図 ・… ………………………72

図28 C l14・ 116住  柱穴配置図 ………………… 74

優ζ29  C-121・ 1224と  本主グ<百己起豊Бコ … … …… …… … … …76

屁ζ30  C-129・ 130ti  た主クく酉己捏豊屋� … … … … … … … …,79

図31 掘立柱建物l■L柱穴配置図・…………………………80

図32 火山ガラス含有率‐……………………………… 197

図33 左下顎骨片 。左上顎骨片の計測値 ………………206

図34 馬骨の計測部位・……… …………………………207

図35 縄文時代中期末～後期前半の上器の変遷(1)～ (5)

… … … … … … … … … … … … … … … … ……209-213

図36 時期別石器数の変化 ……………………………226

図37 時期別石器割合の変化 …………………………227

図38 縄文時代中期末～後期住居l■の変遷(1)。 (2)

…… … … … … … …・… … … … … … … … … ……229・ 230

図39 住居類型の変遷………………………………………………… 231

図40 各遺跡のD・ F類住居 …………………………233

図41 住居数と土拡数の変化 …………………………234

図42 縄文時代中期末～後期集落の変遷(1)・ (2)

…… … … … … … … … … … … … … … … … ……236・ 237

図43 平安時代土器編年図(1)。 (2〉 ……………… 241・ 242

図44 竪穴掘 り方模式分類図・…………………………244

図45 亀の位置における推移……Ⅲ……………………245

図46 亀の破壊例・………………………………………246

図47 平安時代集落変遷図(1)～ (4〉 ………………249～ 252

図48 出土文字資料にみる記銘状況………………… 245

図49 上ノ原遺跡出土文字資料一覧図………………………257

挿表目次

表 1 須玉町内の遺跡…………………… ………………………10

表 2 須玉町内の屋敷・城館跡…………………………………・10

表 3 住居址一覧表 ………………………………・・91～93

表 4 土拡一覧表・…………………………………94～ 101

表 5 A区土器観察表(1)。 (2)・ ……………………102・ 103

表 6 B区土器観察表(1)～

“

〉…………………■04～ 109

表 7 C区土器 (住居・掘立)観察表(1)～ eり ,… 110～ 146

表 8 C区土器 (土拡ほか)観察表(1)～卿……147～ 173

表 9 D区土器観察表(1)。 (2〉 …………………………174・ 75

表10 A～ D区石器観察表(1)～09,… ………… 176～ 190

表11 ミニチュア土器観察表(1)。 (2〉 …………………191・ 192

表12 土錘観察表…………………………………………………… 192

表13 土製匙観察表………………………………………………… 192

表14 土玉観察表……………………………………………………… 192

表15 耳栓観察表……………………………………………………… 192

表16 土製蓋観察表…… …… ………… …… ……… …Ⅲ192

表17 土偶観察表…………………………………………………… 192

表18 土製円板観察表(1)・ (2〉 ……………………………193・ 194

表19 その他の上製品観察表・………………………… 194

表20 金属製品観察表・…………………………………194

粘土塊観察表………………………………… … ………… 195

火山ガラス屈折率測定値Ⅲ……………………… 197

上 ノ原遺跡出土炭化種実一覧表…………………… 199

イネ・ コムギ・ オオムギ近似種の計浪1値 ……201

各遺構から出土 した炭化材の樹種………………… 203

遺構別石器出土数(1)～ (4)… …………… ………219～222

石器の石材 ……………………………………………223

上 ノ原遺跡出土文字資料一覧表(1)。 (2〉 255・ 256

２．

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

表

表

表

表

表

表

表

表

写真図版 目次

区版 l A地 区全景、A地区空中写真

図版 2 A-1・ 2号住

図版 3 A-2号 住

図版 4 A-3・ 4号住

図版 5 A-4～ 6号住

図版 6 A-6～ 8号住

図版 7 A-8・ 9号住

図版 8 A-9。 10号住

図版 9 A ll・ 12号住

図版10 A-1～ 5号掘立

図版1l A-2～ 7号土拡,A-9・ 10号住お よびA-5

号掘立周辺の ビット群

図版12 B地区空中写真(1)

図版13 B地区空中写真(2)

図版14 B地区空中写真(3)

図版15 B地区空中写真(4X B区拡張部調査風景

図版16 B-1・ 2号住

図版17 B-2～ 4号住

図版18 B-5～ 7号住

図版19 B-8～ 10号住

図版20 B ll・ 12号住

図版21 B13号住

図版22 B-14号 住

図版23 B-15・ 16号住

図版24 B-17・ 18号住

図版25 B-19・ 20号住

図版26 B゛ 1～ 23号住

図版27 B翌 2～24号住

図版28 B記 4～26号住

図版29 B゛ 7号住

図版30 B-27～ 29号住

図版31 B-29～ 32号住

図版32 B-33～ 35号住

図版33 B嗚 6号住、B-1～ 4・ 9～ 13・ 16・ 17号土拡

図版34 B-14・ 15・ 18～ 25号土拡

図版35 B-26・ 29～35号土拡

屁]句更36  B-36ハ v42・ 46手 }こヒウム

屁雹均冤37  B-49・ 54⌒V59・ 65ハV68手予」ヒウ△



図版38 Bヽ 9～ 77号土拡

図版39 B W9～ 83号土拡

図版40 B-85～ 87号土拡、 1・ 2号濤、 B区拡張部内

風倒木痕

図版41 C地区空中写真(1)

図版42 C地区空中写真(2)

図版43 C地区空中写真(3)

図版44 C地区空中写真(4)

図版45 C地区空中写真(5)

図版46 C地区東側遺構群調査風景、 C区東側遺構群近

景

図版47 C地区中央部付近調査風景、 C区中央部付近遺

構群近景

図版48 C地区西側調査風景、 C地区西側土拡群、 C地

区北西端遺構検出状況

図版49 C-1号住

図版50 C-2・ 3号住

図版51 C-4・ 5号住

図版52 C-5。 19, 6・ 8号住

図版53 C-6～ 8号住

図版54 C-7 ・ 9 ・ 10号住

図版55 C ll・ 12号住

膠]句冤56  C-13^ツ 16・ 18・ 23手計在と

図版57 Cセ 0・ 21号住

優§月更58  C-21 ・ 22・ 24・ 25手矛在と

図版59 C翌6～28号住

屁ζ句更60  C-28・ 29・ 49手予tと

図版61 C-30～ 32号住

図版62 C-32・ 81, 33号住

優]幻冤63  C-33・ 34手矛在と

図版64  C-35・ 3餅託と

図版65 C-37・ 47号住

優]均反66  C-38^ヤ 40手}tと

区版67 C-41・ 42号住

図版68 C望 3・ 45号住

優§句更69  C-46・ 50ハヤ52号在と

図版70 C-53号住

図版71 C-54・ 73号住

図版72 C-55～ 57号住

区版73 C巧 8・ 59号住

図版74 C-59。 60号住

図版75 Cヽ 1・ 62号住

図版76 C将3号住

図版77 Cヽ4,65。 71号住

図版78 C発 5・ 71,67号住

図版79 Cヽ 8・ 69号住

図版80 C-70・ 72号住

図版81 C-72・ 74号住

図版82 C-75・ 76号住

図版83 C-76・ 77・ 88・ 110号住

図版84 C-77・ 88・ 110号魯

図版85 C-78。 79。 98号住

屁§均冤86  C-80・ 82・ 83手}ti

図版87 C弔 4・ 85・ 100号a

優§句買88  C-85・ 86手計tと

優§句反89  C-87・ 891テ tと

図版90 C-90号住

図版91 C-90。 91号住

優ζ均反92  C-92・ 93手争在と

図版93 C掲 4～ 96号住

図版94 C増 6・ 97号住

図版95 C 99・ 101・ 103号住

優§句叉96  C-104ハヤ106・ 117・ 118手予tと

図版97 C-107・ 112・ 117・ 118号住

図版98 C-108・ 111へ■13号住

図版99 C-114～116号住

図版100C-119・ 120号住

図版101C121～ 124号住

図版102C-125～ 127号住

優]角反103 C-128^v130手 予在と

図版104C-129。 130号住、 C-1・ 3号掘立

図版105C-5～ 8号掘立

図版106C-9～ 12号掘立

図版107C12～ 15号掘立

優]乃反108 C-3 ・ 5 ・ 10ハヤ13・ 23^V25手争JヒウÅ

図版109C-27～ 29・ 34・ 35・ 37～40・ 44号土拡

図版110C望4～ 53号土拡

図版11l C-54・ 57～69号土拡

図版112 CWO・ 74～82号土拡

屁]局反113 C-85・ 87・ 88・ 90^V95・ 100^マ 102圭矛」とウÅ

図版114C-103～ 112・ 134号土拡

屁]ん反115 C-113ハ V122・ 124・ 125・ 131・ 165f許」ヒウ△

優ζ幻更116 C-126～ 129。 135^V137・ 139・ 140・ 149・ 154

号土拡

屁§ち反117 C-144-148・ 150・ 151・ 153・ 155・ 156・ 218

～220・ 263号土拡

屁]幻冤118 C-157ハャ162・ 166^ヤ 169手}ニヒウム

図版119C-170・ 171・ 175～ 178・ 181～ 184号」ヒ拡

優]ん反120 C-185-200手 予三Lウム

優ζん反121 C-201・ 202・ 205。 206・ 209・ 210・ 214・ 215・

217・ 221・ 226;)」 Lウ△

優]ん反122 C-222-225・ 227・ 229・ 231^ツ 233・ 235・ 236・

238号土拡

膠]句買123 C-239ハヤ248・ 251^V253・ 319手予三LウA

優ζん反124 C-256^∀ 262・ 264・ 267^ャ 270手ラ」ヒ坊Å

優]句買125 C-230・ 271-277・ 283・ 285^ヤ 287・ 289手争」Lウ△



優]拘冤126 C-291 ・ 293・ 294・ 298・ 299。 303-V306・ 308・

311号土拡

図版127C-312～315・ 320・ 322・ 324～327号土拡

優]河更128 C-327・ 328・ 330・ 332・ 335・ 336・ 338・ 340

～343号 土拡

膠3句寛129 C-337・ 344′
‐V348・ 350・ 352・ 353・ 356・ 357

号土拡

図版130C-360～ 363・ 365～ 367・ 369・ 371～375号土拡

図版131C-381・ 382・ 385～ 388・ 392・ 395・ 396号土拡

図版132C-400～404・ 406～408号EL拡

図版133C-409・ 411～ 417・ 423号土拡

優]均更134 C-424・ 426・ 427・ 429-435手説三ヒウÅ

図版135C-436・ 441～ 448・ 451号土拡

屁]幻更136 C-449・ 450・ 453・ 455・ 456・ 458ハヤ461手謗ニヒウÅ

屁]均更137 C-462^ヤ 467・ 470・ 473・ 475・ 479手予三ヒウム

屁ζ局反138 C-479・ 482⌒V484・ 488・ 490・ 491 ・ 493^V495・

503・ 511号土拡

屁]均更139 C-496^V498・ 500⌒彰502・ 504・ 506・ 513・ 529

号土拡

優ζ均更140 C-508・ 510・ 512・ 514・ 520・ 522・ 524・ 526

～528・ 548号土拡

図版141C-530-534・ 539～546号土拡

屁]拘更142 C-547・ 549^V551・ 554・ 556ハヤ559;)Jヒウ△

∂∃河更143 C-564・ 566・ 567・ 569^マ571・ 573・ 574・ 576・

V7・ 579・ 589号土1/A

優§句更144 C-557・ 581・ 584・ 585・ 588・ 595′ Vヽ598・ 601・

603・ 604号土拡

優]幻更145 C-604・ 605・ 607・ 609ハV613・ 615・ 616・ 618・

621・ 632・ 635f}」L1/A

図版146 C 620・ 622′～627・ 629-631・ 633・ 634号■拡

膠§句更147 C-636・ 638・ 640^V650手 争」Lウム

図版148C将52～656・ 658～660号土拡、C-1号埋設土

器

図版149C-2～ 9号埋設土器、C-1・ 2号濤

区版150C-3～ 11・ 13・ 14号濤

図版151C-15～ 18・ 20・ 23・ 24号濤

図版152C-25～ 27号濤、D-1・ 2号住

図版153D-3・ 5～ 8号住

図版154D-9～12号住

図版155D13～ 16号住

図版156A-1・ 2号住出土遺物

図版157A-3～ 9号住出土遺物

図版158A-9～ 12号住、A-3・ 5号掘立、A-1号土

拡出土遺物

図版159A区遺構外出土遺物、A区金属製品、B-1・

2・ 4号住出土遺物

図版160B-4～ 8・ 10号住出上遺物

図版161B10～14号住出土遺物

図版162B15～21号住出土遺物

図版163B-22～ 24・ 26・ 27・ 29～ 33号住出土遺物

図版1儀 B―調～36号住出土遺物、B区金属製品、 B ll・

12・ 22・ 25・ 32号土拡出土遺物

図版165 B-35・ 39・ 41～ 43・ 46・ 47・ 49・ 50号土拡出

土遺物

屁]幻更166 B-49。 54・ 55・ 65^ヤ 69。 71・ 75。 77・ 79⌒マ82

号土拡出土遺物

図版167B-86号 土拡出土遺物、B区遺構外出土遺物、

B区遺構外鉄滓、C-1・ 2号住出土遺物

図版168C-3～ 6号住出土遺物

図版169C-6～ 9号住出土遺物

図版170C-10～ 12号住出土遺物

図版171C12・ 13・ 15。 16・ 18号住出土遺物

図版172C18～21・ 48号住出土遺物

図版173C-21～ 28号住出土遺物

図版174C-29～ 31号住出土遺物

図版175C-32～ 34・ 81号住出土遺物

図版176C導4～ 36号住出土遺物

図版177C弓 6・ 37号住出土遺物

図版178C-37～ 40号住出土遺物

図版179C-41・ 42号住出土遺物

図版180C望2～ 45号住出土遺物

図版181C望5～ 47・ 49号住出土遺物

図版182C望9～ 54号住出土遺物

図版183C-54～ 59号住出土遺物

図版184C-59～ 62号住出土遺物

図版185Cお 3・ 64号住出土遺物

図版186C将 4・ 65・ 67～70号住出土遺物

図版187C70～72号住出土遺物

図版188 CW2～ 75号住出土遺物

図版189 CW6・ 77号住出土遺物

図版190 CW7～ 79号住出土遺物

図版191 CW9・ 80・ 82号住出土遺物

図版192C弔2～84号住出土遺物

図版193C弔5～88号住出土遺物

図版194C弔8～ 90号住出土遺物

図版195C-90・ 91号住出土遺物

図版196C増2～96号住出土遺物
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291・ 298。 294・ 299。 304・ 306号土拡出土遺物      ～660号土拡、C-1～ 5号埋設出土遺物

図版215C-307・ 308・ 311～ 315・ 317・ 319・ 320・ 322  図版231C-6。 7・ 9号埋設、 C-6～ 8・ 10・ 13～ 15
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第 1節 調査に至る経緯と調査体制

第 1章 発掘調査の経過と方法

第 1節 調査に至る経緯と調査体制

須玉明野観光開発株式会社が山梨県北巨摩郡須玉町江草地区に「新須玉ゴルフ倶楽部」 (の ちに「 ダイフブィ

ンテージゴルフ倶楽部」と改称)の建設を計画 し、昭和62(1987)隼 にその開発に先立ち須玉町教育委員会が埋蔵

文化財の存在の有無の照会を先の事業主から受けた。須玉町教育委員会では、昭和53(1978)年に山梨県教育委員

会によって作成された『山梨県遺跡地名表』をもとに、当該地および周辺の埋蔵文化財の有無を確認 した結果、

事業計画地内は埋蔵文化財包蔵地の登録はされていないものの、隣接する土地に「水窪北遺跡」(明野村)な ど

が存在することから、事業計画地内にも遺跡が存在する可能性が十分考えられる旨を事業主に対 し回答 した。

その後の両者の協議によって、事業計画地が極めて広大であることや、事業計画地の開発許可がお りていない

ため林野の伐採や掘削に規制があることなどから、地中レーダー探査を実施 し遺跡の有無の確認を行 うこととなっ

た。 レーダー探査は、須玉町教育委員会の指導の下、昭和62(1987)年 12月 から昭和63(1988)年 3月 にかけて行わ

れ、事業計画地を三分するように東西にのびる2本の尾根の谷筋を中心に北 ブーン・南ゾーンに分けて行われた。

その結果、北 ゾーンにおいては、明確な遺跡の広が りは確認できなかったものの、南ゾーンでは、地表面でも土

器片や石器が採集できることや、竪穴住居状の落ち込みが レーダー探査によっても数箇所確認されたことから、

南 ブーンとした尾根を中心に遺跡の存在が予測された。

平成 2(1990)年 12月 に山梨県からゴルフ場建設事業に対する開発許可が正式にお り、本事業も本格的に進めら

れることとなった。それに伴い詳細な遺跡の分布を確認するための試掘調査が、平成 3(1991)年 4月 から6月 ま

で須玉町教育委員会によって行われた。試掘調査の結果、レーダー探査時に南 ゾーンとした東西に走る尾根の頂

部から南側傾斜地面で、縄文時代中期・後期、平安時代を中心とする竪穴住居址群の存在が確認された。当試掘

調査の結果を うけて、須玉町教育委員会ではこの尾根筋での本調査が必要な箇所を 3箇所に絞 り込み、文化財保

護法に基づいて当該地区の本調査を実施するよう開発主体者側に指導を行った。 しかしながら教育委員会サイ ド

では、調査規模が大きく、町教育委員会単独では十分な調査体制がとれないことや、並行して実施が予定される

公共事業に伴 う発掘調査のため人材を送 り込むことができないなどといった問題があった。

そこで本調査の実施については、須玉町教育委員会の指導の下、山梨文化財研究所を主体とする「上ノ原遺跡

発掘調査団」を組織 して行 うこととし、遺跡名は当該地の字名から「上ノ原遺跡Jと した。そして平成 3(1991)

年10月 14日 に開発事業主体者である須玉明野観光開発株式会社と本発掘調査主体者である上ノ原遺跡発掘調査団

との間で本発掘調査に関する業務委託契約を締結 し、本調査が開始される運びとなった。調査体制の詳細につい

ては以下に示すとお りである。

【調査体制】

上ノ原遺跡発掘調査団組織 (平成 5(1993〉 年 3月 31日 時点)

団  長  谷ロー夫 (山梨文化財研究所 所長)

理  事  大森光起 (須玉明野観光開発株式会社 取締役)

赤岡 武 (須玉町教育委員会 教育長)

清水武徳 (同上、前任)

中田司農夫 (須玉町文化財審議員)

萩原三雄 (山梨文化財研究所 研究部長)

監  事  内藤 賃 (須玉町荻育委員会教育委員会 課長)

小澤功宜 (須玉町教育委員会 課長補佐)

参  与  長沢宏昌 (山梨県法育庁文化課 主任文化財主事)

末木 健 (山梨県埋蔵文化財センター 主査・文化財主事)

調査指導  山路恭之助 (須玉町教育委員会)

及び協力

調査担当  平野 修 (山梨文化財研究所 研究員)

櫛原功― (山梨文化財研究所 研究員)

―
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第 1章 発掘調査の経過と方法

調 査 員 森原智恵子 (山梨文化財研究所 助手)

若木美和 (山梨文化財研究所 HE・託助手)

深沢裕三 (須玉町教育委員会 調査員)

波木井市郎 (山梨文化財研究所 事務長)

五味芳子 (山梨文化財研究所 事務員)

事 務 局

【発掘調査参加者】 (五十音順 〈個人・ 団体〉、敬称略)

大柴欣子 。小尾美重子・小尾嘉子 。河手壽子・窪田甲子太郎・窪田美津江・輿水昭和・輿水亀晴・輿水忠亀・輿

水たつ子 。輿水千鶴・輿水憲世 。輿水美津子・輿水要子・小林武子 。小林たまよ。小林信子 。小林ます子 。小林

松子 。柴井愛子・篠原和子・篠原啓子・篠原このみ・篠原幸雄・篠原繁之・篠原真―・篠原花菊・篠原初美・篠

原裕子 。清水恵三子・清水小春・清水澄江・志村満恵 (故)・ 新道すみ江・ 田代健太郎・土田宏成・重屋 力・

重屋てる子 。東京大学考古学研究会会員 。中入地純一郎・中田 亨 。中田直江 。中田摩 じえ 。中田八重子・ 中田

やよひ・入戸野フサコ。入戸野みず子・花形 茂 。花形澄江 。林 静江・林 泰迪 。日向 勇 。日向とめ子 。日

向久子 。日向弘子 。日向文江 。日向まさる 。日向保江・藤原きぬ江・藤原正水・保阪かつよ・保坂実香子・堀内

としえ・松浦史浩・松田かね代 。丸茂国枝・丸茂幸子・丸茂久子・丸茂高代・水矢 亨・三井幸子 。三井晴子・

宮崎はま子・宮崎弥生 。安田卓史・ 山口か志子・吉澤仲穂・渡辺晴穆

【整理作業参加者】 (五十音llk、 敬称略)

雨官寛美・雨官久弥・池谷富士子 。岩崎満佐子 。金井いく代・岸本美百・ 倉田勝子・小官通子・坂本 しのが・佐

藤準子 。佐野靖子・竜沢みち子 。中村 操 。名取仁代 。名取もと子・西岡武貝1・ 野沢元子・樋口三左生・藤井多

恵子・保坂真澄・矢崎照政 (故)・ 安田卓史 。矢房さつき 。矢房静江

第 2節

【調査の目的・方法】調査はゴルフ

場予定地内における埋蔵文化財の有

無および規模、内容等を把握する日

的で昭和62(1987)年 12月 ～昭和63(1

988)年 3月 にかけて実施された。こ

の調査は、須玉明野観光開発会社が

大日本土木株式会社に調査を依頼し、

テラ。インフォメーション●エンジ

ニアリングが須玉町淑育委員会の指

導のもと調査を実施 した。調査は電

磁波を用いた地中 レーダ (KSD-2
A KSD-8 KODN製 )を使用 し

,こ 。

調査区内は桑や雑木が繁っていた

ため、土器片の散布データを収集す

るとともに、地中 レーダの調査地点

で試掘調査を行い、反応パターンの

認識・検討を行った。その結果、住

地中レーダ探査による調査

ぐ

3香ホール付近がA区、
身〔9夢 ,了 牛T号

・ C区、 8番ホールがD区
)

居、土拡の反応パターンを認識することができた。なお用地問題で調査できなかった区域があるはか、畑地、林

野により調査できなかった未調査区域が一部生 じている。

【調査結果】用地内中央を東西に尾根が走るため、その尾根を中心に南北に分け (北 ゾーン・南 ブーン)、 さら

にA～ Nま での地点に区分けして報告する (図 2)。

〈南ゾーン〉

A(本調査C区)土器片は多く散在する。中央は耕作で攪乱がみられ、中央付近に住居反応は少ない。林道分岐

地点から南は引き続き調査を要する。

コースL/fアウト

80URSE YARDAGE IREGULAR〕

TOTAL 6330 YARB PAR 72

図 1 コース レイアウ ト
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図 2 地中 レー

第 3節 発掘調査と整理の方法

住居跡反応

土拡反応

確認住居跡

土器片散布地

ダー調査による遺跡確認状況

B(本調査C・ D区)林道協に住居床面が観察され、良好に残る住居l■が多いと推測される。

C(本調査B区)林道に沿って住居址が多くあると考えられる。縄文土器が散布する。

D 林道に沿って住居址を含む遺構パターンが連続する。

E(本調査A区の一部)林道に沿って住居址が点在する。

F(本調査A区)山が平らに広 く開かれ、土拡反応がある。

M 遺構反応は確認できなかった。

(北ゾーン〉

GoH 土器片が採集されている。

1 水田内で住居反応を確認。また尾根斜面には土拡反応もある。

K 小規模な遺跡が推定される。

L 池状の反応があり、再調査の必要あり。

N 遺構反応はなし。

以上のようにA～ F・ I・ K・ Lで遺構反応があり、とくにA～ Fには密な遺構分布が予想された。なお、本

調査が実施された以外の地点については、須玉町淑育委員会による試掘調査の結果、本調査の必要はないと判断

されている。

第 3節 発掘調査と整理の方法

【基準杭・ グリッドの設定】試掘調査の結果から3箇所に絞 り込んだ調査区を、東側からllkに A区、B区、C区

と命名した。調査にあたつては、三つの調査区をカバーするように国家座標第Ⅷ系を用い、10m四方を基本とす
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第4節 発掘調査の経過

るグリッドを設定 し、X軸座標 (南北方向)は Al・ A2・ A3～、Y軸座標 (東西方向)は Bl・ B2・ B3～ とい

うように名称を付けた。各グリッドの南西隅を基準として、X軸 とY軸の名称を合わせ グリッド名としている。

ちなみにA区内のA25B76グ リッドの国家座標は、X=-22050、 Y=-2250で ある。これら基準点の設定とグ

リッド杭の設定は、lalシ ン技術コンサルに委託 して行った。

【基本土層】本遺跡の現況が山林や山林を切 り開いた畑地であったため、表土の堆積が極薄であり、かつ開墾に

伴って地形の改変も受けていることから良好な旧地表面は遺存 していなかった。そのため特に基本土層は設定 し

ていないが、第 7章第 1節で後述するように、テフラ分析のための土壌サ ンプリング時にA区北東端・ B区中央

南端で深掘 りを行ってお り、その際に表土からの壁面の断面図を記録 しているので参照されたい。

【遺構番号と遺構の名称】前述のとお り各調査区の表土素1ぎ作業は、試掘調査の段階で総調査面積の半分ほどが

すでに終了していたため、本調査ではB区 とC区を中心に行った。遺構の確認作業は全て人力によってジョレン

で行い、遺構番号は確認および調査にとりかかった段階で随時付けていった。

遺構の名称は、基本的に竪穴住居、掘立柱建物、土拡、埋設土器、濤状遺構の5種類に分けてお り、記号化な

どは行っていない。上拡番号については本発掘調奎報告書の作成段階の整理において、欠番となったものがいく

つかあることを断っておく。

【遺構調査と遺物の取 り上げ】遺構の調査では、基本的に各遺構 とも平面プランの確認の後、土層および重複関

係、床面、拡底などの確認のため、十文字にベル トを設定 し (土拡および掘立柱建物の柱穴などは半我)、 さら

にそれに沿ってサブ トレンチを設定 して掘 り下げ、それらを確認 した後全林を掘 り下げた。土層観察用ベル トは、

土層図 (ス ケール1/10・ 1/20な ど)の作成の後、写真撮影をして取 り除いた。炉や亀、その他の内部施設におい

ても同様な手llkで進めた。

遺構内の遺物は、極力原位置を保つように掘 り進めたが、やむを得ずその原位置を保てなかった遺物に関して

は、それぞれの遺構の一括遺物 として取 り上げた。原則的に原位置を保っている遺物の取 り上げに関しては、必

要に応 じてスケール1/10の 微細図や1/20の遺物分布図を作成 し、記録写真撮影の後、迅速かつ正確を期すためテ

クノンステム株式会社開発の遺跡調査システム『SITEⅡ』を使用 し、光波測量機 とハンドヘル ドコンピュータ

を用い、各遺物の座標値および標高値を記録 して取 り上げた。

遺構図の作成には、竪穴住居と掘立柱建物、濤状遺構、土拡の一部については、蜘シン技術コンサルに委託 し、

ケーブル方式およびラジコンヘ リコプターを使用した写真測量を用いた。平板および遣 り方による遺構図の作成

も土拡などの小規模な遺構の一部で行っている。平面図のスケールは基本的に竪穴住居の場合1/20、 土拡1/10、

濤状遺構1/40～ 100で作成 した。

【整理作業および報告書作成】石器に関しては極力図化することとし、とくに石鏃、石斧については裏面も図化

するよう努めた。また土器、石器の作図にはガラス透視法を用い、効率イとをはかった。報告書では個々の遺物の

記載は省略 し、表にまとめた。図版は 2倍図で作成 した。

【自然科学分析 。保存処理】自然科学分析としては、テフラ分析、炭化種実等同定、馬骨鑑定を委託および依頼

して行った。また金属製品の保存処理も委託 して行った。炭化種実については土壌の水洗選別、炭化種実の取 り

出しまでを整理作業の中で実施 した。委託先、依頼先については以下に示す とお りである。

テフラ分析 :山梨文化財研究所 地質火山灰研究室

炭化種実等同定 :株式会社パ レオ・ ラボ

馬骨鑑定 :鈴木健夫 (日 本中央競馬会)

金属製品保存処理 :山梨文化財研究所 保存処理室

第 4節 発掘調査の経過

ここでは本調査における発掘調査経過を述べることとし、試掘調査の経過、発掘調査日誌抄録などは割愛させ

ていただく。

【A区・ B区の調査】

本調査に先立ち、平成 3(1991)年 10月 14日 ～18日 までA～ C区の草刈 り、ジョレンがけを行い、10月 21日 から

A区の本調査を開始 した。全体の調査予定面積がおよそ28,000♂ 近 くに及び、その面積が広大であることから発

掘 。工事の現場担当者間で協議を行い、造成工事が迫っていた調査区域東端の13番ホ‐ルにあたるA区から調査

を着手 した。当遺跡の中で最も高い標高 (300m前後)に位置する当該区の調査面積は3,177nfを 測る。当該区は、
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第 1章 発掘調査の経過と方法

試掘調査時に重機による表土祭1ぎ作業と一部の遺構確認が終了してお り、人力でジョレンによる遺構確認作業か

ら入った。幸い天候にも恵まれ調査はI頁調に推移 し、平安時代の竪穴住居址12軒、掘立柱建物址5棟などを検出

し、同年11月 21日 には大方の作業を終了した。

引き続いて、11月 22日 より6番・ 8番・ 9番ホールにあたるB区およびC区の調査に移 り、C区では試掘調査

時に未掘であった区域の表土象ιぎ作業を重機によって行 うとともに、ジョレンによる遺構確認の後、遺構調査に

も入った。両区とも12月 20日 まで調査を行い、12月 21日 にはA区の調査成果の公開を目的とした第 1回現地説明

会を開催 し、約100名 の見学者を得た。この現地説明会をもって隼内の調査は終了した。

翌平成 4(1992)年の調査の再開は、当遺跡が高標高地に位置することから、厳冬期である1月・ 2月 は調査を

避け、3月 2日から再開した。 B区では昨年の段階で、平安時代の竪穴住居址 2軒 と縄文時代の土拡30数基の調

査を終了していた。しかし調査区域外に縄文時代の竪穴住居址の一部が調査区域外に延びていたため、重機によ

り部分的に調査範囲を拡張 したところ、さらに平安時代の竪穴住居l■ と思われる暗褐色上の範囲が確認され、斜

面地全体にわたって遺構群が広がることが予想された。こうした事態を受け早急に須玉町叛育委員会と開発事業

主体者および調査団による三者協議を行ったところ、期間的、予算的に可能な範囲でB区の調査範囲を拡張する

こととなった。調査範囲をさらに拡張 したところ、予想どお り新たに30軒を超える竪穴住居址と50基近 くに及ぶ

土拡が確認された。調査面積は当初の 4倍以上、調査期間も予定 していたよりも3ヶ 月も延び、同区の調査が終

了したのは平成 4(1992)年 7月 8日 であった。

【C・ D区の調査】

C区は平成 3(1991)年 11月 22日 より調査を開始 した。このC区も調査の進展に伴い、B区 と同様に試掘調査の

結果によって予想された遺構数をはるかに上回る状況となった。また茅 ヶ岳山麓遺跡特有の縄文時代中・後期の

遺構の覆土が地山の土壌と判別 しにくいという条件や、夏季の炎天下による土壌の乾燥、冬季の霜柱や凍結など

が遺構確認および調査の進行に大きな障害とな り、調査は難航をきわめた。

調査団では、日平均60～ 70人の作業員を動員 して調査を進め、平成 5(1993)年 の 1月 、2月 の厳冬期も調査を

継続 して行ったが、期間的、予算的にもタイムリミットであった同年 3月 時点で遺構が最も密集すると思われる

約2,000Hfの範囲が残ることが確実 となった。そのため同隼 2月 12日 に調査団会議を召集 し、残存部における今

後の対応について協議を行ったところ、当該区域にかかるコース内の設計を変更 し、掘削行為を行わない盛土に

よる保存が決定 した。その詳細については、同年 2月 23日 付けで須玉町教育委員会 と須玉明野観光開発株式会社

との間で覚書を取 り交わしている。

こうした方針をうけて、現場では保存区域内 (D区)の清掃発掘とそれに伴 う記録作業、そしてC区内で残さ

れた遺構の調査を行い、平成 5(1993)年 3月 10日 に全ての現場調査を終了した。保存区域は調査担当者の立ち会

いの下、同年 3月 8日 から10日 にかけて、砂質土により約40伽 の厚さで埋め戻 しを行った。

なお平成 4(1992)年 6月 2日 には産経新聞に調査状況が報 じられた。同年11月 3日 にはC区の調査成果を公表

することを目的として第 2回遺跡現地説明会を行ったところ、地元および県内外から約150名 の見学者が山間の

現場まで訪れ、成功裏に終わった。当日は、調査が終了した敷石住居l■ (33号住居址)を復元 し、調査スタッフ

のメンバーが、長野県井戸尻考古館のご厚意によって借 り受けた麻の貫頭衣を着て縄文人に扮 し、現地の説明に

あたったことが好評であった。また同年11月 18日 には國學院大学小林達雄教授が来跡 した。
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第 2章 遺跡をめ ぐる諸環境

第 1節 遺跡の位置と現況

上ノ原 (かみのはら)遺跡は、山梨県の北部、北巨摩郡須玉町江草1724番 地他に位置する (図 3・ 4)。 茅ケ

岳 (標高1703m)の西麓、標高780～ 850m付近の西向きに傾斜 した尾根筋にあり、尾根筋上およびその南斜面に

遺跡は広がる。遺跡の現位置は、韮崎市穂坂から須玉町根古屋付近に通 じる茅ケ岳広域農道を明野村方面から北

上した場合、須玉町に入ってすぐの尾根の道路東側で、現在は「ダイワヴィンテージゴルフ倶楽部」の広大なコー

スとなっている①仁田平集落の東、約 1臨であり、集落から茅ケ岳へのびる林道の脇にあたる。遺跡は西へ向かっ

て開け、甲斐駒 ヶ岳をは じめとする南アルプスの展望が雄大な眺めとなって眼前に展開する。また八 ヶ岳は手前

の斑山にさえぎられて全貌を眺めることはできないものの、編笠山から長 くのびた稜線が見られる。さらに八 ヶ

岳と南アルプスの間には諏訪方面を望むことができ、晴れた日には北アルプスの姿をかすかに見ることもできる。

南と北側は茅ケ岳からの尾根筋にさえぎられるが、東に目を転 じると茅ケ岳と金ケ岳の手前に、地元では「 えば

し」と呼ばれる円錐形をした独立的な山があ り、この遺跡の背後の特徴的な景観を構成 している。縄文人もおそ

らくはこの「えばし」を目印にして上ノ原の地へ結集 したのではないかと想像を してみたくなる。遺跡のある尾

根の南側には小河川が流れる。茅ケ岳山麓では数少ない水流のある沢で、「鰻沢 (鰻沢川)Jと 呼ばれている。

水源は遺跡から数百m北東に湧水地点があ り、周辺は戦後 (昭和22年頃)、 開拓地としての入植があったが、現

在では全戸が撤収 して無人化 し、現在では集落跡がそのまま放置され、地図上に「昭栄開拓」 という地名が残る

のみである。今回の調査に参加され以前開拓地に居住 していたという人からは、開拓地内でも土器の出上があ り、

犬の餌入れに土器底部を使っていたという話や、四角い石囲い炉が出たという話を うかがった。 したがって遺跡

の分布はさらに沢沿いに奥へと続いているようである。また鰻沢の石を使って石臼を作ったという話もうかがっ

たが、定かではない。なお遺跡周辺は調査前までは桑畑を中心とした畑地で、隣接地域は山林である。

第 2節 地質・ 自然環境

本遺跡のある茅ケ岳西麓は緩やかな山麓地帯で、西側は秩父山系から南流する塩川によって縁取られている。

塩川沿いの左岸部には 2～ 3段程度の河岸段丘面が形成され、本遺跡付近から上流域は深い断崖である。この西

麓の地形は、地理学的には山地地域、山麓斜面地域、河岸段丘地域の 3大別に区分できるという (口 野 1997)。

山地地域は標高1000m付近から山頂部にかけての地域で、主に茅ケ岳火山および黒富士火山噴出物からなる山地

である。山麓地域は小河川の浸食で形成された緩斜面で、崖錐扇状地が発達 し、崖錐扇状堆積物によって構成さ

れる。また河岸段丘地域は南北に帯状に発達 し、中位段丘面 (浅尾面)は標高510～ 600m、 低位段丘面 (神取面)

は450～550mを はかる。本遺跡の立地はこれらの中で山麓地域に相当する。

この地域周辺はフォッサマグナ帯に属 し、基盤岩 として砂岩、粘板岩、石灰岩などからなる四万十層群と呼ば

れる海成層 と、それを貫 く花嵩岩体からなる。それに第 4紀火山群の黒富士火山 (洪積世前期)と茅ケ岳火山の

活動にともなう火砕流や噴出物が加わる。この茅ケ岳火山は黒富士火山噴火の後、その寄生火山として山腹に噴

出した成層火山であるといわれる。本遺跡周辺は主として茅ケ岳火山噴出物からなる山麓斜面であるが、この茅

ケ岳火山噴出物は輝石安山岩を主体に石英安山岩、凝灰角礫岩、火山灰などで構成されている。またこの地域の

土層堆積 としては、下位より崖錐扇状堆積層、チ ョコレー ト状 ローム層、責色浮石層 (御岳第 1軽石層)、 褐色

′ヽ― ドローム層、褐色 ソフ トローム層の1贋 に堆積するのが一般的であるという (口 野 1997)。 段丘面の形成時

期については、小池平面とも呼ばれる一番高位の段丘面に約 8万年前の御岳第 1軽石層 (On― Pml)が 堆積

していることがわかっている。また神取面にある明野村神取遺跡でATの可能性ある堆積層が検出され、約2.2

万年前にすでに段丘化 していたことが予測されている (河西 1994)。

参考文献

口野道男 1997「明野村の地形と地質」『新装 明野本寸史』明野村

河西 学 1994「 神取 I遺跡のテフラ」『神取』明野村教育委員会・峡北土地改良事務所
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第 3節 遺跡分布と歴史的環境

遺跡の所在する江草地区は、塩川上流にある増富ラジウム温泉、金峰山・瑞矯 (みずがき)山登山口への一通

過地点であり、塩川をはさんだ谷間の過疎地域である。平坦な農地は少なく、近年まで山の斜面に桑畑を中′bと

した農地が多くみられたが、本遺跡の調査の要因になったように、いくつかのゴルフ場が計画されるなど、今日
ではレジャー産業に活路を見出そ うとしている。また塩川上流では大規模なダムが建設されるとともに、周辺の

道路整備が行われるなどの大きな投資が行われ、各種開発によって地域を取 り巻 く環境は、近年大きく変化 した。
この地区には今日の「県道増富若神子線」の前身として「小尾街道 (穂坂路 )」 が通過 し、塩川沿いに長野県

の川上村方面へと連絡する信州峠へ通 じる道筋として、かつては賑ゎったといわれる。本遺跡に接する林道 (C
区北西側)も小尾街道の古道といわれ、明野村浅尾付近で分岐 し江草の大渡付近で合流するルー トが図示されて

いる (山梨県教育委員会 1984)。 また、古道としての歴史性を示す史料 としては、遺跡の近 くに文明7(1477)

年の紀年銘をもつ月待結集板碑がある。ほかに信仰の山である金峰山(2595m)へ通 じる御嶽道のひとつ「江草口」
が設けられ、さらに江草地区から西へは斑山の番場峠を越えて佐久往還へとつながる道もあ り、江戸時代にはこ

れらの道筋の中で、番場、根古屋、岩下の3箇所に口留番所が設置されるなど、小尾衡道の中でも要衝とされて

いた。また塩川上流域の月ヽ尾地区から本地区にかけては、戦国時代の武士団である小尾衆が4_l点 とした地域で、

塩川沿いには山城やのろし台が点在 し、本地区内にも獅子Tし城址、大渡の鋒火台llLな どが知られている。さらに

塩川上流域の増富地区には採掘坑跡 と思われる坑道などの金山遺跡が存在 し、また江草地区の塩川右岸にある斑
山(1■5m)の山腹にも同様な坑道跡がある。古代に遡ると、南側の塩川左岸、明野村から韮崎市穂坂地区にかけ
ての地域には古代三官牧のひとつ、穂坂牧が想定され、それを受け継いだ小笠原牧は、中世では有名な馬の生産
地 として中央でもよく知られていた。このように、本地域は古くからの信州 との交流のルー トを基軸に、牧の経
営、御織信仰や中世武士団の活躍、金山採掘などを通 して地域的な発展過程をたどってきた。

ここでは須玉町を中心に、旧石器時代から近世までの遺跡を時代llkに概観する。とくに上ノ原遺跡と関連する

縄文時代中期末～後期前半、弥生時代、平安時代についてはやや詳 しく取 り上げたぃ(図 4)。

旧石器時代～縄文時代草創期 町内には遺跡は確認されていないが、長野県野辺山高原に隣接する高根町清里

には多くの旧石器時代の遺跡が分布 し、高根町湯沢遺跡や次郎構追跡にはナイフ形石器の出土が知られている。

草創期では明野村神取遺跡に微隆起線文土器やポイント・掻器を主とした石器群が出土 し、また高根町社口遺跡
では早期前半にかけての表裏縄文土器群とともに掻器が多数出土 している。

縄文時代早・前期 早期の遺跡はほ≧んどないが、前期になると初頭から関山・黒浜並行期にかけて住居を伴

う集落址の調査例が出現する。こうした現象は本町から明野村にかけての塩川流域に顕著で、他地域では釜無川
上流域にも見られる。塩川遺跡 (比志)から前期初頭、木島式並行の繊維土器、後半諸磯 aob式土器片が出土

し、,桑原南遺跡 (上津金、 8)では前期前半の羽状縄文土器などの繊維土器を伴 う2軒の住居址が検出された。

御屋敷遺跡 (下津金、11)では繊維土器を伴 う住居llL l、 諸磯 c式期の住居llL lが 検出され、さらに御屋敷西遺

跡 (12)で も繊維土器を伴 う住居llL l軒 がある。

縄文時代中期 縄文中期は追跡の宝庫である。津金地区を中心とした山麓斜面に多く分布するほか、須玉川流

域の低位段丘面にも中葉ころより遺跡が多くなる。津金御所前遺跡 (下津金、10)では藤内～曽利 I式期を主と

した10軒余の集落址が見つか り、井戸尻式期の有名な出産文を胴部にもつ顔面把手付土器や、曽利 I式期の水煙

土器などが出土 している。また原ノ前遺跡 (上津金、9)で もほぼ同 じ頃の10数軒からなる集落址が調査されて

いる。川又南遺跡 (穴平、14)では藤内式期、曽利式期の集落や中期末の埋設土器群が検出された。近接する西

川遺跡 (15)で も藤内式期の住居址がある。下平遺跡 (江草、63)は上ノ原遺跡脇の鰻沢下流に位置 し、狭い範

囲から藤内～曽利 I式期の炉のみの住居址 4軒が検出された。飯米遺跡 (18)で は曽希」Ⅳ・ V式を主とした中期

後半の集落址が見つか り、石囲い炉のみの住居 8軒を含む12軒の住居址が調査され、中でもマメ科の激化種実が

多数鳴子として入れられた土鈴は特記すべき発見であった。そのほか官田・笠張遺跡 (21・ 22)で も曽利H式期
の住居址 2軒を調査 している。また上の平遺跡でも調査が行われている。

縄文時代後・晩期 山麓斜面および河川流域・低位段丘面に分布 し、本遺跡のように大規模な集落が山麓の急

斜面に見つか り、中期までの集落立地のイメージとは異なっている。とくに県外では湧水地点を中心に、アク抜

き施設としての水場遺構が発見されるなど、水との関わ りがみられるが、本町内でもそうした傾向は予想される。

塩川に面 した郷蔵地遺跡 (比志、82)では、中期最終末の加曽利EⅣ式期の敷石住居llL l軒 が検出された。壁際
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周辺の遺跡 (1:50,000)図 4
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表 1 須玉町内の遺跡 (図 4の番号と対応 )

績 跡 名

B 更上 B 亀。平

上

中 榊

太門

ク 下

蛭ス

駐音 堂 A
堂 B

六 天 A
4 天ヽB

雇久 保

ニツ末B
太豆 生 田

ニツ末A
命 A

免 L3

春

匿巻 剪ヒ 1996そ

高 T12

―道 下

臆 下

啄 田

上 町

末 田

下屋 敦

屋 数

紙
一∝

屋 斡

堕夫 久 供

にコの字状に鉄平石を敷いた柄鏡形敷石住居で、奥壁部には石棒や丸石、三角 とう

土製品などの祭祀用具が出土 している。桑原南 (8)遺跡では 3軒の後期前半の敷

石住居l■Lがある。大柴遺跡 (小尾)では塩川の支流、本谷川に面 した小河岸段丘面

から中期後半の住居址とともに後期中棄、加曽利B式期の集落llLが調査された。周

堤礫をもつ敷石住居の張 り出し部から弧状の配石がのび、環状の配石を構成 してい

る。また中央には自然石を立石とした集石があ り、また集落周囲には環状の盛土遺

構が確認されたという。これに似た住居には川又遺跡A区北部配石遺構があ り、敷

石住居の周囲に巨大な周堤礫が巡 り、張 り出し部基部には直線的な石列が伴ってい

る。時期は加曽利Bl式であるという。また同遺跡A・ B区では称名寺式～堀之内

式土器が多量に出土 し、さらに不整円形の石列遺構の石組み中から条痕文土器胴下

半部を利用した再葬墓が検出された。その内外からは多量の成人男性の火葬骨片が

出土 し、内部には石鏃 1点が伴っていたという。遺構外からは氷式上器が出上 して

表 2 須玉町内の屋敷・城館跡

いることから、再葬墓の時期は晩期あるいは秀生前期と思われる。桑原遺跡 (上津金、 7)では 2軒の重複 した

後期後半から晩期前半の方形周石住居が見つか り、耳栓やヒスイ製垂飾 りなどが出土 した。本県では数少ない後

期後半以降の住居址である。

弥生時代 墓拡関連の調査例が散見される。川又遺跡で出土 した条痕文土器の再葬墓は弥生前期の可能性があ

り、類似例に火葬墓ではないが、明野村下大内遺跡225号土拡で高さ78anの 大形重形土器が立位で埋納された事

例がある。また本遺跡でも弥生中期の条痕文土器を横位に埋納 した配石遺構が出ている。そのほか七里 ヶ岩台地

を隔てた韮崎市石之坪遺跡 (平成10・ 11年調査)では、前期～中期前半の条痕文土器片を伴 うフラスコ状土拡が

多数検出されている。弥生後期の確実な遺跡は須玉町内では見つかっていないが、塩川下流の韮崎市藤井平には

後期を中心とした集落l■Lが多い。また高根町清里で土器の出土例がある。

古墳時代 腰巻・腰巻北遺跡 (49・ 50)では後期後半の集落址が調査され、39軒の竪穴住居llL、 2棟の掘立柱

建物址が見つかった。北巨摩地域で、古墳時代にこれだけの大規模な集落が見つかった例はない。時期的に町内

唯―の横穴古墳である湯沢古墳 (若神子、26)と の関連が予想される。腰巻遺跡の近 くでは、塩川をはさんだ明

野村大 日川原遺跡から段丘面端部に■基からなる方形周濤墓群および住居址が検出された。また八 ヶ岳南麓では

長坂町内で古墳時代初頭の方形周濤墓群が調査されている。

奈良 。平安時代 奈良時代の遺跡は明野村内や韮崎市藤井平には存在するものの、本町内にはない。平安時代

の遺跡はいたるところに存在 し、本遺跡のような山麓斜面のほか、須玉川低位段丘面には非常に多い。平安時代

の住居址が検出された遺跡を列記すると、塩川遺跡 (比志)、 大柴遺跡、津金御所前遺跡 (10)、 原ノ前遺跡 (9)、

(図 4と 対応 )
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桑原南遺跡 (上津金、 8)、 御屋敷西遺跡 (12)、 川又南遺跡 (14)、 西川遺跡 (15)、 夏目原遺跡 (穴平、16)、

蟹坂遺跡 (19)、 蟹坂東遺跡 (20)、 飯米遺跡 (穴平、18)、 官田・笠張遺跡 (21・ 22)、 大小久保遺跡 (27)、 大

豆生田遺跡 (大豆生田、44)、 滝下遺跡 (大蔵、53)、 腰巻 。腰巻北遺跡 (49・ 50)、 中尾遺跡 (M)がある。こ

れらの中で、桑原南遺跡では 2間 ×5間 (6× 12m)の側柱式建物址をは じめ、 3間 ×4間の総柱式建物址など

の規模の大きな掘立柱建物址が 3棟検出された。西川遺跡では甲斐型外、黒色土器外のほかに底部外面に棒状工

具による調整痕をもつ芥があ り、甕にも底径が大きく、肩が丸みをもつ、甲斐型とは異なる異系統の上器が注目

されている。これらは県内では北巨摩地域以外では出土事例がなく、北巨摩タイプあるいは佐久方面の上器と考

えられている。蟹坂東遺跡の 2号住は焼失家屋で、 9～ 10本の垂木が放射状に床面に遺存 し、上屋構造を考える

うえで貴重な資料である。さらに炭化材の下からは皇朝十二銭のひとつ「隆平永宝Jl枚が出上 した。隆平永宝

は本遺跡C区41号住でも出上 し、また明野村下大内遺跡 1号住では「延喜通宝」が出上 している。大小久保遺跡

では8基の上拡状の上師窯が検出され、 9世紀後半代の黒色土器や黒色処理のない黒色系土器群が焼成されたこ

とが判明した。また 2軒の住居姓内からは平瓦・丸瓦も見つか り、工房l■ の可能性も推測されている。土器群は

胎土にスコリア状の白色粒を含む特徴があるが、同一胎土をもつ土器群の確実な発見例はほかになく、これらの

供給範囲は明確 となっていない。中尾城遺跡 (M)では 1号住より「道」と亥J書ある灰釉短頚重が見つかってい

る。

中世～近世 中尾城遺跡 (M)は戦国期の城址で、調査で堀、井戸や掘立柱建物llL 9棟 などが検出された。西

川遺跡 (15)では馬小屋 と考えられる竪穴状遺構のほか、六道銭を伴 う土拡墓や「妙法」等と墨書された五輪塔

や宝鐘印塔が出土 した。柳坪遺跡 (穴平、17)では中 。近世の8棟の掘立柱定物llLが検出されている。滝下遺跡

(大蔵、53)では竪穴状遺構が11軒ほど見つか り、青磁や13世紀代の土鍋も出土した。塚田遺跡 (大蔵、54)で

は竪穴状遺構 1軒のほか14～ 15世紀の五輪塔100点近 くを伴 う土拡墓群が検出された。そのほか上屋敷遺跡 (東

向、59)で も調査が行われている。
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第 3章 A区の調査

A区の調査面積は3,177∬ を測 り、検出遺構は平安時代の竪穴住居址12軒、平安時代および近世頃の掘立柱建

物址 5棟、縄文時代中期および平安時代の上拡 6基、時期不明の濤状遺構1条 となっている。同調査区は、標高

850m前後の西向きの緩斜面である。

第 1節 A区の遺構と遺物

本舗では、竪穴住居址、掘立柱建4/7」 址、土拡、濤状遺構の順番で説明を行 う。各遺構の数値データと出土遺物

の観察などは、別掲の表 3・ 4を参照されたい。

1.竪穴住居 と出土遺物

A-1号住居址 (第 10・ 210図、図版 2・ 156)

(位置)A21・ 22B71・ 72グ リッド。調査区の西端に位置する。

(形状)隅丸長方形。

(覆土)確認面から床面まで約60cFnを測 り、ほぼ暗褐色砂質上によって埋没 している。特に記録化はしなかった

が、覆土中層部に若干の硬化面が認められた。

(床)亀前面部および周辺部が硬化が特に著 しい。床面は比較的凹凸をもつ。掘 り方面は、床面から5～ 12clnほ

ど下が り大きな起伏はない。南壁際および北壁際において焼土小ブロックとローム小ブロックを含む黒褐色土を

覆土とするピットが 6基はど確認されている。

(柱穴)竪穴内では確認されていないが、壁外において径30帥前後、深さ30～50伽 のピットが確認されている。

その配置には規則的な状況は認められないが、壁外柱穴の可能性もある。          _
(電)東壁中央部からやや南寄 りに位置する。袖部にはロームブロックを主体とした10c14程度の高まりが見られ、

石組み構造は見られない。燃焼部は100× 709nの 掘 り方で、小礫を合んだ ロームブロックと焼土ブロックを主体

とするにぶい黄褐色土に覆われ、支脚石を据えたと思われる小 ピットを検出している。燃焼部の焼土は極めて顕

著である。煙道部は壁より20clnほ ど突出する。

(壁)ほぼ垂直に立ち上が り、壁高は50～ 60clnを測る。南壁中央部を除き、各壁下には壁濤が巡っている。

(遺物)亀内および亀脇か ら中心に出土。甲斐型土師器外 (1・ 2、 2は墨書土器)・ 皿 (3、 線刻あ り)。 甕

(6)・ 小型甕 (5)、 甕 (7)がある。 7の甕は内面に横ハケをもたず、口縁部が丸みをもつ信州系に近い土器

である。

(時期)9世紀半ば。

A-2号住居址 (第 11・ 2100211図、図版 2・ 3・ 156)

(位置)A22・ 23B73グ リッド。

(形状)隅丸長方形。

(覆土)確認面から床面まで60m以上を測 り、遺存状態も比較的良好である。黒褐色土と褐色土を主体とし、焼

土粒と炭化粒を含んでいる。床面上約10Claの レベルで圧化面が認められる。掘 り方面は、床面から5～ 10crnほ ど

下が り起伏はあまり顕著でない。竪穴中央部分と北東コーナー部分が周囲より若千深 く掘 り込まれている。

(床)壁際を除いては堅固である。

(柱穴)竪穴内部では確認されていない。壁外に径10crn前後を測る小 ピットが数多 く確認されたが、その深さは

いずれも10cIQに も満たない。

(竃)北壁の北西コーナー近 くに位置する。破壊が著しく、片袖部にロームブロックを主客とした高まりと石組
み構造の一部が残存するのみである。燃焼部は直径90clnの 円形の掘 り方と直径60clnの 不整円形の掘 り方が南ゴL1/こ

接 し、南側の掘 り方が旧亀の可能性がある。北側の燃焼部内焼土は顕著で、最高20clnほ どの堆積が認められる。

煙道部は壁外へわずかに出るに過ぎない。

(壁)緩やかに立ち上が り、壁高は55～95c14を 測る。南壁、東壁と西壁の一部の壁下に壁濤が巡っているが、西

壁下の壁濤は壁面から約15c14内側に構築されていることから、住居の拡張を伴 う建て替えが行われた可能性 も考

えられる。

―-12-一



第1節  A区の遺枯と遺物

(遺物)毛内および亀脇北西 コーナー壁下付近から出土。土師器甲斐型芥 (1～ 3、 1は墨書土器、 2は刻書土

器)・ 皿 (4～ 7、 4・ 5は墨書土器、 6は線刻土器)・ 甕 (8～ 10・ 13・ 14)。 小型甕 (11・ 12)、 砥石 (15)が

ある。

(時期)9世紀半ば。

A-3号住居址 (第10・ 211図、図版 4。 157)

(位置)A23B59～60グ リッド。A-3号掘立の南東方向約 2mの所に位置する。

(形状)隅丸方形。

(覆土)竪穴中央部分を除いて、床面上に焼上の堆積が認められる。炭化材は伴わない。覆土内には焼土の混入

は見られない。

(ス)壁際を除 くほば全域が堅固。やや凹凸が著 しい。掘 り方面は、床面から10Crn前後下が り、起伏はあまり激

しくない。焼土小ブロックを多量に含んだピットが南壁下で 3基検出されている。また、竪穴北東部の一画で東

壁、北壁から延びる幅 8 cln程度の濤が確認されている。間仕切 りに伴 う濤であろうか。

(柱穴)竪穴内部では確認されていない。

(電)東壁の南東コーナー寄 りに位置する。袖部は一部地山を掘 り残 して構築されてお り、石組みは残存 してい

ない。電の構築材と思われる礫が竃内外に散乱 していることから、本来は石組み構造であったと思われる。焼土

は燃焼部から煙道部にかけて顕著である。

(壁)やや緩やかに立ち上がる。壁高は10～47cln前後を測る。各壁下に壁濤が巡っている。

(遺物)甲斐型土師器芥 (1・ 2、 2は線刻土器)・ 甕 (4)・ 小型甕 (3)。

(時期)9世紀半ば。

A-4号住居址 (第 12・ 212図、図版 4・ 5・ 157)

(位置)A24B75グ リッド。調査区の引ヒ端に位置する。

(形状)隅九方形。

(覆土)焼土粒、炭化粒を含む暗褐色上、黒褐色土を主体とし、南壁の一部で焼上の堆積が認められる。

(床 )各壁際を除 く全域が堅固である。掘 り方面は、床面から6～ 10伽程度下が り、やや起伏が激 しい。各コー

ナー部でピットが確認されたが、南東コーナー部のピットを除き、いずれ もその掘 り込みは浅い。

(柱穴)竪穴内部では確認されていない。

(亀)東壁の南東 コーナー寄 りに位置する。亀構造はA-3号住居址 と類似する。両袖部は地山を一部掘 り残 し

て構築 し、向かって右側の袖石が良好に残存する。燃焼部および亀前面部に、亀の構築材と思われる大小の礫が

散乱 している。燃焼部は100× 90mの 円形の掘 り方で、燃焼部内焼土は顕著である。また、煙道部は壁外へ約50

Crnほ ど突出する。また竃の中心線上からやや南側に寄った位置に円形の焼土範囲が確認されており、おそらく煙

出し部と思われる。

(壁)各壁ともに緩やかに立ち上がる。壁高は18～65cln前後を測る。特に東壁の電から北東コーナーまでの間は、

2～ 3 cln程度の高低差をもつテラス状となっている。西壁を除 く各壁下に壁濤が巡る。

(遺物)土師器甲斐型外 (1。 2)・ 甕 (4～ 6)、 カキメ甕 (3)。

(時期)9世紀半ば。

A-5号住居址 (第 13・ 212図、図版 5・ 157)

(位置)A22B76グ リッド。調査区のほぼ中央部に位置する。

(形状)隅丸方形。

(覆土)後世の削平のため遺存状態は悪い。基本的には炭化粒を含む黒褐色土が主体となっている。

(床)南西コーナー付近がやや軟弱であったため、調査時に若千掘 りすぎて しまったが、他の箇所は比較的堅固

である。掘 り方面は、床面から約10oFl前後下が り検出されてお り、起伏は少ない。竪穴中央南壁寄 りの所で、焼

土小ブロックとローム小ブロックを多量に含むにぶい褐色土を覆土とする長軸85crn、 短軸60crn、 深さ15crnを測る

ピットが検出されている。

(柱穴)確認されていない。

(亀)東壁中央部からやや南東 コーナー寄 りに位置する。検出されたのは掘 り方のみで、袖石が両脇に置かれ、

支脚石も抜かれてお り、それを据えたと思われる小ピットが燃焼部内で確認されている。燃焼部は70× 80crnの掘

り方で、焼土は顕著である。煙道部の壁外への掘 り込みはほとんどない。また、南東マーナー壁下で貯蔵施設 と

思われる一辺55mを測る方形 ピットが検出され、その上部を覆 うように亀の構築材と思われる偏平な礫 6枚ほど
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が置かれている。

(壁)垂直に近い角度で立ち上が り、壁高は14～22伽 を測る。西壁は削平のため遺存 していない。壁濤は各壁下

にはば巡っている。

(遺物)土師器甲斐型芥 (1)。

(時期)9世紀半ば。

A-6号住居址 (第 13。 212図 、図版 5・ 6・ 157)

(位置)A21B77グ リッド。A-11号住居址と重複。

(形状)隅九方形。

(覆土)ほぼ床面のレベルで礫が散在 している。

(床)亀前面部がやや堅固であるが、他は概 して軟弱である。

(柱穴)確認されていない。

(亀)南西コーナー部に位置する。直径9094の 円形の掘 り方のみを検出。燃焼部内の焼土は顕著で、少量の土師

器甕片と礫が出上 している。

(壁)垂直に近い角度で立ち上がる。壁高は15～ 25clnを測る。壁濤は検出されていない。

(遺物)土師器小片が中心だが、西壁際で土師器甲斐型甕上半破片が出土 している (1)。 ほかに甕 (2)あ り。

(時期)9世紀半ば。

A-7号住居址 (第 14・ 212図 、図版 6・ 157)

(位置)A21B75グ リッド。A-4号掘立の南東方向約3mの所に位置する。

(形状)隅丸方形。

(覆土)後世の削平により遺存状態は悪い。

(床)竪穴西側部分の床面は削平されているが、遺存する亀前面部から竪穴中央部にかけて堅固である。掘 り方

面は、床面から約 4～ 10cln前後下が り検出されてお り起伏は少ないが、円形や方形のやや深めの掘 り込みが竪穴

西側で見られる。また亀近くの南壁際で、焼土小ブロックとローム小ブロックを多量に合む暗褐色土を覆土 とす

る径約40crnの精円形 ピットが検出されている。

(柱穴)確認されていない。

(亀)東壁中央部からやや南東コーナー寄 りに位置する。直径7094の 円形の掘 り方のみ検出。燃焼部内に支脚石

と亀周辺に袖石、天丼石と思われる礫が残されている。焼土は燃焼部から煙道部にかけて顕著である。煙道部は

壁外へ10oltほ ど突出する。

(壁)垂直に近い角度で立ち上がる。壁高は12～ 25c14を測 り、西壁は削平のため遺存 していない。各壁下に壁濤

が巡っている。

(遺物)土師器甲斐型芥 (1～ 3、 1は線刻土器)。

(時期)9世紀半ば。

A-8号住居址 (第 14・ 213図 、図版 6・ 7・ 157)                          '
(位置)A20B75・ 76グ リッド。調査区の南端部に位置 し、A12号住居址 と重複。

(形状)隅丸方形。

(覆土)炭化粒を含む暗褐色上をベースとしている。覆土上層に拳大の礫を含む。

(床)全体にわたって堅固である。掘 り方面は、床面から約 4～ 5 cln前後下が り検出されているが、一部床面と

掘 り方面が一致 している。起伏は少ない。竪穴の四隅に径40～ 100cllaを 測るピットもしくは土拡状の掘 り込みが

見られ、焼土ブロックとロームブロックを含むにぶい褐色土を覆土としている。

(柱穴)柱穴と捉えられるものは確認されていない。

(亀)東壁ほぼ中央部に位置する。石組み亀で、袖部および煙道部付近の石組みは明瞭に遺存する。燃焼部内の

焼土は顕著であ り、支脚石も残存している。燃焼部は70× 100clnの 掘 り方で、煙道部は壁から50clnほ ど突出する。

(壁)垂直に近い角度で立ち上がる。壁高は45～57clnを測る。東壁の毛南側壁下を除き壁濤が巡る。

(遺物)竃の前面および南側にかけての覆土中層 レベルから、拳大から人頭大の礫や土器片が集中 して出上 して

いる。土師器甲斐型芥 (1・ 2)。 皿 (4は線刻土器)・ 甕 (6・ 7)、 信州系 ?甕 (5)、 刀子 (8)。

(時期)9世紀半ば。

A-9号住居址 (第 15・ 213・ 214図、図版 7・ 8・ 157・ 158)

(位置)A22B80・ 31グ リッド。A-10号住の西方約 9mの所に位置する。
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第1節 A区の遺構と遺物

(形状)隅丸方形。

(覆土)覆土中層から下層にかけて、ローム小ブロック、焼土粒、炭化粒を多く合むにぶい赤褐色土が堆積する。

特に同層からの遺物の出土が目立つ。

(床)亀前面および竪穴北半分が特に堅回である。掘 り方面は、床面から5～ 10cFn下が り検出され、起伏を多少

もつ。竪穴南側で土拡状に掘 り込みが数力所確認され、灰釉陶器片や須恵器片が出土 している。

(柱穴)径40cln前 後を測るピットが検出されているが、柱穴とは考えられない。

(篭)新旧2基の亀が認められる。新 しい段階の亀は、北壁の北東コーナー寄 りに位置する石組み亀である。袖

部の石組みの一部と、支脚石が残存 している。燃焼部は直径 lmの 円形の掘 り方で、煙道部は壁外へ20clnほ ど突

出する。燃焼部から煙道部にかけての焼土は顕著で、燃焼部内に礫が落ち込み、電周辺部には構築材 と思われる

礫が散乱している。焼土層から上層の覆土はローム小ブロック、焼土粒、炭化粒を含む暗褐色上のほぼ単一層で、

一気に埋め戻された状況が観察できる。

旧段階の亀は、東壁のほぼ中央部に位置 し、掘 り方は60× 80on。 燃焼部の焼土は顕著で、その上部は床の構築

土によって貼られている。煙道部は壁外へ10clnほ ど突出する。

(壁)やや緩やかに立ち上が り、壁高は12～40clnを測る。西壁、北壁および南壁の一部の壁下に壁濤が巡る。壁

濤はいずれも壁面からやや離れて検出されているが、これは、旧段階の住居l■ に伴 うものと考えられ、住居の建

て替えの際、拡張が行われたと考えられる。

(遺物)亀内およびその周辺部を中心に、床下からも出上 している。土師器甲斐型芥 (1～ 12、 3・ 4・ 8・ 9・

11・ 12は墨書土器)・ 甕 (20～ 22)。 小型甕 (23・ 24)、 甲斐型 ?鉢 (19)、 須恵器甕 (25)、 灰釉陶器椀 (13～ 16)・

皿 (17・ 18)。 16の灰釉抗は内面見込み部および口縁部に陰刻花文がある。

(時期)10世紀前半～半ば。

A-10号住居址 (第 16・ 215図 、図版 8・ 158)

(位置)A22B82グ リッド。調査区の東端に位置する。

(形状)隅丸長方形。

(覆土)上層の黒褐色土を除き、基本的にはローム小ブロックを含んだ褐色土をベースとしている。 4層上面は

非常に硬化 した面を形成 してお り、調査段階では一時床面と誤認するほどであった。

(床 )ほぼ全体にわたって堅固である。掘 り方面は、床面から5～ 18clnほ ど下がって検出され、起伏に富んでい

る。基本的に竪穴の四隅を深 く掘 り込み、中央部分が高いという状況が認められる。さらに竪穴中央部分は土拡

状に深く掘 り込まれ、小型甕片が出土 している。

(柱穴)竪穴内ではピットが数基検出されているが、柱穴とは考えられない。竪穴外で壁外柱穴 と思われる径15

～30mを測るピットが 4基検出されている。

(亀)新旧 2基の亀が認められる。新 しい段階の亀は、北壁の北西コーナー寄 りに位置する石組み亀で、袖部の

石組みと支脚石が残存する。亀前面部に構築材と思われる礫が散乱 し、燃焼部内にも投げ込まれたような礫が散

乱 し、土師器甕片が出土 している。袖石は高さ40cln程度で、左側の袖石は 1枚の板状の礫で構築 している。燃焼

部は直径 lmの円形の掘 り方で、燃焼部から煙道部にかけて焼上の堆積が顕著である。

旧段階の亀は、東壁中央部のやや南寄 りに位置 し、燃焼部は80× 90clnの 円形の掘 り方である。燃焼部の焼土は

比較的顕著で、その上部は床の構築土によって貼られている。また煙出し部は壁から60伽ほど突出し、焼土 も顕

著である。

(壁)やや緩やかに立ち上が り、壁高は22～ 73clnを測る。各壁下には壁濤が巡る。

(遺物)毛周辺部を中心に出土 している。土師器外 (1～ 3・ 5・ 6、 5・ 6は墨書土器)、 黒色土器皿 (4)、

甲斐型甕 (8・ 11。 13)、 信州系 ?奏 (10・ 12)、 須恵器甕 (7)、 刀子 (16)、 手引金 (15)、 凹石 (14)。

(時期)9世紀半ば。

A-11号住居址 (第17・ 215図 、図版 9・ 158)

(位置)A21B77グ リッド。A-6号住居llLの下部に存在する住居JILで、本来は、A-6号住居l■ の建て替えに伴

う旧住居である。

(形状)隅丸方形。

(覆土)A-6号住居址の床構築土で埋め戻されている。

(床)亀前面から竪穴中央部にかけて床面が遺存 し、堅固な状態である。掘 り方面は、床面から約 5～ 15cln下 が

り検出されてお り、起伏に富んでいる。A10号住居llLの ように、竪穴の四隅を深 く掘 り込み、中央部分が高い
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第3革  A区のJ可 査

という状況が認められる。なお南東コーナー部で検出されている掘 り方 ピットの覆土は、焼土粒と炭化粒を多量

に含む暗褐色土となっている。

(柱穴)掘 り方面でピットが十数基検出されているが、柱穴と考えられるものはない。

(亀)新旧2基の竃が認められる。新段階の亀は、北壁の北東 コーナー近 くに位置する。90× 70onの 橋円形の掘

り方で、石組みは残存 していない。両袖部には地山層を掘 り残 した低い高まりが認められる。燃焼部内の焼土は

顕著である。旧段階の亀と思われるものは、東壁中央部のやや南寄 りに位置 し、長軸約70cln、 短軸60c14を測る不

整楕円形の掘 り方を検出している。おそらく燃焼部の掘 り方と思われ、純粋な焼土層が堆積 している。

(壁)A-6号住居址に破壊され不明。北壁 と東壁、西壁の一部の壁下にて、壁濤が巡っている。

(遺物)土師器甲斐型芥 (1)・ 甕 (3)、 黒色土器 (内面)不 (2)。

(時期)9世紀半ばか。

A-12号住居址 (第17・ 215図 、図版 9・ 158)

(位置)A19・ 20B75・ 76グ リッド。調査区の南端に位置 し、A弔号住居址と重複。北側半分を破壊されている。

(形状)隅丸方形。

(覆土)炭化粒を含む暗褐色土をベースとする。

(床)地山面を床 としてお り、全体に概 して軟弱である

(柱穴)確認されていない。

(亀)北壁のはば中央部において、焼上の堆積が顕著な長軸64crn、 短軸55mの不整精円形を呈する掘 り方を検出

している。これが亀だと思われる。土師器甕片が少量出土 している。

(壁)垂直に近い角度で立ち上が り、壁高は34～ 54clnを 測る。西壁および南壁、北壁 と東壁の一部の壁下に壁濤

が巡る。

(遺物)土師器甕 (1・ 2)。 1は信州系か。

(時期)9世紀半ばか。

2.掘立柱建物 と出土遺物

A-1号掘立柱建物址 (第18図、図版10)

(位置)A21～22B73グ リッド。A-1・ 2号住の間に位置する。

(形状)東西 (梁間)3.6～ 4.2m、 南北 (桁行)4.1～4.8m、 2間 ×2間の方形を呈 し、P8が柱筋から若干ず

れている。南北に主軸をもつと思われ、主軸方位はN-6° 一W。 柱間距離は東西が1.8～ 2.lm、 南北が1,9～

2.5mを 測る。柱穴の形状は不整円形もしくは不整方形を呈 し、その規模は径38～60cln、 深さ38～ 54onを 測る。

覆土はローム粒を含む黒褐色土をベースとしている。

(遺物)な し。

(時期)出土遺物がないため詳細は不明だが、覆土の状況、建物の位置的状況からA-1・ 2号住 と同時期か。

A-2号掘立柱建物址 (第18図、図版10)

(位置)A20・ 21B74・ 75グ リッド。A-7・ 8号住の間に位置する。定7//」 l■内を後世の耕作による トレンチャー

が走 り、柱穴を一つ欠失 している。

(形状)東西 (桁行)5.3～ 5.4m、 南北 (梁間)4.2～4.3m、 2間 ×3間の長方形を呈 し、Plと P6が柱筋か

ら若干ずれている。東西に主軸をもち、主軸方位はN-69°―E。 柱間距離は、東西が1.8～1.9m、 南北が2.1～

2.3mを測る。柱穴の形状は不整円形を呈 し、その規模は径32～45m、 深さ22～50clnを 測る。覆土はローム粒 と

炭化粒を含む暗褐色土をベースとしている。

(遺物)な し。

(時期)A-1号掘立と同時期か。

A-3号掘立柱建物址 (第19・ 216図 、図版10・ 158)

(位置)A24B74グ リッド。A-3号住の北西方向約 2mの所に位置する。

(形状)東西 (桁行)4.6～ 4.8m、 南北 (梁間)3.4m、 2間 ×2間の長方形を呈 し、P4・ P6・ P8が柱筋か

ら若干ずれている。東西に主軸をもち、主軸方位はN-106° 一E。 柱間距離は、東西が2,1～2.6m、 南北が1.6～

1.8mを 測る。柱穴の形状は不整円形を呈 し、その規模は径35～ 51on、 深さは斜面地であるため一定ではないが、

最大で54mを測る。覆土はローム粒 と炭化粒を含む黒褐色土をベースとしている。

(遺物)P4の覆土中より土師器甲斐型甕片 (1)が出土 しているも
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第1節 A区の遺構と遺物

(時期)A-3号および 4号住居址との配置的状況から、両住居l■Lと 同時期か。

A-4号掘立柱建物址 (第19図、図版10)

(位置)A21・ 22B75グ リッド。A-7号住北西約 3mの所に位置する。

(形状)東西 (桁行)8.6～9,3m、 南北 (梁間)1.7～ 1.85m、 1間 ×3間の長方形を呈する。東西に主軸をも

ち、主軸方位はN-38° 一E。 柱穴の形状は不整円形を呈 し、その規模は径14～ 18cln、 深さは最大でも10o4を 測る

程度である。覆土は攪乱層のようなしまりのない黒褐色土で、他の建物址の柱穴とは、その規模、覆土ともに異

なった状況を示 している。

(遺物)な し。

(時期)近世以降の所産か。

A-5号掘立柱建物址 (第200216図、図版10・ 158)

(位置)A23B81082グ リッド。A-10号住の北西約 6mの所に位置する。

(形状)東西2.35～2.45m、 南北2.35～ 2,45m、 2間 ×3間の正方形を呈する。主軸はおそらく東西にもってい

ると思われ、主軸方位はN-96° ―Eo P5。 P10間の柱筋の中でPllが検出されていることから、本来は総柱式の

建物であった可能性も考えられる。P12・ P13・ P14も 検出されている位置関係から、本建物址に伴 う可能性が

強い。柱穴の形状は不整円形もしくは長精円形を呈 し、その規模は径15～ 33cln、 深さは最大で30crnを 測る。覆土

はローム粒を含む黒褐色土と暗褐色土がベースとなっている。

(遺物)信州系と思われる甕底部がある (1)。

(時期)A-9号住 とA-10号住 との位置的な状況から9世紀半ばもしくは10世紀前半～半ばか。

3.土拡 と出土遺物

A区では検出された土拡が 6基 と少ないため、個々に説明する。

A-1号土拡 (第20・ 216図 、図版158)

(位置)A23B81グ リッド。A-5号掘立の南西側に隣接する。

(形状)平面形態は不整長精円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。規模は長軸141crn、 短軸109cln、 深さ45onを

測る。覆土には焼土小ブロックと炭化粒を含む黒褐色と暗褐色上の堆積が認められる。覆土下層から土師器甕片

が出上 し、時期は10世紀前半～半ばと思われる。

A-2号土拡 (第20図、図版m)

(位置)A24B73グ リッド。調査区北西端に位置する。

(形状)平面形態は長精円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。規模は長軸95o4、 短軸74cln、 深さ14clnを測る。

覆土にはローム小ブロックと炭化粒を含む暗褐色土と明褐色上の堆積が認められる。遺物なく、時期不明。

A-3号土拡 (第20図 、図版11)

(位置)A21B72グ リッド。A-1号住の南東側約1.5mの 所に位置する。

(形状)平面形態は楕円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。規模は長軸90cln、 短軸79cln、 深さ46cllaを 測る。覆

土にはローム小ブロックを含む暗褐色土と明褐色土の堆積が認められる。遺物はなく、時期不明。

A-4号土拡 (第21図、図版11)

(位置)A21B72グ リッド。A-3号土拡の東側に隣接する。

(形状)平面形態は長精円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。規模は長軸13694、 短軸99帥 、深さ34clnを測る。

覆土にはローム小ブロックを含む暗褐色土と明褐色土の堆積が認められる。小礫がわずかに出土 したのみ。

A-5号土拡 (第21図、図版11)

(位置)A20・ 21B73グ リッド。A区南西端に位置する。

(形状)平面形態は長橋円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。規模は長軸124cln、 短軸889n、 深さ19clnを測る。

覆上にはローム小ブロックを含む暗褐色土と明褐色上の堆積が認められる。遺物なく、時期不引。

A-6号土拡 (第21図、図版11)

(位置)A22B73グ リッド。A-1号掘立の東側約 lmの所に位置する。

(形状)平面形態は不整長楕円形を呈 し、断面形は鍋底状を呈する。拡底にピット状の深い落ち込み ≧浅い落ち

込みを検出している。規模は長軸124cln、 短軸104cln、 深さ41clnを測る。拡底の深いピットは拡底面から深さ45c14

を浪1る 。覆土にはローム小ブロックと炭化粒を含むにぶい褐色と明黄褐色土の堆積が認められる。遺物なく、時

期不明。
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第 3章 A区の調査

4.その他の遺構と出土遺物

その他の遺構として、濤状遺構が 1条検出されている。本報告ではA-1号濤状遺構として報告しておく。

A-1号滞状遺構 (第21図、図版)

(位置)A23・ 24B73グ リッド。調査区北西端に位置する。

(形態)仝長4.lm、 幅15～ 58cm、 深さ15～ 24clnを測 り、北へ向かうほど細くなる形態を呈する。覆土には炭化

粒とローム粒を含む暗褐色土と暗責褐色上の堆積が認められ、流水の痕跡は認められない。

第 2節 遺構外出土遺物 傷216図、図版159)

A区における遺構ハ出土遺物の出土量は少ない。須玉町教育委員会による試掘調査の際、すでに表土層が除去

され、遺構確認が行われたことも要因の一つであろう。

出土遺物はすべて縄文時代中期の土器片である。竪穴住居址などの建物遺構は検出されてないが、送該期にお

いてこの土地が何らかの目的で利用されていたことを窺える。土拡などの時期不明のものの中には当該期の所産

のものも存在するかもしれない。個々の遺物の説明については表 5等を参照されたい。なお、試掘調査時に出土

した縄文時代中期曽利式土器大型破片 1点もあわせて報告 しておく。
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第 1節 B区の遺構 と遺物

第 4章 B区の調査

B区の発掘調査の経過については、第 1章において述べているので省 くが、調査実施面積5,356tFか ら竪穴住

居l■36軒、土拡87基、濤状遺構 2条が検出された。標高784.4～803.5mの南側に向く急勾配の斜面地から、これ

ほどの遺構群が検出されるとは正直言って予測できなかった。当該調査地区で検出されている竪穴住居l■は、縄

文時代中期末～後期 4軒 (すべて敷石住居で、 うち 2軒は同一箇所で建て替えを行っている)、 他の32軒は平安

時代 (9世紀代と10世紀の 2時期に大別できる)に属するものである。縄文時代の敷石住居は散在的に分布 し、

後で報告するC区の分布状況とは大きく異なっている。

一方、平安時代の竪穴住居は、調査区域の標高788.5mか ら803.5mの間に、東西方向に幅広 く分布している。

視覚的には B46グ リッドラインを境に東西に、その分布域を分けることができそ うである。

第 1節 B区の遺構と遺物

以下、A区 と同様に竪穴住居址から1頁を追って報告 していく。詳細な数値データと出土遺物の観察などは、別

掲の表 3を参照されたい。

1.竪穴住居 と出土遺物

B-1号住居址 (第22・ 217図 、図版16・ 159)

(位置)A13B43グ リッド。調査区中央あた りの南端に位置する。B-2号住の上部に構築 している。削平によ

り南狽1を 1/2以上欠失。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒と焼土粒を含む暗赤灰色土 とにがい褐色土がわずかに堆積 している。

(床)B-2号住の廉面直上層の暗褐色土を床 としてお り、検出した面は堅固である。竪穴の範囲内と思われる

南東部に、掘 り方内に見られるピットが検出されている。

(柱穴)な し。

(亀)北壁の北東 コーナー近 くに位置する石組み亀である。袖部と天丼部の一部の石組みが残存 し、袖石は内側

に大きく傾いている。燃焼部は直径90o14の 円形の掘 り方で、燃焼部内には礫が充填されている。亀の覆土は、黒

褐色土と焼上の混合土および灰赤褐色土が中心で、多量の炭化粒も混入する。燃焼部から煙道部にかけて純粋な

焼土層が良好に残存 している。

(壁)廃絶 した竪穴住居の上部に構築 していることから、壁の検出は困難であった。あまり明瞭ではない。壁高

は最大で209nを 測る。

(遺物)亀内およびその周辺と、掘 り方内ピット内で散在的に出上 している。土師器芥 (2・ 3、 2は線刻土器)・

皿 (1・ 4)、 灰釉陶器椀 (5)・ 皿 (6～ 9)。

(時期)10世紀後半。

B-2号住居址 (第22・ 217図、図版16・ 17・ 159)

(位置)A12～ 13B43グ リッド。B-1号住の下部に位置する。

(形状)南壁および西壁の一部を欠失 しているが、隅丸方形を呈すると思われる。

(覆土)ロ ーム粒、焼土粒、炭化粒を含む暗褐色上をベースとしている。

(床)はば全体にわたって堅固である。掘 り方面は、床から5～ 6 cln下がって検出され、竪穴内の四隅が土拡状

に深 く掘 り込まれている。掘 り方検出面からさらに15～ 25crn下がる。これらの掘 り込みの覆土にローム小ブロッ

クや焼土小ブロック、炭化粒を含んでいる。

(柱穴)な し。

(亀)北壁の中央からやや東寄 りに位置する石組み亀である。B-1号住 と同様に袖部と天丼部の一部の石組み

が良好に残存する。燃焼部は直径70oaの 掘 り方で、内部には礫と土師器甕片が散乱 し、支脚石を据えたと思われ

るピットが検出されている。覆土の状況もB-1号住と酷似 している。

(壁)残存する壁については明瞭に捉えることができた。壁高は最大で36clnを測 り、壁濤も巡っている。

(遺物)亀内および掘 り方内を中心に出土 している。土師器皿 (1～ 3、 2は墨書・線刻土器)。 甕 (7～ 9)・

-19-一



第4羊  B区の調査

羽釜 (10)、 黒色土器 (内黒)芥 (4・ 5)、 灰釉陶器皿 (6)、 刀子 (12)、 鉄津 (11)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-3号住居址 (第23・ 217図、図版17)

(位置)A12・ 13B37グ リッド。調査区南西端に位置 し、削平により南側を1/2程度欠失。 B-1号濤状遺構に遺

構上部を切られる。

(形状)円形を呈すると思われ、ほぼ中央に石囲炉がある。壁柱穴に沿って礫を並べている。

(覆土)ロ ーム粒と炭化粒、少量の焼土粒を含む褐色土をベースとしている。炉石が一部露出していたので住居

址と判断した。

(床)硬化 した床面はないが、炉の周辺を中心に部分的に鉄平石を用いた敷石が敷設されている。

(柱穴)ピ ットは大小あわせて11個あるが、そのうち位置的に柱穴 と考えられるのはPl～ 5であるが、径22～

44crn、 深さ16～20crnを測 り全体的に浅 く、明確な柱穴ではない。

(炉)方形の石囲炉で、炉内の覆上の状況から本来は炉体土器を伴っていたと思われる。炉石は被熱により脆 く

なってお り、南側の炉石が完存するものの、他は割れて欠失 していた り、抜き取られている。炉内では明瞭な焼

土層は見られない。

(壁)緩やかに傾斜 して立ち上がる。壁濤はない。

(遺物)土器細片 (1～ 4)と石鏃 (5)、 1/aか黒曜石のチップ数片が出土 している。

(時期)曽利 V式期か。

B-4号住居址 (第23・ 240218図 、図版17・ 159・ 160)

(位置)A14B44・ 45グ リッド。 B-5・ 6号住居址と重複。削平により南側を1/3以上欠失。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ームブロック、ローム粒、炭化粒、焼土粒を含む黒褐色上、暗褐色上、責褐色土から構成されている。

(床)検出した床面の範囲では堅固である。掘 り方面は、床から4～42cln下がって検出され、竪穴の壁際の周囲

を深 く掘 り込み、竪穴中央部分を高 く残 している。

(柱穴)ピ ットは 7個検出されているが、主柱穴と思われるものはない。

(亀)北壁の北東コーナー近 くに位置する石組み亀である。燃焼部は直径90clnの 円形の掘 り方で、煙道部および

煙出し部が壁ラインから50cllaほ ど突出している。竃の両脇で検出されているPl・ P2・ P4・ P5ピ ット|ま 、電

の上部施設に関わるものであろうか。石組みは、片側の袖部に一部が残るだけで、あとはすべて取 り除かれてい

る。電の周辺に構築材と思われる礫が散乱 している。燃焼部内の焼土はよく残っている。

(壁)明瞭に捉えることができ、ほば垂直に立ち上がる。壁高は最大で58crnを 測 り、壁濤が巡っている。

(遺物)亀周辺部を中心に、床下の掘 り方覆土内からの出土が日立っている。土師器外 (1～ 5)・ 皿 (6)。 甲

斐型甕 (10～ 22)。 小型甕 (7)、 須恵器重 (24)・ 甕 (23・ 25)、 鉄製角釘 (26)。

(時期)9世紀後半。

B-5号住居址 (第24・ 219図 、図版180160)

(位置)A14B44グ リッド。B-6号住と重複。削平により南側を1/3以上欠失。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒 と炭化粒を含む黒褐色土およびにぶい黄褐色土を覆土 とする。

(廉)地山面を床 とし、部分的に堅固である。

(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)緩やかに立ち上が り、壁高は最大で24mを測る。

(遺物)覆± 2層上部から散在的に出土 している。土師器必 (1。 2)、 甲斐型甕 (4・ 5)、 灰釉陶器椀 (3)。

(時期)10世紀半ばから後半代。

B-6号住居址 (第24・ 219図 、図版18・ 160)

(位置)A14B44・ 45グ リッド。 B-5号住と重複。削平により南側を2/3以上欠失。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒と炭化粒を含む暗褐色土を主体としている。

(床)やや軟弱で微起伏をもつ。一部地山面を床 としているが、 B-53号土拡 としている土拡状の落ち込みは、

本住居址の床下のピットである可能性もある。
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(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)緩やかに立ち上が り、壁高は最大で27clnを測る。

(遺物)床面直上 レベル付近から散在的に出土 している。土師器甲斐型芥 (1)、 黒色 (内黒)土器外 (2)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-7号住居址 (第25・ 219図 、図版18・ 160)

(位置)A14015B43・ 44グ リッド。削平により南側を2/3以上欠失。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム粒と炭化粒を含む黒褐色土を主体とする。

(床 )廉面は堅固であるが、北壁下のわずかな範囲でしか確認されていない。掘 り方面は床から25伽下が り検出

され、焼土およびローム小ブロックを含むピットも検出されている。竪穴の壁周辺を深めに掘 り込むタイプの掘

り方かもしれない。

(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)やや緩やかに立ち上が り、明瞭に捉えられる。壁高は最大で22mを測 り、壁下には壁濤が巡る。

(遺物)床面直上 レベルからややまとまって出土 している。土師器甲斐型外 (1～ 4、 3・ 4は墨書土器)・ 皿

(5、 墨書土器)。 甲斐型甕 (7)、 灰釉陶器小瓶 (6)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-8号住居址 (第25・ 220図 、図版19・ 160)

(位置)A14B43グ リッド。削平により南側を1/2以上欠失。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒 と炭化粒を含む黒褐色土を主体とする。

(え)検出された部分は堅固である。掘 り方面は床から100n下がって検出され、竪穴中央部が土拡状にさらに10

9nほ ど深く掘 り込まれている。

(柱穴)ピ ットは大小 4個ほど倹出しているが、柱穴と思われるものはない。

(亀)明瞭な状態では検出されていないが、東壁において焼土粒と炭化粒の範囲が確認され、90× 60clnの不整精

円形を呈する掘 り方が検出された。これがおそらく亀である可能性が強い。

(壁)ほぼ垂直に立ち上が り、壁高は最大で12clnを 測る。北壁から東壁の一部の壁下において壁濤が巡っている。

(遺物)床面直上 レベルからわずかに出土 している。土師器甲斐型必 (1・ 2)、 黒色 (内黒)土器芥 (3)、 砥

石 (4)。

(時期)9世紀半ば。

B-9号住居址 (第25図、図版19・ 160)

(位置)A14B42グ リッド。削平により南側を2/3以上欠失。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム小ブロックおよび炭化粒を含む褐灰色土、黒褐色土、にぶい黄褐色土が堆積 している。焼上の堆

積を床面上の3箇所で確認 している。

(床)検出された部分は堅固である。掘 り方面は、床から5～ 8 cln下がって検出されている。

(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)やや緩やかに立ち上が り、壁高は最大で34o4を 測 り、壁濤が巡っている。

(遺物)な し。

(時期)平安時代。

B-1曙住居l■  (第26・ 220・ 221図 、 図版19・ 160・ 161)

(位置)A13・ 14B41グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失。 B-13号住の上部に構築 している。

(形状)不整円形か。壁下に壁濤を巡らし、その内部に壁柱穴を配 している。さらに壁柱穴の内側に沿って大小

不揃いの礫を並べている。

(覆土)覆上のほぼ全体にわたって大小さまざまな礫が出上 してお り、焼土粒および炭化粒、ローム小ブロック

を合み厚 く堆積 している。
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(床)特に硬化 した面はなく、部分的に敷石を敷設している。不明瞭であったため全体に床面を掘 りすぎてしまっ

ソt。

(柱穴)ピ ットは大小26個検出されてお り、柱穴と思われるものはPl～ 8と 思われる。径40～ 52crn、 深さ38～

44clnを 測る。

(炉)長軸97crn、 短軸98cln、 確認面からの深さ47crnを測る長方形の素掘 りの炉内に、口縁部を欠失 した深鉢形土

器を埋設 した埋甕炉である。炉石らしき礫が残存することから本来は石囲埋甕炉と思われる。焼土は厚 く堆積 し

てお り硬化が著 しい①

(壁)緩やかに立ち上がる。壁薦は壁が確認された壁下すべてに巡っている。壁際に巡る柱穴から、壁上端まで

は70～80crnの 幅がある。

(遺物)面的にもレベル的にも散在 した状況で出土 している。深鉢形土器 (1～ 19)、 石皿 (27)、 磨石・凹石

(25・ 26)、 多孔石 (23・ 24)、 横刃形石器 (28)な どの石器類も出土 している。 2が炉体土器。

(時期)堀之内 1式期

B-11号住居址 (第27・ 222図、図版20・ 161)

(位置)A14B39グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失。 B-12号住 と重複する。

(形状)隅丸方形か。本住居址はB12号住を拡張 し、部分的に只占床を施 して構築 している。

(覆土)ロ ームブロックおょび炭化粒を含む暗褐色土をベースとしている。

(床)堅固である。B12号住の床を一部床 としている

(柱穴)な し。

(亀)東壁のほば中央部に位置する。石組みは残ってないが、本来は石組み亀 と思われる。燃焼部および煙道部

の掘 り方と袖石を据えたと思われるピット状の掘 り込みが検出されている。燃焼部は直径90c14の円形の掘 り方で、

内部には焼上が良好に残存 し、亀の構築材と思われる礫がたたみ置かれた状態で出土 している。

(壁)ほば垂直に立ち上が り、壁高は最大で36mを 測る。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)亀周辺部の仄面 レベルから少量出土。土師器甲斐型外 (1)・ 甕 (3～ 5)、 黒色 (内黒)土器高台必

(2)、 砥石 (6)。

(時期)9世紀半ば。

B-12号住居址 (第27・ 222図 、図版20・ 161)

(位置)A14B39グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失。 B ll号住 と重複する。

(形状)不明。

(覆土)な し。

(床)B ll号住の床と一部一致 している。堅固である。

(柱穴)な し。

(亀)北壁の北東コーナー近 くに位置する。直径70clnの いびつな菱形状を呈する掘 り方のみ検出したが、これ も

本来石組み亀だったと思われる。拳大の礫が燃焼部内に見られ、焼土も良好に残存 している。

(壁)壁濤のみを検出。

(遺物)土師器甲斐型甕 (1)。

(時期)9世紀半ば。

B-13号住居社 (第28・ 222・ 223図 、図版21・ 161)

(位置)A13・ 14B41グ リッド。 B-10号住と重複する。

(形状)隅丸方形に近い橋円形を呈 し、壁柱穴が巡る。入 り口部と考えられる場所には、対 ピットが存在する。

(覆土)壁柱穴に沿って礫を並べていたと思われるが、B10号住が上部に構築 しているため、敷石や配石は欠

失 していた り、原位置から移動 しているものが多い。

(床)硬化面は見られないが、炉の周辺と入 り口部の周辺に敷石らしき痕跡が見られる。

(柱穴)壁下端に浅い壁濤が巡 り、その内部には壁柱穴が巡る (Pl～ 15)。 径14～40触 、深さ10～ 30clnを 決1り 、

P14・ 15は入 り口部の対 ピットと思われる。

(炉)1辺50cln程 度の小形方形石囲埋甕炉で、炉体土器は口縁部を若千欠失する深鉢形土器である。熱を受けか

なり脆 くなっている。土器は口径21.59n、 高さ20.5clnを 測る。炉体土器の上部に偏平な礫が置かれていた。焼土

は炉内全体に顕著である。

(壁)壁濤からやや離れて緩やかに立ち上がる。壁高は最大で80clnを 測る。
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(遺物)炉を中心にその西側から中心に出上 している。深鉢形土器 (1・ 3・ 4・ 5)、 重形土器 (2)、 鉢形土

器 (6)。 1が炉体土器で他は破片資料が多い。

(時期)堀之内 1式期。

B-14号住居址 (第29・ 223図 、図版22・ 161)

(位置)A13。 14B50・ 51グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失。欠失 しているが南西コーナーあた りで B―

32号住 と重複 している。新旧関係は不明。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)覆土上層は後世の攪乱が部分的に及び、不安定な状況を呈 している。床面までの覆土を 7層に分層 して

いるが、基本的には 3層からな り、ロームブロックを含む黒褐色土を主体 としている。

(床)床が残存 している範囲はすべて堅固で、北西部分で間仕切 り状の濤が検出されているが、性格については

判然としない。掘 り方面は床から5～ 8 cln下がって検出されてお り、凹凸が著 しい。皿状を呈する深さ20伽前後

の掘 り方や、深さ40crnを測る土拡状の掘 り方も見られる。これら掘 り方の覆土には、炭化粒や焼土粒を多く含ん

でいる。

(柱穴)な し。

(亀)東壁の南東 コーナー近 くに位置する。石組みは見られないが本来は石組み篭であろ う。直径120× 90c14の

燃焼部の掘 り方と袖石を据えたと思われるピットが検出されてお り、焼土は顕著に残存 している。袖石は人為的

に抜かれ、亀の構築材と思われる礫が亀脇に置かれている。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で24anを 測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)遺物の大半が床下の掘 り方から出土 し、完形の上師器 と墨書土器が埋置された状態で出上 しているのが

注目される。土師器杯 (1～ 3・ 5、 3・ 5は墨書土器)、 黒色 (内黒)土器芥 (4、 墨書土器)、 須恵器甕 ?片

(6、 転用硯の可能性大)、 鉄鏃 (8)、 性格不明銅製品 (7)。

(時期)10世紀後半。

B-15号住居址 (第30・ 223図 、図版23・ 162)

(位置)A15B46グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失。 B16号住 と重複 し、それより新 しい。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒、炭化粒、焼土粒を含んだ黒褐色土を基本としている。

(床)残存する範囲はすべて堅固であるが、住居中央から亀前面部にかけては特に堅固である。掘 り方面は床か

ら5～ 8 cln下がって検出されてお り、凹凸は少ない。北東コーナー周辺にややまとまって浅い皿状を呈する掘 り

方が見られるほか、北西コーナー付近でもやや深い皿状の掘 り方が見られる。

(柱穴)主柱穴はないが、壁濤内からは小ピットが検出されている。

(亀)東壁の中央からやや南寄 りに位置する。直径 lmの燃焼部の掘 り方のみ検出。本来は石組み竃であろう。

焼土は燃焼部の底面規模の範囲で顕著に残存 している。電の構築材と思われる礫が、亀内外に散乱 している。焼

土より上位の覆上の状況からすると、人為的に埋められている状況が想定される。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で35clnを測 り、垂直に近い状態で立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)亀周辺および住居北東コーナー付近の、床面直上および竪穴掘 り方から主として出土 している。上師器

甲斐型芥 (2、 墨書土器)・ 皿 (1、 線亥J土器)・ 甕 (6～ 8)、 黒色 (内黒)土器界 (3)・ 高台付皿 (4)、 灰

釉陶器平瓶 ?(5)、 砥石 (9)。

(時期)9世紀後半代。

B-16号住居址 (第30・ 224図 、図版23・ 162)

(位置)A15B46・ 47グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失 し、B15号住 と重複 し、これに切られる。

(形状)ややいびつであるが、隅丸方形か。

(覆土)覆土上層はやや攪乱の影響を受けてお り、ローム粒 と炭化粒を合む暗褐色土を主体とする。

(床)残存する床面範囲は概 して堅固である。掘 り方面は、床から6～ 10cln下がって検出されてお り、凹凸は少

ない。

(柱穴)主柱穴と思われるピットはない。 B15号住 と同様に壁濤内からは小 ピットが検出されている。

(亀)東壁のほぼ中央に位置する。直径100× 90clnの燃焼部の掘 り方のみ検出。焼土は顕著に残存 し、その焼土

面を覆 うようにローム小ブロックと焼土粒を合む暗褐色土を充填 し、亀の構築材と思われる偏平な大型の礫を置

いている状況が観察できる。
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(壁)残存する北壁の壁高は最大で28clnを測 り、垂直に近い状態で立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)亀内からわずかに出上 している。土師器甲斐型甕 (1)、 ロクロ小型甕 (2)。

(時期)9世紀半ば～後半。

B-17号住居址 (第31・ 224図 、図版24・ 162)

(位置)A12・ 13B50グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失 している。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)覆土全般に後世の攪乱が及んでお り、あまり安定はしていない。炭化粒 と焼土粒を含む暗褐色上を主と

している。

(床)検出された床面は概 して堅固であるが、攪乱が床面まで及んでお り、あまり安定 していない。掘 り方面は、

床から6～10m下がって検出され、竪穴の四隅と中央が深 く土拡状に掘 り込まれている。その覆土内には炭化物

と焼上が粒状およびブロック状に混入し、中央の掘 り方には礫 も充填されていた。

(柱穴)な し。

(亀)東壁のほば中央に位置する。燃焼部は直径80onの円形の掘 り方中に支脚石だけが残存 し、あとは袖石を立

てた小ピットのみを検出。焼土は純粋な層をなしていないが、燃焼部底面を中心に残存 している。煙道部は50伽

ほど突出する。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約60mを測 り、垂直に近い状態で立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)床面直上および床下などからわずかに出上 している。寵覆土内から墨書土器片出土。土師器 甲斐型芥

(1・ 2、 2は墨書土器)・ 甕 (5)。 小型甕 (6)、 灰釉陶器椀 (3)、 緑釉陶器片 (4)。

(時期)10世紀後半。

B-18号住居址 (第310224図、図版24・ 162)

(位置)A14B50・ 51グ リッド。肖J平により南側を1/4程度欠失 している。

(形状)隅丸長方形か。

(覆土)ロ ームブロックを多量に含み、炭化粒と焼土粒をわずかに含む黒褐色土を主としている。

(床)検出された床面は概 して堅国である。掘 り方面は床から6～ 10cln下がって検出され、竪穴の四隅 と中央を

中心に深 く掘 り込まれている。その覆土内はロームブロックと炭化粒を多く含んでいる。

(柱穴)な し。

(亀)北壁の北西コーナー近 くに位置 している。袖部は地山を舌状に掘 り残 し両袖を造 りだし、袖石を据えたと

思われる。燃焼部は70× 90onの 掘 り方で、焼土は燃焼部底面に残存 して、その上部に焼土を多量に含んだ暗赤褐

色土と暗褐色土が覆い、そこに石組みの構築材 と思われる礫が充填されている。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約62onを 測 り、垂直に近い状態で立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)床下掘 り方内を中心に出土 している。亀内に充填された礫の中に多孔石 (11)が含まれていた。土師器

外 (1～ 5)・ 羽釜 (7・ 8)、 須恵器甕 (9)な ど。

(時期)10世紀後半。

B-19号住居址 (第32・ 225図 、図版25・ 162)

(位置)A14B51・ 52グ リッド。削平により南側を1/2程度欠失 している。

(形状)隅丸長方形か。基本的には竪穴住居構造をとると思われるが、竪穴中央部で床面から約35mを 掘 り込ん

だ1.2m四方の小竪穴が検出されている。この小竪穴は、覆上の状態から別個に存在するものではなく、本llLに

伴 うものと思われる。

(覆土)黒褐色土を主とするが、後世の攪乱が至るところに及んでお り、安定 した覆土はほとんど残存 していな

かった。

(床)床は攪乱が至るところに及び、検出が困難であった。小竪穴内部の床面は、非常に堅いといった状態では

ないが、軟弱という状態でもなく、確かに踏み固められている状態である。床面は北壁と東壁で段状を呈 してい

る。床面 と掘 り方面はほば一致 している。

(柱穴)柱穴状のピットが計16本検出されている (Pl～ 16)。 径35～ 50cFn程度を測 り、深さは45～55clnを測る。

小竪穴の四隅 (Pll～ 14)と 内部 (P16)に も柱穴が見られる。

(亀)明瞭ではないが、東壁部に焼土を伴 う不整精円形の浅い掘 り方があ り、毛の痕跡と思われる。

(壁)明確な壁は検出できなかったが、北壁と東壁の壁下には 2重の壁濤が巡っている。壁の立ち上が りは概 し

て緩やかである。また、小竪穴の各壁下も壁濤状の濤が巡ってお り、壁上部は若千崩落 している。
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(遺物)小竪穴内部の北壁際から、偏平な課と墨書土器 (1、 ほば完形 )、 刀子小片が出土 している。墨書土器

と刀子の出土 レベルは礫上面 とほば同 レベルで、小竪穴の床面から若千浮いている。なお、本llL調査中に刀子小

片を紛失するというアクンデントがあった。遺物紛失は現場担当者の不注意であ り、反省したい。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-20号住居址 (第32・ 225図、図版25・ 162)

(位置)A14・ 15B40グ リッド。削平により南側を1/2以上を欠失 している。削平は遺構上部にも及んでいる。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ームブロックと炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主としている。

(床)壁際を除いて堅固である。亀の協に一部貼床面が見られ、ロームブロックや焼土粒、炭化粒を含む褐色土

を覆土とする掘 り方が検出されているが、掘 り方面は床面 とはぼ一致 している。

(柱穴)な し。

(亀)東壁のほぼ中央部に位置すると思われる。攪乱のため1/3程度欠失 している。直径 lmの燃焼部の掘 り方

のみ検出し、焼土は底面のごくわずかな範囲に残存 してお り、毛の石組みの構築材と思われる礫が掘 り方内か ら

検出されている。前述 した亀協の貼床下部の掘 り方が亀となる可能性もあり、作 り替えが行われた可能性もある。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約33clnを測 り、垂直に近い状態で立ち上がる。北壁下の一部に壁濤が巡る。

(遺物)住居北西コーナー付近および竃脇床下掘 り方内から主に出土 している。住居北西コーナー付近で墨書土

器片を含む土師器外片が床面から3～ 1lcln浮いたレベルから出土 し、それらが接合している。土師器芥 (1～ 4・

6、 2は墨書土器)・ 皿 (5)。

(時期)10世紀後半。

B-21号住居址 (第33・ 225図、図版26・ 162)

(位置)A15B45グ リッド。削平により南側を1/4程度欠失 している。

(形状)隅丸長方形か。

(覆土)ロ ーム粒・ ブロック、炭化粒、焼土粒を少量含む黒褐色土を主とする。

(床)亀前面部を中心 として、住居中央部分にかけて堅固。掘 り方面は、床から5～ 12cln下がって検出されてお

り、住居中央部分を中心に深 く掘 り込まれている。その掘 り方覆土はロームブロックと炭化粒を多く含んでいる。

(柱穴)な し。

(亀)北壁の北東 コーナー近 くに位置する。掘 り方のみ検出。亀掘 り方は100× 60crnの 長楕円形を呈 し、燃焼部

内では支脚石を据えたと見られる小 ピットを検出している。焼土も底面にわずかながら残存 している。篭前面部

と東協に石組みに使用 したと思われる礫が散在 しているが、床面から10CIn以上浮いたレベルから出土 している。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約45cmを 測 り、緩やかに立ち上がる。西壁下の一部に壁濤が見られる。

(遺物)覆土下層 レベルを中心に数点出土した。土師器皿 (1・ 2、 1は墨書土器)・ 羽釜 (3)、 須恵器甕 (4)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-22号住居址 (第33・ 225図、図版26・ 163)

(位置)A14B47・ 48グ リッド。住居南西コーナーおよび南東 コーナーは削平により部分的に欠失 してお り、さ

らに住居南側でB-23号住 と重複。新旧関係は不明。東壁部分では、縄文期のB弔5号土1/Aを 切って構築 している。

(形状)隅丸方形。

(覆土)ロ ーム粒、炭化粒、焼土粒を含む暗褐色土を主とする。

(床)残存する床面は概 して堅固である。掘 り方面は、床から12～ 23cln下 がって検出されてお り、竪穴範囲全体

を荒掘 りしている状況が見られ、凹凸も著しい。その掘 り方覆土はロームブロックと炭化粒、焼土粒を多 く含ん

でいる。

(柱穴)な し。

(亀)東壁の北東コーナー近 くに位置する石組み竃である。石組みは右袖の一部のみ残存。亀内外に石組みの構

築材に使用したと思われる礫が散乱 しているが、竃内部では煙道部を塞ぐように礫が出上 している。燃焼部は80

×100mの 円形の掘 り方で、煙道部はわずかに突出する。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約51clnを測 り、一部ややオーバータヽング気味に立ち上がる。壁下には壁濤が

巡る。

(遺物)竪穴中央付近の床面直上 レベルから灰釉陶器の椀、皿が出土 し、毛脇の床面上約20c14の レベルから椀形

鉄滓などが出土 している。土師器甕 (3～ 5)、 灰釉陶器椀 (1)・ 皿 (2)、 椀形鉄滓 (6)。
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(時期)10世紀前半～半ば。

B-23号住居址 (第34・ 225・ 226図 、図版26・ 163)

(位置)A14B47・ 48グ リッド。削平により南側を2/3以上欠失 している。北側は B-22号住 と重複。新旧関係は

不明。

(形状)不明。

(覆土)肖 J平が遺構上部まで及んでいるため覆土はわずかに残存するのみ。ローム粒 と炭化粒を含む黒褐色土を

主とする。

(床)竪穴北東コーナー部分を中心として堅固だが、他は概 して軟弱。掘 り方面は、床から5～ 15crn下 がって検

出されてお り、凹凸も著 しい。 ピット状、土拡状の掘 り方も見られる。B W7・ 78号土拡は、出土遺物や覆上の

状況から本住居l■ に伴 う木下土拡的なものと考えられる。その掘 り方覆土はローム粒、ロームブロック、炭化粒

を比較的多く含んでいる。

(柱穴)柱穴 と思われるピットはない。

(亀)東壁において、焼土を伴 う径80crnの精円形を呈する掘 り方が検出されている。おそらく竃であろう。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約32onを 測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)竪穴東側部分から散在的に出上 している。床面直上 レベルから床面上約15cln前後のレベルの範囲で見ら

れる。なお、Bマ 7号土拡の底面からは、灰釉陶器小瓶が出上 している。土師器外 (1～ 3)・ 甕 (6)・ 小型甕

(7・ 8)、 黒色土器 (内黒)芥 (4)、 灰釉陶器皿 (5)、 椀形鉄滓 (9)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-24号住居址 (第35・ 226図 、図版27・ 163)

(位置)A16B46・ 47グ リッド。削平により南側を1/2程度欠失 してお り、攪乱も所々床面まで達 している。北

壁においてB鍔4号土拡 と重複。同土拡に切られている。

(形状)隅九方形か。

(覆土)削平が遺構上部まで及び、覆土はわずかに残存するのみ。ローム粒と焼土粒を含む黒褐色土を主とする。

(床)残存する範囲の床も堅固だが、電周辺部が特に堅固。掘 り方面は、床から4～21cFn下 がって検出されてお

り、特に竪穴中央部が深 く掘 り込まれている。 ロームブロックと炭化粒を多く合む。

(柱穴)壁濤内から小 ピットをわずかに検出。

(亀)東壁にて焼土を伴 う径80crnを測る橋円形を呈する掘 り方が検出されている。おそらく亀であろう。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約31crnを測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)床面直上および床下掘 り方、亀内から散在的に出土。土師器芥 (1・ 2)・ 皿 (3)。 小型甕 (5)、 甲

斐型黒色土器 (内黒)芥 (4)、 羽釜 (7)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-25号住居址 (第35図、図版28)

(位置)A14・ 15B48・ 49グ リッド。削平により南側を1/2以上欠失 している。

(形状)一辺が2.5m程度の小規模な竪穴で、おそらく隅丸方形を呈するであろう。

(覆土)遺構上部には部分的に攪乱が及んでお り、覆土はローム粒を含む黒褐色上の単一層である。

(床)床面は全体に概 して堅 くない。掘 り方面は、床から4～ 109n下がって検出されてお り、凹凸もやや顕著で

ある。掘 り方覆土はロームブロックを多く含むにがい黄褐色土である。

(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)残存する東壁の壁高は最大で約20onを 測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)な し。

(時期)平安時代。

B-26号住居址 (第35・ 226図 、図版28・ 163)

(位置)A14B52・ 53グ リッド。削平により南側を3/4以上欠失 している。縄文期のB-36号住を貼 って構築。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム小ブロックを多く含む黒褐色上の単一層からなる。

(床)基本的に地山のローム面を床面とし、残存部はよく踏み固められている。

(柱穴)壁際沿いに小 ピットが見られる。
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(亀)不明。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約28clnを測 り、やや緩やかに立ち上がる。壁濤は巡らない。

(遺物)覆土内から散在的に出上 した。また北壁際中央付近の床面直上から完形の土師器杯 (1)が正位の状態

で出土。ほかに甲斐型土師器甕 (2・ 3)、 羽釜 (4・ 5)、 須恵器長頸瓶 (6)。

(時期)10世紀後半。

B-27号住居址 (第36・ 226・ 227図 、図版29。 163)

(位置)A15B43・ 44グ リッド。削平により南側を1/4程度欠失 している。

(形状)隅丸方形か。規模的には本遺跡中でも大型の部類に入る。本竪穴の北壁に取 り付 くかたちで幅85m、 長

さ155on、 計 3段の階段状施設を設けていることが確認できたが、これに関連する竪穴内部の梯子受け ピットな

どの施設は確認できなかった。また、竪穴上部は北壁から東壁の一部にかけて緩やかな傾斜をもつテラスを形成

し、竪穴が掘 り込まれている。

(覆土)覆土上層には黒褐色土混 じりのにがい黄褐色土、覆土下層にはロームブロック、炭化粒を含む暗褐色土

が見られ、基本的にこの 1層が主である。両層の間にはローム粒と炭化粒を含む黒褐色上の間層が入っているが、

特に硬化した状況は見られない。

(木)全体にわた りよく踏み固められているが、亀周辺部は特に堅固である。北壁下に間仕切 りに伴 うと思われ

る濤が検出されている。掘 り方面は、床から約 8 gn下 がって検出されてお り、凹凸もやや顕著である。掘 り方覆

土はロームブロックを多く含むにぶい黄褐色上である。

(柱穴)主柱穴 と思われるピットはない。

(亀)東壁のほぼ中央付近に位置する石組み竃である。袖石と支脚石、天丼石の一部が原位置のまま遺存 してい

るが、他に散乱する礫は亀の破壊に伴って廃棄されたものであろう。燃焼部は80× 100clnで 、焼土は燃焼部およ

び煙道部の一部に顕著に残存 している。亀両脇の壁に径35c14前後のピットが穿たれているが、亀の上部に何らか

の施設が敷設されていた可能性がある。

(壁)残存する北壁で最大壁高は102cln、 階段状施設の初段に取 り付 くまでの高さは約7694、 東壁でも最大1009n、

西壁でも80o4を測る。壁下には壁濤が巡るが、西壁では壁濤が一部二重に巡っている。

(遺物)亀周辺部の床面 ンベルを中心に出上 している。土師器芥・皿 (1～ 11、 3・ 8は墨書土器)・ 甕 (16)。

小型甕 (18～ 20)、 黒色土器 (内黒)椀 (12、 墨書土器)、 須恵器高台付芥 (13)、 灰釉陶器椀 (14・ 15)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-28号住居址 (第37図 、図版30)

(位置)A15B41グ リッド。削平により竪穴南側を2/3程度欠失 している。

(形状)不明。

(覆土)覆土全般に炭化粒 と焼土粒の混入が認められる。平面的にも院上の堆積範囲が見られる。焼失住居の可

台ヒl■がF託 い。

(床)地山であるローム面を床としているが、凹凸を伴い全般にやや軟弱な状態である。

(柱穴)な し。

(亀)不明。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約28clnを測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)な し。

(時期)平安時代。

B-29号住居址 (第37・ 227図 、図版30・ 163)

(位置)A12・ 13B50・ 51グ リッド。削平により南側を1/2程度欠失 している。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒を含む黒褐色土を主とする。

(床)全体にわた りよく踏み固められている。掘 り方面は、床から約 4～ 129n下がって検出されてお り、凹凸も

やや顕著である。竪穴中央部が比較的深めに掘られている。掘 り方覆土はロームブロックを多く含む暗責褐色土

である。

(柱穴)な し。

(電)東壁において直径50clnの掘 り方のみ検出。袖石と支脚石を据えたと思われる小 ピットも検出。焼土も燃焼

部内に残存 している。
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(壁)残存する北壁の壁高は最大で約209nを測 り、ほぼ垂直に立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)北壁際から散在的に出土 している。土師器芥 (1)、 黒色土器 (内黒)抗 (2)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-30号住居址 (第38・ 227図 、図版31・ 163)

(位置)A14・ 15B50グ リッド。削平により南側を1/3程度欠失 している。 B鍔1号住 と重複 し、同住居を切って

構築 している。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)ロ ーム粒、ローム小ブロック、炭化粒などを含む黒褐色上を主とする。

(床)全般に比較的よく踏み固められている。掘 り方面は、床から約 4～ 5 crn下がって検出されてお り、竪穴中

央部を中心に凹凸をもってやや深めに掘られている。掘 り方覆土はロームブロックを多 く含む暗褐色土を主とし

ている。なお、竪穴耳ヒ西コーナー付近の掘 り方において焼上を多量に含む長精円形の掘 り方が見られたことから、

この掘 り方は後述するB-31号住の亀の痕跡 とも判断できる。

(柱穴)壁濤内に小 ピットが散在的に検出されているが、主柱穴 となるようなピットはない。

(亀)新旧二つの亀が検出されている。新段階の亀は東壁側の削平部分で検出された。焼上が顕著で長軸90on、

短軸70clnを測る掘 り方のみの検出であるが、袖石などを据えたと思われるピットも検出されている。旧段階の亀

は北壁側のほぼ中央部の壁下にて検出されている。長軸94cln、 短軸74onを 測る掘 り方の上面には只古床が施され、

その下部には焼土が顕著に残存 している。袖石を据えたと思われるピットも検出されている。

(壁)北側の壁はやや急に立ち上が り、各壁には壁濤が伴 う。

(遺物)床下を中心に散在的に出土 している。北西コーナー近 くの壁濤内から、木質の付着 した角釘が出土 して

いる (8)。 土師器必 (102)・ 甕 (4)・ 小型甕 (5～ 7)、 灰釉陶器皿 (3)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-31号住居址 (第38・ 227図 、図版31・ 163)

(位置)A14・ 15B49・ 50グ リッド。 B嗚0号住 と重複する。同住居址に切られてお り、さらに削平により大半

を欠失 している。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム粒、ローム小ブロック、炭化粒などを含む黒褐色土を主とする。

(床)残存部は比較的堅固。

(柱穴)な し。

(亀)不甥だが、B31号住の掘 り方調査中に、焼土を多量に伴 う長精円形が確認されたことから、位置的にみ

て亀の掘 り方である可能性もある。また30号住の旧竃が本址の亀である可能性もある。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約32crnを 決1り 、やや緩やかに立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)覆土内から散在 して出土 している。土師器必 (1)。 小型甕 (5)、 黒色土器 (内黒)椀 (2)、 灰釉陶

器小椀 (4)・ 皿 (3)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-32号住居址 (第38・ 227図 、図版31・ 163)

(位置)A13・ 14B50グ リッド。南側の大半を削平により欠失している。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム粒、ロームブロックなどを含む黒褐色土を主とする。

(床)亀西側の北壁下が比較的良く踏み固められている。

(柱穴)主柱はないが、壁際に小 ピットがみられる。

(亀)北壁の北東コーナー近 くに位置する石組み亀。燃焼部は100× 70crnの橋円形の掘 り方で、右袖石の一部が

残存 し、焼土は顕著である。焼土層の面を埋めるように黒褐色土が充填されているとともに、亀の構築材と思わ

れる礫も充填されている。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約30cllaを 測 り、やや緩やかに立ち上がる。

(遺物)覆土内から中心に少量、散在的に出土。土師器杯 (1)、 灰釉陶器椀 (2)、 緑釉陶器皿 (3)がある。

(時期)10世紀前半～半ばか。

B-33号住居址 (第39・ 228図、図版32・ 163・ 164)

(位置)A14B49グ リッド。北壁部分だけを残 し、あとは削平により欠失 している。残存範囲で一辺約 7mを測
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り、大型の竪穴であったと想定できる。

(形状)不明。

(覆土)ロ ーム粒、焼土粒、炭化粒を含む黒褐色土および暗褐色土を主とする。

(床 )検出された残存部分では、全体 としてはあまり踏み固められてはいないが、一点破線で示 した範囲内は硬

化 した面が残っている。

(柱穴)壁に沿 うように、径30～ 50on、 深さ約40cln前 後のビットが壁濤内に約 2mの ほば等間隔で検出されてい

る。

(亀)不明。

(壁)残存する北壁の壁高は最大で約30clnを 測 り、やや緩やかに立ち上がる。壁下には壁濤が巡る。

(遺物)遺物量は豊富で、北東コーナーあた りにやや集中している。覆土および床面、ビット内からまんべんな

く出土 している。土師器芥・皿 (1～ 14、 3・ 5・ 13・ 14は墨書土器)。 甕 (26～ 28)、 黒色土器 (内黒)芥 (18)、

甲斐型黒色土器芥 (16。 W)・ 椀 (墨書土器含む)、 灰釉陶器椀 (19～ 21)・ 皿 (22・ 23)。 壷 (24)、 緑釉陶器椀

(25)。

(時期)10世紀前半～半ば。

B-34号住居址 (第39・ 228図 、図版32・ 164)

(位置)A14B52グ リッド。B嗚5号住 と重複する。

(形状)不明①

(覆土)暗褐色上の範囲が薄 く残存 していたのみで不明。

(床)不明。

(柱穴)壁際と思われる位置で径30～ 50clnを測るビットが数基検出されている。

(亀)明確ではないが、東壁の北東コーナー近 くで、焼土を伴 う精円形を呈する浅い掘 り方が確認されている。

これが亀の名残と思われる。

(壁)】ヒ壁でわずかな段差がみられる程度である。部分的に壁濤の名残もみられる。

(遺物)床下に伴 うピットから灰釉陶器片がわずかながら出土 している。灰釉陶器椀 (1)・ 皿 (2)。

(時期)10世紀半ば～後半か。

B-35号住居址 (第39。 228図、図版32・ 164)

(位置)A14B52グ リッド。 B嗚4号住 と重複 し、同住居址に切られる。

(形状)隅丸方形か。

(覆土)覆土はほとんどなく、壁濤や ビットの痕跡から確認 した。

(仄)不明。

(柱穴)壁に沿って径30～ 50o4、 深さ約55crnを測るピットが、北壁中央、東壁の中央か、下耳ヒ東隅、】ヒ西隅で確

認されている。

(亀)明確ではないが、北壁下の北東コーナー近 くで、焼土を伴 う浅い直径70clnの 円形の掘 り込みが確認されて

いる。

(壁)わずかに段差はみられるが、崩壊が著しい。壁濤が北壁から東壁にかけて確認されている。

(遺物)″よとんどない。

(時期)10世糸己代か。

B-36号住居址 (第40・ 228図、図版33・ 164)

(位置)A13・ 14B52・ 53グ リッド。 B-26号住およびB弔5号土拡と重複 し、両遺構に切られる。中央から南側

の約半分は、削平により欠失する。敷石住居l■Lであるが、敷石は住居北東隅にごくわずか しか残存 していない。

(形状)隅丸方形に近い精円形を呈する。

(覆土)覆土はほとんど残っておらず、表土除去直後に敷石部分が露出し、住居であると判明した。

(床)敷石は全体の20%程度 しか残存 していない。北西部分はにも敷石があったと思われるが、平安時代の B―

26号住の構築の際に抜き取られたと考えられる。敷石の外側には縁石状に細長い石を横にして据えている。

(柱穴)柱穴は竪穴壁濤内に径50～ 70cln、 深さ約40crnを 測るピットが10基 (Pl～10)確認されている。南側の

Plと P2は入口部に伴 うピットと思われる。

(炉)炉は住居中央付近に位置 し、炉石はすべて抜かれている。長径75crn、 短径70on、 深さ20o4を 測る。焼土は

ブロック状で、覆上である暗褐色土中にみられる程度である。炉体土器はない。

―-29-―



第4章 B区の調査

(壁)壁は住居の北東部分で残存 している。確認面からの深さは約30帥を測 り、グラダラと緩やかに立ち上が り、

縁石から壁上端までは50～70clnを 測る。壁下には壁濤が巡 りっている。

(遺物)非常に少ない。縁石の外側に接するように ミニチュア土器が出土 している (1)。 他は土器片が数′煮程

度。 B-26号住に伴 うと思われる墨書土器片も出土 している (3)。

(時期)堀之内 1式期。

2.土拡と出土遺物

B区からは合計81基の上拡が検出されている。ここでは個々のデータは表 4に譲るとして、検出された土拡の

概要等を説明しておきたい。な清、整理段階において 5・ 6・ 7・ 8・ 48・ 77号土拡は欠番となっている。

まず平面分布については、一見散漫のようにみえるが、ところによっては比較的集中して存在する傾向もみら

れる。それらについては、墓拡や貯蔵穴等さまざまな機能が想定されるが、中には形状や土層の堆積状態から風

倒木痕と思われるもの数基も存在する。時代についても縄文時代、平安時代等幅広く存在すると思われるが、土

拡に明確に帰属する遺物が少ないため、その判断に苦慮するところである。 B-11、 42、 65号土拡が平安時代に

属すると思われる以外は、大半が縄文時代後期を中心とする時期に属する。

次に土層の堆積状態と遺物の出土状態からみて、次のような状況が挙げられる。

【土層の堆積状態について】

①単一層もしくは単一層に近いもの。

②自然堆積に近い状態を示すもの。

③炭化粒や焼土粒もしくは焼土小ブロックを混入するものが比較的多くみられるもの。

【遺物の出土状態について】

①礫が多量もしくは比較的多く出上しているもの。

(例 1 2 ・ 11。 12・ 13・ 16・ 17・ 22。 23・ 25・ 26・ 30・ 31・ 32・ 33・ 35。 36・ 38・ 41045・ 46・ 47・ 49・ 54・ 550

57・ 58・ 59・ 62・ 73・ 80・ 83・ 85・ 86手説」ヒウA)

②敷石住居に使用されているような扁平な礫が出土 しているもの。

(911: 12・ 13・ 22・ 25,70・ 81・ 83手計三L,A)

③石器や石器類の完形品もしく破片が出上 しているもの。

(例 : 12・ 25・ 35・ 47・ 49・ 54・ 55テ妻三ヒウÅ)

④復元可能な大型の上器破片が出土 しているもの。

(例 : 22・ 32・ 35・ 46・ 49・ 54・ 66・ 68。 69071テ訣」ヒウA)

⑤複数個体の土器を含むもの

(例 :35・ 46・ 54・ 82手許ニヒウム)

以上のような状況が挙げられる。土器や礫等の出上位置については、土j/Aの底面に置かれて出上 しているもの、

覆土中層から上層部にかけて中心に出上 しているものがあるが、後者の出土状態を示すものが圧倒的に多い。こ

れは土拡の埋没過程における相違を示すと共に、使用目的の違いも示 していると考えられる。

ここでは特徴的な土拡をいくつかあげて説明しておきたい。

B-32号土拡 (第43・ 230図 、図版35。 164) 1個の大形把手と数個の小把手を口縁部にもつ胴下半を欠く無文

の深鉢形土器 (1)が覆土中位より出土 した。

B-35号土拡 (第43・ 230図 、図版35・ 164) やや大形の楕円形土拡の中位から5個体以上の堀之内 1式期の土器

(1～ 6)、 磨石・凹石 (7・ 8)が出土 した。 4は胴部に櫛歯状工具による条線を施文する土器。

B-46号土拡 (第45・ 232・ 233図、図版36・ 165) 円形土拡の中央部、拡底に注口土器 (1)と二十稲葉式類似

の刺突文をもつ土器 (2)が 口を合わせるように横位に置かれ、その上に礫が載せられていた。ともにほぼ完形

である。

B-66号土拡 (第48・ 235図 、図版37・ 166) 円形土拡底部から縄文地文で口縁部に6単位の小波状突起をもつ

深鉢が横位の状態で破損 して出土 した。

B-68号土拡 (第48・ 236図 、図版37・ 166) 円形土拡中央、底部付近から底部を欠 く堀之内 1式期の小形深鉢

が出土 した。

B-69号土拡 (第48。 236図 、図版38。 166)大形の土J/1h下 層から4単位の把手をもつ壷形土器の胴上半分が出

土 した (1)。
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B-82号土拡 (第49・ 236図 、図版39・ 166) 円形土拡の】ヒ西隅から、内面を上拡中央に向けるように して堀之

内 1式期の鉢形土器が出上 した (2)。

3.溝状遺構 と出土遺物

B区において濤状遺構は 2条検出されている。いずれも近世以降の地境濤 と思われるもので、特に出土遺物も

ない。以下、説明を行 う。

B-1号滞状遺構 (第50図、図版40)

(位置)A13B37・ 38。 縄文時代のB-3号住居址を切っている。

(形態)全長は調査 した範囲で14.5m、 幅42o4、 深さ20～26cllaを 測 り、東西に延びる。覆土は、炭化粒を含む黒

褐色土が主体。流水を示す痕跡はみられない。

B-2号薄状遺構 (第50図、図版40)

(位置)A15・ 16B45。

(形態)全長は調査 した範囲で14.8m幅 72～ 103m、 深さ32～40clnを 測 り、南北に延びる。覆土は炭化粒を含む

黒褐色土が主体。流水を示す痕跡はみられない。

第 2節 遺構外出土遺物 悌237図、図版16の

B区における遺構外出土遺物の出土量は少ない。 1～ 5はいずれも鉄滓である。全長 4～ 6 clnの もので、溶解

鉄が釉状に付着 している。遺構として小鍛冶遺構が検出されていないが、その存在も想定される。 6は試掘調査

時に出上 したもので、縄文時代中期曽利V式上器片である。 B区の東側で出土 したものである。あわせて報告 し

ておく。
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第 5章 C区の調査

C区は標高768m～790mの尾根上、尾根南斜面を中心に展開 し、調査面積は24,500すにも及ぶ広大な地区であ

る。B区 とは便宜的に分けられているが、C区東側へと連続 した南斜面 となっている。このC区からは縄文時代

中期住居址18軒、後期住居址 (敷石住居址)120軒、縄文時代掘立柱建物址 7棟、平安時代住居址28軒、平安時代

掘立柱建物址 6棟、縄文時代～近世の土拡604基、近世以降の掘立柱建物llL 2棟 、濤状遺構26条が検出されてい

る。縄文時代の遺構は調査区全域に及び、住居址は沢に近い斜面下位、緩やかな傾斜面 となる斜面中位、尾根筋

にあたる斜面上位を中心にそれぞれ等高線に沿 うように帯状に群在 し、また土拡が住居l■周辺に密集して分布す

る。中期末、曽禾」V式新段階以降の時期を中心とした集落址が後期に連続的に移行 し、後期では称名寺式～堀之

内 2式まで継続する。住居址は敷石を部分的に敷設 した住居址や縁石を巡らす住居llLが多く、柱穴中に礎石を入

れて根固めをした例がみられる。集落規模が ピークに達するのは堀之内 1式期で、掘立柱建物l■が伴っている。

屋外配石はないらしく、石棺墓も出現 していない。その後、秀生時代になると中期の配石墓があり、また平安時

代には集落となっている。時期は 9世紀後半を中心とし、10世紀後半代にも規模の小さな集落が営まれている。

第 1節 C区の遺構と遺物

以下に個々の遺構について遺構番号順に説明したい。なお細かなデータについては表 3・ 4を参照。

1.竪穴住居 と出土遺物

C-1号住居址 (第51・ 52・ 238～241図 、図版49。 167)

(位置)A ll・ 12B32・ 33グ リッド。C区調査区の東端近 くの南向きの急傾斜面にある。

(形状)主軸長6.5× 交軸長5,8mの 隅丸方形又は楕円形に近い円形で、壁面に礫を多数積み上げ、推定出入 り口

～炉の間に部分的に敷石を敷設 した敷石住居。主軸方向は傾斜方向と同一で南側。 したがって出入 り口付近を欠

失 しているため、柄鏡形かどうかは不明である。床面中央に石囲い埋甕炉がある。遺構確認時点では、石積み上

部が弧状の石列として検出され、配石遺構かとも思われたが、炉を確認 し住居と判断 した。礫を残 したままで床

面を精査し柱穴確認を行ったが、明確な柱穴はなかったため、礫を撤去 したのち改めて確認 したところ、明確に

壁柱穴が検出された。

(覆土)遺構確認面に黒色の濤状遺構があり、現況図を参照すると位置的に近現代の道の痕跡 と思われる。この

道は断続的に東へ続き、B区 1号薦へとつながっている。覆土の深さは南側で lmぁ り、本遺跡としては遺存状

況が良好といえる。覆土上層では暗褐色～黒褐色土、床面に近い下層や壁寄 りの礫付近では 2次堆積ローム上が

主体となる。

(床)全体に硬化面はなく、不明瞭。礫を撤去 して柱穴を探す段階で、壁ぎわに柱穴をつなぐように炭化材およ

び微細化した炭化物を多く合んだ帯が検出され、後 日分析 したところ、オニグルミの核を主としていることがわ

かった。また焼土集中箇所もみられ、火災住居と思われた。また奥壁】ヒ西隅には50× 40伽 の範囲に薄い粘上の堆

積があった。

(柱穴)壁柱穴で、主な柱穴はPl～ 14であ り、Pl・ 2は対 ピットである。またP15・ 16も 張 り出し部のピッ

トである可能性がある。柱穴の中でもPl・ 2・ 4・ 6・ 8・ 10・ 12はやや太 く、対 ピット+5本の柱穴を基本

形としている。それらの間にやや細めの柱穴が配置する。深さは44～ 91clnで 、70crn以上の深いものが多い。なお

Pll内からは炭化材およびクル ミ核 1個が検出された。

(炉)方形石囲い埋甕炉で75× 70clnの長方形を呈する。礫は被熱により砕片となり、本来の姿は定かではない。

炉掘 り方の深さは25clnで 、炉内南寄 りに口縁を一部欠く高さ26.59n、 口径24clnの 深鉢が正位で遺存 した (1)。

炉内上層に薄い焼土層があるこ産から、土器は本来炉体土器として炉内に埋設されたものである。土器はやや南

側に傾斜 している。

(壁)壁の高さは北側で60cln程 度で、緩やかに傾斜する。東側および西側中程から南側は欠失する。15～ 90craの

横長礫を壁下端から遺構確認面までの壁傾斜に沿って幅1.2mに わた り、東～北側壁面のみにU字状に積み上げ

ている。積み方は全体に乱雑で規則性は窺えない。柱穴確認面に乗っていることから全てが原位置を保っている

とは思われず、上からの崩落の結果と思われるが、床面近 くの礫の中には人為的に組んだらしい部分もあ り、他

一-32-―
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の住居の状況から判断すると柱穴をつなぐような配石が本来存在 したことは確かであろう。

(遺物)炉体土器 (1)、 無文鉢 (2)のほかは小破片で、堀之内2式期を中心 とする。壷形の無文 ミニチュア

が 3点あり (28～ 30)、 うち 2点 (28・ 30)は壁際の礫下からの出上である。石器には打斧 (39)、 磨斧 (42～ 45)、

凹石・磨石 (46～ 51)、 石錘 (54)、 有脚石皿 (55)、 多子し石 (56～ 59)、 丸石片 (60)、 石鏃 (63～ 65)、 石匙 (66)

があ り、特殊品として小形石棒 (68・ 69)、 垂飾 り (62)がある。55の石皿は炉石に転用され、小破片化 してい

た。大型石器である多孔石は壁面の礫として転用されている。69の石棒は完存 し、長さ25.4crn、 幅 3 anを計 り、

断面は楕円形である。敷石面と同レベルで、床直付近出土とみなされる。62は ミニチュア土器と同じく奥壁側出

土で、原位置かどうかは不明確ながら特殊遺物の出土地点に共通性が認められる。石積み壁をもつという住居形

態の特殊性に加え、祭祀具と思われる特殊品が目立つ点が注意される。37は方生前期。

(時期)堀之内 2式期。

C-2号住居址 (第52・ 241図 、図版50・ 167)

(位置)A ll B34グ リッド。C区最東端の南向き急斜面に位置する。

(形状)隅丸方形で、南側約半分は斜面のため欠失する。西壁に 5号土拡が重複する。奥壁寄 りと思われる位置

に小形方形石囲い埋甕炉があり、北側にかけて部分敷石が敷設される。ただし敷石面は水平ではなく、斜位に乱

れている。全体にプランが不鮮明であり、壁の立ち上が りが不明瞭であったため、北側及び東側にサブ トレンチ

を入れて断面で探 した。通常方形石囲い炉の一辺が主軸方向となるので、西側を掘 りすぎた可能性がある。

(覆土)北側で深さ30clnと 全体に浅い。入に近いあた りでは黄色土が主林。

(仄)致石面が本来の床面であろうが、他の部分では硬化面がなく、床面は明確でない。

(柱穴)い くつかのピットが柱穴と思われるが、規則的な配置が認められず、深さもまちまちであるため、不明

としたい。

(炉)40× 30cmの 長方形の小形石囲い埋甕炉で、深さ15crnと 浅く、炉石の断面形は短 く直立 している。炉体土器

は底部欠損 した深鉢形土器の胴下半 (1)を炉内東寄 りに正位埋設 したものと思われるが、東側にかなり傾斜 し

ている。焼土はほとんどない。

(壁)不明瞭である。壁濤は確認されていない。

(遺物)1は炉体土器。他の上器は 2・ 3以外は小破片で、後期初頭～堀之内 2式上器が含まれる。石器は石皿

(17)、 磨斧 (18)の みである。

(時期)堀之内 2式期。

C-3号住居址 (第53・ 54・ 242～ 244図 、図版50・ 168)

(位置)AllB32グ リッド。 1号住の南側に隣接 し、南斜面の急斜面上に立地する。

(形状)44号住 と重複 し、44号住を切っている。南側には 4号住 (平安)が重複 し、また斜面のため壁は確認でき

ていない。ただ柱穴が円形に並んでいることから円形または精円形平面プランと推定できる。炉が 2箇所にあり、

2軒の重複を示す。

(覆土)覆土は黒褐色土が浅く堆積し、近世以降の段切 り状地形造成時の掘 り込みが覆土中に及び、攪乱される。

敷石や縁石に利用されたと思われる鉄平石や礫が床面上に散乱するものの、一部北西では柱穴間をつなぐように

小礫が直線的に配列し、敷石も遺存 していた。また大型炭化材も柱穴をつなぐような形で床面上に横たわ り、周

囲にも炭化材片が多数存在 した。したがって火災住居と思われるが、焼土は南側の 2箇所の炉周囲に多く認めら

れたのみであった。

(床)炉 1と炉 2に伴 う住居プランはわずかにずれて重複すると思われるが、炉 2に伴う床面には敷石が数枚残っ

ていたので、床面 レベルは推定できる。炉 1に伴 う床面はよくわからないが、炉体土器の高さはわずかに違 うも

のの、ほとんど同じであるため、同一 ンベル付近と考えておきたい。床面はともに硬化面はなく、斜面のため削

られている。P8-P5間 に壁柱穴に沿った周礫があ り、炉 2に伴 うと思われる。内部には敷石が本来敷設され

ていたのであろう。

(柱穴)Pl～ 14あた りを炉 2に伴 うプランの柱穴と考える。これらのうちPl～ 3・ 14が深いので、いずれか

2本が対 ピットと思われるが、炉 2と 位置関係ではP2・ 14が摩さわしい。炉 1は南側に偏った位置にあ り、現

場では十分確認できなかったが、P27～30をは じめとする炉 1を中心とした柱穴配置が存在 した可能性が十分考

えられる。覆土中に散乱するように見えた礫は炉 1に伴 う弧状の周礫あるいは縁石であろう。

(炉)炉 1・ 2の 2箇所で炉体土器が焼土を伴って埋設されている。炉 1は深鉢形土器の胴下半 (1)が正位に

埋設され、炉 2ではやは り深鉢形土器胴下半の 3の内側に 2が入れ子になって検出された。また北側には石囲い

―-33-―



第 5章  C区の調査

図 5 C3・ 44住 柱穴配置図

|=i C3A住    物″ C44A住

FII C3B住    
′
//C44B住

炉の一部の礫が残存 していた。共に焼土

が広く散布 し、炉 1の焼土上には丸石が

見つかっている。炉 1・ 2の新旧関係は

明確ではないが、炉体土器の上部でのレ

ベルは炉 1の方がわずかに高い。縁石状

の礫の遺存状況からも炉 1が新 しいだろ

うと思われる。

(壁)壁は北側の44号住を切った部分で

確認でき、緩やかな傾斜をなしている。

壁濤はない。

(遺物)1は炉 1の炉体土器、 2・ 3は

炉 2の炉体土器。ほかの土器は破片資料

で、堀之内 1・ 2式期を含んでいるが、

堀之内 2式期の古手の資料が中心的であ

る。特殊土製品にはそろばん玉状の上玉

(39)、 土偶胴部 (40)が ある。上玉は

奥壁寄 りから出上 し、また土偶はP2内

から出上 した。石器には打斧 (41)、 磨

斧 (45～ 47)、 凹石・磨石 (48～ 51)、 石

錘 (52～ 54)、 石鏃 (56・ 57)、 丸石 (58)

などがある。

(時期)堀之内 1式期。

C-4号住居址 (第54・ 55・ 244図 、図版5・ 168)

(位置)All B32グ リッド。 3・ 4号住の西側に接 し、重複 している。南向きの斜面に立地する。

(形状)東西3.7× 南北4.Omの 隅丸方形。東壁に亀がある。南斜面のため南壁の遺存状況は悪 く、かろうじて壁

濤が残っている。炉前方にゴミ穴状の攪乱があり、セルロイ ド製櫛が出ている。南壁の西半分は23号土拡と重複

している。

(覆土)暗褐色土主体で、北側では深さ65clnほ どある。礫が中央やや北東寄 りの位置に多数集中している。南側

は覆上がない。

(床)全体に貼 り床が行われ、貼 り床を撤去 したところ浅いピット状の掘 り方や 3号住に伴 うと思われる柱穴が

検出された。

(柱穴)な し。

(亀)東壁中央わずかに南寄 りにあり、袖石、天丼石で構築 した石組み亀である。規模は1.0× 0.8mで、近世以

降の攪乱によって焚き口付近を壊されてお り、攪乱内部に亀の構築材が落ち込んでいる。

(壁)北壁では高さ約70cla、 東壁は約50cFn、 西壁は約30clnで 、南壁はない。

(遺物)土器には内面に放射状暗文をもつ甲斐型芥 (1～ 4)、 甲斐型甕 (5～ 8)、 カキメ状 ロクロ甕 (9)、

須恵器壷 (10)が ある。 うち3の 底部外面には刻書文字、 4の体部外面には不明墨書文字がある。鉄製品に鉄鏃

がある (11)。

(時期)9世紀半ば。

C-5号住居址 (第 55・ 245図 、図版51・ 52・ 168)

(位置)A10B31グ リッド。C区東部の南向急斜面がやや緩斜面に移行 したところにあり、鰻沢に面 した小段丘

状を呈 している。西側で9号住を切 り、また19号住上部に重なる。26号土拡と重複する。

(形状)東西4.5× 南北4.3mの 隅丸方形で、亀は東壁。

(覆土)北側では30～ 40crnの深さがあり、南側は薄い。

(床)全面に貼 り床があ り、それを素1いだところ 5 clnほ ど下に19号住の床面が検出された。また同じ面でビット

状の掘 り方が確認された。26号土拡は中央付近が開口し、周囲はロームで貼 り床がされていたことから貯蔵穴状

であり、住居と同時期の所産と思われる。

(柱穴)ない。
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(亀)東壁の北東隅寄 りに石組み竃がある。幅60× 長さ140clnの 規模で、燃焼部は90× 60crnの精円形の掘 り方で

ある。袖石は大半が残 り、向かって右側の袖石は 2個の礫を直立させて構築 していた。また天丼石は焚き口側が

ないものの奥壁側は内部に落ち込んでいた。支脚石らしい平石も存在 した。煙道部は壁外へ40clntldど 突出し、燃

焼部から緩やかに立ち上がっている。

(壁)南側は傾斜のために欠失 している。壁濤は全周するが、南側は明確ではなかった。

(遺物)甲斐型直後の上師器芥 (1～ 5)、 灰釉陶器椀 (7)、 皿 (8・ 9)、 甲斐型土師器甕 (10)、 カキメ甕

(11)、 須恵器甕 (12・ 13)力 あ`る。また小破片ではあるが、土師器黒色土器体部外面に書かれた墨書土器があ

る。文字は不明。鉄製品には鉄鏃 (17)、 鉄滓 (18)な どがある。そのほか縄文後期の上偶や石鏃などが混入 し

ている。

(時期)10世紀後半。

C-6号住居址 (第56・ 245・ 246図 、図版52・ 53・ 168・ 169)

(位置)A12B29・ 30グ リッド。C区東側斜面の中央部にあり、南向き急傾斜面に立地する。

(形状)斜面のため南壁付近を欠失 した隅丸方形プランで、東西4.Om、 南北も推定4,Om。 亀が東壁にある。東

側|ま 8号住を切っている。

(覆土)ゴヒ側で深さ85clnあ り、暗褐色土を主体とする。覆土中～床直面にかけて礫が散在する。

(床)全体に硬化する。床面中央付近に直径2.3mほ どの皿状の掘 り方をもつ。

(柱穴)な し。

(亀)東壁中央やや南寄 りに位置する。石組み亀で、袖石、支脚石は原位置をとどめ、また天丼石は前方部およ

び協にずれて遺存 した。大きさは長さ100× 幅60clnで ある。

(壁)南壁を除き良好であ り、北側では85clnと 深い。

(遺物)土師器甲斐型外 (1～ 6)、 甲斐型小型甕 (7)、 甲斐型甕 (8・ 9)、 須恵器長頚重 (10)がある。 う

ち 1には刻書文字が体部外面にあ り、 5に も判読不明の墨書文字が体部外面に書かれている。11は砥石で、床面

直上出土。

(時期)9世紀半ば。

C-7号住居址 (第57・ 246～ 248図 、図版53・ 54・ 169)

(位置)A10B29・ 30グ リッド。C区東側の南斜面下位にある。

(形状)東西5。 4× 南北5.Omの 隅丸方形で、東壁に亀がある。

(覆土)北狽1の深いところで厚さ110c14、 南側の浅いところで30clnを はかる。黒褐色土および暗褐色土を主体 と

し、壁寄 りにローム粒の多い黄褐色上のいわゆる三角堆積土をもち、全体ではレンズ状の堆積が見られる。覆土

～床直上には礫が散在する。

(床 )全体に硬化する。貼 り床を象Jが したところ、壁際に径70on～2.5m、 深さ20on程度の浅いビット状掘 り方

が認められた。

(柱穴)亀脇の南東コーナー部に小 ピットがある。

(亀)東壁中央南寄 りに位置する。天丼石が亀前方部に移動しているほかは袖石、支脚石および支脚石上の置き

石も原位置を良く保っている。

(壁)20～■Oonの高さがあ り、残 りの良い北壁では急な立ち上が りをみせている。壁濤は全周する。

(遺物)三角堆積土下部での出上が多い。甲斐型芥 (2～ 4)、 甲斐型皿 (5・ 6)、 黒色土器芥 (7・ 8)、 須

恵器長頚重 (9)、 甲斐型甕 (12～ 20)、 甲斐型小型甕 (17～ 20・ 23～25)がある。 うち6には底部外面に記号的

な刻書が、また11には必外面に墨痕的な墨書がある。石器には砥石 (26)のほか、縄文の石鏃、石錘、多孔石な

どがある。

(時期)9世紀半ば。

C-8号住居址 (第56・ 248図 、図版52・ 53・ 169)

(位置)A12B30グ リッド。南向き急斜面にあり、西側を 6号住に切られる。

(形状)全体の1/3程度 しか遺存 していないため、規模は不明ながら東西は約2.5m程度の隅丸方形プランをもつ

小型住居と思われる。

(覆土)北側壁寄 りにわずかに残 り、黒褐色土を主体とする。

(床)南側を斜面のため欠失 し、西側を切られているため、床面は亀周辺のみ残る。

(柱穴)な し。
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(電)東壁の北東隅寄 りにある。袖石および天丼石 2枚が原位置を保つ石組み竃で、長さ110× 幅60cln。

(壁)北壁が良好に残 り、壁濤も北側のみにある。北側で深さ35m。

(遺物)甲斐型小型甕 (1)お よび甲斐型甕の模倣的な甕 (2)があるのみで、少ない。

(時期)遺構の切 り合い関係では、本住居は 6号住より古いとみられるが、遺物の様相と亀が隅に寄る、いわゆ

るコーナー亀である点からむしろ8号住が新 しい可能性がある。その場合、6号住上層で8号住床面が確認でき

なかったのは、床面の深さが浅く、急斜面であることから、床の遺存状況がもともと悪かったためであろう。た

だ本住居llLに伴 う遺物があまりにも少ないので、確実ではない。 9世紀半ばか。

C-9号住居址 (第58・ 249図 、図版54・ 169)

(位置)A10B30・ 31グ リッド。C区東側、南向き斜面の下方にあ り、 5・ 19号住の西側に隣接する。

(形状)径4.1× 4.lmで円形または楕円形プランと思われるが、東壁付近は 5。 19号住に切られ、また南壁付近

は濤状の段切 りによって欠失 してお り、東～南壁はない。また西壁は立ち上が りが不明確である。また 5号掘立

が重複 している。

(覆土)覆土は10～2594と 浅く、褐色上を主体とする。

(床 )全体に軟弱で、硬化面はない。北壁～西壁の一部にかけて小礫主体の周礫が巡る。

(柱穴)ピ ットは小規模で深さ20～ 30crn程度の浅いものが多い。柱穴確認が不十分であったことは否めず、柱穴

配置は不明確である。なおP2～ 4の あた りが対 ピットであろうと思われる。

(炉)床面中央付近に石囲いの一部が残る炉があり、周囲には焼上が薄 く堆積 していた。炉の規模は45× 40cln、

深さ15伽 と小さい。

(壁)北 。西では緩やかに傾斜 し、壁高は35cln以下である。

(遺物)土器は小破片主体で、称名寺式土器を中心に加曽利 EⅣ式上器 (3・ 19)や素文土器 (1)、 ミニチュ

ア土器 (20)がある。石器には横刃形石器 (21)、 打斧 (23)、 磨石 (24)、 石鏃 (25～ 27)が あ り、石器のいく

つかは周礫中に転用されていた。

(時期)称名寺式期。

C-10号住居址 (第59・ 250・ 251図 、図版54・ 170)

(位置)A10B30グ リッド。C区東側、斜面下方に位置する。

(形状)11・ 13号住と重複するため、形状がわか りにくくなっている。主体部は4.0× 3.5mの 精円形と思われ、

方形石囲い炉の周囲に菱形の敷石を敷設する。北壁は良好に確認できたが、それ以外は不明確で、炉前面は13号

住に切られているため、欠失 している。

(覆土)暗褐色土主体で、炉北東の柱穴上層付近、床面の直上に細かな炭化材がみられ、放射状に遺存 した。

(床)敷石面が床面であろうが、それ以外の木面は軟弱で、硬化面はない。敷石は炉周辺以外に壁際にも部分的

に遺存 している。

(柱穴)P14～20が本址に伴 う柱穴であ

ろう。全体にやや細日で深い。

(炉)65× 45cFnの 長方形石囲い埋甕炉で、

内部に胴下半の深鉢形土器を正位に埋設

する。炉内に焼土はほとんどみられなかっ

アこ。

(壁)北壁以外は不明瞭である。壁濤は

柱穴をつなぐように、それらしいものが

一部みられるが全体的にはないと思われ

る。

(遺 4/」)土器は炉体土器 (1)の ほかは

小破片で、堀之内 2式期が目立つ。石器

には打斧 (22)、 磨斧 (25)、 凹石 (26)、

磨石 (27・ 28)、 石皿 (29)、 石錘 (30～

37)、 石鏃 (38・ 39)な どがある。炉の

東側、11号住との境付近で一括 して出土

した石錘 8点は横幅約5～6.5crn、 縦幅約 図 6 C10。 11・ 13住 柱穴配置図
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4～ 5 cllaと 横幅がわずかに大きな河原の小円礫を使用したもので、打ち欠き石錘である。

(時期)堀之内 2式でも古段階であろう。

C-11号住居址 (第58・ 59。 251～ 254図 、図版55・ 170)

(位置)A9。 10B30グ リッド。C区東側、斜面下方の調査区境にある。10・ 13号住と重複する。南側半分以上

は調査区外へとのびてお り、おそらく傾斜面のために欠失が予想されたため、拡張せずに調査を断念 した。

(形状)南側が不明であるが、おそらく精円形または隅丸方形を呈すると思われる。主軸方向の大きさは不明で

あり、交軸方向は5.5m以上であろう。

(覆土)東側の覆土上層、柱穴間を結ぶように縁石状の横長礫が南北方向に並び、また北壁側にもピット上層に

多くの礫が集中する。

(床)確実な敷石はない。また硬化面もない。

(柱穴)大型のビットが 4本ある (Pl～ 4)。

(炉)な し。

(壁)北壁、西壁はやや良好に残る。また西壁下には壁濤がある。

(遺物)北壁中央付近にあるP2上層には横位、逆位になった無文土器が完存状況で出土 した (1・ 2)。 また

P7には正位埋設され、入れ子になった深鉢形土器が出土 した (4・ 5)。 その他は小破片で堀之内 1～ 2式期が

あるが、 2式期が多い。石器には磨斧 (49)、 凹石 (50・ 51・ 53)、 磨石 (52・ 54)、 多孔石 (55)、 石錘 (56～ 58)、

石鏃 (60～63)があ り、特殊品に石棒 (59)がある。

(時期)堀之内 2式期。

C-12号住居址 (第60・ 254～256図 、図版55・ 170・ 171)

(位置)A ll・ 12B31・ 32グ リッド。C区東側、南向き斜面の中位に位置する。

(形状)主林部は5,4× 4.5mの横長の楕円形で、縁石で囲まれた範囲は4.2× 3.6mの 一回 り小さな精円形プラン

である。壁に38・ 39・ 54号土拡が重複する。南側は傾斜面のために出入 り口部付近から南側は遺存状況が悪い。

また北壁付近は覆土が地山に近いローム質であり、プランが明確ではなく、やや掘 り下げすぎた感はある。

(覆土)北壁付近では30crn程 度の深さがあるが、南側では覆上がない状況である。

(床)鉄平石による敷石が東側と西側に残る。また縁石は北壁側に緩い弧状に並ぶ。

(柱穴)縁石にかかるようにピットがならび、主軸上奥壁側にある柱穴は大きいが、他はやや細日である。Pl・

2が対 ピットであろう。全体では 5本十対 ピット2本を基本構造とし、さらに柱穴間に小 ビットが配置され、合

計11本 となる。

(炉)中央やや出入 り口寄 りに小さな方形石囲い埋甕炉がある。45× 40crn、 深さ20mで、内部に深鉢形土器月同下

半を正位に埋設する。炉石は被熱により細かく割れていた。焼土は炉体土器周囲に多く、内部にはあまり見られ

ない。

(壁)壁は縁石付近から非常に緩やかに立ち上がる。壁と縁石の間は幅90gnほ どの空間となってお り、何らかの

空間として利用された可能性はあるが、プランが小明確であったことから確実ではない。

(遺物)1の炉体土器 と2は いずれも堀之内 2式期で、その他は小破片である。いずれも堀之内2式期である。

石器は打斧 (18)、 磨斧 (19・ 20)、 石核状石器 (21～ 23)、 凹石 (24～ 26)、 磨石 (27～ 32)、 石錘 (34・ 35)、 石

棒状石錘 (36)、 丸石 (37)、 多孔石 (38)があり、石器の多くは縁石中の詰め石として転用されている。

(時期)堀之内 2式期。

C-13号住居址 (第58・ 59・ 256・ 257図 、図版56・ 171)

(位置)A10B30・ 31グ リッド。C区東側、南斜面の下方、調査区li‐ にあ り、10・ 11号住と重複する。

(形状)西壁を10号住に、また南壁を11号住に切られているため、形状はわか りにくいが、円形または隅丸五角

形であろう。

(覆土)北東側の壁寄 りに横長礫を中心とした礫が並んでいるようにみえる。縁石であるのか、周石であるのか

定かではなく、明確な配石、敷石とは言い難い。

(床 )llX化面はない。

(柱穴)Jヽ さなピットが多 く、また重複によりわか りにくくなっているが、P8～ 12の 5本を一応候補としてお

きたい。ただ、炉石の向きとのずれ、ビットの深さが一定でないなどの難がある。

(炉)奥壁寄 りと思われる位置にあり、北側の炉石が残る。60× 70帥 ほどの方形石囲い炉で、炉石は直立させて

いる。
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(壁)耳ヒ壁 。東壁は良好に残る。壁濤はない。

(遺物)土器は曽利Ⅳ～Vが中心で、小破片が少量出上 した。後期以降の上器も混入する。特殊品にミニチュア

土器がある。石器は磨石 (14)、 石錐 (15)がある。

(時期)曽利 V式期。

C-14号住居址 (第61図 、図版56)

(位置)AllB29・ 30グ リッド。C区東側、南向き斜面の中位にあ り、急傾斜に立地する。敷石が見つかったた

め、住居プランを探 したが南側は 7・ 16・ 23号住などが重複 し、不明確であった。

(形状)プ ランはよくわかならい。北側の壁を想定 し、径4.7m以上の円形プランとしてみたが、これはあくま

でも想定ラインである。柱穴もない。

(覆土)責褐色土が主体である。深いところで20clnは あるが、敷石面付近では覆土がほとんどない。

(床)敷石面が床 と思われる。その周囲では硬化面はない。

(柱穴)な し①ビットがあるものの皿状で浅く、柱穴ではない。

(炉 )な し。

(壁)不明確。

(遺物)皆無であった。

(時期)16号住に切られているので、中期末～後期初頭であろう。

C-15号住居址 (第62・ 257図 、図版56・ 171)

(位置)A10B38グ リッド。C区東端、南斜面の下位にある。

(形状)北壁付近のみ残 し、ほかは斜面のためにX失する。東西4.lmの隅丸方形プランで北東隅に電がある。

(覆土)ご く薄く、ほとんど覆土はない状況である。

(床)貼 り床はわずかに残る。

(柱穴)な し。

(亀)北東に亀がある。55× 709nの 円形の掘 り方で、焚き口上層に小礫が数個あ り、焼土層の広が りがみられた。

(壁)北壁および西壁の一部が残 り、壁濤を伴 う。

(遺物)甲斐型小型甕のみ。

(時期)亀の位置 と出土土器から10世紀前半～中頃か。

C-16:矛 T■月]l■ (傷α61・ 257・ 258房電、 優]ん廃56・ 171)

(位置)A10・ 1l B 30グ リッド。 7・ 14・ 23号住と重複 し、北東壁付近が残るのみである。

(形状)径4.3m程度の円形 と推定される。敷石が北側に残存 し、周礫 と思われる礫も壁と柱穴の間に遺存する。

14号住との間に壁状の段差があ り、周礫が分布するため、もう1軒の重複があったか、あるいは16号住の続きか

と思われるが、はっきりしない。

(覆土)暗黄褐色～暗褐色土を主体とし、厚いところで30crnほ どある。

(床)敷石面が床で、その他は硬化面はない。

(柱穴)Pl～ 4が柱穴である。

(炉)な し。

(壁)緩やかに傾斜 した壁。壁濤はない。

(遺物)土器は加曽利 EⅣ式～称名寺式の破片を主体とする。深鉢、鉢、釣手部、 ミニチュア土器がある。石器

には打斧 (25・ 26)、 磨斧 (30・ 31)、 覆石 (32)がある。

(時期)称名寺式期。

C-18号住居址 (第62。 259図 、図版56・ 171・ 172)

(位置)A10B27・ 28グ リッド。C区東側、南斜面の下方に位置する。

(形状)西側が風倒木痕による攪乱を受け、また南側は斜面のため欠失 し、壁は不明となっている。主体部は

4,6× 5.Om程度の円形プランと思われる。

(覆土)黄褐色～暗褐色土を主体に15～ 20crnの覆上がある。

(床)耳ヒ壁寄 り、柱穴の内側に接するように縁石および敷石の一部がみられる。

(柱穴)Pl～ 9を一応柱穴とする。柱穴配置はよくわからない。

(炉)確実な炉は見つかっていないが、■の土器底部が正位に床直上付近で検出されている。これが炉体土器で

あった可能性がある。
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(壁)西壁の一部から北壁、東壁の一部が残る。緩やかに傾斜 した壁で、壁濤はない。

(遺物)堀之内 1～ 2式上器 (1～ 11)、 打斧 (12)、 磨石 (13)がある。堀之内 1式土器を主体とする。

(時期)堀之内 1式期。

C-19号佳居址 (第55・ 259図 、図版172)

(位置)A10B31グ リッド。 5号住直下にあり、わずかに方向がずれて上下に重なる。

(形状)東西3.9× 南北3.5mの 隅丸方形。東壁中央わずかに南寄 りに亀がある。

(覆土)5号住貼 り床のローム土を主体とする。厚さは 5 crn程度と浅い。

(床)中央部から】ヒ東狽1にかけて床らしき硬化面が広がる。また東南・西南隅に掘 り方状のピットが存在する。

(柱穴)な し。

(亀)支脚石らしき直立 した礫が焚き口中央部に存在する。ほかの構築材はない。また焚き口に一部重複するよ

うに26号土拡が重複 している。

(壁)壁の立ち上が りはわずかであ り、また不明瞭であった。壁濤は東壁北側で部分的に検出したのみである。

(遺物)月 破ヽ片のみである。甲斐型土師器必 (1)、 甲斐型甕 (2)、 ロクロ甕 (3)力 あ`る。

(時期)9世紀半ばで、 5号住とは時間的な断絶がある。

C-20号住居址 (第63・ 259～ 262図 、図版57・ 172)

(位置)A10B31グ リッド。C区東側、南斜面の下位にあり、約半分は調査区外へかかる。なお本住居北東側に

接するように礫や遺物が分布する範囲があ り、当初17号住 として調査をしたが、欠番としている。

(形状)精円形もしくは隅九方形的な不整精円形で、 3重の柱穴配置があ り、また壁濤は 2重に巡っている。柱

穴は壁濤内に配置されることから3軒の重複と推定され、一応、内側の壁濤までを20号住、外側の壁濤までを48

号住 とし、20号住の内側の壁濤に伴 う住居を20A号住、外側の壁濤に伴 う住居を20B号住 とする。東西5.6mで、

南半分については調査区外であるが、大半は傾斜地のため欠失 しているだろうと思われた。

(覆土)暗褐色～黒褐色土を主体とし、覆土の厚さは50cln以上と厚い。

(床)散乱 したような状況で床面全体に鉄平石の敷石がみられた。

(柱穴)北側では 3本の太 く深い柱穴間にやや小型の柱穴が補助的に巡る (P5～ 10)。 また敷石に接するよう

に小型の柱穴配置がある (Pl～ 4)が、敷石を全面撤去 しない段階での調査にとどまったため、正確な規模を

つかんでいない。

(炉)ない。

(壁)壁は本来存在 したはずであるが、48号住床面を

出す過程で飛ばしてしまったか、見つけられなかった

ものと思われる。壁濤は全周するようである。

(遺物)土器は中期末～堀之内 1式上器を含む。特殊

品には ミニチュア土器 (17)、 蓋 (18)が ある。石器

には凹石・磨石 (21～ 23)、 石錘 (24)・ 石鏃 (25)・

石皿 (32・ 34)。 多孔石 (33)・ 石棒 (35～ 37)・ 丸石

(38)な どがある。391ま不整形の自然礫に筋を 1条刻

んだ石製品である。

(時期)堀之内 1式期。

C-21号住居址 (第63・ 263図 、図版57・ 58・ 172)

(位置)AllB23・ 24グ リッド。C区中央やや東側、南斜面に立地する。

(形状)東西3.9× 南北3.6mの 隅丸方形。亀は東壁にある。

(覆土)暗褐色～黒褐色土が主体で、厚いところで709n以上ある。

(床)貼 り床を撤去 したところ、四隅と中央に深さ20～ 30on程度の皿状の掘 り方が見つかった。

(柱穴)な し。

(亀)東壁、南寄 りにあ り、石組み亀である。左袖石と支脚石のみ残 り、右袖石、天丼石はなく、斜面のため欠

失した可能性がある。支脚石は焚き口中央ではなく、煙道側に寄っている。焚き口内には同一個体の甕が割られ

たように出上 している。

(壁)南壁を除き良好に残る。壁濤はほば全周する。

(遺物)土師器は甲斐型必 (1～ 3)、 黒色土器芥 (4)、 甲斐型皿 (5。 6)、 甲斐型蓋 (7)、 甲斐型甕 (9～

ⅢⅢⅢ C20A住

11■r C20B住

物物 C48住

図 7 Cセ 0。 48住 柱穴配置図
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15)、 小型ロクロ甕 (8)がある。また鉄製品には刀子 (16)な どがある。なお 2の体部外面には倒位に書かれ

た墨書文字「大」がみられる。

(時期)9世紀半ば。

C-22号住居址 (第64・ 264図 、図版58・ 173)

(位置)A9B23・ 24グ リッド。C区東側、南斜面の下位に立地する。

(形状)東西4.2mの 隅丸方形プランで、南側半分は斜面のため欠失する。また北壁付近は近世以降の段切 り状

の遺構である7号濤に切られている。

(覆土)暗褐色～黒褐色上が主体で、北側で約40cln、 南側で数clnの 厚さである。

(床)全体に貼 り床が施され、それを象1ぐ とピット状の集合 した掘 り方が検出された。また東側、電の手前に壁

濤の一部が見出され、また亀かと思われる掘 り方が東狽1にあ り、 2軒が北 。西壁を共有 して重複 した状況が予想

された。

(柱穴)な し。

(亀)東壁北東隅にコーナー竃がある。両袖、煙道奥の配石は残るものの、天丼石、支脚石はない。長さ1.5m、

幅80c14の掘 り方である。

(壁)南壁以外は残るが、東西壁は途中で欠失する。壁濤は北 。西のみにあり、東にはない。

(遺物)甲斐型芥 (1)、 黒色土器芥 (2)、 灰釉皿 (3)。 小壷 (4)、 須恵器壷 (5・ 6)・ 甕 (7)、 甲斐型甕

(9～ 11)、 甲斐型小型甕 (8)がある。

(時期)10世紀前半～半ば。

C-23号住居址 (第61・ 264図 、図版56・ 173)

(位置)A10B29・ 30グ リッド。南斜面の中位にあ り、 7。 14・ 16号住 と重複 し、北壁寄 りの一部が残っている

だけである。さらに西側は129号住が重複 している。

(形状)径4.5m程度の円形プランと思われる。

(覆土)ほ とんど残存 していない。

(床)敷石が一部残る。

(柱穴)Jヽ ピットは 2箇所あったが、柱穴として確実なものは検出できなかった。

(炉)な し。

(壁)北壁のみ残存 し、緩やかに立ち上がる。

(遺物)ほ とんどないが、石器として石錘 (1)、 石棒片 (2)があるのみ。

(時期)16号住を切っているので、称名寺式以降、堀之内式期か。

C-24号住居址 (第64・ 264図 、図版580173)

(位置)A12B25・ 26グ リッド。C区東側、南斜面中位にある。

(形状)南側を斜面のために大きく欠失 した住居で、東西3.5mの隅丸方形プランである。東壁に焼上分布があ

り、亀の痕跡と思われる。

(覆土)北側で最大25cln程度の厚さがある。黒褐色土を主体とする。

(床)南側2/3を欠失する。仄の掘 り方は厚さ数Crnと 薄い。床面は全体的に硬化 している。

(柱穴)貼 り床下、床面中央付近にピットが 2箇所あるが、柱穴ではない。

(亀)東壁に焼土分布がある。おそらく東壁中央付近に位置すると考えられ、亀焚き口部の痕跡であろう。

(壁)東西壁の一部と北壁が残る。

(遺物)甲斐型甕 (2)、 須恵器長頚重 (1)がある。

(時期)甲斐型甕から9世紀半ば～後半と思われる。

C-25号住居址 (第65・ 265図 、図版58)

(位置)A9B24・ 25グ リッド。C区東側、南斜面の下位に立地する。

(形状)南半分は傾斜のために壁を失い、北側も壁が不明確であるが、径5.Omの 円形主体部と思われる。

(覆土)覆土はほとんどない。北側に弧状に縁石が巡っている。

(床)縁石はあるが、敷石はない。

(柱穴)縁石に沿 うようにピットがあるが、配列は明確ではない。おそらくPl～ 5あた りが中心的な柱穴で、

P6が対 ピット、P7・ 8が補助的な柱穴であろう。

(炉)70× 90mの隅丸方形の掘 り方があ り、焼土が堆積する。炉石、炉体土器はないが、本来は方形石囲い埋甕
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炉であったと思われる。

(壁)北壁は緩 く傾斜する。それ以外の壁はない。

(遺物)土器はほとんどない。石器には磨斧 (1)、 磨石 (2・ 3)、 石棒 (4)があ り、石器のほ≧んどは縁石

として再利用されたものである。

(時期)後期。詳細な時期は不明。

C-26号住居址 (第65・ 265図 、図版590173)

(位置)A9B23グ リッド。C区中央やや東寄 り。南斜面下位にあ り、調査区境に位置する。

(形状)東西3.Omの隅丸方形で、南壁が斜面のため欠失 し、南北長は不明。亀は東壁にある。

(覆土)北側で50cmの 厚みがあ り、暗褐色土を主体とする。

(床 )北東隅に60× 70crn、 深さ20crnほ どの隅丸方形の貯蔵穴状のピットがある。

(柱穴)な し。

(亀)東壁の中央付近にあ り、左袖石と右袖石の一部、焚き口の天丼石、支脚石が残る。支脚石は焚き口部やや

奥にあり、柱状の立石の上部に板状の鉄平石を置き、さらに芥底部が載せられていた。竃構築材の一部を欠 くの

は斜面による攪乱のためであろう。亀は1.0× 0.7mの 規模である。

(壁)南壁と東西壁の一部を除き遺存する。壁濤は東壁の一部を除き全周すると思われる。

(遺物)主に亀内および亀周辺から出上 している。土師器には黒色土器外 (1～ 5・ 8)、 皿 (6・ 7)、 甲斐型

甕 (15)、 甲斐型小型甕 (9～ 12)、 ロクロ小型甕 (13・ 14)力 あ`る。 うち8には体部外面に記号かと思われる刻

書が認められる。

(時期)9世紀後半か。

C-27号住居址 (第66・ 266図 、図版59・ 173)

(位置)A12B27・ 28グ リッド。C区東側、南斜面中位に立地する。

(形状)主体部は径5,7mほ どの円形プランと思われる (C-27A号住)が、北壁を除き、全体に壁は不明。南側

に65・ 66号土拡が重複する。さらに南西側に住居らしき柱穴配置がある (C27B号住)。

(覆土)は とんどない状況で、全体的に南側に向かって肖Jられている。

(床 )ほ とんど遺存 しない。

(柱穴)C-27A号住の柱穴は、直径の細い柱穴が弧状にめぐる(Pl～ 8)。 またC将5号土拡は対 ビットの可能

性がある。また、P9～14は Cツ7B号柱の柱穴の可能性あるピット列である。

(炉)中央付近に埋甕炉がある。70m四方の隅九方形の掘 り方内に鉄平石を置き、その直上に、土器を輪切 りに

したような胴部のみの炉体土器を正位埋設 している。焼土は土器周辺に堆積がみられた。本来は方形石囲い炉で

あったことと思われる。

(壁)北壁のみぼんや りと確認できた。緩やかに傾斜 した壁である。

(遺物)炉体土器 (1)以外は少ない。堀之内 1式上器片 (2・ 3)、 磨斧 (4)のみである。

(時期)堀之内 1式期。

C-28号住居址 (第66・ 266・ 267図 、図版59・ 60・ 173)

(位置)A ll B 20グ リッド。C区中央、南斜面のやや下位にある。

(形状)東西3.5× 南北3.6mの 隅丸方形。竃は東壁にある。

(覆土)10～50clnほ どの厚みがあ り、黒褐色～暗褐色土を主体 とする。

(床)亀右側のコーナーに小規模なピットがあ り、貯蔵穴とも考えられる。

(柱穴)貼 り床を下げたところ、中央付近に東西に並び炭化粒を多 く含んだピットが 2基見つかった。ただ し柱

穴とは考えられない。

(亀)東壁、中央南寄 りに位置する。右袖の一部の立石のみ遺存 し、他はない。規模は1.0× 0,9mである。

(壁)全体に遺存 し、壁濤は東南隅を除いて全周する。

(遺物)亀内を中心に床面直上付近に散在する。甲斐型杯 (1～ 7)、 甲斐型皿 (9・ 10)、 黒色土器芥 (8)、

甲斐型甕 (12・ 13・ 15・ 16)、 甲斐型小型甕 (11)、 須恵器甕 (17・ 18)な どがある。14の甕底部は甲斐型甕 とは

器形、調整法が異な り、信州系に類似性を求めることができる資料である。

(時期)9世紀半ば。

C-29号住居址 (第67・ 267～ 269図 、図版60・ 174)

(位置)A12・ 13B23グ リッド。C区東側、南斜面の中位に位置する。49号住 と重復する。
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(形状)東・南壁が不明のため確実ではないが、推定5,0× 4.5mの 楕円形プラン。縁石と敷石の一部を遺存する

敷石住居で、中央南寄 りに炉がある。

(覆土)10cra程度の厚さがあ り、暗褐～黄褐色土を主体とする。

(床)北壁寄 りに弧状の縁石がわずかにあり、その内狽」を中心に敷石に用いられたと思われる鉄平石や遺物が散

在する。とくに北東側では、部分的ではあるが敷石の遺存状況が良好である。

(柱穴)Pl～ 10あた りが柱穴 と思われるビットであるが、柱穴配置は明確でない。また49号住と重複している

ので、いくつかの49号住関連のピットが含まれていると思われる。

(炉)底部のみの炉体土器 (48)が正位に埋設され、土器直下および周辺部に焼土が堆積する。70× 90clnは どの

掘 り方で、石囲いはないが、本来は石囲い埋甕炉であったと思われる。

(壁)北～西壁のみ遺存する。

(遺物)遺物はやや多い。復元できた個体は 1～ 3で、堀之内 1式土器である。そのはか堀之内 1式期の資料を

中心に中期末～堀之内 2式期まで見られる。土製品には ミニチュア土器 (44・ 50)、 土製円板 (51～ 54)がある。

石器には磨斧 (55)、 凹石 (56。 57)、 磨石 (58)、 石錘 (59)、 石鏃 (62)、 多子し石 (60)な どがある。

(時期)堀之内 1式期。

C-301謗 tと月雪l■  (角368・ 269唇�、 屁]ん冗61 ・ 174)

(位置)A ll・ 12B31032グ リッド。C区東側、斜面中位にあ り、段切 り状に作られた 1号濤によって北壁付近

が失われている。

(形状)北壁がばんや りと遺存 し、ほかの壁は失われているので全体像は不明であるが、径5.5～ 6.Omの精円形

プランであろう(C掲OA号住 )。 またもう1軒の重複住居らしきピット列があ り、一応C嗚OB号住としておく。

(覆土)C-30A号住北壁付近にわずかに覆上が残るのみで、C-30B号住は全 く残っていない。

(床)北壁寄 りに縁石がわずかに残るが、敷石はない。また床は斜面のためほとんど欠失 している。

(柱穴)Pl～ 1と が柱穴 と思われる。対 ピットは明確ではないが、Pl・ ■が可能性がある。C-30B号住に伴 う

柱穴はP12～ 18である。

(炉)ち ょうど炉がある位置に土拡状のビットがあり、失われている。

(壁)北壁のみ残る。緩 く傾斜 した壁である。壁濤はない。

(遺物)土器は中期末から後期初頭の小破片のみである。石器には磨斧 (10)、 特殊品として石棒片 (11)が あ

り、縁石に接 して奥壁側から出土 した。

(時期)堀之内 1式期か。

C-31号住居址 (第69・ 269図 、図版61・ 174)

(位置)A12B23・ 24グ リッド。C区中央やや東側、南斜面中位にあ り、49号住 と接する。

(形状)南壁および東西壁がないため、推定であるが、円形プランで4.0× 4.5mの規模と思われる。縁石が一部

残る。

(覆土)北壁寄 りに159nほ どの薄い覆土があり、暗褐色土を主体とする。

(床)南へ向かって落ちてお り、床は北壁寄 りにわずかに残存するのみである。

(柱穴)壁際に小 ビットが巡っている。Pl～ 10が柱穴と思われ、うちPl・ 2は対 ピットかと思われる。

(炉)住居中央にあ り、径60× 70gnの掘 り方のみであるが、本来は方形石囲い埋甕炉であろう。

(壁)北壁が残る。緩やかに傾斜する。

(遺物)土器は少量で、曽利 V式期の小破片のみである。石器には磨石がある。

(時期)中期末の遺物を伴ってはいるが、おそらく後期初頭であろう。

C-32号住居址 (第69。 70・ 270図 、図版61・ 175)

(位置)A10B18グ リッド。C区中央、南斜面の下位にある。81号住 と重複する。

(形状)北壁以外の壁を欠失 し、全形は不明であるが、推定径4.5mの円形プランと思われる。北壁寄 りに弧状

の縁石があり、その周囲に細かな石で敷石が部分的に見られた。また床面にも細かな敷石の石材が散在 していた。

重複する81号住との前後関係は、土器からは明確でないが、敷石の遺存状況が81号住より良いこと、本住居の東

南ピット列が81号住の炉を切っているようにみえることから、本住居が新 しいと思われる。 しか し縁石が重複 し

たあた りで途切れているので、まったく逆の可能性もある。

(覆土)全体に薄いが、厚いところでは30clnほ どあり、黒褐色土を主体 とする。

(ス )残 りはやや良好であるが硬化面はない。柱穴を結ぶように北側に縁石があ り、横長の礫をつないでいる。
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また縁石を支えるように両側に敷石が

見られた。

(柱穴)Pl～ 11が柱穴と考えられる。

ほかにも候補になるピットは多い。ま

た対ピットはPl・ 2であろう。

(炉 )中央付近に不整円形の掘 り方が

ある。炉石・炉体土器はなかったが、

ドーナッツ状の焼上があり、本来は方

形石囲い埋甕炉であったと思われる。

(壁)北壁のみ遺存する。緩やかに傾

斜した壁である。

(遺物)土器は小破片がやや多く、堀

之内 1式を主 とする。石器には凹石

(27～ 30)、 磨石 (31・ 32)、 石棒 (33)

がある。

(時期)堀之内 1式期。

C-33号住居址 (第 71・ 271・ 272図 、

図版62・ 63・ 175)

(位置)A10・ H B21・ 22グ リッド。

C区中央の南斜面中位にあ り、比較的

傾斜は緩やかである。
図 8 C-32・ 81住 柱穴配i豊図

(形状)5.5× 5,7mの 円形で、奥壁側

に良好な敷石が遺存する。遺構確認段階で敷石面が検出されたので、覆土はほとんど残っていない。また敷石は

本来全体的に敷設されていた可能性もある。

(覆土)暗褐色土の薄い覆土が残存 した。

(床)敷石面が床面である。敷石以外の床面はとくに硬化 してはいなかった。敷石は三 日月状に残 り、幅50～70

clnも ある大型の鉄平石を数枚並べ、陳間には小礫や細かな鉄平石が詰められていた。縁石、周礫はない。

(柱穴)Pl～ 8が柱穴であろう。 うちPlは幅1,4mの楕円形のピットで、おそらく対 ピットが連結 した形態で

あろうと思われる。南側のPl・ 2・ 7・ 8が大型であるのに対 し、】ヒ側の柱穴は細 く、浅い。またP7の覆土

中には礫が入ってお り、柱の長さ調整のため、あるいは他の住居でも見られるように礎石として入れられた可能

性がある。

(炉 )中央に方形石囲い埋甕炉 (1)がある。炉石は北西の 2辺を残すのみであ り、西側の炉石に接するように

胴下半の炉体土器が正位で埋設されていた。方形石囲い炉の一辺は60c14程度で、全体の掘 り方は100× 110clnの不

整円形である。焼土は土器の周囲に見られた。

(壁)北側に壁の立ち上が りがわずかに残る。高さは10CIn程度である。柱穴を結ぶように幅60～ 100cla、 深さ20

～30clnの壁濤が全周 し、柱穴は壁濤中に認められた。

(遺物)称名寺式期の土器が中心で、釣手土器の釣手部もある (809)。 また特殊品として ミニチュア土器が

あり (11)、 奥壁の敷石上から出土 している。石器には磨石 (12)力 あ`り、敷石中の詰め石として再利用されて

いた。

(時期)称名寺 2式期。

C-34号住居址 (第72・ 272・ 273図 、図版63。 175・ 176)

(位置)A10・ 1l B 19・ 20グ リッド。C区中央付近、南斜面の下位に立地する。北側で36号住 と重複 し、西側で

35号住と重複する。

(形状)南側は段切 り状の12号濤に切られているため、炉付近から南側が大きく欠失 し、全形はわか りにくいが、

4.5× 5.4mの 隅丸方形、または隅丸多角形、あるいは楕円形である。炉が中央付近にある。

(覆土)ロ ーム主体の黄褐色土を主とし、北側で10～ 25crnの厚さがある。

(床)床面を示す鉄平石の敷石が北側壁寄 りの壁濤付近に弧状に分布する。縁石はなく、詰め石的に用いられた

と思われる小型の石が多く遺存 した。
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(柱穴)壁濤中に小型ピットがいくつか存在する。Pl～ 7が始そらく柱穴で、柱穴間に支柱穴が入る箇所があ

る。またPl・ 2が対 ピットと思われる。

(炉)60× 70crnの石囲い埋甕炉で、無文の深鉢形土器胴下半を正位に埋設する。焼土は土器周辺に見られた。石

は小礫が数個あるのみであったが、本来は方形石囲い炉であったと思われる。

(壁)幅50～ 100crn、 深さ10m程度の幅広い壁濤があ り、壁は壁濤から緩やかに立ち上がる。

(遺物)土器は堀之内 1式期主体で、個体復元できた炉林土器 (1)以外は小破片が多い。石器は凹石 (22～ 25)、

石棒 (26)、 石錐 (29)、 多孔石 (27)な どがある。

(時期)堀之内 1式期。

C-35号住居址 (第73・ 273～ 275図 、図版64・ 176)

(位置)A ll B 19グ リッド。C区中央、下位にあり、34・ 36号住と重複する。

(形状)主体部は柱穴配置から推測すると4,0× 4.Omの 円形。中央付近は大きく攪乱され、炉はない。

(覆土)炭化粒を合んだ暗褐色上が主体で、礫が多数合まれ、壁際では縁石として並ぶ部分も存在 した。また縁

石から内側では敷石が部分的に遺存 した。

(床 )北東壁寄 りで縁石を外 したところ直線的に配列した敷石が検出された。柱穴をつなぐように鉄平石の小片

を並べたものである。こうした例は他の住居でもしばしば見られ、壁ぎわの詰め石、あるいは区画を表示するも

のとして何らかの機能を果たしたのであろう。

(柱穴)壁際の壁濤中にピットが並が。Pl～ 7が柱穴と思われ、うちPl・ 2は対 ピットと考えたい。基本的

にはP2～ 7の 5本が中心となるだろう。また柱穴間には支柱穴的にビットが入る部分がある。

(炉)な し。

(壁)南半では残っていない。北半では壁濤からの短い立ち上が りが残る。

(遺物)土器は小片が主で、堀之内 1式期を主に 2式期にかかるような資料もある。石器はやや多く、凹石 (23

～25)、 磨石 (26・ 27)、 石錘 (28)、 石皿 (29)、 多孔石 (31～ 33)、 石鏃 (34・ 35)があ り、 うち33は石棒利用

の多孔石であった。また多孔石など大型石器は壁寄 りから出土 し、壁に積み石として積まれたようにも見える。

(時期)堀之内 1式期。

C-36号住居址 (第74・ 276～ 278図 、図版64・ 176・ 177)

(位置)A ll B 19・ 20グ リッド。C区中央下位にあ り、34・ 35号住 とわずかに重複する。

(形状)5.2× 6.lmの 隅九方形または隅丸 5角形で、周礫 と部分敷石をもつ敷石住居。中央付近に炉がある。

(覆土)暗褐色～暗黄褐色土が主体で、20～ 30c14の厚さがある。

(床 )西北側の床直面に部分敷石があり、また西側から北側中央付近に列状の敷石がある。それらは柱穴の内側

に接するように敷設されている。

(柱穴)Pl～ 7が中心的な柱穴で、それらの柱穴間に 2本程度の支柱穴 (P8～ 17)を配置 している。Pl・

2は対 ピットでP3～ 7の 5本が基本となる柱穴であり、全体では 5角形となる。

(炉)中央付近に石囲いの一部と思われる礫片を残 した炉がある。炉体土器はないが、本来は方形石囲い埋甕炉

であったことと思われる。

(壁)敷石上面から外側にかけて、柱穴の中央より内側に周礫がある。径数CInの 礫を多量に用いて弧状に並べた

もので、映には被熱痕はとくに見られなかった。また床面上にもそうした礫の一部が散在 した。

(遺物)称名寺 2式期の土器を主として中期末～堀之内 1式期まで見られる。特殊品として ミニチュア土器 (53

～55)、 環状土製品 (56)力 あ`る。石器には磨斧 (57)、 石鏃 (58～ 63)、 凹石 (71～ 76)、 多孔石 (77)力 あ`る。

(時期)称名寺 2式期。

C-37号住居址 (第75。 279～ 282図 、図版65・ 177。 178)

(位置)A ll B 16グ リッド。C区中央やや下位にある。南壁付近は段切 り状の12号濤に切られる。

(形状)47号住が約30帥下にあ り、ほとんどプランを同一にして上下で重複する。上の37号住が新 しい。竪穴の

掘 り方は精円形であるが、敷石に囲まれた主体部は西南向きに主軸方向をもつ隅丸 5角形または 6角形で、柱穴

中心よりも内側に列状の敷石がある。また中央に炉がある。

(覆土)暗褐色土を主とし、厚さ20cFnほ どある。

(床)敷石は北～西北側にくの字状に直線的に残 り、鉄平石の小片を並べている。東南側には全体に欠失してい

るが、他の部分にも本来存在 したか否かは不明である。傾斜面の関係があろうが、概 して奥壁側の残 りがよく、

南側は敷石がない例が多い。また敷石の外縁に沿って炭化材が見られた。放射状ではなく、柱穴をつなぐような
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残存状況である点に注目したい。また出入 り口付近にも小片による敷石が見られた。

(柱穴)47号住のピットと重複 し、わか りにくくなっている。列状の敷石との位置関係および柱穴の深 さから推

測するならば、Pl～ 7が柱穴で、Pl・ 2は対 ピットであろ う。柱穴間には小 ピットが伴っている。

(炉)方形石囲い埋甕炉で、 4枚の石を短 く立て、コーナーには隅石がある。内部中央には無文土器の月同下半を

欠失 した深鉢を正位に埋設する。

(壁)下層の47号住の掘 り方と重なり、区別が難 しいが、傾斜の緩い壁と思われる。

(遺物)土器は堀之内 1式期の新段階を主とし、 2式期の古段階まで含む。特殊土製品には注口形 ミニチュア土

器 (58)、 土偶脚 (57)、 土製円盤 (59～61)がある。石器には磨斧 (62)、 石鏃 (66～ 69)、 石錐 (70)、 凹石

(71・ 72)、 磨石 (73～ 76)、 石錘 (78)、 脚付石皿 (79)、 石皿 (31)、 石棒 (83・ 84)、 多子し石 (82・ 83)な どが

ある。 うち78の石錘は有濤石錘で、本遺跡では珍 しい。

(時期)堀之内 1式新段階。

C-38号住居址 (第76・ 283図 、図版66・ 178)

(位置)A10・ 1l B 15グ リッド。 C区中央、南斜面の

下位に立地する。斜面の段切 りによって南側が切 られ

る。

(形状)本住居では空撮写真を撮 り忘れたため、柱穴

の深さなど細かなデータが得 られていない。 したがっ

て平面図は全体図から起こしたもので、不正確である。

約5.5mの 円形に近いプランを呈するが、柱穴配置か

ら推測すると径4.5～5,Omの 円形プランであろ う。中

央に炉がある。

(覆土)暗褐色土を主 とし、厚さは20～ 30clllあ る。

(床 )床面には撹乱が多 く入る。

(柱穴)ピ ットは10数個あ り、主な柱穴はPl～ 5で

あろ う。

(炉)70cln四方の方形石囲い炉で、深さ30cln。 炉石は
図 9 C47・ 47住 柱穴配置図

南側がなく、コの字形に遺存 している。形態的には石の断面形がやや開き気味で、隅石がなく、中期後半の曽利

Ⅳ・ V式期の炉に類似する。位置は住居中央にあるが、時期が中期後半であれば炉は奥壁寄 りに位置するはずで

あり、疑間が残る。

(壁)北側に残るが、立ち上が りは不明確。

(遺物)土器は全体に少ない。中期後半、曽利Ⅳ式～堀之内 1式期まであ り、後期の量が中期よりも多い。住居

の時期が中期後半であれば、伴 う土器は曽利Ⅳ式期の 2のみである。石器には横刃形石器 (11)、 石錐 (12)が

ある。

(時期)曽利Ⅳ式期と思われるが、後期の可能性もある。

C-39号住居址 (第76・ 283図 、図版66・ 178)

(位置)A16B16。 Wグ リッド。C区中央、南斜面の下位にある。

(形状)主体部は5.5× 4.5mの 横長の精円形で、壁柱穴が巡 り、中央に炉がある。

(覆土)暗褐色土を主とし、覆上の厚さは全体的に10数 onと 薄い。

(床)敷石や縁石がない。床面の表面が全体的に削土されたために遺存 していないのであろう。炉東側に土拡状

を呈 したPと があ り、遺物はほとんどそこからの出上であるが、土拡 として区別 したほうが良いかもしれない。

(柱穴)ピ ットは多数あるが、配置が整然としていない。Pl～11が柱穴と思われ、対ピットはPl・ 2である

う。また東側については検出が完全ではないと思われる。

(炉)90× 100帥 の隅丸方形の掘 り方で、深さ20crnと 浅い。炉石はないが、本来は方形石囲い埋甕炉であったと

思われる。

(壁)北～西側に残存する。壁濤はない。

(遺物)土器は後期初頭、称名寺式期を主とし、中期末加曽オJE Ⅳ式、曽利 V式土器を含む。また土製円板 (13)

がある。石器は磨斧 (11・ 12)、 凹石 (10)がある。これらの多くがPl内からの出土である。

(時期)一応、称名寺式期とする。
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C-40号住居址 (第77・ 284～ 286図 、図版66・ 178)

(位置)A9B14・ 15グ リッド。C区中央、南斜面下位にあ り、52号住を切る。

(形状)壁は入れ子状に 2段になっていることから2時期の重複が考えられる。断面上層図で新旧関係が現れて

いないこと、土器や礫の出土状況が外側のプランいっばいに広がっていることから外側が新 しく、内側が古いと

思われ、C-40A・ B号住 として区別する。炉は 1箇所のみであるが、同 じ炉内で上下に炉体土器が重なり、 2

時期の時間差を示 している。外側の40B号住に伴 うのは上層の炉体土器で、径5,5～ 5.3mの 円形プランであ り、

出入 り口部に配石をもち、柱穴配置はわずかに東にずれている。40A号住に伴 うのは下層の炉体土器で、3.5m

の円形プランがある。ただ し、新住居に伴 うと思われるビットとよいずれも浅いことから、壁際の段差は柱穴外空

間として利用されたベ ッド状遺構であるのかもしれない。

(覆土)褐色～暗褐色土を主とし、約20～ 40cFnの厚さがある。新住居から52号住にかけて小礫や土器片が広がる。

(床)B号住に伴 う敷石として、出入 り回には長さ1.8mの 直線的な列石があ り、その南側に敷石を設けて張 り

出し部としている。また床面上には敷石に用いられた鉄平石が散乱 しているが、壁際には原位置をとどめると思

われる石も残 り、本来、壁際に部分的に敷石が施された敷石住居であったと思われる。床面は、A号住のほうが

20anほ ど低 くなっている。

(柱穴)Pl～ 5が主な柱穴で、A号

住に伴 うであろうと思われるが、B号

住に伴う明確な柱穴配置がないことと、

A号住の柱穴が壁に寄 りすぎているこ

とから、 A・ Bと もイこPl～ 5が柱穴

であったとも考えられる。

(炉)50× 409nの 橋円形の掘 り方で、

中央部、覆土上層にわずかにずれて上

下に重なる炉体土器がある。上の上器

(1)が B号住にともない、また下の

上器 (32)が A号住にともなうものと

考えられ、ともに深鉢形土器の胴下半、

底部付近を正位に埋設 している。上下

のレベル差は底部の位置で10cln。 炉石

はないが、本来は方形石囲い埋甕炉と

思われる。

(壁)A号住の壁は北側にわずかに残

り、またB号住は南壁を除き緩やかに

立ち上がる壁が残る。
図10 C-40・ 52イ主 柱穴酉己置図

(遺物)土器は堀之内 1式を主とし、小破片が多い。1は B号住炉、32は A号住炉で、それら以外には破片のみ

である。特殊土製品には土偶脚部 (38)、 臀部 (39)、 土製円板 (37)力 あ`る。石器には石鏃 (41～ 44)、 凹石

(45～ 54)、 石皿 (55)がある。

(時期)A・ B号住は炉を同 じくすることから、ほとんど時期差が認めがたく、炉体土器から時期判定すること

も難 しい。一応両者を堀之内 1式期としておく。

C-41号住居址 (第79・ 286～ 288図 、図版67・ 179)

(位置)A12・ 13B16グ リッド。C区中央、緩やかな南西向き斜面の中位にある。33号住を切る。

(形状)東西4.8× 南北4.3mの隅九方形。東亀をもつ。

(覆土)傾斜が弱い地点のため、覆土は良好に残る。50～ 60clnの厚さがあ り、黒褐色土を主体とする。

(床)貼 り床を崇1が したところ、皿状の掘 り方や柱穴状のピットが北東隅、南壁付近に見つかった。

(柱穴)な し。

(竃)東壁やや南寄 りにあ り、1,4XO.95mの掘 り方をもつ。両袖石が残るが、それ以外はない。

(壁)壁濤が全周する。

(遺物)亀内、南壁中央付近に集中がみられた。甲斐型外 (1～ 8・ 10)、 甲斐型皿 (13)、 黒色土器高台芥 (11)、

地域的な外 (9)、 須恵器甕 (14)、 甲斐型小型甕 (15。 19)、 甲斐型甕 (16～ 18・ 20・ 22・ 23)、 鉄滓 (25)があ
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り、特殊品として「隆平永賓」 1枚 (26)がある。 3は底部外面に「十」、または「 ×」の亥」書がある。 9は外

面横ヘラ削 り、内面にヘラナデ痕があり、相槙型もしくはその模倣品的な様相をもつ。21は器壁がやや厚 く、下

端の張 り出しが弱いことから信州系類似の甕底部といえる。26は 中央南壁寄 りの床直付近で出土 した。その他、

多数の石器があ り、個々の出土位置は定かではないが、83号住に伴 うものが多いのではないかと思われる。

(時期)9世紀半ば。

C-42号住居址 (第80・ 288～ 291図 、図版67・ 179・ 180)

(位置)A10B13・ 14グ リッド。C区中央やや西、緩やかな南西向き斜面の下位にある。南壁付近は16号濤のた

め欠失 していた。

(形状)5.Om四方の隅丸方形。東亀をもつ。

(覆土)40～50clnの厚さがあ り、黒褐～暗褐色土を主とする。覆土中層には小礫が散在 した。

(床 )ほぼ均―な厚さの貼 り床が施され、貼 り床下からは51号住のピットが検出された。

(柱穴)ない。

(亀)東壁南東 コーナー寄 りにあ り、掘 り方は120× 100mで、右袖の一部と天丼石が残る。左側袖石は遺存せず、

亀手前側に天丼石 と袖石と思われる石が崩れていた。亀内と周辺には遺物の集中がみられた。

(壁)急な立ち上が りをみせる。壁濤は電右側を除き全周する。

(遺物)平安時代の住居ではあるが、重複する51号住に帰属する可能性がある遺物が混在する。平安時代の遺物

には甲斐型皿 (1)、 甲斐型ネ (2)、 黒色土器外 (3・ 4)、 黒色土器皿 (5)、 甲斐型甕 (6・ 8～ 11)、 鉄鏃

(12)がある。 4には体部外面に判読不明の墨書文字が、また 5には口縁部外面に刻書がある。縄文土器は中期

末～堀之内 2式土器、中空土偶 (42)、 丸石、石錘、凹石などの各種石器がある。42は左胸～腕部片の堀之内 2

式の有脚立像で、類例として韮崎市後田遺跡で優品が復元されている(第290図42の図は裏表を左右に示 している)。

(時期)9世紀後半。

C-43号住居址 (第80・ 291・ 292図 、図版68・ 180)

(位置)A100■ B12グ リッド。調査区やや西側、緩やかな南西斜面の下位に位置する。

(形状)おおよそ3.6m四方の隅丸方形で遺存状況は良好。東亀をもつ。

(覆土)約10～ 35craの厚さがあ り、傾斜のために南側が浅 くなっている。褐色土・黒褐色土を主体 とする。

(床)全体に厚さ数～15crn程度の貼 り床があり、それらを除いたところ四隅を中心に円形に窪ませた掘 り方 ピッ

トが検出された。直径は50～ 170c14で 、貼 り床面からの深さは20on程度である。

(柱穴)ない。

(亀)東壁、中央やや南寄 りに石組み亀がある。掘 り方は70× 80cnで、袖部長は70cln程度である。左袖石に立石

1個が遺存 し、右袖には礫が数個あり、左右袖とも袖石の抜き取 り痕が見られた。篭右側のコーナー部には板石

2個が床面上に置かれていたが、電廃棄に際 して電袖石を意図的に抜き取った可能性がある。煙道部は壁外へ40

CInほ ど突出し、燃焼部とは段差を有 している。燃焼部は12crnの深さの掘 り込みをもち、中央部には高さ13onの 支

脚石が遺存する。

(壁)やや急な立ち上が りをもち、壁濤は亀部分を除 く東壁、北壁、西壁に存在する。幅10～ 20cln、 深 さ59n程

度である。

(遺物)土器には土師器甲斐型外 (1・ 2)、 黒色必 (3)、 甲斐型甕 (5～ 7)、 甲斐型小型甕 (4)、 須恵器甕

(3)があ り、鉄製品には刀子 (9・ 10)、 鎌 ?(11)力 あ`る。遺物量は多くはなく、全体的に南狽1覆土中に散

在する中で、刀子 2点は亀右側の覆土中、板石付近に近接 して検出されているのが注意される。12～ 16は縄文時

代の石器で、混入品である。

(時期)9世紀後半。

C-44号住居址 (第53・ 292・ 293図 、図版180)

(位置)A ll B 32グ リッド。 1号住の南側に隣接 し、 3号住に大きく切られるため、北側の壁寄 りの床面が残 り、

南側はピットのみ確認できた。

(形状)ピ ットの配置から推測すると精円形プラン。 3号住に寄った境付近にも弧状の柱穴配置があ り、少なく

とも2時期の重複を示 している。

(覆土)褐色～暗褐色土で、厚いところで30～ 40clnの 覆土がある。

(床)北側の壁面から床に移行する部分のみ残存する。硬化面はない。明確な敷石はないが、横長の礫による縁

石が部分的に残存 していた。
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(柱穴)P15～ 26を柱穴 と考える。P15・ 16が対ピットと思われる。

(炉)3号住に切られてまったく遺存 しない。

(壁)北側壁面のみ遺存する。

(遺物)土器はいずれも破片で、堀之内 1式を主とする。石器は凹石 (12～ 15)、 磨石 (16)である。

(時期)堀之内 1式期。

C-45号住居址 (第81・ 293・ 294図 、図版68。 180・ 181)

(位置)A10B14・ 15グ リッド。調査区中央やや西、南斜面下方に位置する。40・ 50号住、264号土拡と重複す

る。

(形状)東西6.8m。 南側、斜面下方が出入 り回部であったと思われるが、斜面のために1/4程度が欠失すると考

えられ、南北方向では5.2m程度遺存する。

(覆土)北側で30c14、 南側で10cln程度である。褐色土を主体とする。

(床)硬化面が明確ではなく、全体に傾斜面となっている。遺物は覆上の遺存状況が良好な炉北側を中心に分布

し、C-50号住からの混入が予想される。礫が散在 してはいるが、敷石状の礫はなく、敷石住居の礫配置とは違

うと考えられる。

(柱穴)柱穴と考えられるピットは定かではないが、Pl～ 3を主柱穴 とする4本柱が想定される。またPl・
2には 2回程度の建て替えが予想される。

(炉)1辺70～ 80onの方形石囲い炉。炉石は被熱のためにヒビが細か く入 り、もろくなっていた。炉石は直立な

いしは土圧のために内傾 し、30～40帥 の高さがある。床面が定かではなかったので床面からの深さは正確ではな

いが20cln程度であ り、20cln以 上床面から突出していた。炉の位置は住居の中央付近≧思われ、中期後半に一般的

な奥壁寄 り配置ではない。炉石の直立状況、組み合わせ方から中期末的な炉形態 と考えられる。

(壁)明確ではなく、緩やかな傾斜面となっている。壁濤はない。

(遺物)縄文中期末と後期前半の上器が混在する。 1～ 16は中期末で、曽利式上器のハの字文地文土器 (2・ 10

～12・ 20・ 21)、 櫛歯刺突文地文土器 (16)のほか、曽利・加曽利 E式の折衷的な口縁部に弧線文をもつ縄文地

文土器 (3・ 4)、 加曽利 EⅣ式の微隆起線文土器 (6・ 7・ 13・ 14)な どがある。後期土器は量的には中期末

よりやや多く、ほとんどが50号住の所属と考えられるが、一応 ここで示すこととする。称名寺式 (22)、 堀之内

1式 (26～ 31)、 堀之内 2式 (34・ 36・ 42～44)力 あ`る。上製品には土製円板 (45)、 土偶脚 (46)、 土偶胴部

(47)がある。46の 脚部は中空で、足の中央に直径3.5clnの 孔をもち、裏面には網代圧痕が見られる。全体の大

きさは不明であるが、足の長さは17cln程度 と推測され、大形の土偶であることは間違いない。C-42号住の土偶

胴部 (42)と 同一 と考えられ、出土地点も位置的に近い。48～ 541ま石器で、凹石 (48～ 50)、 石錘 (51)、 石鏃

(52)な どがある。

(時期)縄文中期末 (曽利 Vb式期)。 重複する264号土拡中にもほぼ同時期の遺物が見られる。

C-46;チ t二月]l■ (傷窟82・ 295E登 、 図ん反69・ 181)

(位置)A ll・ 12B12グ リッド。C区西側、南西斜面下位に位置する。

(形状)斜面上位側の北東側の壁を中心に遺存 し、南～西側は斜面のために欠失する。

(覆土)壁寄 り1.5m程度に覆土が遺存 し、壁際の最も深い所でも深さ20cln≧ 浅い。

(床)壁際に柱穴らしきピットがあ り、小形の長細い礫が壁に沿って配置され、また小礫が添えられている。壁

濤はない。

(柱穴)直径 5mの 円形にピット配置が見られる。直径、深さともに30cln程 度である。

(炉)炉の推定位置に228号土拡があ り、炉は確認できないものの、228号土拡覆土に焼土が多く含まれることか

ら炉の掘 り方である可能性が高い。

(壁)緩 く傾斜する。

(遺物)1は称名寺式期。

(時期)称名寺式期。

C-47号住居址 (第75・ 296図 、図版65。 181)

(位置)A ll B 16・ 17グ リッド。C区中央、南斜面のやや下方にある。37号住の直下に重複する。

(形状)37号住調査時に、覆土が37号住敷石面より下部に続 くこと、37号住炉の直下に別の炉体土器が埋設され

ていたことにより、 2軒の重複 と判明した。上下の重複は偶然の一致というよりは、人為的、意図的と思われ、

47号住に敷石がほとんど残っていないのは37号住構築の際にはず したのではないかと思われる。炉の状況から新

-48-―



第 1節  C区の遺構と遺物

旧 2時期の重複が認められる。旧炉に伴 う住居を47A号住、新炉に伴 う住居を47B号住 とする。

(覆土)暗褐色土を主体とし、37号住床面から20crn～ 30crnほ ど下がる。

(床)敷石と思われる鉄平石が西側に見られたが、原位置をとどめたものはない。

(柱穴)37号住の柱穴とほとんど同 じ場所で建て替えを行っているらしい。37号住の柱穴配置よりは一回 り小さ

な配置を認めることができ、P8～ 14が 旧炉に伴 う柱穴として該当するだろ う。また対 ビットはP8・ 9と 思わ

れるが、P10～ 14が 37号住仄面基準 レベルから深さ100帥程度であるのに対 し、P8・ 9はやや浅い。新炉に伴

う柱穴は炉の位置が南側に寄っていることからP15～ 19を想定 しておく。対 ピットは不明、あるいは257号土拡

との重複でわからなかったと思われる。

(炉)2期の重複があ り、A号住の炉は120× 100crnで 、炉体土器の残欠と思われる胴部片 (2)が正位埋設され

ていた。またB号住の炉は80× 80clnで、深鉢の胴部のみを輸切 りにしたような炉体土器 (1)が正位埋設されて

いた。どちらも炉石はないが、本来は方形石囲い埋甕炉であったと思われる。

(壁)37号住の壁との区別ができないが、緩やかな壁を呈 している。壁濤はない。

(遺物)土器は小破片が多く、称名寺～堀之内 1式期まであ り、中心は堀之内 1式新段階である。土器からは上

層の37号住との差異を見出しにくい。土製品には土製円板 (37～40)、 土偶脚らしき土製品 (41)力 あ`る。石器

には磨斧 (42)、 磨石 (45。 46)、 多子し石 (44)がある。

(時期)堀之内 1式期新段階。

C-48号住居址 (第63図 )

(位置)A10B31グ リッド。 C区東側、南斜面下位にある。20号住 と重複 し、20号住に切られる。

(形状)隅九方形に近い不整精円形プラン。内側の壁濤から外側を48号住 とした。東西7.Om、 調査区外のため

不明。

(覆土)20号住と同様に深い。

(床)床面の高さは20号住 とほぼ同 じ。敷石住居であったと思われるが、石は少ない。

(柱穴)壁濤内に小型 ビットが巡っているが、もしか したら内側の壁濤内に配置する柱穴列が48号住に伴 う柱穴

であるかもしれない。

(炉)な し。

(壁)壁は緩やかに立ち上がる。また壁濤は全周すると思われる。

(遺物)後期初頭～堀之内 1式期の上器片のみ。

(時期)堀之内 1式期か。20号住は48号住のプランをほば踏襲 していることから、ほとんど同一土器型式期に収

まる時間幅での重複であろう。

C-49号住居址 (第67・ 296・ 297図、図版181)

(位置)A12B23グ リッド。C区中央やや東側、南斜面中位に立地する。29号住に切られる。

(形状)壁が不明であるが、炉の位置が南寄 りにあるので、炉を中心とした推定3,7m程度の円形プランであろ

う。掘 り方のプランが北側に長 くのび、北壁となっているが、掘 りすぎたか、房け遺構との重複の可能性があ り、

本住居の正しい壁とは言い難い。

(覆土)暗褐色土を主とし、厚さ20cln程 度である。

(床)敷石はなく、また明確な硬化面もない。

(柱穴)P5・ 12～14に C-29号住炉付近に存在 したであろう1本を加えた 5本程度の柱穴が想定される。

(炉)北狽1の炉石および両端の隅石のみが残存 した石囲い炉で、本来一辺45m程度の方形石囲い炉であろ う。

1.2× 1.3mの 円形の掘 り方をもつ。

(壁)北～東に壁があるが、炉からやや距離があるため、掘 りすぎと思われる。 したがって確実な壁は検出でき

ていない。

(遺物)炉の周辺を中心に多くの土器が遺存 した。土器はすべて中期末、曽禾JV式期であ り、曽利 V式期でも新

しい様相をもつ。これらを文様ごとに分類すると、 I― コ状区画をもつもの H一 口縁部に横長楕円形区画をも

つもの Ⅲ―コ状モチーフがU字状に変形 したもの Ⅳ一口縁部に一条の沈線をもつものに大別でき、さらに施

文技法によって、 a―ハの字状沈線文 b―櫛歯状刺突文 c=縄文に分けられ、 Ia-2、 Ic-1、 Ha一
8、 Hb-5、 II c-6、 Ⅲ c-4・ 14、 Ⅳc-3と なる。縄文施文土器が多 く、曽希JV式土器はコ状区画が崩

れつつあるものが多いのが特徴である。石器には磨石 (19)、 石鏃 (21)、 多子し石 (20)がある。

(時期)中期末、曽利 V式中段階(Vb期 )。
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C-50号住居址 (第81・ 297図 、図版69・ 182)

(位置)A10B14・ 15グ リッド。C区中央やや西側、南斜面下位に位置 し、45号住、221・ 243号土拡と重複する。

(形状)直径5,2m程度の円形で、南側の出入 り口部付近は重複のために形状が明確ではない。

(覆土)厚 さ15～ 20clll程 度の覆上で、薄い。

(床)硬化面はない。柱穴をつなぐように、幅30～ 50cm、 深さ10CIn程度の壁濤が全周する。

(柱穴)壁寄 りに壁濤があ り、柱穴が80cFn～ lm間隔で穿たれている。Pl～ 9が柱穴であろう。

(炉)住居中央付近に炉体土器を埋設 した直径90crYIほ どの円形の掘 り方がある。土器は深鉢胴部下半を正位に埋

設 したもので、周囲には焼土が厚 く堆積する。炉石は存在 しないものの、本来、方形石囲い埋甕炉であったと考

えられる。

(壁)壁濤から40clnほ ど外側に壁の立ち上が り上端があ り、緩やかな傾斜面である。

(遺物)1は炉体土器で無文である。 2は中期末か。 3は堀之内 2式。

(時期)C-45号住は中期末であることから、本住居は45号住 よりも新 しい。覆土中遺物が少なく時期は明確で

はないが、炉体土器から堀之内 1式期であろう。なお221・ 243号土拡からは中期末の上器が出てお り、住居の方

が新 しいことがわかる。

C-51号住居址 (第83・ 298図 、図版69・ 182)

(位置)A10B13グ リッド。C区中央西寄 り、南斜面下位に位置する。42号住に切られる。

(形状)柱穴配置から想定すると、主体部は幅5.2m程度の横長の精円形。出入 り口部付近は斜面のため ビット

は確認できていない。

(覆土)厚さ15clnほ どの薄い覆土をもち、暗褐色土を主とする。

(床 )42号住に約半分を切られ、また南側は斜面のために床面が遺存 しない。 したがって全体の1/3程度の床面

を確認 した。礫がわずかに散在するが、敷石や配石はない。

(柱穴)10本の柱穴が壁際に巡る。直径約309n、 深さ約30～ 50clnで ある。

(炉)炉があったと考えられる位置は42号住に切られている。

(壁)北西側にわずかに遺存 し、緩い傾斜面となっている。

(遺物)遺物量は少ない。中期末 (2・ 4・ 5)と 後期堀之内 1式期 (1・ 6～ 8)の上器片がみられる。

(時期)堀之内 1式期か。

C-52号住居址 (第78・ 298図 、図版69・ 182)

(位置)A9B15グ リッド。C区中央、南斜面下位にある。40号住に切られる。

(形状)ピ ットの配置から推測すると、径4.0～ 4.5mの円形で、中央に炉がある。

(覆土)ほ とんど遺存 していない。

(床 )明確な敷石はないが、耕作などの影響で失われたのであろ う。

(柱穴)ビ ットは壁際に多数配列する壁柱穴構造であ り、中でもP6～ 12が主な柱穴であろう。またP6・ 7は

やや細いが位置的に対 ビットと思われる。

(炉)中央に50× 40cln、 深さ25clnの炉があり、その中央に土器底部を正位に埋設する。本来は方形石囲い埋甕炉

であろう。

(壁)東壁がわずかに遺存する。

(遺物)土器は炉体土器 (1)以外は小片であり、40号住 との時期差は見出 しがたい。石器は凹石 (6)力 あ`る

のみ。

(時期)堀之内 1式期。

C-53号住居址 (第83・ 84・ 298・ 299図 、図版70。 182)

(位置)A13B15。 16グ リッド。C区中央、やや西側で、南西傾斜面の中位に位置する。59号住と重複 し、等高

線に沿って数軒が群在 している。

(形状)主体部は主軸長6.5m、 交軸長 7mの横長楕円形の柱穴内に礎石をもつ住居。

(覆土)10数 clnと 浅 く、斜面上位側 (北東側)は覆土が残存するが、そのほかでは覆上の遺存状況は悪い。

(床)北東側の壁寄 りに遺存 し、弧状に巡る配石とそれらの周囲に散在する小礫が、幅4mにわたって存在 した。

(柱穴)斜面下方の出入 り口部に対 ピットがあ り (Pl・ 2)、 底面に鉄平石を置いて礎石としている。柱穴間

は礎石中心間で約80帥 と狭い。また主軸線を中心に左右に 3箇所ずつ同様な礎石入 リピットがあ り(P3～ 6・

8～ 10)、 うち 2箇所については柱の建て替えに伴 うと考えられるピットの重複があ り、それらにも礎石が見ら
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れた (Pll～ 12)。 また主軸線 とはずれるが、奥壁にも1箇所の礎石を入れたビットが存在する。 ピットの規模

は直径約 lm、 深さ110～ 140clnで 、それらに入れられた礎石も鉄平石を組み合わせたもので、 3～ 6・ 7枚の石

を用い、部分的には 2枚重ねとしている。その組み合わせた大きさは40～ 50clnで 、柱の直径を推定することがで

きるとともに、柱端部が平坦に加工されていたことを推測させるものである。このように柱穴からは 2回以上の

上屋の建て直 しが考えられ、 1時期に 9～ 10本程度の柱穴が存在 したことがわかる。

(炉)炉付近は床面を欠失するため、炉の遺存状況は良好でない。主軸線上の中央よりも出入 り口側に寄った位

置に、直径80crnほ どの円形の掘 り方が存在する。炉体土器はない。

(壁)北東から北側にかけて存在 し、緩い傾斜面となる。

(遺物)遺物量は多くない。堀之内 1式期の土器を主とし、中期末の加曽利 E式上器 (微隆起線文土器)が混入

する。また土製円板 2点がある。石器は磨石 。凹石 (26～ 31)、 多子し石 (32・ 34)、 石棒 (33・ 36)、 石鏃 (35)

がある。これらの遺物の多くは奥壁部の配石中の礫として、あるいはそれらに混 じって出土 している。

(時期)堀之内 1式期。

C-54号住居址 (第85・ 86・ 300図 、図版71・ 182・ 183)

(位置)A13・ 14B14グ リッド。C区中央やや西寄 りの緩やかな南西傾斜面に立地 し、73号住、16号掘立のほか、

土拡多数と重複する。遺物からみると73号住を切っている。

(形状)壁が一部 しか残存 しないので全体的なプランは不明であるが、直径 5～ 6m程度の円形主体部と考えら

れ、炉周辺に部分的に敷石をもつ。主軸方向は明確でないが、炉周囲の敷石配置からおおよそ推定することがで

きる。

(覆土)非常に浅い。

(床 )壁際の一部にのみ残存 し、ほかは欠失すると考えられる。

(柱穴)土拡やピットが複雑に重なるため明確ではないが、Pl～ 9が本l■ の柱穴であろう。。

(炉)直径60onの 円形の掘 り方に小映を配 し、内部に胴下半の炉体土器を 2個、正位に重ねた炉体土器をもつ。

また周囲には鉄平石を用いた敷石を配 し、すき間には小礫や磨石などの石器を詰めている。

(壁)北西側にのみ部分的に壁が残存 し、緩やかな傾斜面となっている。

(遺物)1・ 2は炉体土器で、

1の内側に 2が入れ子になって

いた。 3～ 5・ 12・ 13は堀之内

2式上器、炉体土器や土器底部

も同時期であろう。17・ 18は ミ

ニチュア土器で、17は注口土器

である。そのほか土製品には土

偶 2点 (19・ 20)があ り、19は

中空土偶の腹部片と考えられる。

20は胴部～腰部である。石器に

は打製石斧 (21)、 凹石 (22～

25)、 石鏃状石器 (26)、 石錘

(27・ 28)がある。石錘はとも

に切目石錘である。

(時期)堀之内 2式期。

C-55号住居址 (第87・ 301図 、

図版72・ 183)

(位置)A ll。 12B10・ 11グ リッ

ド。C区西側、緩やかな南西斜

面にあり、18号濤に切られる。

(形状)直径4.5mの 円形プラ

ンと考えられるが、18号濤との

重複により西側を大きく欠失し、

全体の1/3程度のみ残存する。図1l C-54・ 73住 柱穴配置図
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(覆土)20clnの 厚さで、暗褐色土を主とする。

(床)硬化面はとくにない。

(柱穴)炉周辺にピットがいくつかあるが、柱穴とは考えられない。床面残存部に 3本程度の柱穴が存在するは

ずであるが、検出できていない。

(炉)奥壁に寄って主軸方向に長い楕円形の石囲炉がある。奥壁側には長めの礫を置き、ほかは小形の礫を多数

つないで囲み、南側はピットの重複で欠失 している。礫はいずれも平置きしたもので、立ててはいない。形態的

には中期後半でも早い段階と思われる。

(壁)緩やかに傾斜する。

(遺物)遺物量は少ない。曽利Ⅳ式 (1・ 7)、 曽利 V式 (2～ 6)を主 とする。炉の形態からは曽利 I～ Π式

期と考えられるので、覆土遺物の時期とは時間差も予想されるものの、曽利Ⅳ式期の所産 としておきたい。

(時期)曽利Ⅳ式期 ?。

C-56号住居址 (第87・ 301図 、図版72・ 183)

(位置)A12B10グ リッド。C区西側、緩やかな西向き斜面に位置 し、18号濤に住居の一部を切られる。

(形状)壁がほとんどないので不明確であるが、南北3.2mほ どの隅丸方形と思われる。

(覆土)数 crnの 厚さがあるのみ。

(床)全体に硬化面があ り、平面図では破線で範囲を示 した。亀北側に壁濤が一部残存する。

(柱穴)ない。

(亀)100× 70帥程度の不整精円形の掘 り方をもつ。袖石、支脚石は一切ない。

(壁)全 く遺存 していない。

(遺物)遺物は少ない。土師器甲斐型芥 (1～ 3)、 黒色土器必 (4)、 甲斐型土師器甕 (7)がある。

(時期)9世紀後半。

C-57号住居址 (第87・ 301・ 302図 、図版72・ 183)

(位置)A12・ 13B18グ リッド。C区中央、南斜面の中位に位置する。

(形状)4.6m四方の隅九方形で、北壁がやや短い台形プランであり、東亀をもつ。60号住 と重複するものの、

遺存状況は良好。

(覆土)1～ 3層の黒褐色土を主とし、壁際には 4・ 5層のローム粒を多く含んだ黒褐色上の三角堆積土がある。

厚さは35～ 40crnで ある。

(床)南壁と西壁寄 りの部分には床下にL字状の掘 り方があ り、15clnほ どの貼 り床をしている。

(柱穴)亀周辺の南壁寄 りにピットが 4箇所存在するが、柱穴はない。

(亀)東壁南寄 りに1.3m× 90mの楕円形の掘 り方をもつ亀がある。内部には小礫が見られるものの袖石、天丼

石、支脚石は全 く残っていない。煙道部は壁から209n程度突出してつ くられている。

(壁)やや傾斜 した壁面で、幅25crn、 深さ10clla程度の壁濤が全周する。

(遺物)毛南側のコーナー部を中心に分布する。土師器には甲斐型外 (1～ 4)、 甲斐型皿 (5)、 高台付皿 (6)、

甲斐型甕 (10～ 12)力 あ` り、ほかに須恵器長頚壷 (7)がある。 4には底部外面に記号的な亥J書がみられる。

(時期)9世紀半ば。

C-58号住居址 (第88・ 89・ 302図 、図版73・ 183)

(位置)A12B20グ リッド。調査区ほば中央、南斜面中位、標高779m付近に位置する。

(形状)南壁は斜面の段切 りによって削られているため南北長は不明であるが、おそらく4,7m四方の隅丸方形

と考えられる。東竃をもち、亀脇に340号土拡が重複する。

(覆土)東壁、北壁寄 りが30～ 35crnの厚さをもち、西壁寄 りでは数cFnと 浅い。北西隅には床面から10m程度浮上

して焼上の堆積が見られた。その性格はわからないが、亀ではない。

(廉)全体に 5 clnほ どの貼 り床をもち、北東隅、南西隅に円形、不整円形の掘 り方がある。

(柱穴)亀北側にピットがあ り、掘 り方にもいくつかのピットがあるが、柱穴ではない。

(亀)80× 120cFnの 楕円形の掘 り方をもち、左右の袖石が一部抜かれてはいるものの遺存する。25～ 32craの礫を

直立させて袖石としている。天丼石、支脚石はない。煙道部は20crnほ ど壁外へ突出し、燃焼部底面から緩やかに

連続 した傾斜面をもっている。

(壁)全体に傾斜が緩い。壁濤は欠失する南壁を除き全周 している。

(遺物)土師器は甲斐型芥 (1)、 甲斐型の可能性ある黒色土器 (2)のほかは黒色土器 (3～ 8)で、黒色土
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器が主となる。 3には体部外面に相対 して刻書が、また 7には体部外面に墨書がある。甕は甲斐型甕 (12・ 13)、

小型甕 (9～11)がある。鉄製品には鉄鏃 2点 (14・ 15)力 あ`り、北壁付近、床面より浮上 して出土 した。なお

出土位置から考えて16は 15と 同一製品であろう。また覆土中からは水晶の結晶 1点が出上 している (16)。 遺跡

内には産 しない鉱物であるので、金峰山方面からの採集品と思われ、祭FE具の可能性がある。

(時期)9世紀半ば。

C-59号住居址 (第89。 303図 、図版73・ 74・ 183・ 184)

(位置)A13・ 14B14・ 15グ リッド。中央やや西側、西南斜面の中位に位置 し、53・ 74・ 75号住と重複する。

(形状)炉が 2箇所 (炉 1・ 2)あ ることから2軒の重複である。壁が全体的に残存 していないので正確な規模

は不明であるが、炉 1に伴 うプランは主軸長6.3m、 交軸長6.2m程度の円形主体部と考えられる (59A号住 )。

また炉 2に伴 うプランは5,2× 5,8mの 円形主体部であろう (59B号住)。

(覆土)斜面上位の北東側に薄い覆上が残 り、配石の一部と思われる石材が散在する。

(床)炉から南西側の床は遺存 していない。床面上にはビットに内接 して石材が見られるが、連続的ではなく、

敷石面はない。

(柱穴)59A号住は、炉 1の南西に対 ピットがあ り、奥壁に 1本、左右に3本ずつの計10本程度の柱穴と思われ

る。また59B号住には対 ピット2本 +5本の計 7本柱穴と思われる。

(炉)炉 1は 1.5× 1.2mの精円形の箱

状の掘 り方で、炉体土器や石囲いは残

存 していない。炉 2は直径80crnの皿状

の円形の掘 り方で、やは り石囲いなど

はない。

(壁)北東側にのみ壁が残 り、緩い傾

斜面となっている。壁濤はない。

(遺物)中期末～堀之内 2式期頃まで

の遺物がある。やや堀之内 1式の土器

が多いようである。土製品には注口土

器 ミニチュア (27)、 不明土製品 (26)

がある。石器には小形磨斧 (28)、 磨

石 (29・ 30)な どがある。

(時期)住居形態を勘案 して堀之内 1

式期と考えたい。

C-60号住居址 (第91・ 304図、図版74・

184)

(位置)A13B18019グ リッド。C区

中央やや西、斜面中位の緩斜面にある。

57号住に切られる。
穴配置図

(形状)主軸長5.2× 交軸長 6mの横長楕円形の主体部で、出入 り口部付近は欠失する。また332号土拡が重複す

る。

(覆土)炉の北側に薄く覆土が残る。

(床)炉の南側は床面が遺存しない。北側では壁寄 りに小礫を中心とした弧状の配石が残 り、礫が散乱している。

(柱穴)対 ビットの右側(Pl)、 奥壁の 1本 (P4)と 左右 2本ずつの4本 (Pl～ 6)が あ り、本来 7本で柱穴を

構成 し、柱の建て替えらしいビットがそれぞれ重複する。また壁ぎわに規模の小さなピットが環状に配置する。

周礫が小 ピット列に伴っていることから、柱穴列と小 ピット列は別時期の住居址の可能性がある。主柱穴は直径

70～80cln、 深さ90～ 100Claで 2回以上の重複を示す。

(炉)中央の出入 り口部寄 りに lm四方の隅丸方形の掘 り方があ り、胴下半の深鉢形土器が炉体土器 として正位

埋設されている (1)。 掘 り方からすれば方形石囲炉と思われるが、一部の小礫を除き炉石は残存 していない。

(壁)東～北側にかけて壁が遺存する。

(遺物)中期末～堀之内 1式の上器があるが、主体的なのは堀之内 1式古段階 (la期)である。 1は炉体土器、

5は釣手上器の釣手部、 91よ 曽利 Vtt。 15は蓋状土製品である。石器には石錘 (16)、 石鏃 (18・ 19)な どがあ

図12
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る。

(時期)堀之内 1式古段階 (1拶の。

C-61号住居址 (第92。 305図 、図版75・ 184)

(位置)A13B20グ リッド。C区中央、南斜面の中位にあ り、62号住と接する。また330号土拡が重複する。

(形状)隅丸方形に近い円形で、主軸長・交軸長ともに4.2m。 南壁は傾斜のために欠失する。

(覆土)】ヒ側壁寄 りに20cln程度の覆土が残存するが、ほかは傾斜のためにない。

(床)炉付近から北側のみ遺存する。炉の裏側には祭壇状の配石があり、炉から連結 して礫による配石が構築さ

れているが、やや乱れている。

(柱穴)Pl～ 4の 4本主柱穴で、位置は壁際、あるいは壁薦に接 している。規模は直径40～ 70cln、 深さ60～70

crn。 柱穴間距離は2.9～ 3.Omである。

(炉)1辺 70cln程 度の方形石囲い炉で、炉石は高さ20～ 35cln。 炉石は正面の 1辺のみ欠失 している。

(壁)緩 く傾斜 した壁で、壁のない南側を除き壁濤が全周する。幅30～ 50cra、 深さ5 cln程度である。

(遺物)遺物は炉周辺に散在する。炉の右側、床面直上には胴下半を欠失 した曽利 V式の両耳壷が正位で出上 し

たほか、曽利 V式土器片、土製円板 (8)、 磨石 (9)、 小形石棒 (10)力 あ`る。石棒は炉左協、礫下から出てい

る。

(時期)曽利 Va式期。

C-62号住居址 (第92・ 305図 、図版75・ 184)

(位置)A13B20。 21グ リッド。C区中央、南斜面の中位にあ り、61号住 と接 し、329号土拡が重複する。

(形状)南側の壁がないため明確ではないが、3.6m程度の円形主体部と思われる。

(覆土)北壁寄 りにわずかに残るのみで、ほとんど遺存 していない。

(床)北壁際にわずかに残 り、柱穴に内接 した弧状配石のごく一部があ り、鉄平石や小礫を並べている。

(柱穴)やや規模の小さな柱穴が壁際に円形に配置する(P3～ 10)。 また炉正面のビット(Pl・ 2)|ま対 ピット

とも思われ、全体で10本程度の柱穴が想定できる。

(炉)中央付近に直径80cln程度の不整円形の掘 り方がある。その中央には底のない胴下半の炉体土器が正位埋設

されている。炉石はないが、抜き取 り痕 と考えられるビットがあ り、方形石囲炉であったと考えられる。

(壁)北側に壁が残る。壁濤はない。

(遺物)遺物は少ない。炉体土器 (1)のほか称名寺式 と考えられる小片、石錘 (6)、 土製円板 (7)がある

のみ。

(時期)称名寺式期か。

C-63号住居址 (第 93・ 94・ 306～308図、

図版76・ 185)

(位置)A14B18グ リッド。 C区中央、南

西斜面上位にあ り、64・ 65号住 と重複する。

これらの住居 l■は等高線に沿って列状に配

置する。

(形状)炉が 1箇所に集中 して 2基重複 し

て並ぶ (炉 1・ 2)。 また炉 2と 重複 して

焼土が充満 した土拡状の ビットがある。こ

こでは炉 1に伴 う住居址を63A号住、炉 2

に伴 う住居址を63B号住 とする。 A号住は

プランが定かではないが、対 ピットと炉の

位置、周囲の ピットの配置から直径 6m程

度の円形主体部 と考えられる。 B号住はA

号住を切 り、 6m× 6.4m程度の横長精円

形の主体部である。

(覆土)斜面上位の北東側では壁が良好に

残 り、覆土は20～30clnあ るが、それ以外で

はほとんどない。
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(床 )B号住は北東側の壁際、柱穴に内接するように幅5.5mにわたって弧状の敷石をもつ。横長の礫を弧状に

配 し、その内側に鉄平石を敷設 し、部分的な敷石を形成 している。

(柱穴)図示 したような柱穴配置 と考えられる。A号住では対 ピット+6本、計 8本の柱穴と思われる。B号住

では、対ピット+7本、計 9本 と考えられ、弧状配石 (敷石)が伴 う。またその外側には壁濤を伴い、壁濤中にも

小 ビットが配置する。ただ し、弧状配石 とピットの関連が整合していない部分があるので、検討の余地が残る。

柱穴規模は50～ 100cln、 深さ60～ 100cln以 上である。

(炉)炉 1は 80× 130clnの 精円形の掘 り方をもち、中央に胴下半の深鉢を正位埋設 した炉体土器がある。本来、

石囲い炉であったと思われるが炉石はない。炉 2は 80× 100onの 隅丸方形の掘 り方で、炉石は全く残っていない

ものの、炉石の抜き取 り痕から方形石囲炉であったことがわかる。脇の焼土 ビット上部には、炉周囲に配 したと

思われる鉄平石が見られる。

(壁)北東側にB号住に伴 う良好な壁が遺存 し、壁に沿って幅20～ 30crn、 深さ15clnの 壁濤が巡る。壁濤は北東側

以外では見られないものの、全周 していた可能性がある。

(遺物)1は A号住の炉 1に伴 う炉体土器である。それ以外の遺物はほとんど弧状配石中、その周辺、炉 2周辺

から出土してお り、B号住に伴 うものと考えられる。曽利 V式土器、称名寺式上器が若千あるが、主体をなすの

は堀之内 1式土器である。特殊な土器に 4の瓢形土器があ り、上下に紐通 しのためと思われる小把手がついてい

る。石器には磨石・凹石12点 (57～ 67)、 多孔石 (70)、 石棒 (71～ 73)、 打ち欠き石錘 (69)な どがある。中で

も72の石棒は未製品、あるいは整形の粗い製品で、安山岩の柱状節理の自然面を残 し、製作技法がわかる資料で

ある。

(時期)堀之内 1式期。

C-64号住居址 (第 95・ 309・ 310図 、図版77・ 185。 186)

(位置)A14B18・ 19グ リッド。南斜面上位に位置 し、63号住と重複する。

(形状)炉が 2箇所重複 し (炉 1・ 2)、 2軒の重複であることがわかる。北側の柱穴列も2本の弧状配置があ

り、炉 1に伴 うのが外側柱穴列 (64A号住 )、 炉 2に伴 うのが内側の柱穴列 (64B号住)である。64A号住は約

5.2mの 円形主体部、64B号住は3.5× 4.5m程度の精円形主体部である。

(覆土)A号住に伴 う弧状配石の一部が遺存 し、その付近にわずかに覆土が残存する。

(床)A号住に伴 う弧状配石周辺のみ床面が残るが、硬化面はない。そのほかは傾斜面となっている。配石はや

や大きめの礫を中心に、柱穴に内接するように約 3m並べ、その内側に小礫や鉄平石が散在する。

(柱穴)A号住に伴 うのがPl～ 9で、壁際に主柱穴が 6・ 7本、その間に小 ピットが 1・ 2本配置される。 B

号住に伴 うのがP10～ 17な どの内側の柱穴列で、計 8本程度の柱穴が想定できる。 ともに対 ピットは検出できて

いない。主柱穴は規模の大きなもので直径60crn、 lmほ どある。

(炉)2基の炉址が南北に重複 し、それぞれ炉体土器をもつ。北側の炉 1は直径70cln、 南側の炉 2は直径40clnの

それぞれ円形の掘 り方をもち、断面の土層、炉体土器のレベルから炉 1が新 しいことがわかる。炉 1の炉体土器

は 1、 炉 2が 2で、 2の上部には 3の上器底部がのり、

同一炉内での炉体土器の重複を示 している可能性があ

る。

(壁)A号住の壁は北側、東側にあ り、B号住の柱穴

までの間が浅い濤状を呈す。 B号住に伴 う壁はA号住

に切られていることから全 く存在 していない。

(遺物)B号住に伴 う炉体土器 (2・ 3)以外にB号

住の遺物はない。viと んどはA号住の配石付近から出

土 している。中期末の上器や堀之内 1式土器が見られ

るが、主体的なのは堀之内 2式土器である。深鉢、注

口土器、土製円板がある。石器には石鏃 (23・ 24)、

剣片石器 (25)、 磨製石斧 (26・ 27)、 石錘 (28・ 29)、

凹石・磨石 (30～42)、 石皿 (44)がある。

(時期)A号住は堀之内 2式期。 B号住も同時期であ

ろう。

C-65号住居址 (第96・ 97・ 311図 、図版77・ 78・ 186)

■■i C64B住

図14 C将4住 柱穴配置図
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第 5章  C区の調査

(位置)A14B18グ リッド。 C区中

央、南西斜面上位に位置 し、63・ 71

号住、358号土拡 と重複する。

(形状)北側の一部に壁が残存する

のみでプランは不明確であるが、柱

穴配置か ら直径4.2mの 円形主体部

と推測される。

(覆土)暗褐色土を主体 とし、北側

では厚いところで40cln、 南側では全

体に薄 く、15clll程度である。住居の

新旧関係は土層断面ではなかなか判

断が難 しいが、一応71号住に切られ

ていると考えられた。

(床)配石や敷石はない。

(柱穴)対 ピットはPl・ 2、 柱穴

はP3～10の 計 9本程度であろ う。 図15 C葛5。 71住 柱穴配置図

5本の主柱穴間に 1～ 2本の小ピットが伴って壁柱穴を構成 している。

(炉)不明。71号住に切られたため欠失 しているのであろうと考えられる。

(壁)北側に71号住から連続する壁がある。傾斜の緩やかなだらだらした壁である。壁濤はない。

(遺物)堀之内 1式上器を主とする。21・ 22は ミニチュア土器。23は環状の石製品。24は石鏃、25・ 26は石鏃状

フレイク。27は磨石である。

(時期)堀之内 1式期か。

C-67号住居址 (第97・ 311・ 312図、図版78・ 186)

(位置)A12・ 13B21グ リッド。C区中央、南斜面中位に位置する。

(形状)直径3.5mの 円形プラン。南壁を欠失するが、ほかの遺存状況は良好である。

(覆土)暗褐色土を主とした25cln程度の覆土。

(床)全体に硬化する。南西側、住居出入 り口部付近に埋甕が 1基ある (1)。 90× 80clnの 掘 り方に曽利Ⅳb式

の深鉢形土器を正位に埋設 している。

(柱穴)炉裏の 1本 と未検出の 2本による3本柱穴か。

(炉)60帥 四方の方形石囲炉で、20数 clnの 高さの礫 4枚を直立させて組み、炉石は完存 している。炉南側には隣

接 して地床炉があり、70× 40crnの楕円形に焼上が広がっている。石囲炉に較べて深さが浅いので、炉の重複では

なく、同時期の所産であろう。

(壁)急な立ち上が りをもち、壁濤が全周する。幅20～ 40cln、 深さ10crn未満である。

(遺物)1は曽利Ⅳ式の埋甕で、4区画の中に蛇行懸垂文を垂下させるが、 1面のみ 2本垂下させている。 3は

曽利 V式。 9は磨石である。

(時期)曽利Ⅳ式期。

C-68号住居址 (第98・ 312図 、図版79・ 186)

(位置)A12B20・ 21グ リッド。C区中央、南斜面の中位に位置 し、58号住に切られる。

(形状)炉llLが重複 し、また柱穴も2重の弧を描いているので、 2軒重複と考えられる。炉 1に伴 うものを68A

号住、炉 2に伴 うものを68B号住とする。A号住はプランが明確でないが、直径 6m程度の円形主体部と思われ

る。 B号住は主軸長6.5m、 交軸長 6mの 円形主体部をもつ住居址で、北側に弧状の敷石を敷設するが、原位置

を留める敷石は少ない。敷石がA号住の柱穴上を覆っていることから、B号住がA号住よりも新 しいことがわか

る。

(覆土)斜面上方の北側にわずかに覆上が残存するが、ほかはほとんどない。

(床)北側の壁際に残 り、敷石面が遺存する。敷石は鉄平石を主とし、柱穴をつなぐように直線的に敷設されて

いるようである。

(柱穴)A号住に伴 う柱穴はPl～ 10と 思われ、またB号住は対 ピット2本 (PH・ 12)、 主柱穴 4本 (P14・ 17・

20・ 21)で小 ピットが柱穴間に2～ 4本程度伴っている。主柱穴は58号住側にさらに 1本想定され、本来 5本 と

―-56-―
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思われる。主柱穴の規模は直径80～ 90cln、 深さ80

～90clnで ある。

(炉)主体部中央に重複 した炉址がある。炉 1は

60cln四方の隅丸方形の掘 り方で、焼上が堆積する

ものの炉石や炉体土器はない。炉 2は 70cln四方の

隅丸方形の掘 り方で、焼土は上面に薄く残る。い

ずれも斜面のために上層遺構を失ったものと考え

られる。

(壁)北側に残るのみで、壁濤はない。

(遺物)遺物量は少なく、ほとんどがB号住に帰

属する遺物と思われる。中期末 (3・ 5)が混入

するが、堀之内 1式土器が主と思われる。石器は

打製石斧 (9)、 磨製石斧 (10)、 石鏃 (12)、 石

皿 (13)、 磨石・凹石 (11・ 15)な どがある。

(時期)堀之内 1式期か。

C-69号住居址 (第99・ 313図 、図版79・ 186)

(位置)A13B19・ 20グ リッド。C区中央、南斜

面中位に位置する。

(形状)円形の柱穴列があり、さらに外側にも弧

状の柱穴配置がある。前者を69A号住、後者を69B号住 とする。B号住の柱穴間には328号土拡が重複 している

が、328号土J/A自 体がB号住の柱穴である可能性もある。新旧関係は判然としない。また334号土拡が重複する。

(覆土)ない。

(床)斜面のため遺存 しない。

(柱穴)A号住に伴 う柱穴はPl～ 11で 、うちPl。 2は

対ビットである。またB号住に伴 う柱穴はP12～Wの 6本

程度であろう。

(炉)確認されていない。

(壁)ない。

(遺物)遺物量は少ない。図示 した遺物は全てA号住内か

らの出土資料であり、堀之内 1式土器が見られる。

(時期)328号土拡は称名寺式新段階を合んでいることか

ら、B号住は称名寺式期か。またA号住は堀之内 1式期か。

そうであればB号住よりA号住が新しいということになる。

C-70号住居址 (第99。 100・ 313・ 314図、図版80・ 186・

187)

(位置)A13・ 14B24グ リッド。C区東側、南西斜面の上

位に位置 し、104号住と重複する。標高783m付近①

(形状)4,lm四方の隅丸方形。東亀をもち、遺存状況は

良好。

(覆土)黒褐色土、暗褐色上を主とし、北側では lm、 南

側では40crnの厚さがある。亀周辺、北西コーナー付近の覆

土中に礫が含まれている。南西コーナーには仄から約10CIn

浮いて焼土が逆三角形状に堆積 し、断面観察を行った。
図17 Cヽ9住 柱穴配置図

(床)厚さ5m未満の貼 り床がほば全面的に施され、南壁付近、北東コーナー付近に円形の掘 り方がある。

(柱穴)ない。

(竃)東壁の南寄 りに亀がある。燃焼部は80× 60clnの掘 り方をもち、壁から50clnほ ど突出して袖石が内傾 して立

てられる。袖石は30～ 40crnの高さをもち、上部には高さ調整のためと思われる小形の礫が載せられる。天丼石は

外されている。燃焼部中央には高さ20clnの支脚石が直立する。煙道部は壁から30crn突 出し、蓋石の一部が残る。
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(壁)やや急な立ち上が りをもつ。

(遺物)亀内に多くの出土遺物がある。土師器は甲斐型芥 (1～ 3)、 甲斐型 ?芥 (4)、 甲斐型皿 (5。 6)、

甲斐型甕 (10013～ 15)、 甲斐型小型甕 (■・ 12)、 ロクロ小型甕 (7)力 あ`る。須恵器には長頚重 (8・ 9)、 甕

(16)が ある。鉄製品には鎌 (19)、 刀子 (20)が ある。中でも16は内面に摩耗痕をもった破片で、転用硯の可

能性がある。また20には柄部に木製柄の痕跡が残る。17・ 18は縄文時代の混入で、18は土製匙の柄部である。

(時期)9世紀後半。

C-71号住居址 (第96・ 97・ 3140315図、図版77・ 78・ 187)

(位置)A14B17。 18グ リッド。C区中央、南西斜面上位に位置 し、65号住 と重複する。

(形状)プランは明確ではないが、直径4.5m程度の円形主体部であろうと思われる。北西側に敷石を敷設する。

(覆土)20～40clnの暗褐色土主体の覆土をもつ。

(廉)北西側を中′bに長さ3m、 幅lmの範囲で弧状の敷石がある。鉄平石を敷き、外周にも鉄平石を斜めに並べ、

縁石状にしている。東側、炉周辺にも鉄平石が散在するが、本来の敷設状況を留めていない。65号住を切ってい

るのであれば西側同様に敷石面が残存 しているはずであるが、逆に切られているような状況である。

(柱穴)Pll～ 18の計 8本程度が柱穴であろう。Pllは対 ピットの片方と思われる。

(炉)90× 100clnの 円形の掘 り方で、深鉢形土器を正位埋設 して炉体土器とする (1)。 石囲いは残っていない。

(壁)北側から西側にかけて緩やかな壁がある。壁濤は伴わない。

(遺物)土器は堀之内 1式を主とする。 1は炉体土器で、頚部付近が被熱のため細片化 している。石器には石鏃

(21)、 磨石・凹石 (16～ 24)、 石錘 (19。 20)、 石棒 (18)がある。

(時期)堀之内 1式期。

C-72号住居J止  (第 100。 315。 316図 、 図版80・ 187・ 188)

(位置)A13B26グ リッド。C区東側、南斜面の中位にあ り、標高784.5m付近に位置する。

(形状)南壁を欠くが、3.6m四 方の隅丸方形と思われる。北亀をもち、378号土拡が重複する。

(覆土)暗褐色土を主とした覆土で、30～60onの 厚さがある。また壁際には褐色上の三角堆積土が見られる。

(床)厚さ数clnの 貼 り本があり、その下部には東側を中心に円形、楕円形のビット状の掘 り方が多数見られる。

また中央付近の床面直上には礫が散在する。

(柱穴)ない。

(亀)燃焼部は lm× 70c14の楕円形の掘 り方で、左袖には高さ30clnの袖石 1個が直立 し、また右袖部には袖石を

抜き取った痕跡が見られる。また亀前方には亀に用いたと思われる礫が集中する。

(壁)傾斜 した壁面で、幅15～ 25cIB、 深さ10～ 159nの壁濤が全周する。

(遺物)主に亀内、南壁寄 りで出土 している。土師器は甲斐型必 (1・ 2・ 5)、 黒色土器芥 (3・ 4)、 甲斐型

皿 (6～ 10)、 甲斐型甕 (11～ 13)が ある。須恵器は甕 (15)、 重 (16)がある。14は異系統の甕である。 2・ 6・

8には底部外面に墨書がある。

(時期)9世紀後半。

C-73号住居址 (第85・ 86・ 316。 317図 、図版71・ 188)

(位置)A13・ 14B14グ リッド。C区西側、南西斜面の中位に位置 し、54号住、16号掘立と重複する。

(形状)南西側が不明瞭であるが、直径5,3m程度の円形主体部と思われる。

(覆土)全体に薄い。

(床)硬化面はない①北東側に小礫を主とした弧状配石があり、鉄平石や土器、石器も含まれている。

(柱穴)P9～ 12が主な柱穴で、小 ピットが伴 う。またC16掘立Pl・ 6も 本址柱穴と重複すると考えられる。

(炉)南西寄 りに直径130clnほ どの不整円形の掘 り方をもつ炉がある。石囲いや炉体土器はなく、焼土層の堆積

もない。

(壁)北側に緩やかな傾斜面がある。

(遺物)称名寺式上器を主とし、堀之内 1式土器もわずかに含まれる。石器は打製石斧 (15・ 16)、 磨石・ 凹石

(W～19)乃 あ`る。

(時期)称名寺式期。

C-74号住居址 (第101・ 317図 、図版81・ 188)

(位置)A14B14015グ リッド。C区やや西寄 りの緩やかな南西斜面中位に位置 し、59・ 75号住と重複する。

(形状)炉が 2箇所あ り、柱穴も2軒分ある。炉 1には内側の柱穴が伴い、部分的に配石、敷石をもつ (74A号
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住)。 プランは明確ではないが、直径 6m程度の円形主体部であろう。炉 2には外側の柱穴消よび壁が伴い、直

径6.5mの 円形主体部である (74B号住 )。 部分的な敷石がA号住に伴 うことから、B号住よりA号住が新 しいと

考えられる。

(覆土)一部残存する敷石面を床面とすると、覆土は約10m程度で浅い。

(床)北東側に小礫を並べた縁石、その内側に部分的な敷石があり、敷石には鉄平石が用いられている。これら

の敷石は2.5m程度弧状に並び、東側は75号住によって切られている。また全体に礫が散在 している。敷石面を

床面とすると硬化面はなく、また掘 り方面までは10CIn以上の貼 り床が存在 したことが推測される。

(柱穴)A号
住に伴 う柱穴

′よPl―や7で、

Pl・ 2は対

ピットである。

また B号住の

柱穴はP8～

14、 対 ピット

はA号住 と同

じくPl・ 2

で、 7本の主

柱穴十対 ビッ

ト2本の計 9

本が基本 とな

る。

(炉)炉 1は

直径90clnの不

整円形の掘 り

込み中に深鉢

形土器の胴下

半を正位に埋

設 した炉体土

器をもち、石

囲いはない。

また炉 2は炉

1に接 して存

在 し、80× 120onの 不整形掘 り方をもつ。石囲い、炉体土器はない。

(壁)北側から東側に残る。壁濤は伴わない。

(遺物)1が炉 1の炉体土器。それ以外は小片で、称名寺式から堀之内 2式上器が含まれる。堀之内 2式土器

(4～ 6・ 8)については、重複する75号住に帰属する可能性が強い。

ミニチュア土器は 5点あ り (14～ 18)、 いずれも破片資料である。石器は磨石・凹石 (22～ 25)、 立石状石棒片

(27)、 小形磨斧 (20)、 切目石錘 (21)がある。

(時期)堀之内 1式期。

C-75号住居址 (第101・ 318・ 319図 、図版82・ 188)

(位置)A14B15グ リッド。C区のやや西側、南西斜面中位にあ り、標高778.5m付近である。59・ 74号住と重

複する。

(形状)主軸長 6m、 交軸長6.3mの 横長の隅丸方形的な精円形の主体部。壁際に縁石状の礫の集中部がある。

(覆土)床面 レベルが定かではないが、掘 り方面までは20crn程度。

(床)硬化面はない。

(柱穴)西側が重複のためわか りにくいが、P15～23の 計 9本が柱穴で、P15・ 16は対 ビットであろう。炉体土

器が 3個の重複を示 しているが、柱穴には明確な重複はない。

ⅢⅢli C74A住

■lギ C74B住

物 C75住

図18 C-74・ 75住 柱穴配置図
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(炉)中央付近に110CIn四 方の隅九方形の掘 り方があ り、炉体土器 2個が正位埋設されている (1・ 2)。 また 2

の上部にはさらにもう1個の鉢形土器胴下半が置かれ、合計 3個の炉体土器の重複を示 している。石囲いはない。

(壁)東から北側に壁が残 り、幅150crn程 度の幅広の浅い壁濤状の凹みを伴っている。また西側にもそ うした凹

みが連続 し、壁の位置を示 している。

(遺物)1～ 3は炉体土器。その他は堀之内 2式土器を主とする。 4・ 6は堀之内 2式新段階で、 6は小形の注

目土器である。また25は土偶頭部。石器には磨石・凹石 (27・ 29)、 多孔石片 (28)、 石錘 (26)がある。

(時期)堀之内 2式期。

C-76号住居址 (第102・ 319・ 320図 、図版82・ 83・ 189)

(位置)A15B21グ リッド。C区中央やや東寄 り、南西斜面上位に位置 し、標高784m付近。

(形状)3,8× 4.lmの 隅丸方形で東亀。遺存状況は良好であるが、表土祭1ぎの際に南壁付近を削 り過ぎている。

(覆土)暗褐色土を主とし、15～50clnの厚さがある。北側上層には礫が多数含まれている。

(床)全体に貼 り床面があり、その下部には北東コーナーと南西コーナーを中心とした南壁寄 りのところに不整

形の浅い掘 り方 ピットがある。

(柱穴)ない。ただし竪穴外に小ピットがあり、不規則ながら全周 している。壁外空間の存在を示すものとも考

えられ、軒支えのピット、あるいは壁立ちに関わる柱穴と思われる。

(亀)東壁南寄 りに位置 し、燃焼部は lm× 50crnの精円形の掘 り方をもつ。袖石は壁から60clla突 出し、高さ40cln

ほどの立石が内傾 して立つ。亀の天丼石は煙道寄 りに 1枚遺存するが、他にはない。燃焼部中央には高さ22clnの

支脚石が直立 し、その上端には土師器甕底部が伏せられていた。この支脚上の土器については、甕の高さ調節の

ため、あるいは亀廃棄の際の祭祀行為にともなうものといわれている。本住居址では、土器の同一個体が亀外に

も存在 し、接合関係をもっている点、注意 しておきたい。煙道部は壁から30clnほ ど突出し、燃焼部底面から連続

的に立ち上がっている。

(壁)やや急な立ち上が りをもち、壁濤は全周する。壁濤は幅15clla、 深さ5 cln程度である。

(遺物)土師器は甲斐型芥 (1)、 黒色土器高台外 (2)、 甲斐型皿 (3・ 4)、 甲斐型甕 (6～ 13)、 甲斐型小型

甕 (12)力 あ`る。14は須恵器壷。15は鉄製刀子。 6～ 27の縄文土器と石器は縄文時代の混入品。

(時期)9世紀後半。

C-77堤矛tと堤]l■  (身争103・ 104・ 321^彰 324房召、 屁ζん反83・ 84・ 189・ 190)

(位置)A14B23・ 24グ リッド。C区やや東寄 り、南斜面中位にあ り、標高784m付近。

(形状)30～ 509n、 あるいはそれ以上の大形礫を多数用い、外周に巡らせている。その大きさは 7× 8mで隅丸

方形を呈 し、壁斜面にランダムに積み上げている。その内側に入れ子状に5.5× 5mの隅丸方形の主体部がある。

炉から南側の出入 り口部へ向けて廊下状の敷石があり、それを延長 した先に部分的な敷石があ り、外周の周堤礫

へと連続 している。さらに出入 り田部外側から等高線に沿って横方向に伸びるヒゲ状配石も見られる。なお本住

居llLの 炉南側には下層に別の炉があ り、さらに西北には周堤礫下層から炉が検出されている。前者に伴 う住居が

88号住、後者が110号住で、さらにいずれにも帰属 しない対 ピットが 1箇所あ り (88号住外周施設)、 最低 3軒は

重複 していることが予想される。なお周堤礫には遺跡地山中あるいは鰻沢にみられる赤褐色安山岩など遺跡周辺

の礫が用いられている。遺存状況は良好。

(覆土)深さは30～ 70c14で 、黒褐色土、暗褐色土を主とする。

(床)敷石面が床面 ンベルと考えられる。

(柱穴)Pl～ 9が主柱穴で、Pl・ 2は対 ピットと思われる。主軸線上、奥壁側に 1本、左右に 3本ずつ、対

ピットという構成である。柱穴は直径50～ 100on、 深さ70銅程度である。

(炉)炉体土器 (1)を もつ60cln四方の方形石囲い炉で、炉石は北側と東側の 2辺のみ残る。炉の掘 り方は浅い。

(壁)周堤礫の外側に緩やかな傾斜面がある。

(遺物)堀之内 2式新段階 (2・ 3・ 5～ 7・ 19・ 48)を中心とした堀之内 2式上器がまとまっている。また加

曽利 Bl式上器も1点ある (8)。 土製品には ミニチュア土器 (56～ 58)、 匙 (59)、 土偶 (61・ 62)が ある。61

は腕 と考えられるが確実ではない。また60は 円筒状の上製品で、孔を縦に3箇所、横に 2箇所もち、筒形土偶胴

部かと思われるがはっきりしない。石器には石鏃 (67～ 69)、 磨製石斧 (65・ 66)、 磨石・凹石 (70～ 87)、 石錘

(88～ 91)、 台石 (92)、 多子し石 (93)、 九石 (95)、 海浜石 ?(94)、 装身具 (63・ 64)力 あ`る。63・ 64は共にヒ

スイ製で、63は長さ2,9cln、 64は 2.3clnで ある。65の磨製石斧は柄への装着部がえぐれて磨かれておらず、装着位

置がわかる資料である。94は穿子しによって穿たれたような孔が数本斜めに貫通 し、海浜石の一種の自然石であろ
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うと思われる。なお、

図示 した資料には重複

した住居址の資料が混

在 している可能性が大

いにあ り、ここでは第

103図 の破線で囲んだ

内側の遺物のみ77号住

遺物 として図示 した。

(時期)堀之内 2式期。

C-78号住居址 (第 105・

325図 、図版85・ 190)

(位置)A12・ 13B26

グリッド。 C区東側、

南斜面中位に位置 し、

標高781.5m付近。98

号住に切られる。

(形状)北～西壁が遺

存 し、南壁は斜面のた

め、また東壁は98号住

との重複により失って

いる。主体部は主軸長

5m× 交軸長5.8mで、

精円形、または隅丸方

形プランである。

(覆土)北壁寄 りで深

さ309n程度で、南側ほ

ど薄い。

(床 )縁石の一部が中

央付近の北壁寄 りに見られる。

(柱穴)Pl～ 11の計11本が柱穴 と思われ、

5本の主柱穴 (Pl～ 5)の柱間に小 ビット

が加わった壁柱穴となっている。P10・ 11は

対 ビットであろうか。主柱穴は直径約70clYl、

深さ70～ 110clnと 大きい。柱穴の うちP2に
は掘 り方端に寄って直径25mの柱痕があり、

覆土は版築状につきかためた土層を呈 してい

た。

(炉)直径809n程度の不整円形。98号住に削

られたためか炉体土器や炉石は残っていない。

(壁)北側、西側では緩やかな立ち上が りと

なっている。壁濤はない。

(遺物)1は炉体土器。 2～ 13は堀之内 2式

土器。石器に磨製石斧 (17)、 石錐 (18)、 石

鏃 (20)、 磨石・凹石 (21～ 24)、 石錘 (25)、

石棒 (26・ 27)があるが、98号住に含まれる

であろう遺物も本住居llLに含んでしまってい

る。26は粘板岩製の小形石棒。

(時期)堀之内 2式期か。

第 1節  C区の遺構と遺物

■■ G77住

IIli C88住

%ク Cl10住

C88住外周施設物

図19 C-77・ 78・ 110イ主 柱穴配毛垂図
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C-79号住居址 (第106・ 107・ 326～329図 、図版85・ 190・ 191)

(位置)A15B22・ 23グ リッド。 C区中央やや東寄 り、南西斜面上位に位置する。

(形状)炉が 2箇所あ り、 2軒の重複である。炉 1に伴 うのが79A号住で、直径約5.5mの円形主体部 と思われ

る。炉 2に伴 うのが79B号住で、直径6× 7mほ どの円形主体部であろ う。両者はわずかにずれて重複する。さら

に79B号住の内側にピット列があ り、柱穴 乙考えられる(79C号住 )。

(覆土)暗褐色土を主とし、厚さ20～

10mと 全体に薄い。

(床)A号住には横長の礫を用いた縁

石が断続的に巡 り、その内側に鉄平石

の敷石が散在する。また小礫や土器・

石器も多く含まれている。 B号住には

そうした敷石はない。

(柱穴)図で示 したように 3重の柱穴

配置となる。79A住は9本十対ピット、

B住は 7本十対 ピットとなる。

(炉)A号住は100× 80cFnの 不整精円

形の掘 り方で、炉石、炉体土器はない。

B号住は 1× lmの不整円形で、A号

住の対 ビットと考えられるピットに切

られる。炉石、炉体土器はない。

(壁)A号住には北～東壁が存在 し、

緩やかな立ち上が りとなっている。B

号住には壁は残存 しない。

(遺物)遺物量は豊富で、ほとんどは

A号住に伴 うと考えられ、称名寺式新

段階から堀之内 1式上器が主となる。

またどちらへの帰属かはっきりしない

が、B号住の柱穴と重なった ピット中に斜位に完形の小形深鉢が埋設 してあった (3)。 16は瓢形土器。67～ 69

は ミニチュア土器で、67は必状。70は蓋。721よ土製垂飾品。石器には打製石斧 (73・ 74)、 石鏃 (77)、 浮子状石

製品 (76)、 磨石・凹石 (78～ 87)、 多子し石 (88)、 石皿 (89)、 丸石片 (90)がある。

(時期)称名寺新段階～堀之内 1式期。

C-80号住居址 (第 107・ 330図 、図版86・ 191)

(位置)A14・ 15B25グ リッド。C区中央やや東寄 り、南斜面上位に位置する。標高787m付近。

(形状)南北3,4m× 東西 3mの隅丸長方形。東竃をもつ。

(覆土)黒褐色土、暗褐色土を主とし、北狽1で809n、 南側で30clnと 厚い。遺構の遺存状況は良好である。

(床 )全体的に厚さ5 clnほ どの只占り床があ り、硬化 している。貼 り床下部には】ヒ東 コーナー部を中心に小 ピット

が、また南西コーナー部に直径1.5mほ どの不整円形の掘 り方が見られた。

(柱穴)柱穴はない。壁濤中に20～ 70clnの 間隔を置いて小ピットがある。

(亀)幅50crnで 、壁から70clnほ ど突出させて高さ30～ 359Yl程度の袖石を立てている。袖石は両袖とも良好に遺存

し、その上面には長さ70crn、 幅30clnほ どの天丼石 1枚が残る。燃焼部は lm× 70clnの 精円形の掘 り方で、中央に

は高さ28craの支脚石が直立 している。廉面から天丼石上部までは40gn程度、掘 り方面までは25cln程度である。煙

道部は壁から30craほ ど壁面をえぐったのち、50clnほ ど浅く、細長く突出させている。燃焼部覆土中には甕の破片

が多くみられた。

(壁)南 。西壁はやや傾斜をもつが、北 。東面はほぼ直立 した壁となっている。幅18cln、 深さ10CFrlほ どの壁濤が

全周 し、その中に小ピットがめぐる。

(遺物)土師器は甲斐型芥 (1・ 2)、 黒色土器外 (3)、 甲斐型土器皿 (4)、 ロクロ小型甕 (5)、 甲斐型甕

(6～ 9)がある。また鉄製品には刀子 (10)力 あ`る。11～ 14は縄文時代の石器で混入品である。

(時期)9世紀後半。
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C-81号住居址 (第69。 271図 、図版62)

(位置)A10B17・ 18グ リッド。C区中央、南斜面の下位に立地する。

(形状)32号住 と8の字状に重複する。炉が32号住に切られていることから32号住よりも古いと思われる。

(覆土)黒褐色土主体で、厚さは薄い。北側では32号住から連続するような遺物の分布がある。

(床)北壁寄 りに縁石らしい礫や敷石が散在する。

(柱穴)P12～20が柱穴と思われ、P17・ 18付近が対 ピットと思われる。

(炉)径90～ 100olnの 掘 り方で、焼土が皿状に堆積する。映や土器はないが、本来は方形石囲い炉であったと思

われる。

(壁)北壁がわずかに残る。

(遺7/」)後期初頭～堀之内 1式期の上器があり、特殊品として奥壁寄 りからミニチュア土器が出土している (16)。

石器には磨石 (17)、 多孔石 (18)がある。

(時期)堀之内 1式期。

C-82号佳居址 (第 103・ 330～ 332図 、図版86・ 191・ 192)

(位置)A14・ 15B25グ リッド。C区中央やや東寄 り、南斜面中位に位置 し、南側半分以上を段切 りによって削

除されている。また住居内東側には風倒木痕状 ピット (388号土拡)があ り、住居内を攪乱 している。

(形状)東西 7mで、南北は2.5m程度残存。現状では隅丸方形かと思われる。

(覆土)北壁際では20～30mの覆土をもつが、炉付近から南では覆土は失われていた。

(床)床面は北壁付近にのみわずかに残 り、他では遺存 していない。覆土中には小礫が多数見られ、部分的な敷

石をもつ住居であった可能性があるが、敷石住居と断言できない。炉周辺では掘 り方面まで掘 り下げたため、炉

石がほとんど浮いた状態であった。

(柱穴)388号土拡に重複 した深いピットとPl。 2が柱穴 と思われる。全体では 5本柱穴か。それ以外には柱

穴は確認できていない。

(炉)60crn四 方の方形石囲い炉で、 4枚の板石は完存する。炉内には焼土はほとんどみられなかった。南面の炉

石は南側へ押されるように大きく傾いている。炉体土器はない。

(壁)不明確な壁。

(遺物)中期末から後期、堀之内 2式期まで見られるが、主体をなすのは中期末である。コ状区画内に縄文を施

文するもの (1・ 6)、 加曽利 EⅣ式土器 (7・ 8・ 14・ 16)があ り、また後期初頭の称名寺式上器 (5・ 17・

18。 20)がある。石器には打製石斧 (32)、 磨石・凹石 (33～ 35)がある。

(時期)中期末～後期初頭。

C-83号住居址 (第109・ 332図 、図版86・ 192)

(位置)A12・ 13B16グ リッド。C区中央やや西寄 り、緩やかな南西斜面中位に位置する。

(形状)壁はなく、柱穴のみで、41号住に大きく削られている。対 ピットがあ り、出入 り口部が斜面下方を向い

ている。住居の規模は推定で直径 6mの円形主体部である。

(覆土)な し。

(床)遺存 していない。

(柱穴)対 ピット2本 (Pl・ 2)十主柱穴 5本 (P3～ 7)で、主軸線上、奥壁の柱穴および両脇の柱穴中に

はビット底面に礎石が入れられている。奥壁柱穴は 1枚のみであるが、両脇の柱穴には鉄平石を 3～ 4枚ほど組

み合わせて柱穴を受ける形となっている。すべての柱穴になく奥壁側のみとする理由は定かではないが、掘 り方

内地山の土質状況の違いに起因するのであるうか。柱穴は直径60～ 90crn程度、深さlm程度で、規模が大きい。

また柱穴間に 1本ずつピットが存在する。なお断面観察でP4のみ柱痕が観察できた。

(炉)な し。

(壁)な し。

(遺物)称名寺式～堀之内 1式土器があ り、前者が量的にやや多い。石器には打製石斧 (14・ 15)、 石鏃 (17)、

小形磨製石斧 (16)力 あ`る。

(時期)称名寺式期か。

C-84号住居址 (第110・ 111・ 333・ 334図 、図版87・ 192)

(位置)A14B24グ リッド。C区やや東、南斜面中位に位置する。

(形状)直径約 6mの 円形主体部で、南側が100号住と重複する。火災住居である。
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(覆土)北壁際の深いところで掘 り方面まで20～ 30clnあ り、炉の南付近では覆土はほとんどない。弧状の縁石の

外側に炭化材や灰が多 く見られた。礫 と同 レベルで存在する。

(床)北壁に縁石が弧状に巡 り、その内側に鉄平石の敷石が部分的に存在する。また小礫 も散在する。南側には

図22 C駕 4・ 100住 柱穴配置図

敷石はない。炉協には礫を多数含む直径1.6mほ ど

の上拡状のビットが存在する。炉よりも古く、掘 り

方段階でのビットと思われる。

(柱穴)対 ピット2本 (Pl・ 7)十主柱穴 5本

(P2～ 6)で、主柱間に 2本程度の小 ピットを伴

う。柱穴は直径80cln、 深さ90m程度である。

(炉)直径90crn程度の円形の掘 り方中に深鉢形土器

胴部下半を正位に埋設 した炉体土器がある (1)。 直

径179n、 高さ1 lclnで ある。

(壁)北側約半分に壁が残る。柱穴上端から緩やか

に立ち上がる。

(遺物)中期末から堀之内 2式土器が多いが、主と

なるのは堀之内 2式である。 1は炉体土器。 2は大

形の深鉢形土器、 4は重形土器、 7は注口土器。48

は土器片に切目を入れた土錘状土製品。石器には凹

石 (52・ 53)、 石錘 (55・ 56)があ り、55には紐状

の炭化 した痕跡が残る。

(時期)堀之内 2式期。

C-85号住居址 (第 111・ ■2・ 334・ 335図 、図版87。 88・ 193)

(位置)A15B26グ リッド。C区東側、南斜面上位にあ り、23号濤に切られる。

(形状)主体部は4× 4.2mの 円形で、斜面下方の南壁を欠くが、概ね遺存状態は良好。

(覆土)北壁付近で6094ほ どの覆土があ り、南側では薄い。南壁を除 く壁際に30～ 50cF4ほ どの楕円形の礫で作ら

れた縁石が不規則に並ぶ。また敷石として用いられた鉄平石が縁石内側に散在 し、遺物も礫間に分布する。

(床)縁石を外 したところ、西壁際に北敷石の一部と見られる列石が見つかった。柱穴間を結がように、約 lm
の長さで直線的に敷かれている。石材には細かな鉄平石片が用いられている。また炉周辺にも部分敷石があ り、

床面 レベルを知ることができる。

(柱穴)柱穴はPl～ 9で、Pl・ 2は対 ビットであろう。柱穴は直径40～ 50on、 深さ40cra程度である。

(炉)主体部中央付近に方形石囲い炉がある。70× 50crnの長方形で、主軸方向に長辺を向ける。炉石はほぼ完存

し、内部に深鉢形土器の胴下半を炉容土器として正位に埋設 してある。また炉周辺には鉄平石により敷石が部分

的に敷設される。

(壁)南壁以外は存在 し、緩やかな傾斜面となっている。

(遺物)称名寺式～堀之内 2式上器が混在する。 1は炉体土器。 3は小形の円筒形土器で、胴部上下に 1対の紐

かけ用把手が向かい合わせにある。 4は ミニチュア土器。11・ 12は称名寺式土器、 6～ 9は堀之内 1式土器、 5

は堀之内 2式土器。石器には横刃形の素1片石器 (21)、 磨製石斧 (22)、 磨石・凹石 (23～ 30)、 石鏃 (31～ 34)

がある。

(時期)称名寺式期か。

C-86号住居址 (第114・ 336図 、図版88・ 193)

(位置)A16B25・ 26グ リッド。C区東側、南西向き斜面上位にある。

(形状)東西3.5m× 南北3.2mの 隅丸方形。東竃をもつ。西側に攪乱が入 り、西壁の半分を失っている。

(覆土)東壁付近で40cln、 西壁付近で15clnの 覆土をもつ。

(床)全体に数CInの 貼 り床があり、また円形、不整円形の掘 り方 ピットが多数みられる。

(柱穴)柱穴はない。

(亀)東壁、中央やや南寄 りに石組み亀がある。東壁に接 して70× 50o4の 精円形の掘 り方があり、袖石の一部が

遺存するものの、電周辺、前面に石材がまとまっている。天丼石・支脚石はなく、大半の構築材は移動 している

と思われる。煙道の掘 り込みはない。
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(壁)西壁の一部を除き、良好に遺存 し、やや急な立ち上が りとなっている。また壁濤が東壁と南壁の亀寄 りの

部分を除いて存在する。幅15～ 20cln、 深さ10CIn程度である。壁濤内には小 ピットがある。

(遺物)1～ 5は 甲斐型甕、 6は 甲斐型小型甕、 7は須恵器壷、 8は須恵器甕片である。

(時期)9世紀後半。

C-87号住居址 (第113・ 114・ 386図 、図版89・ 193)

(位置)A ll・ 12B12グ リッド。C区西側、南西斜面下位に位置 し、南西側を46号住に切られる。

(形状)壁は北側にわずかにあるのみ。

(覆土)ほ とんどない。

(仄)硬化面はない。

(柱穴)Pl・ 2が柱穴と思われ、南側に関しては177・ 200号土拡付近が柱穴で、計 4本柱穴と考えられる。

(炉 )140× 190onの精円形の掘 り方で、中央付近に方形石囲い炉の炉石かと思われる礫が集中している。被熱し

て細片化 している。

(壁)北側にわすかな立ち上が りがある。

(遺物)1は炉の南西にまとまっていた土器で、埋設土器であった可能性もある。隆線による区画内に縄文を充

填 した重形土器。 2・ 4は 曽利V式土器。

(時期)曽利 V att。

C-8碍住居l■  (第 103・ 104・ 337^v339図、 図版83・ 193・ 194)

(位置)A14B23・ 24グ リッド。南西斜面中位にあ り、77・ 110号住 と重複する。新旧関係は110→88→77(新 )

である。

(形状)方形石囲炉に伴 う住居を88号住、はば同一主軸線上にある対 ピットに伴 うひとまわ り大きな柱穴列(P

17～22)を 88住の外周施設 とする。後者は住居の可能性もあるが、対 ピット周辺以外に柱穴が並んでいないこと

から、住居llLにはならないと思われる。直径6.5mの 円形主体部と想定される。

(覆土)77号住の下層にあ り、炉の石囲いは77号住敷石の直下に露出していた。

(床 )88号住に伴 うのか77号住に伴 うものか判然としないが、西側に小礫を柱穴内側に配 した配石がある。また

鉄平石数片がわずかに見られ、敷石住居であったことがわかる。

(柱穴)柱穴はPll～16であろう。

(炉)炉は70× 80clnの 長方形石囲炉で、内部に深鉢形土器胴下半を正位埋設 した炉体土器がある (2)。 石囲い

は 4辺 ともほば完存 し、正面の炉石に接 して丸石状の礫が設置されていた (45)。

(壁)東 。北側にのみ遺存 し、緩い傾斜面をなす。

(遺物)77号住下層遺物 と88号住に含まれる遺物を88号住遺物として図示 した。 したがってA号住 とB号住を厳

密に区別 していない。また77号住の遺物も混入している。中期末～堀之内 2の土器がある。 2・ 11・ 12等は堀之

内 1式上器、 3・ 12～ 15・ 20・ 24・ 25は 2式上器で、炉体土器も器形から堀之内 2式 と考えられる。したがって

全体では 2式土器が卓越 している。大形破片である2が B号住内からの出土であることから、Bは堀之内 1式期

であろうか。31は土偶で、胴部片。石器には医石・凹石 (33～ 39)、 石錘 (41～ 43)、 多孔石 (44)、 丸石 (45・

46)がある。41は切目石錘、46は77号住周堤礫の起点部に設置されていた棒状の自然石である。

(時期)A号住は堀之内 2式期。B号住は断定 しがたいものの堀之内 1式期としておきたい。

C-89;矛 t二月]l■ (傷el13・ 339・ 340優贄、 図均冗89・ 194)

(位置)A14・ 15B22・ 23グ リッド。C区中央やや東、緩やかな南西斜面中位に位置 し、標高は784.5m付近。

(形状)主軸長 4m、 交軸長 6mの精円形主体部で、出入 り口部付近のピットのあ り方から張 り出し部があるよ

うにみえる。

(覆土)北東側で20clnの覆土があるほかはほとんど遺存 していない。

(床)北東の壁際、柱穴付近に鉄平石の敷石が部分的に遺存する。敷設状況は明らかではなく、原位置を保って

いるのかどうかも判然としない。木面掘 り方には大小のピットが多数あり、平面図を複雑にしている。

(柱穴)P3～ 7の 5本が主柱穴であろう。またPl・ 2は対 ピットで、さらに外側にP8・ 9か らなる張 り出

し部があ りそうである。また柱穴間には 1～ 2本程度の小ピットが伴っている。

(炉)主体部中央に深鉢形土器胴下半を正位に埋設 した炉体土器をもつ炉の掘 り方がある。70× 90clnの精円形の

掘 り方で、炉石は全く遺存 していない。

(壁)出入 り口付近を除き、掘 り方の立ち上が りが全体的にあ り、北東側には壁がわずかに存在する。
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(遺物)堀之内 2式上器を主とする。 1は炉体土器。 3は重形の ミニチュア土器。10は大形の注口土器。堀之内

2式でも新段階の5・ 18～20の上器片が存在する。石器には石鏃 (32)、 磨石・凹石 (30・ 31・ 33)力 あ`る。

(時期)堀之内 2式期。

C-90:チ t二月∃l■  (身舒115。 116・ 341-343ε]、  優ζん夏90。 91 ・ 194・ 195)

(位置)A16B26グ リッド。尾根筋に近い、南西斜面の最上位に位置 し、標高は790m付近。調査区外にかかる

ように確認されたため、住居部分のみを拡張 して調査した。

(形状)炉址が 4箇所ある。炉 1は炉体土器 2個をもち、コの字状に巡る敷石が伴 う (A号住 )。 炉 2は炉 1の

西側にあり、プランは不明確である (B号住)。 炉 3は炉 1の北側に接 し、炉体土器を伴 う (C号住 )。 炉 4は炉

1の南側に接 し、90A号住のプランとほとんど重複する (D号住 )。 このように炉だけで 4箇所あ り、 4軒の住

居llLの 重複と考えられ、また炉 1には 2回の居住が想定できるので、最大 5軒の重複の可能性をもつ。A号住は、

敷石の様相から3× 3.5m程度の隅丸方形プランと考えられるが、円形の壁が部分的に本住居址に伴 う可能性が

あり、直径 5m以上の円形主体部となるかもしれない。 B号住は直径 4m程度の円形主体部と思われる。C号住

は直径4.2m程度の円形主体部と思われる。D号住は直径 6m程度の円形主体部で、検出されている壁のほとん

どは本住居に帰属するであろう。住居の構築順序は明確ではないが、B・ D号住が炉体土器を失っていることか

ら古く、A号住は最終段階の敷石を伴 うことから最新である。 B号住とD号住の前後関係は全く不明である。 し

たがって (B・ D)→ C→ Aと いう順と考えられる。

(覆土)最 も覆上が残る東側で、掘 り方面まで30cln程度。南西側ではほとんど覆土はない。

(床)90A号住は敷石面が方形に存在するので、床面 レベルがわかる。敷石は大きいもので長辺が30～ 50crnの鉄

平石を長辺をつなぐように直線的に敷き並べ、 1～ 1,8mの 敷石を 3辺設けている。また周囲には小礫が散在 し

図23 C-90住 柱穴配置図

ている①

(柱穴)図示 したような重複状態でA号住に伴 う柱穴

は対ピット+5本 と思われる。またB号住に伴 う柱穴

も対ビット+5本であろう。またC号住に伴 う柱穴は

6本で、本来は対 ピット2本 +7本であろう。またD
号住に伴 う柱穴は 7本であろう。

(炉)A号住の炉 1は 100× 709nの橋円形の掘 り方に

胴下半を正位に埋設 した炉体土器 2個 (1・ 2)を も

ち、石囲いはない。 B号住の炉は直径50cra程度の円形

の掘 り方で、炉体土器、石囲いはない。C号住の炉 3

は直径70clnの 円形の掘 り方中央に正位の炉体土器を 1

個もつ。石囲いはない。D号住の炉4は 90× 70crnの 精

円形の掘 り方で、炉体土器、石囲いはない。

(壁)D号住に伴 うと思われる壁が東から北側にある。

緩やかな傾斜面である。

(遺物)炉以外の遺物の住居への所属関係は不明であ

るが、最新の住居であるA号住にほとんどの遺物は帰

属するだろう。 1・ 2は炉 1、 3は炉 3の炉体土器。

1の 口縁部と思われる破片も炉内から出土 した。堀之内 1・ 2式土器が混在 し、中期末もみられるが、堀之内 1

式が卓越 している。 4は瓢形土器で、紐掛け突起が上下に付く。50は釣手部、51は蓋。55は大形の大珠形の垂飾

りで、石材はヒスイではなく、黒味がかったマイロナイ トである。石器には打製石斧 (52)、 磨製石斧 (54)、 石

鏃 (56)、 磨石・凹石 (57～ 63・ 66)、 石錘 (64・ 65)な どがある。

(時期)A号住は堀之内 1式新段階か。

C-91号住居址 (第116・ 117・ 343・ 344図 、図版91・ 195)

(位置)A14・ 15B13・ 14グ リッド。 C区西狽1、 傾斜がかな り緩 くなった南西斜面の中位に位置 し、標高は

777.5m付近。

(形状)ひ とつの炉の掘 り方内に4個の炉があ り、4軒程度の建て替えが予想できるが、柱穴配置からは 2軒分

がわかる程度である。また 4つの炉も東側に炉体土器を伴 う炉 1・ 2が、また西側に焼土のみの炉 3・ 4がそれ

ぞれ近い位置にあ り、 2軒分の柱穴と対応するものと思われる。ここでは外側の住居を91A号住、内側を91B号

篤
○

|=i C90A住

11i C90B住

夕勿移 C90C住

″ケろC90Dt上
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住とし、A号住に炉 1・ 2が、またB号住に炉 3・ 4が伴 うと考えたい。A号住は直径 6～ 7mの隅丸方形主体

部で、外側に壁濤を伴 う。主軸方向が不明で、南西側かあるいは南東側が出入 り口部であろう。 B号住は直径 5

m程度と思われ、入れ子状にA号住内に収まる。住居の切 り合い関係は不明であるが、炉体土器が残る方が新 し

いとすると、B号住をA号住が切っていると考えられる。551・ 554号土拡が重複する。

(覆土)10crn程度の覆土で、全体に非常に浅い。

(床)91A号住に伴 うと思われる敷石や配石のごく一部が遺存するのみである。

(柱穴)重複関係が複雑なため、図に示 した。91A号住に伴 うのが11本で、B号住に伴 うのが10本、対 ピットは

P3-C551土拡付近であろう。

(炉)土拡状のビット内上層に炉

3・ 4があ り、その縁に炉 1・ 2

がある。炉 1・ 2は ともに深鉢形

土器胴下半を正位に炉体土器とし

て埋設する。その新旧関係は不明

であるが、炉 1の方が土器の縁の

レベルが高 く、より新 しいと考え

られる。つまり炉の構築1頁は (炉

3・ 4)→炉 2→炉 1と なる。

(壁)壁濤の立ち上が りがあるの

夕欠 。

(遺物)中期末～堀之内 1式上器

がある。炉 1・ 2は炉 1・ 2の炉

体土器。石器は凹石 1の み。

(時期)A号住は堀之内 1式期で、

B号住は不明であるが、おそらく

堀之内 1式期に収まるであろ う。

C-92号住居址 (第■8・ 344図 、

優ζ均更92・ 196)

(位置)A17B24グ リッド。 C区 図24 C→ 1住 柱穴配置図

中央やや東側、尾根筋上にあたる南斜面の上位に位置する。

(形状)約3.5m四 方の隅丸方形で、東亀をもつ。重複はなく、遺存状況は良好。

(覆土)斜面側の東壁付近で40c14、 その反対側の西壁付近で109nほ どと浅い。

(床)全体に 5 cra程度の貼 り床があり、その下部には中央から西狽1にかけて不整形の掘 り方ピットが多数みられ

る。

(柱穴)床面に小ピットがいくつかみられるが、柱穴はない。

(亀)東壁、南東コーナー寄 りに亀がある。70× 90crnの楕円形の掘 り方で、袖石・天丼石・支脚石は完全に失っ

ている。煙道部は壁から30onほ ど突出し、燃焼部底面から連続的に移行している。

(壁)やや急に立ち上がる。壁濤は全周する。

(遺物)遺物量は少ない。土師器は甲斐型外 (1)、 甲斐型皿 (4・ 5)、 黒色土器杯 (3)、 甲斐型甕 (6)、 甲

斐型小型密 (8)がある。 7はネ体部外面に文字をもつ墨書土器片である。

(時期)9世紀半ば。

C-93号住居址 (第118・ 345図 、図版92・ 196)

(位置)A17B24・ 25グ リッド。C区中央やや東側、尾根筋上にあたる南西斜面上位にあり、92号住のす ぐ隣に

位置する。

(形状)南北3,8m× 東西4mの隅丸方形で、東亀をもつ。遺存状況は良好。

(覆土)深いところで35m、 浅いところで109n程度の覆土をもつ。覆土中には礫が散在する。

(床 )全体に 5 crn程度の貼 り床があり、その下部にはコーナー部を中心に掘 り方 ピットがある。

(柱穴)打 ピヽットはあるが、柱穴はない。

(竃)東壁、やや南寄 りに石組み竃がある。壁に接 して直径90clnほ どの掘 り方があり、壁から60crrlほ ど出して袖
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石を 2個ずつ並べて直立させ、両袖石、支脚石がほぼ揃っている。袖石は高さ30cln未満の礫を直立させ、燃焼部

中央やや壁寄 りに高さ24c14の 支脚石が直立する。上端部は平坦で、土師器甕片が載せられている。天丼石はない。

煙道部は壁から10mほ ど突出する。

(壁)やや急に立ち上がる。壁濤は全周 し、幅20～ 25o4、 深さ10cn程度である。

(遺物)土師器は甲斐型不 (1・ 3・ 4)、 甲斐型高台芥 (5)、 甲斐型皿 (7)、 甲斐型甕 (8～10)がある。

2は 甲斐型的な放射状暗文をもつ外であるが、模倣的である。 4・ 6・ 7には体部・底部外面に墨書がある。そ

のほか縄文の石器がある。

(時期)9世紀半ば～後半。

C-94号住居址 (第1190345図 、図版93・ 196)

(位置)A15B18。 19グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面の中位に位置 し、標高は782m付近。

(形状)主軸長3.4m× 交軸長3。 7mの円形。遺存状況は良好。

(覆土)17cln程度の覆上がある。

(床)全体に硬化する。

(柱穴)4本柱穴で、炉裏のやや浅いピットも柱穴の可能性はあるが、住居の規模からすれば、また構造的にも

4本柱穴で十分であろう。柱穴は直径30～ 40cFn、 深さ30～ 45cln程度である。

(炉)奥壁寄 りに lm× 90cltの方形の掘 り方がある。炉石は全 くないが、本来は方形石囲い炉であろう。

(壁)壁濤が全周 し、壁濤下端から斜めに壁が立ち上がる。柱穴は壁濤に接するか、あるいは壁濤内に入 り込ん

でいる。

(遺物)中央付近からわずかに出土 している。 3・ 4は 曽利V式、 2・ 5は区画内に縄文施文を行ったもので、

加曽利E式的。 7は曽利Ⅳb式。石器は磨石 1のみ。

(時期)曽利 V式期か。

C-95号住居址 (第119・ 346図 、図版93・ 94・ 196)

(位置)A15B19・ 20グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面中位、94号住の東側に位置する。

(形状)直径5,2mの 円形。南壁は斜面のために存在 しない。

(覆土)全体に薄 く、】ヒ壁寄 りで15clnで炉以南にはない。

(床)炉周辺および炉の奥壁側に遺存する。

(柱穴)5本柱穴である。ほとんど壁に接 して存在 し、柱穴の半分以上が壁濤内にかかっている。

(炉)奥壁寄 りにあり、方形石囲い炉が完存する。60～70mの板状の礫を横に直立させ、85c14× lmの方形に組

んでいる。炉石の高さは25～ 309nで、上面は未面から10CIn以上の高さにある。また掘 り方底面は炉石上面から約

53crnで ある。

(壁)壁濤の下端から短 く立ち上がる。壁濤は欠失する南側を除き全周する。幅34～ 50cln、 深さ10数 CIlaで ある。

(遺物)住居形態から明らかに曽利式期の所産であるが、曽利式上器は少ない (1・ 9)。 そのほか後期の土器

が混入 している。石器は磨石 (13・ 14)、 石鏃 (15。 16)がある。

(時期)曽利 V式期。

C-96号住居址 (第120～ 122・ 346～ 348図 、図版93・ 196)

(位置)A16B22グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面の上位に位置 し、109号住 と重複する。また南西側に

は114・ 116号住が接する。

(形状)109号住とは入れ子状、あるいはわずかにずれて重複 し、本住居址に伴 う敷石が遺存することから109号

住よりは新 しいことが確実である。また本址に伴 うと思われる炉が 2箇所あ り、壁濤も2重に巡っていることか

ら、96号住だけでも2軒の重複を示 している。ここでは炉 2と 内側の壁濤に伴 う住居を96A号住、炉 1と 外側の

壁濤に伴 う住居を96B号住とする。A号住は直径4.3m程度の円形主体部、B号住は直径約4.5mで、ともに傾斜

のため南壁が欠失する。主軸方向が明確ではないが、南あるいは南西方向ではないかと思われる。切 り合い関係

については、断面観察では炉 2が新 しい。つまりB号住よりA号住の方が新 しいと考えられる。

(覆土)中央付近で厚さ約30mあ り、暗褐色土を主とする。

(仄 )】ヒ～耳ヒ東の壁際に円弧状に敷石がある。柱穴に内接するように鉄平石を主に並べ、詰め石に小礫を多数用

いている。縁石はない。また炉周辺にも部分的な敷石がある。ほかに敷石周辺には小礫が散在 している。

(柱穴)A号住の柱穴は図示 した12本 と思われ、約1.2m間隔で環状に巡る。対 ピットは明確ではないが、Pl・

2付近であろう。また柱穴をつなぐように幅30～ 60cln程度の壁濤がある。 B号住の柱穴は部分的に 3～ 4本 しか
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わからない。幅20cln程度の壁濤が東側に伴 う。

(炉)炉 1は直径110on程 度の不整形の掘 り方。

炉 2は直径90cln程 度の円形掘 り方で、ともに焼

土堆積があるのみであ り、炉石は存在 しない。

炉 1の周囲には敷石があ り、炉 2の上にかかっ

ていたが、断面観察では炉 2が炉 1を切ってい

る。

(壁)と もにない。

(遺物)こ こでは 2軒の重複を考慮 していない

が、大半の遺物はA号住に伴 うものであろ う。

中期末、称名寺式上器が混入しているが、主体

は堀之内 1式上器である。石器には打製石斧

(54)、 磨製石斧 (55)、 石錘 (56)、 石棒 (57)、

多子し石 (58・ 59)、 凹石 (62・ 63)、 九石片 (61)、

石錐 (60)力 あ` り、主に敷石周辺部から出土 し

ている。

(時期)A号住は堀之内 1式期。 B号住は不明

であるが、同 じ頃であろう。

C-97号住居址 (第 112・ 348～ 350図 、図版94・ 優]25  C-96・ 109tと  た主アく酉己εttБ畳

197)

(位置)A14・ 15B26グ リッド。C区東側、南斜面上位の標高786.5m付近、85号住の南側に隣接する。

(形状)主軸長5.5× 交軸長6.5mの精円形主林部。中央を23号濤に切られ、南側を段切 りによって削られる。

(覆土)全体に浅 く、北側の深いところでも掘 り方まで10数 clnでぁる。北壁際に長さ1,6m程度の縁石および周

lHlに敷設された敷石が遺存する。また周囲には小礫や鉄平石の小片が散在 している。縁石付近からやや多くの遺

物が出上 している。

(床)鉄平石の敷石は縁石の内外に見られ、縁石上端のレベルで85号住側の外狽1に敷設されているが、外側の敷

石については85号住の出入 り口張 り出し部の敷石である可能性が考えられる。

(柱穴)P10・ 11が対 ビット、P12～16が主柱穴。支柱穴 (小 ピット)ははっきりしないが、一部の柱間に 1本

程度想定される。柱穴は直径100～ 130cln、 深さ60～90clnと 大規模である。

(炉)中央に直径1209nの 不整形の掘 り方がある。炉の中央付近を23号濤に攪乱されるなど遺存状況は不良で、

炉体土器や石囲いは存在 しない。図中の礫は地山から露出した大形礫である。

(壁)南壁 と東西壁の一部を欠くものの、ほかは良好で、緩やかな斜面となっている。

(遺物)特記すべきなのは33・ 34の点紋片岩製の小形石棒で、両者は奥壁部の柱穴中央付近の上層、床面 レベル

付近から近接 して出上 し、33は 2片に破損 していた。33は長さ22cln、 34は 25clnで完存する。土器には中期末～堀

之内 1式上器が見られるが、堀之内 1式土器がやや多い。27は釣手上器の釣手部。28は土偶脚部である。石器に

は石棒のほか、磨製石斧 (32)、 打製石斧 (29・ 30)、 石鏃 (31)、 多孔石 (35・ 36)、 磨石・凹石 (37～ 44)が あ

る。

(時期)堀之内 1式期か。

C-98号住居址 (第 104・ 105・ 350図 、図版197)

(位置)A12・ 13B26グ リッド。C区東側、斜面中位に位置 し、78号住、393号土拡 と重複する。78号住 との切

り合い関係は明確ではないが、炉の残 り具合からすると78号住を切っている。

(形状)ピ ットから推定すると直径3.5mほ どの円形主体部であろう。

(覆土)全体に浅い。

(床)】ヒ側に縁石の一部、鉄平石の敷石部材が散在 し、いくつかは原位置を留めていると思われる。

(柱穴)P5・ 12～17が柱穴で、P5・ 12は対 ピットである。直径30cln程度の小形 ビットを主とする。

(炉)40× 30clnの 小整形の掘 り方内に炉体土器が 2個埋設されている (1。 2)。 1の方が新 しく埋設されたも

のであるも

(壁)ない。ただ壁濤と思われる箇所が北側に存在する。
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(遺物)1・ 2は炉体土器。78号住 との境界が微妙なため、他の遺物は78号住の ところで図示 し、分布図を掲げ

た (第 104図 )。 敷石間に見 られる石器はほとんど78号住で図示 している。

(時期)堀之内 2式期。

C-99号住居址 (第123・ 350図、図版95。 197)

(位置)A13・ 14B19グ リッ ド。 C区中央、南斜面中位に位置する。

(形状)5.5× 4.5mの 隅丸方形で、東・ 南壁を欠失する。また317号土拡が重複する。

(覆土)ほ とんど遺存 しない。

(床 )】ヒ壁際を除き、ほとんど欠失 している。

(柱穴)Pl～ 10が主な柱穴であろ う。また北西 コーナー付近には柱穴を結が ように幅20cln程度の壁濤がある。

(炉)炉の位置にC嗚 17号土拡があ り、遺存 しない。

(壁)北～西壁がわずかに存在する。緩やかな傾斜面である。

(遺物)土器には中期末～堀之内 2式までの上器片があるが、本址の時期は不明である。

(時期)住居の平面プランからすると堀之内 2式期かもしれない。

C-100号住居址 (第 110・ 351図、 図版83・ 84・ 197)

(位置)A14B24グ リッド。 C区やや東、南斜面中位に位置 し、84号住 と重複する。

(形状)直径 6m程度の円形主体部かと思われる。

(覆土)な し。

(床 )な し。

(柱穴)Pl・ 8が対 ピット、 2・ 3・ 9～ 11が柱穴と思われる。

(炉)不明。

(壁)な し。

(遺物)中期末～堀之内式土器までが見られるものの、時期を明確に示す資料はない。石器には多孔石 (10)、

石鏃 (8)、 小形磨斧 (9)、 凹石 (13)な どがある。

(時期)堀之内式期か。

C-101号住居址 (第 123・ 124図 、図版95)

(位置)A14B23・ 24グ リッド。C区中央やや東、南西斜面中位にあ り、77・ 88・ 110号住の耳ヒ側に重複する。

(形状)炉を中心としたピットを住居の範囲とし、プランは不明確。直径5.5～6mの円形主体部であろう。炉に

427号土拡が重複 し、住居内に387・ 661号土拡がある。

(覆土)ほ とんどない。

(床 )な し。

(柱穴)Pl～ 3、 387号土拡が柱穴であろう。

(炉)90× 60cllaの不整形の掘 り方で、炉石や炉体土器はない。

(壁)な し。

(遺物)ない。ただし柱穴 と思われる387号土拡中からは称名寺 2式上器が出土 している。

(時期)称名寺式期か。

C-103号住居址 (第 124・ 351図、図版95・ 197)

(位置)A14B6・ 7グ リッド。C区西側、緩やかな西斜面下位に位置する。

(形状)南・西壁を失っているが、直径 4m程度の円形主体部であろう。

(覆土)東・北側で109n程度で、南・西側にはなく、全体に浅い。

(床)硬化面はない。炉周辺に大形の円礫を中心にした鉄平石の小片のまとまりがあ り、敷石の一部とも考えら

れる。

(柱穴)10本程度が柱穴と思われるが、全体に浅く、確実な柱穴とは思われない。

(炉)中央付近に90× 70crnの 円形の炉 と思われる掘 り方があるが、焼土粒は少ない。

(壁)北～東壁に緩やかな立ち上が りがある。

(遺物)非常に少ない。図示できたのは中期末～堀之内式土器が数片あるのみ。

(時期)堀之内式期か。

C-104号 住居址 (第 125・ 351図 、図版96・ 196)

(位置)A15・ 16B26グ リッド。C区東側、南西向き斜面上位に位置 し、70号住 と重複する。
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(形状)遺構確認の段階で炉と思われる焼土址が検出されたため、周囲のビットを含めて住居址とした もので、

プランは不明確。おそらく直径5.5m程度の円形主体部であろ うが、住居か否か判断が難 しい。

(覆土)な し。

(床)敷石面や硬化面はない。

(柱穴)Pl～ 7が柱穴で、Pl。 2は対 ピットであろ うと思われる。またP3は覆土中に礫を入れた ピットで

ある。いずれも柱穴としてはやや浅い。

(炉)50× 6091aの 円形の浅い掘 り方で、炉石や炉体土器はない。

(壁)な し。

(遺物)堀之内 1式土器片や土製蓋、石鏃 (11)、 砥石 (12)な ど少量の遺物がある。

(時期)堀之内 1式期か。

C-105号住居址 (第 125・ 352図 、図版96。 198)

(位置)A16B9・ 10グ リッド。 C区西側、緩やかな西向き斜面にあ り、住居中央を26号薦に切られる。

(形状)南北3.4mの隅丸方形で、東亀をもつ。住居址全体の3/4は 欠失すると考えられ、亀のある東辺のみが遺

存 している。

(覆土)厚さ20cln程 度ある。

(床)全体に 5 cra程度の貼 り床をもつ。

(柱穴)な し。

(亀)東壁中央やや南寄 りにある石組み亀で、両袖石 と手前の天丼石 1枚が残る。燃焼部の掘 り方は100× 80cln

で、壁より60cln程 度袖を突出させ、高さ約40onの礫を直立させて幅409nの 空間を作っている。煙道部は壁から20

Crnほ どの浅い掘 り方をもつ。

(壁)亀南側では直立ぎみであるが、ほかは緩い傾斜である。毛部を除き、幅10～ 15cln、 深さ5 cln程度の壁濤が

巡る。

(遺物)図示できたのは亀内出上の甲斐型甕胴部のみである。

(時期)9世紀後半頃か。

C-106号 住居址 (第 126・ 127・ 352図 、図版96・ 198)

(位置)A15・ 16B18グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面中位に位置 し、117・ 118号住 と重複する。

(形状)直径 5m程度の円形主体部で、炉から北東側の遺存状況は良好で、敷石の一部がある。また炭化物が多

く見られ、火災住居 と思われた。

(覆土)北東側の壁寄 りではわずかに存在するが、他はほとんどない。

(床)鉄平石の敷石が部

分的に遺存する。本来は

柱間に並べたものであろ

う。また床面付近に炭化

物が多く見られる。

(柱穴)Pl～ 9の 9本

を主柱穴とし、奥壁側で

は 1～ 2本の小 ピットが

ある。また主柱穴をつな

ぐように壁濤が巡る。対

ピットはPl・ 2である

う。

(炉)直径70crnの 円形の

掘 り方で、北と西側の一

部の炉石が残 り、底部を

正位埋設 した小形の炉体

土器がある。

(壁)南側を除き良好に

遺存 し、壁濤を伴 う①壁 図26 C106・ 117・ 118住 柱穴配置図
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濤の下端から緩やかに立ち上がる。壁濤は幅約20～80on。

(遺物)中期末～堀之内 2式上器があるが、主体は堀之内 1式であろ う。 1は小形深鉢で、胴部に 3単位の文様

をもつ。石器には磨石・凹石 (14～ W)、 石棒 (18・ 19)、 石鏃 (20)がある。 これ らの中で18の石棒は炉 と奥壁

の中間の集石に混 じって出土 した。

(時期)堀之内 1式期か。

C-107号 住居址 (第 127・ 128・ 353図 、図版97・ 198)

(位置)A15B17グ リッド。 C区中央、緩やかな南西傾斜面中位に位置 し、112号住 と重複する。

(形状)4.5× 5,5mの 精円形の主体部。112号住 との前後関係は明確ではないが、112号住の炉体土器 と較べると

屁§27  C-107・ 112tと  木主テく西己檀垂屁電

本llLが新 しいと思われる。

(覆土)全体にほとんどない。

(床)敷石はない。

(柱穴)図示 したように 5本の主柱穴

+2本の対 ビットで構成され、わずか

に柱の位置をずらして新旧ピットがあ

り、ともにPl・ 2を対 ピットとする。

柱穴間の小 ピットは明確ではない。

(炉)中央に70× 1009nの楕円形の掘

り方があり、土器底部を正位に埋設 し

た炉体土器をもつ。石囲いは存在 しな

い。

(壁)北～東壁のわずかな立ち上が り

がある。壁濤はない。

(遺物)1は 炉体土器。器形からする

と堀之内 2式期か。他の上器片は中期

末～称名寺式上器である。

(時期)堀之内 2式期か。

C-108号 住居址 (第 128・ 353図 、図版

98・ 198)

(位置)A14・ 15B16・ 17グ リッド。

C区中央、緩やかな南西斜面中位に位

置する。

(形状)直径4.2mの 隅丸方形に近い円形主体部。炭化物が多いことから火災住居か。

(覆土)北東壁寄 りにわずかにあるのみで、全体的にはない。

(木 )北東壁寄 りに一部遺存し、奥壁付近の床面付近には炭化物が多く見られる。また東壁付近には鉄平石の敷

石がわずかに存在する。

(柱穴)壁際に多数みられるPl～ 11が主な柱穴で、対 ピットはPll付近であろう。

(炉)床面中央に90× 70clnの精円形の掘 り方がある。炉体土器や炉石はない。

(壁)北東側にわずかな立ち上が りが残る。壁濤はない。

(遺物)量は非常に少ない。中期末～堀之内 1式上器が見られる。

(時期)堀之内 1式期か。

C-109号住居址 (第120～ 122・ 353・ 354図、図版198)

(位置)A16B22グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位に位置 し、96号住に切られる。

(形状)直径約 6mの 円形主体部で、壁際を残 して入れ子状に重複する96号住によってはとんどの床面を削平さ

れている。

(覆土)数 clnの 薄い覆土。

(床 )弧状に残るのみ。

(柱穴)図示 した 5本が主柱穴であろう。

(炉)96号住に切られ、欠失する。

干|!Ⅲ C107A住

士11l C107B住

%夕 Cl12住
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第1節  C区の遺構と遺物

(壁)南壁を除きほば存在する。緩やかな傾斜面である。壁濤は伴わない。

(遺物)柱穴内を中ザbに、中期末、加曽利 EⅣ式土器が主に出土 し、称名寺式や堀之内式上器が少数混入してい

る。25は蓋。26～29は打製石斧、31は石棒。

(時期)加 曽利 EⅣ式か。

C-110号住居址 (第103・ 354・ 355図 、図版199)

(位置)A14B23グ リッド。南西斜面中位にあ り、77・ 88号住と重複 し、切られている。

(形状)77号住の周堤礫下から検出された。77・ 88号住の掘 り方に収まっているのでプランは明確でない。西壁

から4m程度の円形主体部と推測される。

(覆土)77号住西壁の多量の周堤礫直下。

(床)西～】ヒ壁にかけて壁際に弧状に並べた配石と部分的な敷石が遺存する。敷石は長さ3mにわたって壁際の

ビットに内接、あるいは外接 し、石器が多数含まれる。

(柱穴)P3・ 23～28が柱穴で、対 ビットはP3・ 28であろう。直径30～ 50cra、 深さ50～60m。

(炉)直径60crn程度の円形の掘 り方中央に胴部下半を正位に埋設 した炉体土器がある。石囲いは失っている。

(壁)北側の壁は斜めの緩斜面である。それ以外は77号住の掘 り方で削られている。

(遺物)と は炉体土器。他には堀之内 1・ 2式が見られる。石器には石核状フレイク (11～ 13)、 石鏃 (15)、 磨

石 (16・ 17)、 多子し石 (18)、 垂飾 り (19)、 石錘 (20～ 24)がある。

(時期)堀之内 1式期。

C-111号住居址 (第129・ 355図 、図版98・ 199)

(位置)A15・ 16B9・ 10グ リッド。C区西側、尾根中央部の緩やかな西向き斜面にある。

(形状)壁はないものの、ピットの配列から直径 5m程度の円形主体部であろう。傾斜方向からすれば西側に出

入 り口部が存在するものと思われる。

(覆土)な し。

(床)存在 しない。

(柱穴)Pl～ 9が柱穴か。

(炉)110× 80clnの精円形と70× 80clnの 円形の掘 り方。炉石などは遺存 していない。

(壁)な し。

(遺物)図示資料は中期末と思われる土器片である。

(時期)中期末～後期前半か。

C-112号住居址 (第127・ 128・ 355・ 356図、図版97・ 199)

(位置)A14・ 15B17グ リッド。C区中央、緩やかな南西傾斜面中位に位置 し、71・ 107号住、359土拡と重複す

る。

(形状)壁がないものの、柱穴配置から推浪1すると5.5× 6mの円形主体部であろう。107号住を切ると思われる。

71号住 との前後関係は不明。

(覆土)ほ とんど遺存 しない。

(床)北東の推定壁付近に小礫が散在 し、また敷石として用いられた鉄平石も数片認められるので本来は敷石が

壁際に敷設されていたのであろう。

(柱穴)主柱穴 5本 +対 ピット2本 (P3・ 4)で構成され、対 ピットには重複が認められることから2回の建

て直 しとも考えられる。

(炉)120× 80cllaの精円形の掘 り方内に小片化 した炉体土器をもつ。また炉石の一部が遺存する。

(壁)ない。

(遺物)1は堀之内 1式の炉体土器で、小片化 している。他の破片には中期末から称名寺式も見られる。22は紐

掛け状の把手をもつ瓢形土器。27も その小形品である。石器には石棒 (31・ 32)、 凹石 (33)、 石鋏 (35・ 36)、

磨製石斧 (29)な どがある。

(時期)堀之内 1式期。

C-113号住居址 (第 129。 356図 、図版98・ 199)

(位置)A16B10グ リッド。C区西側、尾根中央部の緩やかな西向き斜面にある。

(形状)方形石囲い炉周辺にピットが多数存在する範囲を住居llLと した。直径4.2m程度の円形主体部であろう。

(覆土)ない。
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(床)ほ とんどないと思われる。

(柱穴)Pl～ 8が柱穴か。

(炉)50cln四 方の方形石囲い炉で、炉石は被熱で小片化 している。また床面は炉石上端 レベルであったと思われ

るが、炉石下端まで露出している。

(壁)な し。

(遺物)中期末の土器が少量出土 している。

(時期)中期末と思われるが、柱穴配置は後期前半的である。

C-114号住居址 (第120～ 122・ 356～ 358図 、図版99・ 199・ 200)

(位置)A15。 16B21・ 22グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位にあり、116号住 と重復する。

(形状)炉が 2箇所ある。炉 1は石囲いが残 り、炉 2よ りも新 しい。炉 1に伴 う114A号住は、 5本主柱穴から

なる直径 5mの 円形主体部をもつ。炉 2に伴 う114B号 住は壁がないものの柱穴から直径約 4mと 思われる。ま

た本住居は116号住 之西側が重複 している。A号住は火災住居である。

(覆土)北側の深いところで約30crnあ り、南側ほど薄 くなっている。

(床)敷石は明確ではないが、直線的に小礫を並べたものが 2箇所あ り、柱間をつなぐように多角形 (5角形か )

図28 C-114・ 116住 柱穴配t垂図

に巡らされていたと思われる。

(柱穴)図示 した11本がA号住に伴 う柱穴 と

思われ、 5本の主柱穴十対ビット2本の柱間

に 1本づつの小 ビットが配置する。主柱穴は

直径 1～ 1.2m、 深さ1.2～ 1.5mで、奥壁の

ピット底面には鉄平石の礎石が入れられ、対

ビット中の鉄平石もその可能性がある。また

P3の中央には炭化 した柱の一部が遺存 して

いた。直径20cln、 長さ10Crnで、円柱の床面上

に露出していた床に近い部分が炭化 したもの

と思われる。分析の結果ではクリと判明して

いる。また主柱穴とした柱穴は多くが 2重に

重複 し、 2回の建て替えが推測される。 B号

住の柱穴配置はA号住 と全く同 じで、B号住

を拡張 したのがA号住である。柱間の小 ビッ

トは直径30～ 50crn、 深さ30on程度である。ま

た柱を結ぶように壁濤がある。出入 り口側を

除いて存在 し、幅約309nで ある。 B号住に伴

う柱穴は 6本程度で、直径50cm程度の小規模

なものである。

(炉)炉 1は70× 100clnの 掘 り方内に深鉢形土器胴下半部を正位に埋設 した炉体土器をもち、方形石囲い炉の東

西 2辺を残す。断面にも微妙ではあるが炉 1が 2を切っている状況が見られる。炉 2は直径70mの円形の掘 り方

中に正位の炉体土器を埋設する。石囲いはない。

(壁)A号住の壁は壁濤からの立ち上が りがわずかに残っている。また B号住の壁はない。

(遺物)1は炉 1の炉体土器。 2は炉 2の炉体土器。Aの方が新 しいため、図示 したほとんどはA号住に伴 う遺

物であろう。堀之内 1・ 2式土器があるが、炉体土器をは じめとして堀之内 2式が多い。43は注目土器の把手 と

思われる。石器は豊富で、磨製石斧 (48～ 51)、 石鏃 (52・ 53)、 磨石・ 凹石 (54～ 61)、 石錘 (66～ 70)、 石皿

(71)、 小形石棒 (72)、 有頭石棒 (73)な どがあり、ほかに石製垂飾 り (46・ 47)力 あ`る。石錘はいず漁も横長

橋円形の小礫の上下に打ち欠きを入れたもの。石棒はいずれも敷石付近からの出土である。

(時期)A号住は堀之内 2式期。

C-115号住居址 (第 130・ 358図 、図版99・ 200)

(位置)A15B22グ リッド。C区中央やや東、緩やかな南西斜面上位に位置する。

(形状)4.8× 4.Omの隅丸方形の主体部で、斜面方向の南西側に、幅約 2mの張 り出し部状のビット列が約1.5

m突出する。北東側を除き、壁の立ち上が りはない。

=III Cl14A住

ri■ Cl148住

%笏 Cl14C住

%%Cl16住
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(覆土)炉から奥壁側にわずかな覆上がある。

(床)敷石などの床材は皆無である。

(柱穴)Pl～ 10が柱穴で、主体部の壁際に密に並んでいる。対 ピットはPl・ 2で、その外側に張 り出 し状の

ビットが存在する。

(炉)主体部中央に約70cln四方の隅丸方形の掘 り方があ り、土器底部を利用 した炉体土器が正位に埋設 されてい

る。

(壁)北東側では柱穴上端から立ち上がるわずかな壁がある。

(遺物)遺物量は少ない。1は炉体土器。 3～ 5は堀之内 2式。 7は ミニチュア土器である。 8は石鏃。 9は磨

石 。

(時期)堀之内 2式期。

C-116号住居址 (第120～ 122・ 358図 、図版99・ 200)

(位置)A16B21～23グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位に位置 し、114号住 と重複する。

(形状)壁が北側にわずかに残るのみであるが、柱穴からプランを推測すると直径5.2mの 円形主体部 と思われ

る。114号住 との前後関係は、■4号住の敷石が残るためそれ以前と思われるが、本址の炉石は114号住内にあ り

ながらほ″ゞ全形をとどめている。

(覆土)北壁付近で数anぁ るが、ほかはほとんど存在 しない。

(床)敷石の石材はわずかに認められるが、明確な敷石はない。

(柱穴)図示 した13本で、対 ピット2本 (P4・ 5)であろう。

(炉)90on四方の方形石囲い炉で、中央に胴下半部を正位に埋設 した炉体土器をもつ。

(壁)北側にわずかに遺存 し、緩やかな傾斜面となっている。

(遺物)炉体土器 (1)以外は小片である。 9は破片に孔を穿った有孔土器片。石器は磨製石斧 (11)のみ。

(時期)堀之内式期か。

C-117号住居址 (第126・ 127・ 359図 、図版96。 97・ 200)

(位置)A15・ 16B18グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面中位に位置 し、106・ 118号住 と重複する。

(形状)106号住の炉南側に焼土を多量に伴 うビットが検出されたため、住居l■を設定 した。106号住の厚下に柱

穴をもち、炉との前後関係は炉の方が新 しいと判断されることから、106号住よりも古いと考えられる。

(覆土)ほ とんど遺存 しない。

(床)硬化面は残っていない。

(柱穴)P10～ 20が柱穴と思われる。

(炉)掘 り方は140× 100clnで 、ピット上部に焼土が堆積する。このピットは118号住の柱穴と思われる。

(壁)な し。

(遺物)土器片が数片あるのみ。すべて中期末と思われる。

(時期)中期末と思われるが、ピットのあ り方からは後期堀之内式期の可能性も考えられる。

C-118号住居址 (第126・ 359図 、図版96・ 97)

(位置)A16B17・ 18グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面中位に位置 し、106・ ■7号住、452・ 469・ 520号

土拡 と重複する。

(形状)106・ ■8号住に切られ全形は不明であるが、直径5m程度の隅丸方形かと思われる。

(覆土)】と側で10数cmの厚さがあるが、全体では非常に薄い。

(床)硬化面はない。

(柱穴)P1021～ 23の 4本柱穴か。

(炉)炉はないが、炉の想定される付近に452号土拡があ り、中から曽利Ⅳ式上器片が出ている。452号土拡自体

が炉であった可能性もある。

(壁)】ヒ側にわずかに残 り、一部壁濤を伴 う。壁濤は幅20～ 30crnで ある。

(遺物)曽利Va式期を主とするが、いずれも周辺部からの出土で、本llLに確実に伴 うとは言い難い。

(時期)曽利Va式期か。

C-11嗚住居l■ (第 130・ 131・ 359～362図 、 図版100。 200・ 201)

(位置)A15・ 16B16グ リッド。C区中央、傾斜が非常に緩やかな南西斜面上位に位置 し、120号住と重複する。

(形状)主軸長6.5m× 交軸長7.8mの楕円形主体部を呈す。主軸方向は南西側で、北西側の奥壁寄 りには縁石と
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敷石の一部が遺存する。120号住の対 ビットが炉裏に位置するほか、いくつかの120号住の柱穴が重複 している。

縁石の遺存状況や、120号住の炉を切っている様子から120号住より新 しいことがわかる。

(覆土)炉裏から奥壁にかけて20～ 30crnの 覆上がある。

(床)長さ50～ 60clnの棒状の縁石を柱穴に内接するように並べ、その内側に鉄平石の敷石を敷 く。またその周囲

では小礫や土器片が集中する。

(柱穴)Pl～ 11が柱穴であろう。またPl・ 2は対 ビットで、他にも補助的な小 ピットがある。

(炉)主体部中央付近に、50～ 60cln四方の方形石囲い炉がある。炉正面側の礫を除き、 3辺の石囲いは存在する。

炉の掘 り方は直径110crn程度の円形で、炉体土器はない。

(壁)北～東側に緩やかな壁が見られる。また柱穴をつなぐように壁濤が一部認められる。

(遺物)遺物量はやや多く、ほとんどが奥壁の縁石・敷石付近から出上 している。中期末～堀之内 1式上器が見

られるが、主体は堀之内 1式であろう。 6な どの称名寺式上器は120号住に帰属するものと思われる。62～66は

土製円板。67は土錘状土製品。68・ 691ま土製蓋。70～79は崇1片石器、または打製石斧片。80～891よ磨石・凹石。

90は丸石。91・ 92は石棒である。

(時期)堀之内 1式期。

C-1201矛 tと月∃l■  (第 132・ 363^V365膠電、 優ζん叉100・ 201・ 202)

(位置)A15・ 16B16。 Wグ リッド。C区中央、傾斜が非常に緩やかな南西斜面上位に位置 し、119号住と重複

する。

(形状)6.3× 6.2mの 円形主体部で、主軸方向は傾斜方向の南西側である。119号住に炉の中央から南西側を切

られているものの、全体に遺存状況は良好である。北東側の壁寄 りに弧状の周礫があ り、敷石の一部も見られる。

(覆土)約30crnの覆上がある。

(床 )奥壁側には弧状に小礫や土器片が巡 り、

敷石の一部と思われる鉄平石の床材が数片認め

られる。

(柱穴)対 ビット2本 (Pl・ 2)辻 主柱穴 5

本 (P3～ 7)からな り、柱穴間には壁薦が見

られ、小 ビットがいくつか存在する。主柱穴は

全体に規模が大きく、直径100～ 110cln、 深 さ

120～ 130onで ある。

(炉)119号柱の壁に切られ半分以上を欠失す

る。 1辺709n程度の隅丸方形の掘 り方で、炉石

や炉体土器は遺存 していない。

(壁)H9号住に切られた南西側を除 き、緩や

かな壁が存在する。壁際には幅20～ 100cln程度

の壁濤が存在する。

(遺77J)土器は小破片が多く、中期末～堀之内

1式期までが見られるが、主体は称名寺式土器

である。石器には磨製石斧 (75)、 打製石斧

(78)、 磨石・凹石 (79～ 85・ 87～ 89)、 多子し石

(86)、 石皿片 (90)な どがある。大半は壁際の周礫付近の出上である。

(時期)称名寺式期。

C-121号住居址 (第133・ 365図 、図版101・ 201)

(位置)A15・ 16B17グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位に位置 し、120・ 122号住 と重複する。

(形状)壁がなく、プランは不明確である。 ピットから推測すると、直径4.5～ 5mの 円形主体部で、おそらく

主軸方向は南西側かと思われる。

(覆土)ほ とんど遺存しない。

(床)硬化面や敷石はない。

(柱穴)ピ ットは多数存在するが、柱穴は不明確。主柱穴はPl～ 5の 5本か。

(炉)122号住のピットに切られ、半分を失 う。一辺70cln程度の隅丸方形の掘 り方をもつ。

ⅢⅢi C121住

■

'C122住

優]29  C-121・ 1224と  た主穴酉己εttε召
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(壁)ない。

(遺物)曽利 V式、加曽利 EⅣ式の土器片がわずかにあるのみである。

(時期)曽利 V式期か。

C-122号住居址 (第133・ 365図、図版101・ 202)

(位置)A16B17グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位に位置 し、118・ 121号住 と重複する。

(形状)壁がなく、プランは不明であるが、ビットから直径4.5m程度の円形主体部と思われる。

(覆土)ほ とんどない。

(床)敷石や硬化面はない。

(柱穴)P6～ 12が柱穴か。P6・ 7付近が対 ピットで、主柱穴はP8～ 12の 5本程度であろう。

(炉)ピ ットに切られ、約半分のみ残存する。一辺90CIn程度の不整隅丸方形の掘 り方である。

(壁)な し。

(遺物)称名寺～堀之内 1式上器の小片がわずかにある。12は石棒片で、薄い輪切 り状に破損 している。

(時期)堀之内 1式期か。

C-123号住居址 (第134・ 365・ 366図 、図版101・ 202)

(位置)A16・ 17B12グ リッド。C区西側、尾根中央部の緩やかな西向き斜面にある。

(形状)5× 5.8mの 円形プラン。南西方向に主軸をもち、埋甕 1個を埋設する。

(覆土)中央から奥壁寄 りで20cln程 度の覆土がある。

(床)硬化面はない。奥壁右側の床面状に長さlm、 幅50onの 板状の礫があ り、下に小礫による詰め石があり、

上面はほぼ水平に保たれていた。祭壇状の石組みの一種であろ う。埋甕は90× 130onの 精円形の掘 り方に正位で

埋設され、底部には打ち抜きが見られた。

(柱穴)Pl～ 5の 5本が主柱穴であろう。

(炉)120～ 130clnの 円形の掘 り方で、石囲いは遺存 しない。

(壁)東～北に良好な壁がある。壁濤はない。

(遺物)6は埋甕で、直径25cln、 高さ27craの 曽利V式の深鉢形土器である。 3は入 り組み状のモチーフをもつ鉢

か。■には蛇行沈線文があ り、やや古手である。16は土偶で、両腕を斜め上にあげたいわゆる「バンザイ土偶J

で、中期末の特徴を示 している。石器は少なく、凹石 (17)、 石鏃状石器 (18)が ある。

(時期)曽利Va式期。

C-124号住居址 (第135・ 366図 、図版101・ 202)

(位置)A16B20グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面の中位に位置する。404・ 408号土拡 と重複する。

(形状)直径約3.5mの 円形主体部。

(覆土)北東側にわずかに存在するが、全体的にほとんどない。

(床)敷石などはない。

(柱穴)対 ピットはPl・ 2で、P3～ 7が 5本構成の主柱穴と思われる。柱穴は直径約30～ 40cln、 深さ50～ 60

cln。

(炉)直径609nの 円形の掘 り方内に深鉢底部を正位に埋設した炉体土器をもつ。炉石はない。

(壁)東壁の立ち上が りがわずかに存在する。

(遺物)1は炉体土器。 2は注口土器で、ともに堀之内 2式 と思われる。

(時期)堀之内 2式期。

C-125号住居址 (第 135・ 366図 、図版102・ 202)

(位置)A16B23・ 24グ リッド。C区中央やや東側、南西向き斜面上位に位置する。441号土拡が重複する。

(形状)炉周囲のピットの分布を住居址 として設定 したが、プランは不明。炉を中心とした直径 5m程度の範囲

を本址の範囲としておく。

(覆土)ない。

(床)敷石はない。

(柱穴)ピ ットは多数存在するが、柱穴配置の見当がつかない。

(炉)直径約70clnの 円形の掘 り方。炉石や炉体土器はない。

(壁)な し。

(遺物)中期末と思われる土器の小破片がわずかにあるのみ。
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(時期)不明。

C-126号住居址 (第 136・ 366図、図版102・ 203)

(位置)A19B22グ リッド。 C区中央やや東側、緩やかな南西斜面の上位に位置する。林道ののり面に断面が見

えていたので調査を行った。

(形状)林道によって耳ヒ側2/3以上を欠失する。一辺 3m以上の隅丸方形プランである。

(覆土)約20c14の黒褐色土を主とする。

(床)全体的に硬化 していた。貼 り床下部の調査は行っていない。

(柱穴)な し。

(亀)な し。

(壁)東と南には壁が存在する。

(遺物)平安時代の住居l■ であるが、平安期の遺物はない。縄文時代の混入遺物があるのみ。

(時期)平安時代か。

C-127号住居址 (第 136・ 367図、図版102・ 203)

(位置)A17B19グ リッド。C区中央、尾根筋付近の南西向き斜面上位に位置する。保存地区内ではあるが、埋

土保存が決まる前に調査を行った。

(形状)東西3.5m、 南北3,2mの 隅丸方形。東亀をもつ。遺存状況は良好。

(覆土)10～20crnの黒褐色土を主とした覆土をもつ。

(床)厚 さ数onの貼 り床が全体的にみられ、床面上は全体に硬化 している。北西コーナー付近に lm四方の間仕

切 り状の濤がL字状にある。また床下には、南壁寄 りに径70cln程 度の掘 り方 ピットがみられる。

(柱穴)西壁中央付近に壁濤にかかるように 2個のビットが存在する。出入 り口施設の可能性が考えられる。

(亀)東毛で、東壁中央付近に石組み亀をもつ。燃焼部の掘 り方は直径70cm程度の精円形で、天丼石、袖石は遺

存 していないが、石を据えた痕跡がみられる。電周囲には袖石や天丼石 と同規模の板状の礫が存在することから、

意図的に亀が破壊された可能性がある。ただ燃焼部中央には高さ21cln程 度の支脚石が直立 して存在する。

(壁)やや急に立ち上がる。壁濤は南壁東寄 りの一部を除き全周する。幅約15～ 30cln、 深さ約 5～ 15cln。

(遺物)1～ 4は甲斐型土師器杯。 1の体部外面には墨書がある。 5は甲斐型甕底部。 7は支脚石。 8は鉄製鎌。

(時期)9世紀後半。

C-128号住居址 (第 136・ 367図、図版103・ 203)

(位置)A19B19グ リッド。C区中央部、林道北側の尾根北斜面側に存在する唯一の住居で、北西向き斜面上位

の尾根中央付近に位置する。プレハブ設置の際に住居の一部が確認されたため、部分的に急きょ調査を行った。

(形状)全体の1/4程度を調査し、柱穴らしきビットが壁際に並んで検出された。主体部の全形は不明であるが、

おそらく直径4.5m以上であろう。

(覆土)20～30crnの厚さがある。

(床)全体的に軟質で、敷石はない。

(柱穴)ビ ットが 5本検出されている。それらのうち 1本は直径60～80on、 深さ70～ 90clnで 、ほかの2本は支柱

穴であろうか。

(炉)ない。

(壁)東南側にわずかな立ち上が りがある。

(遺物)中期末の上器 と堀之内 2式上器があり、後者が量的にやや多い。石器には凹石 (15)、 石棒片 (16)が

ある。

(時期)堀之内 2式期か。

C-129号住居址 (第137・ 138・ 368図 、図版104・ 203)

(位置)A10・ 1l B 29グ リッド。C区東側、南斜面の下位に位置 し、 7・ 130号住と重複する。

(形状)柱穴確認段階の当初、129・ 130号住は 1棟のロングハウス的な掘立柱建物址 と考えられ、「 2号掘立J

「 4号掘立」と命名して調査された。 しか し130号柱の中央付近に石囲い炉が検出され、柱穴の配置も明確になっ

て分離できることが明らかとなるに及び、住居番号を付け直 した。129号住は主軸長7.2m× 交軸長 6mの推定円

形主体部である。130号住 との前後関係は、130号住の方が新 しい。

(覆土)】ヒ壁寄 りでは10数 crnの 覆上があったが、南狽1では傾斜に沿って欠失 している。

(床)北壁付近には本来の床面、あるいは掘 り方面が遺存するが、それ以外では存在 しない。
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(柱穴)P13～ 18

の6本が主柱穴で、

Pll・ 19ん 茂`寸ピッ

トと思われる。た

だP19は前方に突

出し、Pllと イよ不

揃いとなっている。

まソtP13と P181こ

は底面に礎石が入

れられている。傾

斜度の強い立地の

ために不安定とな

る側の柱穴を強固

なものとした工夫

であるう。柱穴は

直径100～ 110crn、

深さ110～ 130clnと

大形である。柱穴

のいくつかを断面

観察 したところ、

P16と 19に は本主朔棄

が観察できた。

(炉)ま ったく痕

跡がない。

(壁)北側に壁の 屁ζ30  C-129・ 1304と たとケく酉己起垂屁登

立ち上が りがある。緩やかな傾斜面である。

(遺物)中期末～堀之内 2式上器の小破片がある中で、堀之内 1式がやや日立つ。15・ 16は釣手上器の釣手部。

23は土偶。25は凹石、26・ 27は石鏃。

(時期)堀之内 1式期か。

C-130号住居址 (第 137・ 138・ 368・ 369図 、図版103・ 104・ 203)

(位置)A10・ 1l B28・ 29グ リッド。C区東側、南斜面の下位に位置 し、129号住と重複する。

(形状)主軸長 6m× 交軸長 7mの精円形主体部。中央付近が風倒木痕によって攪乱される。また炭化材の遺存

状況から火災住居 と思われ、重複部分に本住居址に帰属する炭化材があることから129号住よりも新 しいことが

わかる。

(覆土)暗褐色土を主体 とし、南側では約50clnの 覆土がある。覆土上部には約2.5mの 列石がみられたが、これ

は後世の畑境の区画と思われる。また北東壁寄 りに多数の礫がみられた。一部は床面上の縁石の可能性もあるが、

ほとんどは廃棄されたものである。

(床)床面は遺存 していない。また敷石はない。北東壁際に柱穴を結ぶ方向に 2本の炭化材が焼土とともに遺存

した。

(柱穴)Pl～ 10、 あるいは11が本llLに ともな う柱穴で、 うちP8・ 9は対 ピットである。直径はいずれ も約 1

m、 深さは深いもので130～ 140clnと 大形である。P7と P10には底面に礎石がみられ、また対 ピットの両者には

小礫を根石状に置いて礎石と同じ意味を持たせている。

(炉)方形石囲い炉で、奥壁側を除 く3方の炉石が遺存する。ただいずれも大きく傾き、特に正面側の南側への

傾き方は激 しい。早い段階での表上流失に伴 う影響であろう。正面側の炉石は高さ55crnと 大きく、相当深い切 り

垣峰状の炉であったことがわかる。炉体土器はない。

(壁)北側に緩やかな壁が残る。

(遺物)柱穴内を中心に遺物がみられる。土器は堀之内 2式古段階を主とする。 5は ミニチュア土器。石器には

打製石斧 (7)、 磨石 。凹石 (8～ 12)、 多孔石 (13)な どがある。
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(時期)堀之内 2式古段階 (2観のか。

2.掘立柱建物 と出土遺物

1～ 16号掘立のうち2棟が欠番であるため、14棟の掘立柱建物が確認されている。時期別では縄文時代 7棟、

平安時代 6棟、近世以降 1棟である。縄文時代の掘立柱建物llLには 1間 ×2間の長方形を呈すものと、 1間 ×2

間あるいは 2間 ×3間に棟持ち柱をもち亀甲形を呈すものがある。時期的には中期末～堀之内 1式期と考えられ

る。12～16号掘立が弧状に配置され、ひとつのまとまりを示 している。また 8010号掘立はやや離れて独立的に

存在 し、見方によっては先のまとまりとは別の弧状に配された一群と解釈することもできる。棟の方向は等高線

に平行するものと直交するものがある。

0                           4m

図31 掘立柱建物 柱穴配置図 (網部は礎石)

平安時代では柱穴に遺物が伴っていないため時期推定が難 しいが、おそらく9世紀後半代の竪穴住居が近接す

ることから、竪穴数軒に 1棟ずつの組み合わせと考えられる。 2間 ×3間を基本とし、竪穴住居の軸方向と同じ

く東西南北を意識 した向きとなっている。

C-1号掘立柱建物址 (第139図 、図版104)

(位置)A ll B31グ リッド。C区東側、 4号住西にあ り、やや急な南傾斜面下位に位置する。

(柱穴)Pl～ 6の 5本が検出された。南側の 2本を久 くものの東西 4m× 南北3.lm(2間 ×2間)の建物址

と考えられ、等高線方向に棟方向を向けている。柱穴は直径25～509n、 深さ20～30m程度。柱穴覆土は黒褐色土、

暗責褐色土を主とし、柱痕は確認できなかった。

(遺物)な し。

(時期)周囲の平安時代の住居址 と、同時期、あるいは近世以降。

C-3号掘立柱建物址 (第139図、図版104)

(位置)A10B22グ リッド。C区中央、南斜面下位に位置 し、南側は濤状の段切 りによって欠失 している。また

風倒木痕 と重複する。
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(柱穴)Pl～ 7の 7本が検出され、南側にはP5・ 6間に柱穴がないことからもう1間は存在 したのであろう。

したがって等高線に直交する棟方向をもつ 2間 ×3間程度の建物址 と推定され、現状では東西3.3m、 南北 3m
以上となる。覆土は黒褐色土を主とし、P2・ 4柱痕状の断面が観察されている。

(遺物)と くになし。

(時期)周囲の平安時代住居址の存在から同時期であろ う。なお風倒木痕よりは新 しい。

C-5号掘立柱建物址 (第140図、図版105)

(位置)A10B30・ 31グ リッド。C区東側、南斜面下位に位置 し、やや緩やかな傾斜面である。 5。 9号住 と重

複 して検出された。また南側1/3程度は濤状遺構によって削られている。

(柱穴)Pl～ 8が検出され、 2本の柱穴を欠くものの全体では 2間 ×3間 (東西 4× 南北3.lm)の 建物址 と

思われる。等高線方向に棟を向け、規模は 1号掘立と同一である。柱間は1,3～ 1.5mと やや不揃いである。

(遺物)な し。

(時期)柱穴構造から平安時代と考えられ、 9号住より新 しいことは明白であるが、 5号住 との前後関係はわか

らない。 5号住は10世紀後半で、それ以降の住居址は本遺跡にはないことから5号住以前と思われる。すなわち

西側にある7号住 (9世紀半ば)と の同時存在が推狽1さ れる。

C-6号掘立柱建物址 (第 140・ 370図 、図版105)

(位置)A ll・ 12 B llグ リッド。C区西側、緩やかな西斜面に位置 し、西側に55号住が重複する。

(柱穴)Pl～ 10が検出された。東西3.5～ 9m、 南北3.7～4.lmで棟方向を東西 (等高線と直交方向)に向け

ている。柱間は不揃いで1.6～4.3m。 柱穴覆土は黒褐色土を主とし、直径30～ 50cln、 深さ30～ 50clnで 、P2・ 3・

9な どには柱痕状の断面が観察された。

(遺物)縄文土器片が混入している。

(時期)近世以降か。

C-7号掘立柱建物址 (第 141・ 370図 、図版105)

(位置)A13B10グ リッド。C区西側、緩やかな西斜面に位置する。

(柱穴)2間 ×3間 (3.1× 3.8m)の建物址で、南北方向 (等高線に平行する向き)に棟方向を構える。棟持ち

柱 (P5・ 10)は東西柱穴を結んだ線よりも外側に出ている。柱間は南北では1.2～ 1.4m、 東西では約1.5mで

ある。柱穴規模は直径30～ 40cln、 深さ10～ 359n。 柱穴覆土は黒褐色土を主とし、P3・ 7・ 9では柱痕状の断面

が観察された。またP10内底面には礫 2個が置かれ、礎石的な役目も想定される。

(遺物)P8中、覆土中位からは鉄鏃 1本が出土 した (第370図 2)。 建物の建築儀礼に伴 う埋納物であろうか。

(時期)付近の43・ 65号住の存在から9世紀後半か。

C-8号掘立柱建物址 (第 141・ 370・ 371図 、図版105)

(位置)A ll B 17グ リッド。C区中央、緩やかな南斜面下位に位置する。周囲には多数の上拡が分布 し、85・ 86。

90・ 114号土拡が重複する。

(柱穴)Pl～ 6の 6本柱穴からなる建物l■で、東西 1間 (2,7～3.2m)× 南北 2間 (6～6.3m)であ り、棟方

向を等高線に直交するように構えている。これらの内Pl～ 3には土拡 としたビットを含めて重複があ り、土拡

番号がついたビットも本JILの 建て替えに伴 う柱穴の可能性がある。柱穴は直径 1～ 1.3m、 深さ75～ 125cln程 度と

規模が大きく、P2・ 3・ 6内には底面に礫が複数入れられていた。調査当初は配石を伴 う土拡 と考えていたが、

礎石入 りの柱穴をもつ住居llLが本遺跡内には数軒存在することから、本llLの 礫も柱受けの礎石の可能性が考えら

れる。

(遺物)Plか らは中期末の土器片と石鏃が、P3か らは中期末と思われる土器片と板状の多孔石が、P4か ら

は曽利 Vc式上器を含む中期末の上器片と石鏃が、P5か らは曽利 V式土器が、P6か らは堀之内 1式上器が出

土 している。また建て替えに伴 う柱穴と考えられる85号土拡からは中期末土器が出土 している。

(時期)曽利 V式期と考えられるものの、柱穴内の礎石状構造が堀之内 1式期の住居址内柱穴と共通すること、

礎石状集石中に後期と思われる多孔石が存在すること、P6に堀之内 1式上器が伴っていることから堀之内 1式

期までの時間幅をもたせておきたい。

C-9号掘立柱建物址 (第142図、図版106)

(位置)A13・ 14B23グ リッド。C区中央、緩やかな南斜面中位に位置 し、22号濤、380号土拡 と重複する。

(柱穴)Pl～ 6が検出された。南側は斜面のため欠失すると考えられ、全体では10本柱穴か らなる東西 3間

(5。 lm)× 南北 2間 (3.8m)の 東西方向 (等高線に平行する向き)に棟方向を構えた建物址 と思われる。柱穴
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は直径30～ 50cn、 深さ20～ 60crrlで 、柱間は東西1.6～ 1,9m、 南北1,7～ 2mである。

(遺物)な し。

(時期)70号住 (9世紀後半)が東側にあることから同時期頃であろう。

C-10号掘立柱建物址 (第143・ 371図 )

(位置)A14B21・ 22グ リッド。 C区中央、緩やかな南斜面中位に位置 し、21号濤 と重複する。

(柱穴)Pl～ 8の 8本柱穴で、東西 2間 ×南北 1間 (2.5～ 2.8m)に加えて東西方向に棟持ち柱が大きく飛び

出して存在 し、全体では六角形 (亀 甲形)を呈 し、棟持ち柱間では東西 8mと なる。棟方向は東西方向 (等高線

に平行)である。柱穴規模は直径80～90ola、 深さ30～ 65clnで 、覆土は暗褐色土 。黒褐色土を主とし、断面では明

確な柱痕は確認できなかった。

(遺物)P5か らは曽利 V式上器などが出土 した。

(時期)縄文時代中期末あるいは後期前半。

C-11号掘立柱建物址 (第142図、図版106)

(位置)A16・ 17B18・ 19グ リッド。C区中央、緩やかな南西斜面上位にあ り、127号住西側に位置する。

(柱穴)Pl～ 9が検出された。全体では南北 2間 (3.5m)× 東西 3間 (4.6m)の 建物址であろ う。柱穴規模

は直径30～ 50cra、 深さ15～259nと 浅 く、覆土は黒褐色土を主とする。柱間は東西が1.3～ 1.7m、 南耳ヒが1,7m。

(遺物)な し。

(時期)127号住 (9世紀後半)と 同時期か。

C-12号掘立柱建物址 (第144図、図版106。 107)

(位置)A14B13グ リッド。C区中央やや西側、南西斜面中位に位置 し、54号住、281号土拡 と重複する。

(柱穴)Pl～ 6の 6本柱穴で、東西 1間 (2.6～3.2m)× 南北 2間 (6m)の 等高線に平行 した方向に棟を構

えた長方形建物址である。柱穴規模は直径90～ 130cln、 深さ100～ 110Cln。 覆土は暗褐色土・褐色土を主とし、P

l・ 4には直径40飩 ほどの柱痕が確認された。

(遺物)と くになし。

(時期)縄文時代中期末あるいは後期前半。13号掘立が堀之内 1式なので、同一形態ではぼ同一規模をもつ本llL

も同時期であろう。

C-13号掘立柱建物址 (第145・ 372図、図版107)

(位置)A16B13グ リッド。C区中央やや西側、緩やかな西斜面の中位に位置する。

(柱穴)Pl～ 6の 6本柱穴で、東西 1間 (2.5m)× 南北 2間 (6.5m)に南北方向 (等高線に平行)に棟を構

えた長方形建物址。柱穴は直径110～ 140cln、 深さ90～ 120cllaで、黒褐色土を主 とし、P2・ 4・ 6には直径40～

70clnの柱痕が確認できた。

(遺物)Plか らは土器片、P3からは称名寺～堀之内 1式上器、P5からは称名寺式上器、P6か らは称名寺式

～堀之内 1式上器が出上 した。

(時期)覆土中出土土器から堀之内 1式期であろう。

C-14号掘立柱建物址 (第146・ 372図 、図版107)

(位置)A14。 15B14・ 15グ リッド。C区ほば中央、緩やかな南西斜面中位に位置 し、561号土拡 と重複する。

(柱穴)Pl～ 12の 12本が検出された。 2間 (3.2～3.4m)× 3間 (5,4m)に棟持ち柱 (P2・ 7)が飛び出し、

棟方向9mを測る亀甲形の建物l■Lである。棟方向は等高線とほぼ平行する。柱穴規模は直径90～ 100crn、 深さ50

～100Cr4で 、内側の棟持ち柱 (Pll・ 12)は他に較べて浅くなっている。

(遺物)P5か らは弥生時代の条痕文土器片が出土 しているが、周辺からの混入であろ う。また561号土拡中か

らも条痕文土器がまとまって出土 したが、掘立柱建物址の時期を示す資料とは考えられない。

(時期)縄文中期末～後期前半。

C-15号掘立柱建物址 (第 147・ 372図 、図版107)

(位置)A14B16グ リッド。 C区中央、緩やかな南西斜面の中位に位置 し、363・ 416・ 418・ 566・ 581・ 586・

587号土拡と重複する。

(柱穴)1間 (2.5m)× 2間 (6.2～ 6.5m)の長方形建物址で、等高線に対 し直交する方向に棟の向きを構える。

柱穴規模は80～ 100cFn、 深さ50～ 100clla。 覆土は褐色土 。暗褐色土を主とし、Pl・ 4には断面に直径30～ 50clnの

柱痕が確認できた。

(遺物)P2・ 4・ 5・ 6か ら称名寺式～堀之内 1式期の土器片が少量出土 している。
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(時期)堀之内 1式期か。

C-16号掘立柱建物址 (第86図 、図版71)

(位置)A13・ 14B14グ リッド。C区中央やや西側、緩やかな南西斜面に立地 し、54・ 73号住 と重複する。

(柱穴)Pl～ 6の 6本柱からなる 1間 (2m)× 2間 (5,8～ 6m)の長方形建物llLで、棟方向を等高線に直交

させて構えている。柱穴は90～ 120cln、 深さは90～ 100clnで 、P3には断面に柱痕が観察された。

(遺物)と くになし。

(時期)住居址との切 り合い関係は不明確であるが、73号住 (称名寺式期)、 54号住 (堀之内 2式期)と 重なる

ことから、それ以外の時期、すなわち中期末か堀之内 1式期と考えられる。

3.土拡 と出土遺物

番号を付けた土拡は661にのば り、それらの中で 2～ 4基の重複をもつものが19基、風倒木痕が16基、欠番が

5基、住居址・掘立柱建物址の柱穴が49基存在する。 したがって正 しい土拡数は604基である。それらを時期別

にみると、曽利Ⅳ式期-9、 曽利Vacb式 期-71、 曽利Vc式期-74、 称名寺式期-39、 堀之内 1式期-87、

堀之内 2式期-35、 加曽利 B式期-1と なる。中期後半～末が154基 で、全体の25%を 占め、住居数の割合に比

較 して多くなっている。

土拡はC区全体にまんべんなく分布をみせる。そ うした中でいくつかの集中域もまた存在する。住居群の周囲

に多く分布 し、住屋址群が等高線に沿って帯状に分布するのに沿って帯状の分布が認められる。またA13・ 14B

12・ 13グ リッドに住屋の分布とは離れて土拡域がある。またその北側のAW・ 18B12～ 14グ リッド付近の上拡群

も住居域から離れて存在 している。集落域 との関連性は不明であるが、中期末を主 とした分布域 となっている。

これらの上拡は、平面形によって円形、精円形、隅丸方形、不整形の4大別でき、さらに円形土拡では、土拡

の規模 (直径)に よって直径40crn～ 250clnの 間で 3～ 4細別が可能であり、また深さも加えて40cln未 満～120mの

間でやは り3～ 4細別できるだろう。また内部の礫や鉄平石の状況、礫による配石、集石の様相により分類が可

能である。また遺物の出土状況にもパターンがみられ、上位にあるもの、中位にあるもの、下層にあるものがあ

る。また遺物の中でもとくに出土土器の形状からの分類も可能で、土拡中位～底部に回縁を下にして完形に近い

土器が斜位で出土する場合、覆土中位～上層に横位で完形に近い土器が出る場合、胴上半が逆位で覆土上層から

出る場合などいくつかの出土パターンがある。

紙面の関係上、詳細な遺構のデータは観察表に譲ることとし、ここでは遺物の多い土拡や特徴的な形態の土拡

を取 り上げて出土状況と遺物について若干のコメントを加えたい。

C-3号土拡 (第1480373図、図版108・ 204) 円形土拡内から曽利 Va式土器 (4・ 5)と 中期末の縄文地文

土器 (1)が出土 した。 1の沈線文の区画に関 しては曽利式 V式上器と大差はない。この土拡周辺には 2・ 10号

土拡があ り、曽利 V式期の明確な住居llLが ないものの上拡域を形成 している。

C-5号土拡 (第148・ 373図 、図版103・ 204) 2号住 と重複 し、 2号住出土土器との接合関係 もあることから、

2号住のピットである可能性がある。土器は堀之内 2式期と考えられ、時期的にも同 じである。

C-10号土拡 (第 149・ 374図 、図版108・ 204) 曽利Va式期の把手付鉢で、形態的に両耳壷に近いものである

が、X把手養からの系譜性も指摘されている。

C-14号土拡 (第149・ 375図 、図版204) 中期末の縄文地文土器を主とするセットで、曽利 V式上器はわずかに

小片 1片のみである (7)。 1は コ状区画内に綻位に縄文+結節縄文を施文する。 2も 幅の狭いコ状区画内に縄

文を施文する。 3は加曽利 EⅢ とⅣの中間的な土器。微隆起線文土器 (4・ 5)の小片もある。

C-16号土拡 (第 149・ 375図 、図版204) 中期末の良好な土器セットで、曽利VC式 (1)と 加曽利EⅣ式 (2・

3)がある。

C-19号土拡 (第149・ 375図 、図版205) 1は 口縁部が波状を呈す曽利Vb式土器で、′ヽの字文は間隔が粗い。

C-27号土拡 (第150・ 377・ 378図、図版109・ 205) 底面に2重の掘 り込みをもつ土拡で、称名寺 2式上器 (1)、

堀之内 1式上器、無文土器 (4・ 5)な どが出上 している。

C-39号土拡 (第151・ 379・ 380図、図版109・ 206) 中期末の縄文地文の両耳壷 (1)、 縄文地文の深鉢 (3)、

曽利 V式の深鉢 (2)、 曽利 V式の鉢 (4)、 加曽利 EⅢ式上器 (5)がある。 4は同じ区画内に櫛歯状刺突文と

櫛歯状条線文を施文 している。

C-44号土拡 (第 151・ 381図 、図版109・ 110・ 206) 直径2.5mの 円形土拡で、堀之内 2式期の鉢 (1)な どと

ともに土偶 2個、石錘 2個が出上 している。土偶は26が大形中空土偶の肩～腕部。27は小形土偶で、ともに腕を
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下げている。

C-54号土拡 (第 152・ 382図 、図版111・ 206) 12号住の北側壁面に構築されていた土拡で、上げ底を呈する小

形の曽利 V式土器 (1)と深鉢形土器胴下半 (2)が出上 している。

C-68号土拡 馬を埋葬 した土拡。3.5× 1.9mの 精円形土拡中に、体部を東向き、頭位を西向きにして頸を祈 り

曲げて埋葬 したもので、大腿骨以下は遺存 していないものの、鎖骨、椎骨などは遺存する。 しか し全体的な保存

状況は良好ではない。伴出遺物はないが、覆土中に19世紀以降と思われる磁器片があ り、近世後半～近代の農耕

馬であろうと思われた。なお,碍骨の詳細な観察状況については第 7章第 3節を参照。

C-75号土拡 (第 154・ 384図 、図版112・ 207)堀之内 1新式期の上拡で、関東系の上器 (1)を含む。石錘 2

個がある。

C-77号土拡 (第154・ 384図 、図版112・ 207) 中期末の縄文地文土器のみで、 1の壷状土器にはコ状区画内に

縄文十結節縄文を縦位に施文する。

C-79号土拡 (第 155・ 385図 、図版112・ 207) 中期末、縄文地文土器群中に曽利 Vb式上器 1片を含む。 4に

は結節縄文がみられる。

C-80号土拡 (第 155・ 385図 、図版112・ 207) 曽利Vb式土器 (1)に加曽利 EⅢ式土器片 (2)が伴 う。炭

化粒・焼土粒を多量に合む柱穴状のビットである。

C-81号土拡 (第 155・ 386図 、図版112・ 208) 中期末、コ状区画をもつ縄文地文土器 (1)と 、加曽利 E III?

期土器が伴 う。綻割されたような欠損状況で、内側に下面にして伏せるように出上 した。

C-93号土拡 (第 156・ 387図 、図版113・ 208)浅い皿状ピット上層より粗製の無文土器 ≧堀之内 1式上器が出

土 した。

C-103号土拡 (第156・ 388図 、図版■4・ 208) 小 ピット上層に堀之内 2式土器が出土 した。

C-104号土拡 (第157・ 388図 、図版114・ 208) ピット内覆土上層から曽利Vb～ c式期の土器が出土 した。口

縁部に連弧状の 3重弧をもち、胴部には櫛歯状工兵による短沈線を施文 している。

C-110号土拡 (第 157・ 388図 、図版114・ 209) コ状区画内に縦位に無節縄文を施文 した上器がある。

C-117号 土拡 (第 158・ 389・ 390図) 堀之内 1式土器が石皿片、石錘 とともに土拡中央付近より出上 した。石

錘は濤をもつ切目石錘である。

C-147号土拡 (第 1610393図 、図版117・ 210)縄文地文の堀之内 1式上器 (1)1個体が土拡上層より出上 し

,こ。

C-162号土拡 (第162・ 393・ 394図、図版118・ 210)土拡中央付近、上層より中期末の土器が出土 した。縄文

地文土器、曽利Va式上器、無文土器がある。

C-175号 土拡 (第 163・ 395図 、図版119・ 210)微隆起線文をもつ加曽利 EⅣ式上器 (2)、 縄文地文土器があ

り、曽利 V式の小片が伴 う。

C-184号土拡 (第 164・ 396図 、図版119・ 211) 浅い皿状ピット内の炭化物を含む褐色土中に、多数の小礫から

なる集石がある。堀之内 1式上器が伴 う。

C-197号 土拡 (第 166・ 397・ 398図、図版120・ 211) 円形の大形土拡で、土拡中位～下層に礫 と共に中期末と

思われる土器が多数出土 した。 1は 口縁部が大きな波状を呈す縄文のみの土器で、口縁部には円形刺突が連続す

る。異系統を思わせる土器である。そのほか加曽利 EⅣ式を中心とした破片があ り、曽利式上器は含まれていな

い。

C-200号土拡 (第166・ 398図 、図版120。 211) 円形土拡の上層を中心に中期末の上器が出土 した。曽利V式、

加曽利 EⅢ式土器片とともに縄文地文土器がある。 3は両耳重の一種であろう。

C-202号土拡 (第 166・ 398。 399図、図版121・ 211)堀之内 2式期でも新段階で、口縁部内面には 3～ 4条の

平行沈線をもち、加曽利 B式土器に近い。

C-206号土拡 (第167・ 399図 、図版121・ 212)柱穴状のピット下層に曽利 V式上器を主とする土器が出上 した。

C-221号土拡 (第 168・ 401図 、図版121・ 212) 大形で深い円形土拡で、土拡中位～下位に礫 と共に中期末の上

器が多く出土 した。土器は曽利 V式上器の小片以外は縄文地文土器を主とし、口縁部に連弧状文をもつ土器 (1・

4)、 幅の狭い縄文帯をもつ土器 (2)、 幅の狭いコ状区画文をもつ土器 (3)な どがある。

C-229号 土拡 (第169・ 402図 、図版122・ 212)土拡中に大きな鉄平石が 2枚が入れられ、その近 くに両耳をも

つジョッキ状の土器が口縁を上にして出土 した。

C-243号土拡 (第 171・ 403図 、図版123・ 213) 深い円形土拡中の上層から加曽オ」EⅣ式土器を主とする土器が
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出土 した。 3の Y字状の突起は特徴的で、中期末の上偶頭部の表現にもみられる。

C-264号土拡 (第 173・ 405図 、図版124・ 213) 円形土拡中位から中期末の縄文地文土器が出土 している。 1は

壷形で、珍 しい器形である。

C-289号土状 (第 175。 407図 、図版125・ 214) 風倒木痕の可能性もある不整形土拡で、鉄平石の敷石が土拡西

斜面にみられる。本来平面に敷設されていたものが崩れたという様子である。周囲には敷石住居はないものの、

住居址が存在 した可能性は大きい。土器は堀之内 2式期を主とし、注口土器 (1)、 土偶 (20)、 石錘 2個 (25・

26)、 小形匿斧 3個 (22～ 24)、 磨石 。凹石 (27～ 35)と 、住居llLの 覆土中のような出土状況である。

C-294号土拡 (第W6・ 408図、図版126・ 214) 円形土拡中位～下位に複数の大形礫 とともに中期末の上器が出

土 した。 1は連弧状の隆線をもつ縄文地文土器。 2は底部の九い曽利Vb式の小形土器で、沈線による連弧文を

もち、口縁部が 1箇所波状に盛 り上がって孔が穿たれている。そのほか曽利Ⅳ式、曽利 V式、加曽利 EⅣ式土器

片が伴 う。

C-322号 土拡 (第 177・ 411・ 412図、図版127・ 215) 円形の大形土拡で、土拡上層～中層に中期末の上器が多

く出土 した。加曽利E式土器を主 とし、 5は土拡上層に逆位で埋置された胴部上半のみの上器である。 2単位の

波状口縁の片方に橋状把手が付いていた痕跡がある。曽利 V式土器は皆無であるが、 1が曽利 V式の流れを引 く

土器であるのかもしれない。なお 1の底部には穿孔がみられる。

C-327号 土拡 (第 177・ 412・ 413図、図版127・ 216)楕円形の浅い土拡で、堀之内 1式期の土器が出上 した。

1は縄文地文に蛇行沈線を垂下させた土器。 2は横帯文中に刺突文を施文 した珍 しい土器。 3は注口部をもつ浅

鉢。

C-348号土拡 (第179。 415図 、図版129・ 217) 円形土拡下層から、胴上半にコ状区画をもつ曽利V式土器が出

上 した。器形、文様ともに類例はない。

C-363号土拡 (第180。 417図 、図版130・ 217) 円形土拡上層に粗い整形痕をもつ堀之内 1式上器 (1)と 無文

土器 (3)が出土 した。

C-385号土拡 (第182・ 418図 、図版131・ 218) 円形土拡中に土器片、石鏃 と≧もに石錘 6個 (4～ 9)が検出

された。堀之内 2式期かと思われる。

C-386号土拡 (第 182・ 418・ 419図、図版131・ 218)橋円形土拡上層に無文の粗製土器、土製蓋が出上 した。

称名寺式～堀之内 1式期である。

C-400号土拡 (第 185・ 420図 、図版132・ 219) 円形土拡下位に礫 とともに堀之内 1式土器 (1)、 無文土器

(3・ 4)、 多孔石 (5)な どが出土 した。

C-401号土拡 (第183・ 421図 、図版132・ 219)楕円形土拡壁面に加曽利 EⅣ式土器 (1)が出土 した。

C-411号土拡 (第 184・ 422図、図版133・ 219・ 220) 円形土拡内に鉄平石 とともに把手を欠 く無文土器 (2)

が横位に出土 し、またほかに堀之内 1式土器 (1)な どが出土 している。

C-416号土拡 (第184・ 423図 、図版133・ 220) 円形土拡の中位～上層から土器が出土 している。縄文晩期の系

譜を引く鉢形土器 (2)、 縄文地文の小形土器 (3・ 4)のほか、条痕文土器を主とし、口縁部文様帯を無文 と

して口縁部に長めの押圧文をもつ土器片が目立つ。また土製円板 2個がある。

C-455号土拡 (第188・ 426図 、図版136・ 221) 円形土拡中央、上層に横位にほぼ完形の曽利 V式土器 (1)が
検出された。

C-456号土拡 (第189・ 426図 、図版136・ 221) 円形土拡上層に曽利Ⅳ式上器片が出土 した。

C-463号土拡 (第 189・ 426図 、図版137・ 221) 円形土拡中位より櫛歯状工具で施文 し、区画文をもたない曽利

Ⅳ ?式土器が出土 した。

C-479号土状 (第 189・ 428図、図版137・ 138・ 222) 円形土拡中位に、ほば完形の曽利Va式土器が斜位に出

土 した (2)。 2は 口縁部文様帯を残す土器で、低隆帯による口縁部区画内には、横位にハの字文を施文する。

また加曽利 EⅢ古段階の土器が伴っている (1)。

C-493号土拡 (第192・ 429図、図版138・ 223) 円形土拡中位～上層に加曽希!EⅣ式土器とともに、曽利VC?
式期の小片が出上している。

C-496a号 土拡 (第192・ 430図、図版139・ 223) 円形土拡の覆土中に4個の板状の礫で方形に組み、その周囲

に堀之内 1式上器口縁部が逆位に立てられるという特異な出土状況を示 した。

C-498号 土拡 (第 192・ 431図、図版139・ 223・ 224) 円形土拡中位～下層に、地文に列点状の刺突文をもつ加

曽利 EⅣ式土器 (1)な ど、加曽利 EⅣ式上器が主に出土 した。曽利式土器はない。
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C-514号土拡 (第 193・ 432図 、図版140) 円形土拡中央、下層に、把手 1箇所を欠 く無文の小形土器 (2)、 加

曽利 EⅣ式上器片、多孔石 (6)、 土製蓋などが出上 した。

C-541号土拡 (第 196・ 435図 、図版141・ 225) 精円形土拡上層に横位の加曽利 E III古 段階の上器が出上 した。

C-547号土拡 (第 196・ 435図 、図版142・ 226) 精円形土拡の底部に口縁部を下にして斜位に上器が出上 した。

曽利 Va式段階の区画文中の地文に縄文を施文 した土器で、ほば完形。

C-551号土拡 (第 197・ 436図 、図版142・ 226) 1はモチーフが沈線化 した称名寺式土器で、回縁部に連続円形

刺突文がつ く。 2は胴下半が膨らんだ壷形土器。 3は釣手上器。

C-557号土拡 (第 198・ 437図 、図版142・ 227) 2基の重複で、土拡断面を観察するとbを aが切っている。出

土 した土器もbに 曽利Ⅳ式 (3・ 5)、 aに曽利 V式上器が入っている (4)。

C-558号土拡 (第 197・ 438図 、図版142・ 227) 皿状の円形土拡で、弥生前期の条痕文土器、口縁部に平行沈線

文をもつ鉢形土器片などがある。

C-561号土拡 (第198・ 439図 、図版227) 皿状の円形土拡で、条痕文土器の小片が出土 した。

C-564号 上拡 (第 199・ 439図 、図版143・ 227) 1,3× lmの東西を向く精円形土拡中に、横長の大形礫を壁に

沿 って 2列並べ、一部石蓋状に被せている。東側にはば完形の条痕文の甕形土器 (2)を 置き、また別の個体

(1)が破片化 して中央付近の上層から検出された。 2の土器は蓋状の石で押 しつがされ、石と石の間にはさま

るような出土状況であった。また土拡中央には多孔石がのせられていた (4)。 2の上器から弥生前期末～中期

初頭と思われる。

C-574号土拡 (第200・ 440図 、図版143・ 228) 2基の上拡の重複である。北側の土拡上層から堀之内 2式 と思

われる土器が出土 している。 1は表面にはけ目状の調整痕を残す土器。

C-589号土拡 (第201・ 441図 、図版143・ 228) 2基の上拡の重複で、堀之内 1式上器と曽利 V式土器が存在す

る。 1は連弧状モチーフをもつ曽利式上器で、区画内は櫛歯状工具でハの字状の刺突を行っている。

C-604号土拡 (第202・ 442図 、図版144・ 145・ 228)大形の不整形の土拡で、壁際から打製石斧が 3本まとまっ

て検出された (12～ 14)。 ほかに覆製石斧 1本がある。土器は曽利式土器と堀之内式上器の小破片があるのみで、

時期は明確ではない。

C-620号土拡 (第203・ 443図 、図版146・ 229) 円形土拡中位に、Y字状モチーフ内を無文のままとした曽利V

式期の土器破片が横位に検出された。また櫛歯状短沈線の曽利V式土器 (2)も伴 う。

C-658号土拡 (第206・ 447図 )楕 円形土拡の壁際から多孔石 2個を合む礫 とともに堀之内 2式期の注口土器

(1)が出土 している。

4.埋設土器 と出土遺物

C区中央から西側に点在する。中期末を主とし、後期の可能性があるのは 1例のみである。C区中央やや西側

に展開する中期末集落l■Lの住居域内側および外側 (西狽1)に分布する。

C-1号埋設 (第207・ 448図 、図版148・ 230)

(位置)A ll B 14グ リッド。緩やかな南斜面中位にあり、中期末の38・ 45号住に近い。

(形態)本来は土拡 (掘 り方)を伴 うと考えられるが、確認面よりも上で検出されたため、浮き上がったような

状況である。直径3894の深鉢形 (あ るいは浅鉢か)土器胴部下半を正位に埋設 したもので、時期は定かではなく、

中期末というよりは後期の可能性が強い。

(時期)称名寺～堀之内 1式期か。

C-2号埋設 (第207・ 448図、図版149。 230)

(位置)A12B9グ リッド。C区西側、中期末集落の外側に位置する。

(形態)約90× 70cr4の精円形土拡内に中期末の鉢形土器を正位埋設する。

(時期)中期末。

C-3号埋設 (第207・ 448図 、 図版149。 230)

(位置)A14B7グ リッド。103号住脇で、 4号埋設に近い。

(形態)直径約60clnの 円形土拡中に曽利 V式深鉢形土器胴下半を正位埋設する。

(時期)曽利 V式期。

C-4号埋設 (第207・ 448図 、図版149・ 230)

(位置)A14B7グ リッド。103号住協、 3号埋設に近い。
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(形態)直径約60crnの 円形土拡内に曽利 V式期の深鉢形土器胴下半を正位埋設する。底部中央には直径3.59n程

度の穿孔がある。土器の規模、時期ともに 3号埋設 と同 じである。

(時期)曽利 V式期。

C-5号埋設 (第207・ 448図 、図版149・ 230)

(位置)A16B llグ リッド。中期末の111・ 113号住に近い。

(形態)直径70× 60clnの精円形土拡中に曽利 V式上器胴下半を正位埋設する。底部は打ち抜かれている。

(時期)曽利 V式期。

C-6号埋設  (第 207・ 448図 、 図版149・ 231)

(位置)A17B12グ リッド。中期末の123号住に近接する。

(形態)120× 90crnの 楕円形土拡中に曽利Va式期の土器を埋設 した遺構で、土器埋設遺構にしては掘 り方が大

きく、また埋設土器以外の遺物も見られ、土器埋設遺構というよりは土器をもつ土拡 とすべきかもしれない。耳

栓も1点出土 している。

(時期)曽利 Va式期。

C-7号埋設 (第207・ 448図 、図版149・ 231)

(位置)A15B10グ リッド。111号住の東側。

(形態)50× 70mの精円形の掘 り方内に中期末の深鉢形土器胴下半を正位埋設する。

(時期)中期末。

C-9号埋設 (第207・ 448図 、図版149・ 231)

(位置)A16B14グ リッド。D区に近い尾根筋に位置する。

(形態)125× 80mと 、C-6号埋設同様に土拡的な掘 り方内に加曽利 EⅣ式上器口縁部の1/4程度の破片を正位

に埋設 したもので、土拡 とすべき遺構である。

(時期)中期末、加曽利EⅣ式期。

5.溝状遺構 と出土遺物

C区内の傾斜面には等高線に対 して平行、または垂直方向に濤状遺構がある。多くは畑の地境濤で、近世以降

の所産 と思われる。等高線に平行するものについては段切 り状を呈 し、道の可能性もある。また垂直方向につい

ては雨水等の排水機能を兼ねた地境濤であろう。濤状遺構内からは磨石・凹石を中心とした石器類が多く出上 し

ているが、濤址に直接伴 うものはないと思われる。なお、番号を与えたもの以外にも段切 り状の遺構がいくつか

存在するが、すべてに番号を付けているわけではない。ここでは第208・ 209図 に示すように、段切 り状遺構を除

き、断面形態が濤状を呈するものについてのみ説明を加える。

C-1号濤状遺構 (第208図 、図版149)

(位置)A10・ 1l B31グ リッド。C区東側、 1号掘立を取 り巻 くように位置する。

(形態)幅0.8～ 1,8m、 深さ約20cln、 長さ (南北)12mの L字状の濤。

C-2号濤状遺構 (第2080450図 、図版149)

(位置)A10～12B26グ リッド。C区東狽1、 南斜面下位にあり、斜面に対 して垂直。

(形態)幅50o4～ 2m。 長さ25mの 直線的な濤。礫が投棄されている。

C-4号濤状遺構 (第208図 、図版150)

(位置)A10・ 1l B 25グ リッド。斜面下位にあ り、斜面に対 して垂直。

(形態)幅0,5～1.3m、 長さ12mの 直線的な濤。

C-6号濤状遺構 (第208図 、図版150)

(位置)A9B24グ リッド。斜面下位にあ り、斜面に対 して垂直。

(形態)幅60～ 80cln、 長さ5.5mの直線的な濤。

C-9号濤状遺構 (第208図 、図版150)

(位置)A10B20・ 21グ リッド。段切 り状を呈する8号濤から分岐 し、等高線に平行である。

(形態)幅50～ 70cln、 長さ6mで直線的。

C-10号濤】犬遺構 (第208図 、図版150)

(位置)A9B19グ ヅッド。斜面下位にあ り、斜面に対 して垂直。

(形態)幅約50cln、 長さ7.5mで直線的。
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C-14号溝状遺構 (第208図 、図版150)

(位置)All・ 12B15グ リッド。斜面中位にあ り、斜面に対 して垂直。

(形態)幅 30cln、 長さ6mで、緩やかにカーブする。

C-17号濤状遺構 (第208図 、図版151)

(位置)A12・ 13B10・ 11グ リッド。C区西側にあ り、等高線にほば平行する。

(形態)幅50～ 70cln、 長さ8.5mで、直線的。

C-18号溝状遺構 (第208・ 452図、図版151)

(位置)A ll～ 14B9～ 11グ リッド。C区西側、等高線に平行する。

(形態)幅0.8～ 2m、 長さ40mで、やや蛇行 しながら直線的に伸びる。縄文 。平安時代の住居llLを切る。

C-20号滞状遺構 (第208図 、図版151)

(位置)A12・ 14B5グ リッド。C区西側、等高線に平行。

(形態)幅50～ 809n、 長さ15mで、直線的。

C-23号溝状遺構 (第208図 、図版151)

(位置)A15B26・ 27グ リッド。斜面上位、85・ 97号住を切る。

(形態)幅約50c14で、L字状。35号住内で二手に分岐する。 2・ 4号濤へと連続する可能性がある。

C-24号溝状遺構 (第208図 、図版151)

(位置)A15B26グ リッド。斜面上位、85号住内で23号濤と分岐 し、97号住を切る。

(形態)幅約50on、 長さ7mで、屈曲しながら斜面下方へ下る。23号濤よりも古い。

C-25号溝状遺構 (第209図 、図版152)

(位置)A16B17～20グ リッド。斜面上位、11号掘立の脇にあり、82号住南の段切 りから1号住上の旧道へとつ

ながる道の側濤であろう。

(形態)幅40～ 90cln、 深さ約20cln、 長さ26.5mで 、緩やかにカーブする。

C-26号濤状遺構 (第209図 、図版152)

(位置)A15。 16B7～ 9グ リッド。C区西側、斜面に対 して下がるV字状の濤。

(形態)幅30～ 50crn、 深さ18～25伽 、長さ26mと 24mで、439号土拡を起点に 2方向に分かれている。

第 2節 遺構外出土遺物

遺構外からは多数の遺物が出土 している (第453～475図 、図版231・ 232)。 土器を時期別にあげると、中期で

は曽利H式 (1)、 曽利Ⅳ式 (2～ 7)、 曽利 V式 (8～26)、 中期末の縄文地文土器 (28～ 33)、 加曽利 EⅢ式上

器 (35)、 加曽利EW式上器 (36～50、 一部後期初頭)がある。後期では称名寺式 (55～73、 93・ 98。 99)、 堀之

内 1式 (77～ 92・ 94・ 96・ 97・ 100～ 126)、 堀之内 2式 (127～143)がある。後期の粗製土器には沈線文・条線

文をもつ土器 (144～ 150・ 155・ 158)、 縄文をもつ土器 (151～ 155)、 無文土器 (159・ 160)がある。底部には木

葉痕をもつ土器 (161・ 162)、 網代痕をもつ土器 (163～ 183)力 あ`る。その他、方生時代の条痕文土器 (184～

188)力 あ`る。

土製品には ミニチュア土器 (124・ 190～ 199)、 土製玉 (201)、 耳栓 (200)、 土製円板 (203～ 241)、 有孔土製

円板 (242・ 243)、 土偶 (244～ 248)が ある。土偶はいずれも後期土偶で、245・ 248は板状の胴部、244・ 247は

脚部。246は赤色塗彩の残る中空土偶の脚部片と思われるが、円筒形の土偶、あるいは土器高台の可能性がある。

200の耳栓は 6号埋設出土品と形態的に類似 し、また官ノ前遺跡 (韮崎市)でも出土 したタイプである。類例は

まだ少ないが、おそらく引ヒ巨摩郡下に特徴的な耳栓と考えられる。

石器には打製石斧 (249～ 256)、 磨製石斧 (257～ 267)、 ポイント (286)、 石錐 (269・ 270)、 磨製石鏃 (271)、

石鏃 (272～ 301)、 磨石・ 凹石 (302～ 358)、 石錘 (359～ 378)、 石皿 (379～ 388)、 小形石棒 (389～ 394)、 石棒

(359～ 400)、 多孔石 (402～ 419)、 九石 (420～424)、 垂飾 り (426)がある。石皿はほとんどが楕円形の通常の

石皿であるが、388は底部に脚部を削 り出して 4本の短い脚をもつと考えられる脚付石皿である。堀之内 2式期

頃の所産であろう。393の 小形石棒は、石棒 というよりは棒状の自然礫に近い。石棒には多孔石に再利用してい

るものがあり (395・ 396)、 また多子し石中にも石棒利用の例がある (406)。

金属製品にはキセルの吸い口 (427)がある。
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第 1節  D区の遺構と遺物

第 6章 D区の調査

D区はC区から連続する北側尾根部にあ り、標高779～800mを はかる。

CCD区の尾根状地形の中では最も高い部分で、緩やかな西斜面であ り、遺構の濃厚な存在が予想された。表

土剣ぎが済み、一部遺構調査も行われていたが、調査期間が十分でないことから保存措置を講ずることとなり、

平成 5(1993)年 3月 8日 にはD区全体に厚さ40crnの砂が搬入された。このD区には敷石や住居内の配石の一部や

炉体土器が露出していたことから、住居番号を付け、空撮写真のみ撮影 し、露出した遺物を取 り上げ、16軒の住

居llLを確認 した (個 々の住居の位置については全体図参照 )。 住居址は縄文時代後期を主とし、標高780m、

781.5m、 785m、 800mの 4箇所に等高線に沿 うように列状に並び、C区の住居址群へ と続いていることがわか

る。また直径40clnも ある大きな丸石も存在 したが、簡単な記録を取 り、原位置に埋設 した。屋外配石が本遺跡に

伴 うかどうかは重要な点であ り、 8号住 と3号住の中間付近に列状の配石らしき遺構が一部見えてはいたが、配

石であるか、住居llLの 一部であるのか確認は十分できず、一応配石ではないと考えられた。現在、D区はゴルフ

コース8番ホール内の花壇となっている。

第 1節 D区の遺構と遺物

D-1号住 (第476図 、図版152・ 233)

標高782.5m付近にあり、推定直径3.5mの 円形プランかと思われる。直径16crnの 炉体土器周囲に焼土が広が り、

匠を中′bと して北狽1と 南狽」に敷石がみられる。また縁石の一部や部分的な敷石が環状に散在 し、磨石らしい石器

も含まれていた。堀之内 1式土器片が出土 している。

D-2号住 (第476図 、図版152。 233)

標高781.5m付近にあり、推定直径4.5～5,5mの 橋円形プランかと思われる。東寄 りに直径18crnの炉体土器が

あ り、その周囲に焼上が少量分布する。また炉の周囲には部分的な敷石が散在する。また西側に小礫や敷石部材

が広が り、別の住居址の存在が うかがわせる。堀之内 2式上器片が主として出ている。

D-3号住 (第476図 、図版153・ 233)

標高781.5m付近、林道際の住居llLで、推定直径 4mの 円形プランと思われる。北側に敷石部材や打斧・磨石

を含む弧状の列石があ り、炉l■は検出されていないが、敷石住居llLの 配石と思われる。堀之内 1式上器、土偶腰

部が出上している。時期は堀之内 1式期か。

D-4・ 5・ 6号住 (第477図 、図版153・ 233)

標高781.5mに あり、 3軒以上が重複する。 4号住は推定直径4.5m、 5号住は推定直径4.5m、 6号住は推定

直径 4mの円形プランと思われ、 5・ 6号住 とした炉体土器は近接 している。 5号住の炉体土器は直径18clnで、

縄文地文に平行沈線文を施文 した堀之内 2式期の小形深鉢底部であ り、周囲に薄い焼上が分布 した。 6号住の炉

体土器は直径24clnで ある。ともに周囲には敷石部材の礫分布は少なかった。 4号住は 5・ 6号住に切られるよう

に重複 し、弧状に巡る礫や石器、敷石部材が断続的に認められた。炉と思われる焼土址が南寄 りにある。遺物は

5号住の炉体土器の一部以外は住居ごとに区別されていないが、全体的に堀之内 1式期が多いようである。

D-7号住 (図版153)

標高780m付近にあり、住居址 らしき遺構 (番号なし)と重複する。推定直径5.5mの 円形プランと思われる。

西半分を段切 りによって攪乱され、東半分に弧状の列石、敷石の一部が遺存する。礫中には棒状自然礫や丸石状

の花闘岩もみられた。取 り上げた遺物はとくにない。

D-8号住 (図版153)

標高780m付近にあ り、林道脇、C区 との境に位置 し、住居llLら しき遺構 (番号な し)と重複する。炉址はな

いが、鉄平石の敷石が多数あり、推定直径 5～5.5mの 円形プランと思われる。遺物はとくにない。なお 7号住

と8号住の中間にも列状の配石あるいは住居址の敷石の一部がみられた。敷石部材はなく、大形の角礫を主とし

ていた。

D-9号住 (図版154)

標高785m付近にあり、10号住 と重複する。推定直径 4～4.5mの 円形プランと思われる。炉体土器の一部があ

り、東から西側にかけて敷石の一部や磨石などの石器が散在 した。取 り上げた遺物はとくにない。
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第6章 D区の調査

D-10号住 (第477図、図版154・ 233)

標高785m付近にあ り、 9。 ■号住と重複する。推定直径3.5mの 円形プランと思われる住居l■で、炉址はない

が、礫が散在 した。堀之内 1式土器片、石錐が出土 している。

D-11号住 (第477図、図版154)

標高785m付近にあ り、10・ 12・ 13号住と重複する。推定直径5.5～ 7mの精円形プランと思われる住居址で、

直径22～ 23crnの炉体土器の周囲が直径 lmにわた り被熱し、周囲には敷石部材の小片が散在 した。遺物には凹石

2個がある。

D-12号住 (第477図 、図版154・ 234)

標高785.5m付近にあ り、11号住東側に重複する。推定直径 5～ 7mの精円形プランと思われる住居址で、炉

址はないが、北側から東側に敷石部材が分布する。遺物には堀之内 2式期の土器がある。

D-13号住 (図版154)

標高785m付近にあ り、11号住の南側に重複する。推定直径 5mの 円形プランと思われる住居址で、中央に炉

と思われる石囲いがあ り、周囲に敷石郡材の小礫がわずかに散在する。遺物はとくになし①

D-14号住 (第477図、図版155。 233)

標高785m付近、C区 との境にあ り、推定直径5,5mの 円形プランと思われる。南側の柱穴の一部はC区内で調

査されている。南寄 りに直径16cnの炉体土器があ り、周囲は直径80allに わた り被熱 している。その北側に敷石部

材がみられ、石錘も出上 した。堀之内 1式 と思われる炉体土器の一部を取 り上げた。

D-15号住 (図版155)

標高800m付近にあ り、調査区外へ1/3程度がのびている。推定直径4.5mの 円形プランと思われる。調査区境

に直径18onの胴中位の炉体土器が埋設され、その西側に鉄平石の敷石がみられた。取 り上げた遺物はない。

D-16号住 (第477図 、図版155・ 234)

標高800m付近、15号住南にあ り、調査区外へかかっている。推定直径4.5～ 6mの精円形プランと思われる住

居jlLで、石囲いの一部を残す炉内に直径16crnの 無文土器底部が炉体土器として埋設されていた。炉周辺には東側

にかけて部分的な敷石があ り、丸石と思われる石器が組み込まれていた。遺物には堀之内 2式上器片、土製蓋、

石錐がある。

第 2節 遺構外出土遺物

遺構外遺物 (D区一括資料第478～ 481図 )の中期土器には曽利Ⅳ式 (1～ 3)、 曽利 V式 (4～ 6・ 10)、 縄文

地文の中期末土器 (7・ 8・ 12)、 加曽利 EⅢ式 (16)、 加曽利 EⅣ式 (11)が ある。後期土器には称名寺式上器

(18～ 31)、 堀之内 1式上器 (32～ 46)、 堀之内 2式土器 (51～ 55)が ある。そのほか時期不明の粗製土器・無文

土器 (58～ 61)、 底部がある。土製品には ミニチュア土器 (73～ 76)、 土製円板 (77)、 土偶 (78)力 あ`る。石器

には打製石斧 (79・ 80)、 磨製石斧 (31～ 83)、 石鏃 (84～ 87)、 磨石・凹石 (88～92)、 砥石 (94・ 95)がある。

これらの中で注目されるのが78の土偶で、頭頂部および両腕は欠損するものの、それ以外は良好に残る小形の

優品である。胴部は板状で、顔面は仮面状に突出し、胸には乳房の表現がある。足はなく、底面に刺突による円

孔がある。文様は沈線文、刺突文で表されている。

そのほか、図示 してはいないが、現地に埋設保存 した遺物に 7号住南にあった九石がある。長さ36～40伽 、厚

さ28clnをはかる精円球状で、本遺跡では最大級の丸石であった。住居内に伴 うとは考えられないが、周囲に屋外

配石があるという状況でもなかった。
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住居址一覧表

表 3 住居址一覧表
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住居址一覧表
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土拡一覧表

表 4 土拡一覧表
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A～ D区石器観察表

表10 A～ D区石器観察表(1)

当土地 点 番号 1今緬

15 1砥石 駐缶 海 匠 井 一菩ば々

!置 tr!

、ln4子

需曜石

D晃

〕3住 百鉄.Dl 1.85)。 (1.25)・ 0.4 III・ 垂
~部 ;3任 百垂石鉱

患¶′石 文 ス 付 著

石 訥 海

「

井 一暮К々 4面植 田

蔭 霊躍石 一 乱 IR律

岬
ほぼ:

1l nrr

b10仁-65310住 多孔 石 9.4)。 (9,9)。 舜山岩 曖損 Щみ は巖 向のみ ,赤賓

31 0fF 1慶奉.B 11 0rF― R4 盛 め面 lt面 面

J石.B2 BIn4辛 ―R2 基 り面 lk而 面 ル藤 訛 IIみ lt而 面

】10をと 打 1石皿 .7 賢山岩 Ⅲ破片 B10住 -70 専く赤 変 ,割 口黒変

〕104= 猟 1繕司 杉 芹 黒

一暮懸貸 B1lfF― RI 瞭用 星

1租万 R_

18住 石鋲 _A 穿 !II暑

18住 `石 Ⅶみι支面面
1,qrr 石

Al 石

325土坑 凹石 .B2 ).6・ 7.1・ 50 責山岩 冠π 躍 5土玩 4 凹み Iよ 向向 ,端部 に慰 打覆 あ り,全体 に赤突 ,一

1剛 万 _ψ 多 III据 悪hi 塁 な

RI BR島十 1座石_B i諦 ■ 類 準弁々 RRヽ キ妹 R7 磨 b ttlt面 面 却 ふ て群 招 r紺教 う、ぅ 今 依 素 蒼

347+ |「呵ア〒_B少 善 147+抗 1 剛み !士 葬 面 の み

1凹希_BI 朔経 努 望0+片 凹み面 4面
2 (1lf身 ■ l馬4+ 聞みlt而面

岩 ら4+ i変

2R5  1B馬 馬一トナFi 盛芹 _A

岳二  IB島「 r力註 rr製万雀 c 7鴎 牛錦 部 々 l民 昴―卜占岳―R 瞭 田驚 :受 》 ス′′茂 1

'1任
V製石斧 .A 10.3)。 4.9。 1.2 ホルンフェ 両端欠 εl住-10 廣刃形 石 器 の可能性
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碁製石斧.A 5.4)。 3.7・ 1.1 (33.7) 陀紋岩類 刈。

1潟音い
'1[E-43

71、コ』

鮮 碧 期 ユI、込」
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I、】」
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峙 |
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斜
』づ
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平 11栢〒う
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送 |:

】1律 言乾
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ICl倖 i掻 岩 隣招 報 剰1日 て停 用

Ю υ・

B41 ‖之任
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凹別 ■4而 1ぎ

ИR I研律 in  i nlフ 守_R″

朔律 il l磨 れ C 孝 !it井 一部 々 瑾 め面 は 面 面 【塁 変

IC34= i2 +万εtt Al =イ サイ ト
IC84= 石鉦 Al

24R  ICRII 里躍 芹
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表10 A～ D区石器観察表(2)
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表10 A～ D区石器観察表(3)
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表10 A～ D区石器観察表(4)
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表10 A～ D区石器観察表(5)
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表10 A～ D区石器観察表(6)
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表10 A～ D区石器観察表(7)
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表10 A～ D区石器観察表(8)
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表10 A～ D区石器観察表(9)
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A～ D区石器観察芙

表10 A～ D区石器観察表Q0
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A～ D区石器観察表

表10 A～ D区石器観察表On
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A～ D区石器観察表

表10 A～ D区石器観察表tD
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ミニチュア土器観察表

表■ ミニチュア土器観察表(1)
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ミニチュア土器・土錘・土製匙・土玉・耳栓・土製蓋・ 上偶観察表

表13 土製匙観察表

表11 ミニチュア土器観察表(2)

表14 土玉観察表

表16 土製蓋観察表

表17 土偶観察表
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土製円板観察表

表18 土製円板観察表(1)
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土製円板 。その他の上製品・金属製品観察表

表18 土製円板観察表(2)

表19 その他の上製品観察表

テひ6〔二 )6

環状土製
登

駐)

aF(長れ,石兵,角 閃れ,4｀際,

4Ar岳若 石革 角閑7f素任対 ′卜樺ヽ

'63住
酵状上製 島 雪(長称 石英,角 閑石,赤色柱―多 ,安

'65tE
門 果状土製 髯褥 露く長ra,fl乗 ,角 閃石―多,安山を,雲

欧 未角紺) '65t[
汚10土坑 降状 止 裂 〔褐 雪(長 rt,れ央 ,赤色種―多,角 閑れ,安

Ij猪 )

力 10土現 上製態の格か

表20 金属製品観察表
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粘土塊観察表

表21 粘土塊観察表
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第 7章 自 然 科 学 分 析

第 1節 須玉町上ノ原遺跡のテフラ

河 西 学 (山梨文化財研究所)

上ノ原遺跡は、茅ケ岳・黒富士火山西麓に位置する縄文～平安時代の遺跡である。周辺地形は、仁田平集落南

方の扇状地に連続する小規模の谷底平野地形とそれに並行する黒富士第 5期火砕流堆積物からなる開析された尾

根部と斜面からなる。本遺跡の遺構は、主 として尾根部から斜面に展開 している。遺跡調査範囲の堆積物は、礫

層を覆って褐色ローム層が堆積 し、その上位に暗褐色土層・黒褐色土層などが堆積 している。ここでは、これら

の堆積層中から広域テフラを検出し層位を検討するために、テフラ分析を行ったので以下に報告する。

分析結果

試料は、A区の尾根部に近いA地点、B区の斜面下部のB-1地点、B-2地点で採取された地質試料である。

分析方法は、河西 (1996)と 同様である。偏光顕微鏡下での計数結果から、水分含有率、粒径組成、1/4～ 1/16m

m全火山ガラス含有率、形態別火山ガラス含有率を算出し図32に示す。なお1/4～ 1/16mm全 火山ガラス含有率、

形態別火山ガラス含有率は、試料単位重量あた りの1/4～ 1/16mm粒径の火山ガラスの割合で表示 したと屈折率

測定値を表22に示す。

含水率は、A地点では変化に乏 しく、B-1・ B-2地点では上方に緩やかに漸減する。粒径組成は、A地点・

B-1地点で砂の含有率が低 く変化に乏 しい。B-2地点では、砂の含有率が全体的にやや多く、ローム層下部

および黒褐色土層中において増加するなど層位ごとの変化が認められる。

A・ A'型火山ガラスは、泡壁型 (バ ブルウォール型)形態であ り、ソフ トローム層中のB-1地点Nos.6
～ 8、 B-2地点Nos.7～ 9で極大を示す。火山ガラスの屈折率の値は、1.498-1,501(1.4995)を 示すことか

ら約2.5(～ 2.2)万年前に噴出した姶良Tnテ フラ (AT)に同定される。AoA'型 火山ガラスの合有率が下部

で急増 し、上方に漸減するいわゆるヴィーナス曲線を描 くことから、ATの降灰層準は、B-1地点ではNo.8

前後、B-2地点ではNo.9～ 10付近に推定される。斜面に位置するB-2地点では、ソフトローム層に不整合

で黒褐色土層が堆積 しているために、ソフ トローム層中のAT層準での火山ガラス含有率がB-1地点でみられ

るような滑らかな曲線を描いていないものと考えられる。

A地点でのA・ A'型火山ガラスは、ヴィーナス曲線を示さず上方に漸増する。A'型火山ガラスではNos.

5～ 7と No.2と に極大がわずかに認められる。火山ガラスは、Nos.2,7で の屈折率の値が1.498-1.501(1,4

995)を 示すことから、ATに由来することがわかる。A地点は尾根部付近に位置するためAT堆積後に、削素1作

用あるいは土壊化作用などによってAT堆積層準が失われてしまった可能性が推定される。A地点に含有される

A・ A'型火山ガラスは二次堆積作用によってもたらされたものと推定される。

ソフ トローム層およびそれ以上の暗褐色土・黒褐色土層中に認められる塊状のB型、中間型のC型火山ガラス

は、約1.2万年前の立川ローム上部ガラステフラ (UG)に 由来する可能性がある。また暗褐色土・黒褐色土層

中に認められる多孔質型のF型、繊維状のE型ガラスの一部は、ときに角閃石斑晶を伴 うことから、約2.8～ 3

千年前の天城カワゴ平軽石 (Kg)に 由来する可能性がある。

三村 (1967)は 、仁田平集落南方の扇状地堆積物が、東光・浅尾原から浅尾新田東部にかけての火山麓扇状地と

同様に I面堆積物で構成されるとしている。東光・浅尾原から浅尾新田東部にかけての火山麓扇状地において

On― PmIの堆積がローム層中に認められる。 しかし本遺跡A地点でOn― PmIが検出されないことから、

本遺跡付近での風成層の堆積開始期はより新 しいことが明かである。

江

(1)形態 x型の火山ガラスの合有率Axは、Ax(%)=(C/B)× (Ex/D)× 100 で算出される。B:試料の乾燥重量(g),C:1/4～ 1/16
剛粒径砂分の重量(g),D:計数した1/4～1/16mm粒径粒子の総数,Ex:計数したx型火山ガラスの粒数

文献

河西 学 (1996)大 坪遺跡のテフラ分析。『大坪遺跡発掘調査報告書III』 、72-75。

三村弘二(1967)黒 富士火山の火山層序学的研究。地球科学、21、 (3)、 110。
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B-1地点  No.8
B-2地点  No 9
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泡壁型 (A・ A'型 )

泡壁型(AA'型 )

無色 1.4981501(14991500)姶 良Tnテ フラ AT
無色  1498-1.501(1,4995) 姶良Tnテ フラ AT
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第 7章 自然科学分析

第 2節 植物遺存体の分析

1 介 析 方 法

上ノ原遺跡は標高800m前後の山間地に所在 し、県内では八ケ岳山麓 と並んで標高の高い遺跡立地を示 してい

る。そうした高冷地にもかかわらず縄文中期末～後期前半、平安時代には密度の高い集落が営まれていたことが

調査が進むにつれて明らかになっていった。とりわけ平安時代では、条里地割の整備された盆地底部であれば稲

作が行われ、ある程度イネが食されていたことが予想できるものの、周囲に水田がなく、もともと水の乏しい茅 ヶ

岳西麓ではどのような食生活が成 り立っていたのであるうか、興味がもたれた。そこで調査の際、平安時代の竃

内から土壌を採取 し、水洗選別を実施することとした。

平安時代の住居では亀が日常の調理の場であったことは疑 う余地がない。そこで亀内には調理の際に吹きこば

れた当時の食糧の残滓が炭化 して遺存すると考えられることから、これまでも各地の遺跡で竃内土壌の分析が行

われてきた。本遺跡では亀の遺存状況の良好なものを任意に選び、亀の断面観察の後、土層にしたがって土壌を

ビニール袋に数袋ずつ採取 した。また住居や土拡の覆土中から大型の炭化種実が検出された場合、単独で取 り上

げ、それらも分析することとした。

調査手I頁 については『山梨文化財研究所報』で報告されたように (1994 森原)、 乾燥させた土を水面に投下

し、浮上 した炭化物を回収 して分析する、というもので、下記の工程で実施 した。

①採取 した土壌を洗浄カゴに薄く広げて、屋外、あるいは屋内で自然乾燥させる。

②分析用と保存用に分け、分析用は重量を計る。保存分は別に保管する。

③バケツに水を入れ、土壊を静かに投下する。浮上 した炭化物をすべて調理用「あく取 り」などです くい、キッ

チンペーパーの上で乾燥させる。土と共に沈殿する炭化物があるので、何度か沈殿物を撹拌 し、炭化物を徹

底的に回収する。

①′ミヶッの底に残った泥を0.5ミ ツメッシュの「検土用ふるい」の中で水洗 しながらかるい、残った砂礫中か

ら焼骨などの食糧残滓を回収する。

⑤回収物を室内で自然乾燥 した後、肉眼で炭化種実、骨片、炭化材に分類 し、同定を依頼する。

参考文献

森原智恵子 1994「 浮遊選別法を実施して」『帝京大学山梨文化財研究所報』20帝京大学山梨文化財研究所

2 炭化種実の同定結果

吉 川 純 子 (パ レオ・ ラボ)

1.は じめに

上ノ原遺跡は、茅ヶ岳西麓の標高780～ 850m付近の尾根上に位置する遺跡である。試料は、主に平安時代の住

居の竃の堆積物、および住居内から出上した炭化種実で、すでに水洗により節わけされ種子果実を選別されてい

た。またCl・ 77住、B-46・ 68号土拡、C-294号土拡は縄文時代後期である。試料は、B望6号土拡覆土、B―

68号土拡覆土、C-1号住床面、C-4住亀内 I・ H・ III層、C-5住亀内 I・ H層、C-7住亀内灰層・住居内覆

土、C77号住住居内覆土、C守9住 (層位は不明)、 C嗚0住亀内炭層・ 1・ Ⅱ・ III・ Ⅳ・ V・ Ⅵ層、C嗚6住亀

内炭層、C対2住亀内 I・ H・ Ⅲ oⅣ層、C-93住宅内 I・ II・ Ⅲ oⅣ層、C294号土拡覆上の合計31試料を分析

した。このうち27試料から同定可能な種実を得ることができた。

2.同定結果

表23は種実の同定結果を一覧表として示したものである。

全体的にみると、穀類はイネ、コムギ、オオムギ近似種、ムギ類を出土 し、食用植物はオニグル ミ、モモ、ウ

メ、アパキ属近似種、サンショウ、 トチノキを出土 した。穀類を出上 しなかったのは、C-4住、C-5住、C―

7住、C-93住、C W9住で、他の種類の出土も比較的少ない。各住居址・土拡からの出土傾向を以下に示す。
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第2節 植物遺存体の分析

B望6号土拡からはオニグルミ、 トチノキ、マメ科 。近似種などを出土 した。

Bヽ8号土拡覆土からは、マメ科種子を出土 した。

C-1号住からは、オニグルミを出上 した。

C-4住竃内からは、オニグルミ、ヤナギタデ近似種、ハナタデ近似種を出土 したが個数は大変少ない。

C-5住竃内からは、オニグル ミだけ出土 した。

C-7住竃内からは、ツユクサ、ヒユ属、ヤナギタデ近似種、ハナタデ近似種を出土 した。また覆土中からは

クヌギ子葉を出土 した。

Cも8号住亀内からは、オオイヌタデまたはサナエタデ (乾燥)を出土 した。

CW7号住覆土からは、クヌギ子葉を出上 した。

C弔0住篭内からは、オニグル ミ、イネ、イネ近似種、コムギ、オオムギ近似種、ムギ類、ムギ近似種、モモ、

ウメ、アパキ属近似種、穀類炭化塊とかな り多くの種類を出土 した。中でもムギが多い。

C弔6住亀内からは、イネ、コムギ、オオムギ近似種、ムギ類、サンショウ、穀類炭化塊を出土 した。コムギ、

オオムギ近似種、ムギ類はかなり多い。

C→2住亀内からは、コムギ、ムギ近似種、穀類炭化塊を出土 した。コムギが最も多い。

C→3住亀内からは、エノコログサ属、ハナタデ近似種を出土 した。

CW9住亀内からは、不明種だけの出上であった。

C294号土拡覆土からは、オニグル ミを出土 した。

3.出土種実からみた若千の考察

上ノ原遺跡では、イネはC弔0住、C弔6住から出土したが個数は大変少ない。これに対し、コムギ、オオムギ

近似種、ムギ類、ムギ近似種を含めるとムギは大変多く出土している。これは山間部の尾根沿いといった水利の

あまりよくない状況から、水を引かなければならないイネよりも乾燥に耐えるムギを栽培していたのではないか

表23 上ノ原遺跡出土灰化種実一覧表
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という推論ができる。奈良、平安時代においては、陸田の利を説き、荒年に備えオオムギ、コムギなどの雑穀類
の耕作を勧める詔や符が しば しば出された (柴田 1957)と ぃう。また、縄文時代から弥生、古墳にかけては東
日本ではオオムギを主に栽培 していたようであるが、時代が新 しくなるにつれてコムギの割合が増えてくるよう
である。オオムギのほ うがコムギより栽培辻収穫が容易であるため、栽培技術が発達 してコムギを多く栽培する

ようになったのかも知れない。今後、山梨県内の平安時代の盆地部や河川沿いにある遺跡の炭化種実 とも比較 し
てみる必要がある。

穀類であるイネ、ムギ、それにアズキ属近似種は調理する際にこばれたものと考えられる。オニグルミ、モモ、
ウメなどはおそらく食用とした残 りの種子を火にくべたものであろ う。サンショウは食用にしたのか、あるいは

枝について運ばれた可能性もある。そのほかのツユクサ、ヒユ属、ヤナギタデ近似種、ハナタデ近似種、エノコ

ログサ属はやや乾燥 した場所に生育する雑草である。クヌギは、あく抜きが比較的容易で、当時の生育数も多かっ
たとみられ、炭水化物として比較的重要な食糧だったのかも知れない。また、 トチノキは特に遺構で出土する際、
加工されるために破片の場合が多く、炭化するとさらに細かい破片になってしまうので、表面が焼けると同定が

困難になる場合が多い。一方、マメ科については、種皮がとれてへその部分も欠落 しているため、種の同定は不

可能である。また、マメ科近似種 とされているものは、さらに焼けぶ くれを起こしているため外形で判断するし
かない。

さて、表24は計測可能な穀類の長さを計測 した結果の表である。この遺跡では穀類はやや保存の悪いものが多
く、長さ、幅、厚さの 3方向を計測できるものに限ると殆ど計測不能になってしまうため、長さだけに限定 した。
C嗚6号住のコムギの長さの最小は2.5nlm、 最長は4.9nlmである。平均値は3.53nlmで 、これはいわゆるコンパク ト
タイプのコムギにあたるようである。つまりここでは寸詰まりのオオムギ近似種とコンパクトタイプのコムギが
セットになって出上 して為 り、この傾向は本州では一般的である (吉崎・椿坂 1990)と いう。

4.形態記載

イネ近似種 (cf.Oryza saiva Linn.):外 形はイネであるが表面が少しやけて胚乳表面の隆起がわからなくなっ
ている。

オオムギ近似種 (cf.Hordeum):胚乳の上下が突出して、コムギの様な深いえぐりこんだ濤がないが、縦方向
に寸づまりの形をしているため、オオムギ近似種 とした。場合によって、コムギ ?、 オオムギ ?な どと扱われて
いるもので、吉崎・椿坂 (1990)で擦紋オオムギと仮称されているものと同 じであると思われる。
ムギ類 :ム ギ特有の濤、膨らみは確認できるが、一部欠けていた り、焼け膨れているため、オオムギかコムギか

判断できない。

ムギ近似種 :ム ギ類 としたものよりさらに保存が悪いが、ムギに類似 しているものを近似種にした。
モモ (Prunus persica Batsch):核 の小さい破片であるが、モモ特有の深い流れる濤の模様が確認できる。
ウメ (Prunus mume Sieb.et Zucc.):核 の破片であるが、浅 く細い濤と小さい孔が確認できる。小さいタ
イプ のウメと思われる。モモの核よりも壁が薄い。

アズキ属近似種 (cf.Vigna):種皮は取れてしまっているため、外形 と大きさからアズキ属に類似すると思わ
れるが、他の栽培マメ科の野生型も有 り得るかもしれない。

引用文献

柴田桂太 1957.資源植物辞典.904p.,引 ヒ隆館,東京.

吉崎昌―・椿坂恭代 1990,北海道における初期農耕関連資料m,一北大構内の遺跡8-,p.23弩 6.

―-200-―



第 2節 植物遺存体の分析

表24 イネ、コムギ、オオムギ近似種の計測値

C801i亀
炭 アズキ属近似種 5,0
11 イネ      4.1

コムギ     4.2
Ⅳ ヨムギ     3.3
Ⅵ オオムギ近似種 47

C→2住竃
Ⅲ  コ ム ギ

C86住寵

炭 イネ  4.6
ヨムギ    3.5

3.2
3.2
44
3.6
3.2
49
34
43
34

3.2   3.0
3.0    3.6
3,7   3.5
3.6    3,7
3.3    3.8
3.9   35
45   36
37   33
33   36
3 6    4 0

3.5   30
3.9   2.5
3.5   3.5
2,7   35
3.6   30
31
33
4.0
35
3.5

オオムギ近似種   54
5,1

45
47
4.0
51
47
51
39

3 上 ノ原 遺 跡 出土 材 の樹 種 同定

藤  根   久 (パ レオ・ ラボ )

1.は じめに

上ノ原遺跡は、平安時代あるいは縄文時代中・後期の住居跡や土拡などの遺構からなる。各遺構からは、住居

建築材あるいは燃料材などに希J用 された木材が炭化材として出土 している。これら炭化材の樹種を調査すること

により、当時の木材の利用状況について知ることができる。ここでは、これら炭化材の樹種の同定を行 う。

2.方法 と記載 お よび結果

試料は、各遺構から出土 した炭化材38点である。これら炭化材は、まず実体顕微鏡下で横断面について観察 し、

同定できるものと同定できないものに分ける。同定される典型試料と同定できない試料は、片刃カミソリなどを

用いて横断面 (木 口と同義)、 接線断面 (板 日と同義)、 放射断面 (柾 日と同義)の 3断面について作 り、直径 1

9nの真鍮製試料台に固定、金蒸着を施 した後、走査電子顕微鏡 (日 本電子仰製 潟M T 100型)で観察する。以

下に、炭化材標本の記載と同定の根拠を示す。

マツ属複維管束亜属 Pinus subgen,Diploxylon マツ科 図版2371a～ lc.

放射仮道管、垂直および水平樹脂道、これを取 り囲むエピセ ツウム細胞からなる針葉樹で、早材部から晩材部

への移行は緩やかである (横断面)。 分野壁孔は窓状で、放射仮道管の内壁は内側に向かって著しく突出してい

る (放射断面)。
エピセ リウム細胞以外は、放射仮道管を含め単列で 1～ 10細胞高程度である (接線断面)。

以上の形質から、マツ科のマツ属複維管束亜属の材と同定される。マツ属複維管束亜属は、本州 。四国 。九州

に生育するアカマツ (P.densinora)と 海岸部に生育するクロマツ (P,thunbergil)が ある。いずれも樹高30m、

幹径 lm前後に達する常緑針葉樹である。

ヒノキ属 Chamttcyparis ヒノキ科 図版2372a～ 2c、 3a～ 3c.

仮道管、樹脂細胞および放射柔細胞からなる針葉樹で、早材部から晩材部への移行は緩やかである (横断面)。

分野壁孔は、小型のヒノキ型で、 1分野に 2～ 3個見られる (放射断面 )。 放射組織は、柔細胞からな り、 2～

9細胞高である (接線断面)。

以上の形質から、ヒノキ科のヒノキ属の材と同定される。なお、C l14号住居から出土する炭化材炭③は、分

野壁孔がやや大 き く、パキの可能性 もあることか らヒノキ属 ?と した。 ヒノキ属の樹木には、 ヒノキ

(C.Obtusa)と 前述のサ フラ (C.pisifera)が あ り、ヒノキは本州、四国、九州の温帯に分布する樹高40m、

幹径 2mに達する常緑針葉樹である。

オニグルミ れglans ailanttifolia Carr.ク ルミ科 図版2384a～ 4c.

大型の菅孔がやや径を減 じながら単独または放射方向に 2～ 4個複合 して散在する散孔材である (横断面 )。

道管のせん孔は単一である (放射断面)。 放射組織は、異性に近い同性で、 1～ 4細胞幅、 3～ 2細胞高である

(接線断面)。

以上の形質から、クルミ科のオニグル ミの材と同定される。オニグル ミは全国の温帯から暖帯にかけて分布す
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る樹高25m、 幹径 lmに達する落葉広葉樹である。

イヌンデ節 Carpinus sect.Eucarpinus カバノキ科 図版2385a～ 5c.

やや小型の丸の管孔が単独あるいは放射方向に 2～ 3個複合 し散在する散孔材である (横断面 )。 道管のせん

孔は単一で、内壁にはわずかではあるがらせん肥厚が認められる (放射断面)。 放射組織は、異性で 1～ 3細胞

幅、 3～ 31細胞高であ り、両端細胞はやや大きい (接線断面)。

以上の形質から、カバノキ科 クマンデ属のイヌシデ節の材 と同定される。イヌンデ節には、イヌンデ (C.

tschonoskii)及 びアカシデ (C.laxinOra)ヵ ぁヽ り、暖帯から温帯にかけて分布する落葉広葉樹で、樹高15m、

幹径60mに達する。

ハンノキ節 Alnus sect.Gu mnothysus 力′ミノキ科 図版2386a～ 6c.

中型の管孔が放射方向または塊状に 2～ 4個複合 して散在する散孔材である (横断面)。 道管のせん孔は、10

本程度横棒からなる階段状である (放射断面 )。 放射組織は、同性単列もしくは 2細胞幅と集合状の放射組織か

らなる (接線断面)。

以上の形質から、カバノキ科のハンノキ属ハンノキ節の材と同定される。ハンノキ節の材には、平野部の水湿

地に生育するハンノキ (Alnus japonica)、 平野部から山地の斜面にかけて生育するヤマハンノキ (A.hirsuta)、

そして山地に生育するヤシャブツ (A.五rma)な どが分布 している。ハンノキ節の樹木は、いずれ も樹高20m、

幹径50mに達する落葉広莞樹で、陽のよく当たるところに生育する。木材は、緻密で柔らかく、建築材、器具材、

家具材などに用いられる。

コナラ節 Quercus Secto Prinusブ ナ科 図版なし。

年輪のは じめに大型の管孔が 1列に並び、そこから径を減 じた小管孔がやや火炎状に配列する環子し材である。

道管のせん孔は単一である。放射組織は、単列同性のものと集合放射組織からなる。

以上の形質からブナ科のコナラ属コナラ節の材 と同定 される。コナラ節の樹木にはコナラ (Q.serrata)や ミ

ズナラ (Q.mongolica var.grossesrrata)、 カシワ (Q・ denttta)、 ナラガシフ (Q.aliena)な ど力`ある。いず

れの樹木も温帯から暖帯にかけて広 く分布する樹高20m、 幹径lmを超える落葉広葉樹である。

クリ Castanea crenata Sieb.et Zucc.ブ ナ科 図版2397a～ 7c.

年輸のは じめに大型の管孔が1～ 3列並び、そこから除々に径を減 じた小管孔が火炎状に配列する環孔材である

(横断面 )。 道管のせん孔は単一である (放射断面)。 放射組織は、単列同性であり時に 2細胞幅で、 2～ 15細胞

高である (接線断面)。

以上の形質から、ブナ科クリ属のクリの材 と同定される。クリは全国の暖帯から温帯にかけて分布する樹高20

m、 幹径 lmに達する落葉広葉樹である。

ケヤキ Zelkova serrata(Thunb.)K/1akino ニレ科 図版2398a～ 8c.

年輪のは じめに大型の管孔が単独ないし2列に並び、早材部では小管孔が 1～ 8程度集合 して接線方向ないし

はやや斜めに配列する環孔材である (横断面)。 道管のせん孔は単一で、小管孔の内壁にはらせん肥厚が明瞭に

認められる (放射断面 )。 放射組織は、異性 1～ 6細胞幅、 2～ 25細胞高からな り、大型の結晶細胞が認められ

る (接線断面)。

以上の形質から、ニレ科ケヤキ属のケヤキの材 と同定される。ケヤキは暖帯から温帯にかけて分布する樹高35

m、 幹径 2mに達する落葉広葉樹である。

エノキ属 Celis ニレ科 図版2399a～ 9c.

年輪のは じめに大型の管孔が 1～ 2列並び、そこから径を減 じた小管孔が早材部では多数集合 して斜め方向に

配列する環孔材である (横断面)。 道管のせん孔は単一で、小管孔な内壁にはらせん肥厚が見られる (放射断面)。

放射組織は、異性 1～ 8細胞幅、 3～30細胞高で明瞭な輪細胞が認められる (接線断面)。

以上の形質から、ニレ科のエノキ属の材と同定される。エノキ属の樹木には、本州以南の暖帯から亜熱帯に分

布するエノキ (C,sinensis)や、温帯に分布するエブエノキ (C.jessoensis)な どがある。エノキは樹高20m、

幹径 lmに達する落葉広葉樹である。

3.考察

ここで検討 した炭化材樹種は、縄文時代後期ではマツ属複維管東亜属、クリ、オニグル ミ、エノキ属、ケヤキ、

ヒノキ属、イヌシデ節の 7分類群が検出される。平安時代ではハンノキ節とコナラ節の 2分類群が検出される。

このうち縄文時代後期の遺構から出土する炭化材は、多 くがクリであり、他にマツ属複維管東亜属がやや多い。
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これは、この縄文時代後期に始いて、クリ材を積極的に利用 していることが理解される。

縄文時代後期における遺跡周辺の樹木植生は、低地堆積物の花粉化石等の検討で知ることができるが、データ

がないため言及できない。ただし、神奈川県の伊勢原付近の歌川上流部の歌川低地において花粉化石の検討では、

約5,100～ 3,600y,B.P.に おいてクリ属の花粉化石が高率で出現 している (清永 1993)。 また、相模平野南東部

の柏尾川低地においても確認されている (清永 1990)。 一方、遺跡から出土する炭化材調査では、縄文時代中

期～後期において全国的規模でクリ炭化材の多産が知られ、重要な食料源のほか木材源あるいは燃料源 としての

役割が指摘され、積極的なクリの銀護、管理があったとしている (千野 1983)。 このように、クリ炭化材の多

産現象は、周辺植生を反映 した結果である可能性が高 く、クリの銀護、管理の結果であるとも考えられる。
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表25 各遺構から出上 した炭化材の樹種

構遺 代時 種樹

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

86

37

38

39

C対号住居 pitl

C弓号住居 柱材

C-21号住居

C-21号住居  力‐イド

C弓7号住居 炭③

C望1号住居 床直

C-50号住居

C-57号住居

C将3号住居 焼土pit

C Wl号住居 西側

C W9号住居 柱穴内

Cお0号住居

C84号住居

C84号住居 サンブル①

C84号住居 サンプル②

C84号住居 pit5
C鍔5号住居

C―謗号住居

Cお9号住居 注目土器周辺

C鵡0号住居

C■∝号住居 東床直

C108号住居 サンブル1

C l14号住居 pitl
C-114号住居 pit2

C■ 14号住居 pit3
C l14号住居 炭②

C l14号住居 灰③

C l14号住居 東壁

C129号住居

C-130号住居 pi観 3

C-130号住居 pit14(pit内 )

C130号住居 pit14(直 上)

C-183号土拡

C-272号土拡

C345号土拡

C望20号土拡 No4
C将50号土拡 Nol
C馬58号土拡

つit1314

1日ミ予縄 文 代後

縄文時代後期 (堀之内 1)

平安時代

平安時代

縄文時代後期

平安時代

縄文時代後期

平安時代

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期 (堀之内 1)

平安時代

縄文時代後期 (堀之内 2)

縄文時代後期 (堀之内 2)

縄文時代後期 (堀之内 2)

縄文時代後期 (堀之内 2)

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期初

縄文時代後期初

縄文時代後期

縄文時代後期

縄文時代後期
,

オニグル ミ

クリ、エノキ属
ハ ンノキ節

ク  リ

コナラ節

ク  リ

ヨナラ節

ク  リ

クリ、ケヤキ

ク  リ

コナラ節

ク  リ

マツ属複維管束亜属

ク  リ

マツ属複維管束亜属

ク  リ

ヒノキ属

ク  リ

ヒノキ属 ?

クリ、マツ属複維管束亜属

ク  リ

イヌシデ節

マツ属復維管束亜属

ケヤキ

ク  リ

マツ属複維管束亜属

コナラ節
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第 7章 自然科学分析

4 上 ノ原 遺 跡 にお け る植 物 利 用

ここでは同定データに対する若干のコメントを加えることとする。縄文時代後期では、注口土器 と深鉢の完形

品が出上 した B望6号土拡 (堀之内 lb期)中からオニグルミ、 トチノキ (ト チノミ)、 マメが検出されている。

また同時期のB将8号土拡でもマメが出土 した。 トチノミに関しては、主に縄文後期以降各地で水場遺構に伴っ

た発見が相次ぎ、後晩期を特徴づける食材の筆頭とされる。県内では韮崎市三官地遺跡 (晩期前半)で配石土坑

に伴い種皮つきの多量の トチノミが出ている (聞間 1998)。 本遺跡の立地を見ると、鰻沢という小河川に面 し、

水場への利便性と周辺の植生活用を最大の立地条件としている感があり、 トチノミの検出は当然の結果とも思わ

れる。またマメについては、県内では京原遺跡 (境川村、諸磯 bl期 )、 飯米遺跡 (須玉町、曽利期)、 社口遺跡

(高根町、堀之内 lc期 )、 中谷遺跡 (都留市、曽利Va?・ vb期、松谷 1996)、 大月遺跡 (大月市、曽利V
c期、松谷 1997)な どが知られ、栽培種の可能性ある植物のひとつとして注目されている。その他C-1号住

(堀之内2c期)では奥壁寄 りの床面上およびC-294号土拡 (曽利Vb期 )の覆土中からはオニグル ミが出上 し、

C守7号住 (堀之内 2c期 )覆土中からクヌギが出土 している。炭化材では住居内覆土、床面上や柱穴内の主に

住居建築材と考えられる炭化材を分析 した。称名寺～堀之内 2期 まで31試料を同定 し、それらを時期別に示すと

次のようになる。

称名寺期 ―オニグル ミ1、 マツ属 2、 クリ1、 イヌンデ 1

堀之内 1期―クリ5、 エノキ属 1、 ケヤキ 1、 マツ属 1

堀之内 2期―クリ13、 ヒノキ 2、 マツ属 1

クヅは縄文時代を通 して建築材として利用されているが、後期においても盛んに示U用 されるとともに、それ以

外にヒノキ 。マツ属の針葉樹が伴っている点、注意される。

平安時代ではC-4・ 5。 7・ 80・ 86・ 92・ 93号住の6軒の竃内土壌を分析 した。時期は平安 1(宮 ノ前Ⅵ期、 9

世紀半ば)一 C-4・ 7・ 92・ 93号住、平安 2(官ノ前Ⅶ期、 9世紀後半)一 C弔0・ 86号住、平安 4(官 ノ前X期、

10世紀後半)一 C-5号住である。各時期の内容は次の様に整理できる。

平安 1-ム ギ類33(コ ムギ31、 ムギ近似種 2)、 クヌギ 2

平安 2-イ ネ類 5(イ ネ 4、 イネ近似種 1)、 ムギ類166(コ ムギ78、 オオムギ近似種16、 ムギ類59、 ムギ近

似種13)、 アズキ近似種 2、 オニグル ミ6、 モモ 4、 ウメ3、 サンショウ1

平安 4-オ ニグルミ3

ムギ類が圧倒的に多く、 1・ 2段階を合わせてもイネ :ム ギは 5:199で、穀類の中で2.5%がイネ、97.5%が

ムギであった。さらにムギ類の中でもコムギが優勢で、 2段階ではコムギ :オ オムギは78:16と なっている。水

が乏 しい茅ケ岳西麓で、平安時代にコムギ栽培が非常に盛んであったことを示唆するデータとなっている。我が

国における雑穀栽培に関 しては、養老 6年 (722)に大小麦 。栗の栽培が救荒対策のために奨励され、また弘仁

11年 (820)、 承和 7年 (840)に も同様の奨励策が打ち出されている。また800年代前半では蓄馬熱の高まりとと

もに青麦を馬草として売買する百姓が多出 したため、売買を禁 じる格が出されている (鋳方 1977)。 その頃、

茅ケ岳西麓には三官牧のひとつ穂坂牧の設置が想定されているので、本遺跡を合めた周辺地域では馬草としての

ムギ栽培が盛んに行われていたことは十分予想される。

ところで本来粒食には不向きなコムギがなぜ電内から出土するのであろう。コムギはコメのように炊いてもぼ

ろばろして硬 く、おいしくないうえに消化が悪いという。また糎を取 り除 くのが困難で、臼でついても胚乳は粉

状になってしまうという (西川・長尾 1977)。 したがって世界的にも一般的に粉食 されているのである。中世

以降、石国の普及とともにコムギの粉食がさかんにな り、本県が「ほうとうJに代表されるコムギの粉食地帯と

なっていくのである。その前段階である平安時代では、コムギ食では何らかの方法で粉食 していたことは間違い

ないが、同時に試行的に粒食も行われていた可能性がある。また民俗事例では馬用の亀で飼料を煮る例が各地に

見られ、住居内の亀でそうした家畜用の調理も行われていた可能性はあるだろう。今後、各地での炭化種実のデー

タを蓄積 し、また調理具の使用痕観察も同時に行い、コムギ調理の問題を考えていきたい。

参考文献

鋳方貞亮 1977『 日本古代穀物史の研究』 吉川弘文館

西川浩三・長尾精- 1977『 小麦の話』 柴田書店

長沢宏昌 1989「京原遺跡出上の炭化物について」『京原遺跡』 境川村教育委員会ほか
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松谷暁子 1996「 中谷遺跡出土炭化種子について」『中谷遺跡』 山梨県教育委員会ほか

松谷暁子 1997「大月遺跡から出土 した炭化植物についてJ『大月遺跡』 山梨県教育委員会

新山雅広 1997「社 口遺跡から産出した大型植物化石J『社 口遺跡第 3次調査報告書』 社 口遺跡発掘調査団ほか

長沢宏昌 1998「縄文時代の食の復元」『帝京大学山梨文化財研究所報』34 帝京大学山梨文化財研究所

閏間俊明 1998「三宮地遺跡の トチノミ集中土坑について」『帝京大学山梨文化財研究所報』34 帝京大学山梨文化財研

究所

櫛原功- 1998「炭化種実から探る食生活」『遺跡 。遺物から何を読み とるか (H)一食の復元―』 帝京大学山梨文化

財研究所

長沢宏昌 1999「食料生産」『 山梨県史』史料編 2 原始 。古代 2考古 (遺構 。遺物) 山梨県

第 3節 上ノ原遺跡出上の馬遺骸について

鈴木健夫 (日 本中央競馬会 )

(1)各部位の計測値

上ノ原遺跡C-68号土拡で出土した馬遺骸は、頭骨の左上顎骨片・左下顎骨片・切歯 7個 と四肢骨の右第 3中

足骨 (第 2中足骨付着)。 右胚骨と左第 2中足骨片等が確認できた。

個々の計測値は次のとおり。 〔単位llm〕

A 頭骨

1 左下顎骨片 (図版239)

(第 4前日歯 。第 1～ 3後臼歯植立)

部 位 名 歯  冠  長 歯  冠  幅 頑 側 歯 冠 長

第4前臼歯 LP4) 242

第 1後口歯 (LMl)
第 2後臼歯 Lヽ江2)

第 3後臼歯 L�13)

2 左上顎骨片 (図版239)

3 下顎切歯

(左右第 1～第 3切歯 )

部 位 名 歯  冠  長 歯  冠  幅 唇 側 歯 根 長

左第 1切歯 (L11 4

左第 2切歯 (L12) 58 6

左第 3切歯 (L13) 56.8

右第 1切歯 (R11 580

右第 2切歯 (R12) 146
右第 3切歯 (Ⅲ 3) 64.6

4 上顎切歯 〔左第 2切歯 (L12)〕

歯冠長    15,4
歯冠幅    12,8
唇側歯根長  63,0

B 四肢骨

1 右第 3中足骨 (第 2中足骨・第 3足根骨付着/欠落第 4中足骨 )

計狽1値 (14) 〔測定部位参照〕

1-2(264.5) 3-4(259,0) 5-6(257.0) 7-8(56.0)  9-10(41.0)

(第 2前日歯～第 3後田歯植立)

部 位 名 歯  冠  長 歯  冠  幅 類 側 歯 冠 長

第 2前臼歯 (LP2) 24,4

第 3前日歯 (LP3) 26 4

第 4前日歯 (LP4)
第 1後臼歯 (LMl)
第 2後日歯 (LM2) 26 2

第 3後臼歯 (LM3) 23.6
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11-12(29.5)    13-13′  (26.5)   14-15(45,0)

右第 2中足骨   骨長  117.6

右第 3足根骨   左右幅 (43.6)  前後幅 (39,2)

2 左第 3足根骨片  左右幅 (―)   前後幅 (41,0?)

3 右胚骨

計測値 (41m) 〔測定部位参照〕

1-2(346.0) 3-4(304.0) 5-6(35,0)
10-10′ (31.0)  11-12(68.0)   13-14(60.5)

(2)上 ノ原遺跡出上の馬遺骸に対する考察

A 頭骨

16-17(34.5)

上下高 (10,6)

上下高 (12.4)

7-7′ (69,0) 8-9(37.0)

1 左下顎片

下顎体は第 2前田歯から先端部が欠損 しているほか、舌側が第 3後臼歯歯根部まで剰落 している (第 4前田歯。

第 1～ 3後臼歯が植立 )。 現存する第 4前田歯・第 1～第 3後田歯を見ると、歯根が張 り、咬合面の磨耗が第 4

前田歯・第 1後臼歯に顕著に認められることから、出土馬の年齢は老齢と推定できる。

また下顎枝や下顎角に数条の袋が形成 していて、出土馬の咬筋がかな り発達 していたものと思われる。

2 左上顎骨片

上顎骨は欠損が甚大で、辛 うじて第 2前日歯から第 3後田歯が歯列として原形をとどめている。下顎臼歯の歯

列と同様、咬合面の磨耗は顕著に認められること、第 1後田歯 (Ml)はす り鉢型に深 くえぐられている。この

ことは飼料が良質なものではなかった点を推測できる。

3 下顎切歯 (下顎左右第 1～第 3切歯・上顎左第 2切歯)

切歯は全個体で歯根部 (歯槽)が溶け、ね じれ骨質の膨張がみられ、特に左右の第 3切歯と上顎左第 2切歯に

顕著である。このことから歯槽膿漏か虫歯等何らかの疾患に出土馬が罹っていたと想起される。

この状態では出土馬が生前に採食する際、かな りの苦痛があったものと思われる。

切歯の咬合面によって、16歳前後の老齢馬であったと推定できる。

B 四肢骨

右第 3中足骨 (第 2中足骨 。第 3足根骨付着)と 右胚骨

中足骨と右睡骨の遺存状態は極めて良好で、骨からみて使役が軽度であったと考えられる。中足骨と右胚骨の

最大長から出土馬の体高は、139± 3 clnと 推定、日本在来馬の木曽馬程度であろう。

C その他

性別不詳。

図33 左下顎骨片・左上顎骨片の計測値

―-206-―

〔単位 :mm〕



第

一
孵
惇

第 3節 上ノ原遺跡出上の馬遺骸について

Idi 体 (切歯骨 )

Id:

Id]

孟 裂

b)

講鱒<堪
大腿骨

舷誓ノ
十億琴

尾 椎

踵 骨

第 4中 足合

3中足骨

手榎骨_
第 4中 手骨

第 3中 手骨

膝蓋骨

第 2中 手骨

第 1指節種子骨

日R孫昂T'申 子全

鼻ЫⅧメ
切歯骨f

(́r無衝緑
大歯  ′

II 121d]   P= P, P

馬の顎骨の構成 と歯 列

口
置
突
起

眼8
S侵 8下 菅

Ｉ‥
ヽ
、也
Ｔ
＼
　
　
＼
ヽ
１
浄
●

ロ

Ｌ
、

汗
二

作

角

Ｌ

Ｐ．

昨

中

判

ｉｖ‐，．

師骨

上顎結節

有
歯
郎

前

日
歯

　

臼
歯

下顎孔

下れ1休  1曽 間中隔  下顎角

月力    !

遜ヽ
く

フヽ‐基

関節突起又生ム

後聞師突起

澱J定 部仕

匹骨 Dυ ERSTの F嗜 209

最 大 長 1-2 (DuER5Tの 1-2)(剛 訂∫の 1)

外 ‖〕長 3-4 (DuERSTの 7-8)(刊 吉hの 4)

,と 位きL中講 5-6 (DuERSTの 9-10)(聞 吉bの 6)

,と 位部径 7-7 (DuERSTの 23-24)(lTl訂
`の

12)

中央部巾萬 8-9(DuERSTは 骨体最小,語 とするが ヽで

は中央吉Lに あたる)(阿吉性の 9)

中央部径 10-lll(DuERSTの ■体最小径ほ中央部よりや

や違位にある)(FT部の13)

遠位部

“

語 H-12(D∪ ERSTの 15-16X田部の10)

遠位部径 13-14(DuERSTの 23-24X同 部の14)

下顎隙

下顎角

筋
突
起

測定部位

中手骨及び中足骨

最 大 長 1-2

外 側 長 3-4

内 佃J長  5-6

近位部幅  7-8

,Frイ立吾[径  9-10

中央部0萬  ■-12

中央き卜径 13-13

DUERSTの Fig 235

(DuERSTの 1-2)(岡 吉卜の 1)

(DuEnSTの 3-4)(岡 菩bの 2)

(DuERSTの 6-7)(岡 部の 4)

(DuERSTの 14-15X岡きLの 9)

(DuERSTの 30-31)(岡 許卜の 18)

(Dυ ERSTの 最小巾品と一致18-19｀ (岡 訂∫

の■ )

(DUERSTの 最小径 と殆んと一致 |る か

中足君では遠位に近 く最小径かある)

(隅 部の 20)

遠位部1討  14-15(DuERSTの 24-25X岡 部の 14)

遠位部径 16-17(D∪ ERSTの 40-41)(岡 部の21)

図34 馬骨の計測部位 (網部)

;L歯

鋒纂伴腎差

窪雙
暮

上要
'同ER 3下 孔

上習
ie´ |́ 

オ
環魯

麓ぞ―芍監起
手貯

円

娘

國
“

―-207-―



第 8章 遺構 。遺物の分析

第 8章 遺構 。遺物の分析

第 1節

1.土器群の分類と編年

(1)中期末

縄支中期末～後期の遺構と遺物

曽利Ⅳa・ Ⅳb期、曽利 Va・ vb・ Vc期に分けられる(櫛原 1999)。

Wa期 区画内に綻位条線文を地文とする段階で、C-38号住 2(あ るいはⅣbか )、 Cも5号住 1、 C巧00号土

拡 1、 C513号土拡 2、 C葛13号土拡 1、 Cヽ17号土拡 1がある。口縁部文様帯をもつ深鉢形土器(C-550号土

拡 1・ D区遺構外 1)では濁巻をもつ区画が 1本の隆線 (低隆帯)で表現され、蛇行沈線文が垂下する。同様な文

様をもつ加曽利 EⅢ式上器がC-479・ 541号土拡にみられ、本期～Va期の所産と思われる。

Ⅳ b期 区画内に櫛歯状綾杉文を地文とする段階で、C将7号住 1、 256号土拡 1(把手鉢)、 381号土拡 1、 431

号土拡 1、 452土拡 1・ 2、 456号土拡 1、 557号土拡 5な どがある。区画内には蛇行沈線文を伴い、区画には低

隆帯のほか、沈線文が見られる。区画内の綾杉文には複数の綾杉文を縦位に施文する例(C望31号土拡 1・ 557土

拡 5ほか)と 蛇行沈線文をはさんで綾杉文を描く例(Cヽ7号住 1ほか)があり、曽利Va式への系譜を考えると後

者から前者への変遷が想定できる。口縁部文様帯を欠失 した例が多い中で口縁部文様帯を残す例があ り、C区遺

構外 3では区画の起点として渦巻文が残 り、またC-557号土拡 5では口縁部の弧状区画と渦巻文が分離 し、前者

より後出的な印象を受ける。後者の系譜が曽利Va期を経て、Vb期に弧線文をもつ土器群の出現へとつながる

のであろう。

Va期 コ状区画(枠状区画)内へのヘラ描きによるハの字文地文の出現をもって本期とする。このV期にはハ

の字文地文土器群、縄文地文土器群、加曽利E系土器群の 3つの上器群がある。Va期のハの字文地文土器群は

2期区分が予想され、古段階ではハの字文を力強く密に施文 し、蛇行沈線文を伴 うものがあ り、区画にはⅣ期か

らの低隆帯がある。類例にはC l18号住 1、 123号住10・ 11、 10号土拡 1、 54号土拡 1、 136号土拡 1、 162号土

拡 4、 231号土拡 1、 293号土拡 4、 479号上拡 1、 500号土拡 2、 624号土拡 8がある。中でもC望79号土拡 1は

口縁部文様帯を残 し、低隆帯により区画する。口縁部文様帯には弧状区画内に横位にハの字文を施文 し、渦巻文

を伴 うなど、特異な土器である。新段階では蛇行沈線文はなく、沈線文区画が普通である。 C-45号住 2、 49号

住 8、 87号住 4、 123号住 1・ 6、 2号土拡 1、 39号土拡 2、 137号土拡 1、 206号土拡 1・ 2、 253号土拡 と、455

号土拡 1、 657号土拡 1がある。縄文地文土器群は曽利 V式の区画内を縄文地文 とした土器群で、3号土拡 1・

162号土拡 1・ 547号土拡 1・ D区遺構外 7ほかに類例があるものの、量は多くはない。区画内の縄文は縦位単節

縄文施文であ り、ハの字文の施文の方向性が踏襲されている。従来、ほとんど注目のなかった土器群であるが、

次郎構遺跡 (高根町)5・ 9号住などにいくつかの類例を見ることができ、曽利式土器分布圏内の縁辺部に存在す

る折衷的な土器群である可能性がある。加曽利E系土器群の出土状況は明確でないが、C-479号土拡では古段階

の上器(2)と ともに加曽利 E III式上器片(1)が出ている。

Vb期 ハの字地文土器群ではコ状区画がU字形区画や綻区画へと変イとし、また回縁部には連弧状の沈線文、

隆線文をもつ段階で、ハの字文は浅く鋭角的となり、間隔があく。曽利 V式上器の標式資料として提示された居

平 3号住、曽利10号住 (長野県富士見町)の セット中に類例があ り(藤森 1965)、 本遺跡ではC12号住 6、 19号

土拡 1、 458号土拡 1な どに類例がある。またハの字文を櫛歯状刺突文で施文 した例が日立ち(C104号土拡 1・

39土号拡 4な ど)、 中谷遺跡 (都留市)では曽利 V式中段階の特徴として理解されている(長沢 1996)。 縄文地文

土器群はハの字地文土器群同様のモチーフをもつもので、C望9号住 1・ 14号土拡 1・ 81号土拡 1・ 110号土拡 1・

221号土拡 2に類例がある。それらは回縁部に縄文帯をもつ土器、連弧状沈線文・隆線文をもつ土器、口縁部文

様帯をもたない土器の 3者に大きく区分できる。また口縁部文様帯をもたない土器にはコ状区画の土器、逆U字

状区画の土器などがある。また深鉢形土器以外に重形土器(C77号土拡 1)が ある。地文の縄文原体には無節が

目立ち、また結節縄文が特徴的である。この段階の結節縄文は曽利Π式期のように縄文施文後に 2次的に施文す

るのではなく、端部を結わえた原体で施文 したもので、Va期同様に綻位施文が徹底されている。加曽利E系土

器群にはC14号土拡 3、 200号土拡 2、 221号土拡 3な どがある。胴部文様帯は逆U字文を連ね、ワラビ手文が
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図35 縄文時代中期末～後期前半の土器の変遷(5)

入っている。

Vc式期 加曽利E式土器、あるいは加曽利E系土器主体で、ハの字文地文土器群はごくわずかな存在 となる。

ハの字文地文土器群では曽利 V式の独自性を失い、加曽利 EⅣ式のモチーフにだれたハの字文や斜位の短沈線文、

刺突文を地文として施文 した例がみられ、類例にはC16号土拡 1、 50号土拡 1、 80号土拡 1、 498号土拡 1な ど

がある。C望98号土拡 1はモチーフが完全に加曽利Eのそれであるが地文は刺突文で、ハの字文が刺突文に変形

したのではないかと思われる。C区遺構外22は隆線による区画文土器であるが、加曽利 EⅣ式土器の微隆起線文

の影響が強くうかがえる。加曽利 E系土器群にはC-109号住 1、 W5号土拡 2、 322号土拡 3・ 5・ 6、 401号土

拡 となどがある。胴部の隆線文が主とな り、縄文を充填 した逆U字文や対向U字文が間隔を広 くあけて施文され

る。縄文地文土器群の系譜にあると考えられる土器には、モチーフをもたない縄文のみの上器群がある(C-49号

住 30197号土拡 1・ 4・ 118号土拡 1)。 Vb期 までの縄文地文土器群がハの字地文土器群のモチーフの上に成

立 していたのに対 し、本期ではハの字文地文土器群が独自のモチーフを喪失 したため、モチーフのない土器群が

出現したのではないかと思われ、曽利 V式の系統が途絶えつつある中で生 じた土器群と考えられる。口縁部に 1

条の沈線文をもつ土器のほか、C197号土拡 1は 口唇部に刺突列のある4単位の大波状口縁をもつ鉢形土器で、

異系統土器群の影響下で生 じた土器ではないか、とも思われる。な消それらの縄文地文土器群は称名寺 la期に
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第8章 遺構・遺物の分析

かかる時期幅をもつ土器群である可能性がある。

(2)後期

後期前半、称名寺～堀之内 2式期の時期細分に関しては山梨県史編年を参考にし(三田村 1999)、 称名寺式は

1(a・ b)、 2式に、堀之内式は 1(a・ b・ c)、 2(a・ b・ c)に細分する。モチーフのほか口縁部形態等に

着日して説明を加えたい。

称名寺 la期 県史編年の称名寺式古段階で、縄文を充填 した 2条の沈線により口縁部に縄文帯、また帯縄文、

」字文などを主なモチーフとし、横位 2段の分割が特徴とされ、本期のなかでもより古い段階として口縁部に窓

枠状区画をもつ中津式土器類似の土器群が伴 う時期とされる。本遺跡ではそうした典型例は少なく、わずかにC・

D区遺構外土器に少数の類例が散見される(C区遺構外52・ 53・ 56～ 58、 D区遺構外20)。 また併存する「関沢類

型」の例としてはC-166土拡 4、 C区遺構外46がある。それらは加曽利EⅣ式土器の系統を引 く土器群と考えら

れ、刺突列が特徴的である。口縁部の断面形態は概 して直線的で、主に関沢類型にみられるS字状の突起は立体

的となっている。

称名寺 lb期 県史編年でいう称名寺中段階で、縦位 2段に連続する」宇文を特徴とし、後出的な例 として縦

位を基調とする文様構成をもつ土器がある、とされる。日縁部形態は内面に稜、あるいは丸みをもって膨らみ、

やや内湾する例があ り、突起は環状、立体的である。C弓3号住 1、 36号住12、 46号住 1、 73号住 1、 96号住 7、

119号住 6、 192号土拡 2、 322号土拡12、 379号土拡 1、 386号土拡10、 632号土拡 7、 645号土拡 1、 C区遺構外

59～ 73、 D区遺構外18019・ 21～ 25が主なもので、C-33号住 1、 46号住 1、 386号土拡10は維位基調の文様構成

で、後出的である。

称名寺 2期 県史編年でいう称名寺新段階で、 lb期に「後出的」とされた縦位基調の強い土器群の系譜上に

ある土器で、充填縄文が刺突文、あるいは無文に変化する。次の堀之内 la期 との関連性が強 く、時間的に一部

重複する可能性もある。口縁部は突起部を除き無文であるが、口唇部外面に稜がみられ、堀之内 la期での文様

帯形成への準備が うかがわれる。類例にB13号住 3、 C-36号住 2・ 3、 60号住 2・ 4、 79号住24、 85号住12、

27土号拡 1がある。

堀之内 la期 県史編年でいう堀之内 1式古段階で、口縁部文様帯が成立 し、沈線文、刺突文、円形刺突文が

施文される例が多いが、無文とするものもある。口縁部内面は平坦か、わずかにくばんだものが多い。頚部には

狭い無文帯をもち、胴部は主に2条の沈線により」字文などを描 く。称名寺からの系譜を引 く土器群があ り、

「下北原式」とも呼ばれる。本期の資料はB13号住、22・ 35。 46号土拡、C-3・ 29・ 44・ 48・ 59・ 60・ 63・ 71・

79号住、363・ 411・ 496・ 551・ 574号土拡など非常に多い。B13号住は口縁部文様帯が未成立の上器群を含んで

いるが、 4には頚部に8の字状貼付文をもち、 3には突起間のみ沈線文があ り、本期でも古相である。また縄文

地文ではあるが三十稲葉式類似の橋状把手をもつ鉢が伴 う(2)。 B-35号土拡 1～ 4は 口縁部文様帯が未成立で

はあるが 1・ 3の胴部には本期の特徴がみられ、本期でも古段階といえる。 B望6号土拡は注口土器(1)と 二十

稲葉式類似土器(2)と の共伴事例である。 1は把手に連結 した短い注目をもつ重形の注口土器で、土瓶形の注目

土器としては古い事例である。 2は胴部に 2条の沈線で 8の字状モチーフを 4単位描き、連結 したもので、地文

にはランダムにびっしりと刺突文を施文 している。口縁部文様帯はなく、 8の字状の橋状把手をもち、頚部無文

帯は非常に幅が狭い。器形・地文には三十稲葉の影響が うかがえるが、モチーフには西関東から中部地方の色合

いが強 く、折衷的な土器 といえる。 C-29号住は良好なセットで、深鉢形(1・ 2)の ほかに隆線文でモチーフを

描いた鉢 (3)があ り、 3の類例 として長野県北村遺跡例があげられる。C望4号住 1は胴部に称名寺的な手法を

残す。Cヽ3号住 8は胴部がほとんど無文であるが、一部沈線文が見られる。 2は 口縁部文様帯がない。C守9号

住 1・ 2は ともに胴部文様帯が横帯文化 した事例で、西関東に類例が多く、本地域では異系統である。C望11号

土拡 1は胴部モチーフが一部 3条 となっているものの、口縁部文様帯がなく、頚部無文帯は短 く、B-35号土拡

1の垂下隆帯に類似 した橋状把手をもつ。地文はないものの三十稲葉式に類似する。C望96号土拡 1と 551号土

拡 1は非常によく似た土器で、日縁部には連続円形刺突文をもち、胴部には称名寺系譜のモチーフを描 く。

堀之内 lb期 県史編年でいう1式中段階で、口縁部文様帯の安定、胴部モチーフの沈線文の多条化が特徴的

で、後半段階には朝顔形深鉢が出現するとされる。口縁部断面はくの字状で、内面は凹線化 し、口縁部の突起文

様は平坦化する。B葛9号土拡、C-18034・ 96号住、126・ 327・ 400・ 411号土1/A、 D区遺構外32な どに類例があ

る。Bヽ9号土拡 1は三十稲葉式系譜の壷形土器で、頚部無文帯は短 く、胴部モチーフは 4条の沈線文であるが、

口縁部文様帯はない。 C-18号住 1は小型の朝顔形深鉢で、文様構成は綻位である。

堀之内 lC期 県史編年でいう1式新段階で、文様の懸垂化が進行し、口縁部文様帯はやや狭 く1条の沈線文
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が主であり、突起は平坦で、装飾は弧線状、渦巻状の沈線文である。頚部無文帯をもつ深鉢では突起部から2条

あるいは 1条の刻みある隆線文が垂下する。 B-10号住 (4～ 6・ 8)、 C対0号住 (8)、 C-20・ 75・ 117・ 257・

327号土拡に類例がある。

これらの堀之内 1式土器を石井分類 (石井 1993)に即 しつつ、一部補足 して分類すると次のようになる。

A群―称名寺式土器の文様構成を引き継 ぐ深鉢形の一群。 la期では Bウ2号土拡 1、 C望96号土拡 1、 C―

551号土拡 1、 Ib期ではC弔8号住 2、 lc期ではC l17号住 1があり、 la期に多く、その後は少ない。

B群―複数沈線による懸垂文と斜位に連絡する斜行文との組み合わせた深鉢形の一群であるが、 la期にはな

く、 lb期に3条の沈線によるD区遺構外32、 C区遺構外90な どがある。 lc期では存在不明。

C群一口縁部無文帯をもつ頚部の屈曲した深鉢で、胴部文様により3分類できる。

CI群―胴部に」字文を基本としたモチーフをもつ土器。 la期ではB嗚5土号拡 1・ 3、 Bヽ8号土拡 1、 C
-29号住 1な ど、 lb期ではC翌0号住 1、 C126号土拡 1、 C-400号土拡 1、 D区遺構外38、 lc期ではB-10

号住 6がある。

CⅡ群―胴部に懸垂形態のモチーフをもつ土器で、 la期では類例は少なく、C-71号住 1のみである。 lb
期ではC-27号住 1、 lc期ではC-71号住 13、 C対0号住 8、 C区遺構外100が あ り、 lc期から次の2a期に多

い。

CH群一胴部に横帯文をもつ。 la期にはC79住 1・ 2、 C-40号住 2、 lb期 には C-327号土拡 2があ り、

la期に多い傾向がある。

D群一口縁部に無文帯をもつ綱取式類似の深鉢であるが、本遺跡では確認できない。

E群―縄文地文の上器群で、胴部に綱取式類似のモチーフをもつ東関東的な深鉢。 la期にはB電6号土拡 1、

C-34号住 6、 C望4号住 1、 lb期にはC嗚27号土拡 1があ り、 la期に多い。

F群―朝顔形深鉢。 la期にはなく、 lb期 にC婦号住 1、 C-18号住 1が、 lc期にはC守 5号住 1、 C-257

号土拡 8があ り、 2期に深鉢形土器の主体 となっていく。

G群一口縁部に把手を 2な いし4単位 もつ深鉢で、新潟県方面を中心に分布する三十稲葉式土器類似の一群。

胴部文様のあ り方で 2分類できる。

Gl群一口縁部が短 く屈曲して頚部無文帯をもち、胴部には主に」字文・ 8の字文などの沈線文を描く。 la
期にB-13号住 2、 B望6号土拡 2、 C W9号住 3、 C望11号土拡 と、 lb期にBヽ9号土1/Alがある。

G2群一口縁部に平行する2条の隆線をもち、その間をつなぐように橋状把手がある。胴部には文様はない。

la期のみ存在 し、B-35号土拡 2、 B-551号土拡 2がある。

H群一口縁部が波状で突起をもつ浅鉢。

I群―平縁の鉢形土器で、口縁部に文様帯をもつ。

J群―注口土器の一群① la期にB望6号土拡 1がある

K群―瓢形の小型土器で、注口土器を含む。胴部には縦に組を通すための突起が上下 2つずつ、数単位見られ

る。

L群―」群に伴 うと思われる小型の蓋で、孔が 2あるいは 4箇所にある。

以上のように西関東地域を対象に石井氏の分類を参考に土器群を分類すると、本遺跡の地域的な様相としてD

群の欠如、G群の存在が浮上する。またB群は西関東に比べると格段に少なく、西関東主体の土器群であろうと

考えられる。またE群は少ないながらも存在 し、間接的な綱取式の影響の波及が考えられる。G群も直接的な搬

入例は確認できなかったが、影響の強い土器が存在する。時期的には la期にE・ G群が目立ち、東、北からの

広域的な動向が予想される。 lb期以降はCH群土器に代表されるように中部高地に分布の主体をもつ土器群が

盛行 し、独自色を強めた時期ではないかと考えられる。

堀之内 2a期 県史編年でいう2式古段階で、土器表面のミガキが顕著とな り、黒色に焼き上げた黒色磨研土

器が出現する。器壁は薄く、口縁部端部はわずかに屈折 し、無文の例が多いが、口唇部 1条の細い沈線を形骸的

に残すものもある。朝顔形深鉢(F群 )では口縁部文様帯が無文、あるいは 8の字貼付文をもつ刻みのある隆線文

をもち、頚部文様帯は幅広の横帯文で、文様は多条、重層的である。刻みのある隆線文は 1式期の口縁部文様帯

に施文された亥Jみからの変化とも考えられている。このF群の類例にはC-98号住 1、 C-103号土拡 1、 Cヽ26

号土拡 1があげられる。C ll号住 4・ 5、 C-90号住 となどは C II群土器で、本期に多 く存在する。注目土器

(」 群)では土瓶形の類例が増加 し、胴部がそろばん玉状を呈すもの、球胴を呈す ものがある。C弔9号住10は球

胴の大型注口土器で、土瓶形の注口土器では最大級のサイズであろうと思われる。
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堀之内 2b期 県史編年でいう2式中段階で、朝顔形深鉢(F群 )では横帯文の幅はやや狭くな り、文様は 2条

の平行線文を主とし、文様の重層的な表出はみられない。C群深鉢や注口土器 (」 群)の文様も横帯文化 した例が

みられる。口縁部内面は短 く屈曲し、内面に 1条の沈線文をもつものが多い。F群ではCW5号住 1、 114号住 3

などに類例があるが、本遺跡では資料的に少なくなっている。

堀之内 2c期 県史編年でいう2式新段階で、朝顔形深鉢の横帯文は幅が狭 く、数条の沈線文で描かれるもの

もある。また深鉢形土器のほか浅鉢形土器には口縁部内面に数条の沈線文が巡 り、口縁部断面は直線的に鋭 く立

ち上がっている。 F群にはCl号住 1・ 6、 75号住 4、 77号住 3、 128号住 2、 202号土拡 1な どがある。注目土

器 (」 群)は球胴の小型例が多く、C守5号住、289号土拡 1な どに類例がある。浅鉢にはC望2号住20、 115号住 3

などがあ り、堀之内 1式期のH群からの系統性の有無については不明であるが、数単位の球状突起があ り、その

内側に突起を起点 として 4～ 5条の平行沈線文をもつ。そのほかC-84号住 4の ような壺形とも考えられる器形

も出現している。これらの中で、Cイ 5号住 6、 77号住 6、 289号土拡 1な ど多条化 した細い紐線状の平行沈線文

モチーフをもつ土器群は「石神類型」と呼ばれ、本期末段階に位置づけられるという。

加曽利 Bl式期 本遺跡では 3片のみ出土 した。 C-77号住 8は堀之内 2c式期への混入的なあ り方である。

C巧77号土拡 1は本期に属する可能性ある唯一の遺構である。なお本期以降、本遺跡では縄文時代の遺物は存在

しない。

2.縄文時代 の上製品

(1)上偶 計29点出土。遺構内23点、遺構外 6点で、遺構内では住居内20点 (う ち2点は平安時代の住居)、 土

拡 3点で、住居への帰属率が高い。遺特別出土数は 2点以上出土 した遺構が住居 5軒、土拡 1基があ り、特定の

遺構に集中する傾向が うかがえる。時期別では中期 2点 (C5号住 19、 C123号住16)、 後期27点で、中期末での

上偶の減少、後期での増加という傾向を示 している。なおC望5号住は中期の住居llLであるが、 2点の上偶は後

期土偶と考えられる。中期土偶のうちC123号住例は腕を斜め上に上げた「ノミンザイ土偶」である。後期土偶の

うち、遺構に伴 う19点は時期の推測が可能で、堀之内 1式期10点、 2式期 9点である。後期土偶27点中、中実上

偶は21点、中空土偶は6点で、中実が主体である。また中空のうち 1点は筒形土偶かと考えられる(C守7号住60)。

481図の小型土偶が腕部を除いてはば完形である他は全て破片資料で、頭部 1点、腕部 2点、胸部を中心 とした

部位 8点、腰部 4点、脚部10点、筒形土偶胴部 1点である。それらの後期土偶の形態は両脚を逆U字状に踏ん張

り、腕部は水平の肩部から下向きにのび、中実 と中空では基本形は同じと思われる。中実の場合、どのような接

合で形成 しているのか、中期土偶からの技術的な系譜性があるのかなど、断面観察が必要となるが、中期土偶 と

異な り接合帯の観察は,ま とんどできない。ただC望0号住39ではX線観察で腰部に空洞が見え、胴部 と脚部 2本

を腰部で接合 している様子が推測できた。顔面部は C-75号住25と 481図 例にあり、C-75号住例では沈線文の端

部に刺突文をもち、仮面状の平坦な顔面である。D区遺構外出上の481図例は脚部を省略 した板状土偶で、顔面

は仮面状に貼付され、底面には刺突がある。C望2号住42の中空土偶は平安住居内出上であるが、韮崎市後田遺

跡出上の中空土偶に形態、大きさが類似 し(1989 山下 )、 堀之内 2式期であろう。またC望5号住 (曽 禾」V式 )出

上の46は底面に孔をもつ脚部片で、C望2号住と場所的に近いことから同一個体であろうと思われる。 C-54号住

19(堀之内 2式期)も 中空土偶の腹部、へそ付近ではないかと思われる資料である。このような中空土偶例は後田

遺跡のほかに明野村清水端遺跡にも類例があり(官澤 1986)、 また長野県では辰野町新泉遺跡出土例が著名で、

甲信地方に分布する土偶型式と予想される。以上のように後期、堀之内式期では中実上偶が主体である中で 2式

期に大型の中空土偶が出現する。さらに脚郡省略形のような小型土偶もあ り、小型と大型の 2種、あるいは大・

中・ 小の 3種程度の組み合わせが存在 した可能性がある。

(1)ミ ニチュア土器 主に口径・底径ともに 2～ 5m程度の小型土器としたが、回径 8～ 10cln、 高さ7～ 9 clnの

ミニチュアと通常の土器の中間的な資料も含んでいる。計82点出上 し、遺構内67点 (住居内57点、 うち 1点は平

安住居、掘立 ピット1点、土拡 9点 )、 遺構外14点である。時期別にみると時期推測できる資料65点中、曽利Ⅳ・

V式期 8点、称名寺式期 9点、堀之内 1式期26点、堀之内 2式期22点であ り、堀之内 2式期での増加が目立つ。

中期では文様をもつ ミニチュア土器としてはC13号住13(皿形)、 557号土拡 (鉢形)があ り、また C W8号土拡

7は無文の有子し重である。後期になると重形、コップ形、注口土器が主体的である。口径が小さく、底径が大き

な安定感のある無文の小型壷にはCl号住28・ 29(堀之内 2式期 )、 12号住17(堀之内 2式期)、 33号住11(称名寺

式期)、 77号住56(堀之内 2式期)、 85号住 4(称名寺式期)があり、堀之内 2式期に多い傾向が うかがわれる。小

型注口土器は小型重に把手と注口部を付けた形で、無文が主である。C-37号住57(堀之内 1式期)、 54号住17(堀
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之内 2式期)、 59号住27(堀之内 1式期)、 112号住27(堀之内 1式期)な どがあ り、堀之内 1式期に多い。また C一

36号住54(称 名寺式期)は把手付の注口土器らしい資料で、小型注口土器の出現期に位置づけられる。コップ形土

器は実用性を備えた小型の土器で、 ミニチュア土器の範疇に合めるべきではないのかもしれない。 B-36号 住 1

(堀之内 1式期)、 C-79号住67(堀之内 1式期)、 91号住 6(堀之内 1式期)な どがあ り、堀之内 1式期に多い。そ

の他、C-217号土拡 (堀之内 2式期)4は無文の皿形土器である。またC弔5号住 3の筒形土器は瓢形土器の ミニ

チュア、あるいは小型の瓢形土器で、口は小さく、紐で吊り下げるか、あるいは蓋を紐で留めるための突起があ

る。以上を整理 して時期別に示すと次のようになる。

曽利式期一壷 1・ 鉢 5・ コップ 1・ 皿 1

称名寺式期―壷 3・ 鉢 4・ 注目2・ 筒形 1

堀之内 1式期―重 1・ 鉢 9・ コップ3・ 皿 1・ と口 1

堀之内2式期一壷 8・ 鉢19・ 注口2

(3)土製蓋 注口土器の蓋 と考えられているもので、計18点出上 した。住居内10点、掘立 ピット1点、土拡 7点

である。形態別に分類すると、次のようになる。

A―円板状、皿状で把手はない。縁に孔をもち、 2孔 1対が多い。

1類―沈線文をもつ。  2類 ―無文。

B―皿状で把手をもつ。

1類―孔なし。  2類 ―孔あり。

A類は3点ある。Al類はC-20号住18の みで、 1孔 2対、計 4個の孔をもつ。堀之内 1式期。A2類はC電0

号住15、 C W9号住70があるほか、珂ヽ片ではそれらしいものがいくつか存在する。いずれも2孔 1対で、C葛0号

住例は曽利 V式期であるが、後期の混入品であろう。B類は 6点ある。 Bl類はC514号土拡 (曽利式期 )、 C―

542号土拡例 (堀之内 1式期)が あ り、前者は混入品であろう。B2類はB嗚1号土拡 1のみで、 2孔 1対 と思われ

る孔をもつ。ほかに9点は小破片で類型が不明である。 B類の把手部は上から見ると沈線文をもつもの(B弔 1号

土拡例)、 8の字状の隆線文や刺突文などをもつもの(D16号住、Cも42号土拡例ほか)、 無文(C-386・ 514号土

拡など)が ある。

時期的には中期を除 くと称名寺式期 1点、堀之内 1式期 6点、堀之内 2式期 4点である。

(4)耳栓 C縄号埋設 とC区遺構外から計 2点のみ出土 している。直径3.3～ 3.8cln、 厚さ1.6～ 2o4で、両面は

くばみ、片面のみに刺突文による文様をもつ。断面形は凹みが弱い滑車形で、耳栓として機能 したかどうかやや

疑間もある。時期はCヽ号埋設が曽利V～加曽利 EⅣ式期である。韮崎市宮ノ前遺跡では同 じタイプの耳栓が 3

点出土 している(櫛原 。平野 1992)。 1点は配石、ほか 2点は遺構外と平安住居内で、いずれも時期は不明であ

るが、同遺跡では加曽利 EⅣ～堀之内 1式期の遺構が検出されている。 1点はC区遺構外例と同様に 5つの円形

のくばみを配 したもの、 2点は 4つの円形くばみを配 したものである。直径3.2～ 4.2m、 厚さ1.6～ 2.3c14と 大き

さも類似する。他地域では類例がないが、北巨摩地域に分布する耳栓で、時期は中期末～堀之内式期と考えられ

る。山梨県内では中期の耳飾 り例に孔があいた無文の小型滑車形例が釈迦堂遺跡などに存在するが、中期末頃か

ら後期初頭に消滅 し、加曽利 B式期以降、後期後半から晩期前半に装飾された径の大きな環状、または円板状の

耳栓が多く発見されている。この中期タイプと後晩期タイプをつなぐ耳栓として本遺跡例や官ノ前遺跡例が位置

づけられるのであろう。

(5)土製匙 3点のみ出土 した。CWO号住18は平安住居内への混入品の柄部片で、端部に孔があく。C W7号住

59(堀之内 2式期)は匙部片。C将2号土拡 6(堀之内 2式期)は柄部と匙部の連結部付近の破片である。 このよう

に堀之内 2式期に 2点の資料が存在する。

(6)土玉 C嗚号住、C79号住、C区遺構外から計 3点出土 した。時期のわかる資料 2点はいずれ も堀之内 1

期である。C3号住39(堀之内 1式期)はそろばん玉状で、孔周辺に刺突文をもつ。C守9号住72(堀之内 1期 )は

魚の脊椎状である。C区遺構外例はそろばん玉的な丸玉で無文。

(7)土製円板 遺構内64点 (住居内44点、うち3点は平安住居内、掘立 ピット1点、土拡19点 )、 遺構外41点 の計

105点 出土 した。時期がわかる資料54点中、曽利Ⅳ式期 2点、曽利 V式期 6点、称名寺式期 3点、堀之内 1式期

28点、同 2式期13点である。直径分布を調べると中期末では 2～ 3 cln台が多く、堀之内 1式期では2.6～4.2clnの

間に集中し、中でも3m付近が多い。中期よりは 4 cln以上の大形例が多いようである。堀之内 2式期もは,ゞ同様

な傾向である。
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円形以外に方形状(C望7号住38、 107号住16、 ■6号住 9、 556号土拡15)、 三角形状 (C-47号住37、 610号土拡

4、 C遺構外242)が ある。また中央に穿孔をもつもの(C37号住61、 47号住37・ 38、 107号住16、 ■4号住42、

116号住 9、 21号土拡 5、 C遺構外243)、 穿子し途中の盲孔をもつもの(Cマ0号住 17、 76号住23)があ り、方形、あ

るいは三角形で孔をもつ例が 4例あ り、孔 と方形あるいは三角形の形状が関連をもっているらしい。

(8)上錘 C弔4号住 (堀之内2式期)で土器片錘があるが、氷式類似の文様をもつ鉢を利用 した土器片錘 と思わ

れ、混入品であろう。またC l19号住 (堀之内 1期 )で大珠状の上製品があ り、一応土錘 としたが、垂飾 りとして

の大珠状土製品である可能性も強い。石錘が多数存在する割には土錘の出土数がほとんどない点、注意される。

3.縄文時代 の石器・ 石製品

本遺跡の遺構内外出上の縄文時代の石器・石製品は形態的に28種 に分類できる。全点図化を目指 した整理作業

の結果、図示された資料点数は1300点で、個別的には以下に報告する通 りである。ただ し図化からもれた資料が

若千出てしまい、また黒曜石のフレイク・チ ップ中には図示 した資料以外にわずかな使用痕をもつ資料があ り、

石器と認識 しなかった資料が相当数存在する。さらに、器種認識の一部誤認が予想され、また種別設定も一部独

自のものとなっていることから、客観的には不確かさが残る点は否めない。

全体的な石器の傾向としては、打製石斧が46点 と少なく、磨石・凹石が両者合わせて419点、石錘が113点、多

孔石が104点 と多い。中期中葉あるいは後半 とは異なった傾向が明らかであるが、それらが後期前半の傾向であ

るのか、上ノ原遺跡が存在する地域的、あるいは集落の担った生業内容を反映 したものであるのか考える必要が

ある。

以下、それぞれの器種について概要の説明をするとともに、 1期―中期末 (曽利Ⅳ・ V式期 )、 2期―称名寺式

期、 3期―堀之内 1式期、 4期―堀之内 2式期の4時期に大別し、時期的にどのような消長をみせるのか、また

形態的にどのような特徴をもつのかみていきたい。

(1)石鏃 遺構内122点、遺構外33点から計155点出土 した。遺構内出上のうち時期が推測できる資料は90点あ り、

時期別には 1期-8点、 2期 -22点、 3期 -30点、 4期 -30点である。山梨県内では前期後葉から中期初頭にか

けて石器組成における石鏃の比率が非常に高 くなるが、中期中葉から後葉に極端に低下 し、後期に入ると増加に

転 じるといわれる(伊藤 1999)。 時期的な形態差は顕著ではないが、 1期では凹基で快 りが大きく、丁寧に争J離

された両面調整であるのに対 し、 2期以降の後期前半では小型石鏃の割合が増加 し、また片面に大きな剣離面を

残す景1片鏃が増加 し、形骸的な石鏃も多い。また弱い快 りの凹基あるいは平基が多く、円基も存在する。これら

の点については、中期以前の技術的な系譜が後期に十分継承されていない、あるいは製作技術的にやや退化 した

印象を与えるもので、良質な原石の枯渇による素材不足をひとつの要因とみることができる。または道具として

の弓矢自体の形態的、機能的な変化も考えられよう。またごくわずかに有茎例があり、時期のわかる資料では 1・

2期に各 1例、全体で4例存在する。無茎主体である点に関 しては、中期後半～加曽利 B式期までの集落である

姥神遺跡 (大泉村)で も同じである。なお、豆生田第 3遺跡 (大泉村、櫛原 1986)や清水端遺跡 (明野村、宮澤

1986)な どで見出された局部磨製石鏃は確認できなかった。ここで基部形態によってA～ Fに 6分類 し、さらに

表面に大きな景1離面を残す崇I片鏃であるか(2)否か(1)で細分する。

A―快 りの深い凹基鏃。

B―快 りがわずかな凹基鏃。

C―快 りがなく、基部が直線的な平基鏃。

D一有茎鏃。

E一基部が丸 くわずかに突出して作られた凸基鏃。

F一基部が細く突出した凸基鏃。

全体ではA-64点、B望6点、C-26点 、D-4点、E-6点、F-4点で、 1(象」片鏃ではない)-120点 、 2

(素1片鏃)-35点 と、20%余が剣片鏃であった。時期別には次の通 りである。

1期 (8点)一A3点、B4点、Dl点、 1-5点 、 2-3点。

2期 (22点)一A6点、B7点、C5点、Dl点、E2点、Fl点、 1-18点、 2-4点 。

3期 (30点 )一 A12点、Bll点 、C4点、Fl点、 1-24点、 2-6点 。

4期 (30点 )一 All点、B9点、C6、 E2点、Fl l、 1-26点、 2-4点 ①

このように 2期以降C・ E・ F類が出現 し、とくにC類は一定の割合を占めている。

石鏃の長軸長の長 さに着 目し、石鏃の規格の変化を探 っておきたい。サイズは便宣的に 5段階にわけ、SS(1
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表26 遺構別石器出土数(1)

第 1節 縄文中期末～後期の遺構と遺物

～1.4帥 )、 S(1.5～ 1.894)、

M(1,9～ 2.4c14)、 L(2.5～

2.994)、 LL(3.0～ 3.99n)と

する。全体ではSS-11点、S

-72′く、M-45′く、L-18ノ点｀

LL-4点 である。時期別に

みると、 1期―SS・ 1点、S・

3′く、A/1。 1′く、 L・ 1′く、

LL・ 2点、 2期一S・ 18点、

M。 3点、 3期一SS・ 1点、

S・ 11点 、h/1。 10点、L・ 6

点、LL・ 1点、 4期―SS・

2点、S・ 10点、M・ 11点 、

L・ 6点で、 2期 にSが突出

して多 くな り、 3期以降では

SCM・ Lが中心 となってい

る。

完存率 (完形の割合)は61%

(94点)と 高い。石材は黒曜石

主体 (93%)で、チャー トが次

ぐ。時期別に占める黒曜石の

比率は 1期 -88%、 2期 -95

%、 3・ 4期 -93%と 全時期

通 して高率である。なお遺跡

内から出土する珪質頁岩は、

石核状石器 (石核)やフレイク

としては多数出土 し、塩川沿

岸に産地 (露頭)が推狽1されて

いるが、石鏃 として用いられ

た例はない。基部形態との関

連では、SSにはC類が多く、

LLに はA類が多い傾向にあ

る。

(2)石鏃状石器 石鏃形を呈

するが、石鏃 としては実用的

ではないと考えられる類で、

象1離調製が不十分であるもの、

先端部や挟 り部の厚みが大き

く、製作途中で断念されたと

思われる未製品 (石鏃ブラン

ク)の類、輪郭は石鏃状であ

るがあるいは別機能を有 した

と考えられる崇1片石器を含む

一群で、計24点出土 した。 1

点が遺構外であるほかは遺構

内出上で、 1点がチャート製、

ほかはすべて黒曜石製である。

完存率は50%(12点 )。 時期の
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第3章 遺構・遺物の分析

表26 遺構別石器出土教(2) わかる資料は18点あり、時期

別数の変遷は 1期-2点、 2

期-4点、 3期-7点、 4期

-5点である。なお、石錐状

の輪郭をもつ石鏃状石器がい

くつかあるが、錐としての使

用痕は認められない。

(3)石槍 ポイントまたはそ

れに類する石器で、4点出土

しているが、遺構内出上の 3

点はすべて平安時代住居への

混入である。石材はチャー ト

3点、黒躍石 1点である。B
-8号住 5は石鏃の可能性も

ある。 C望1号住38の 基部は

凹基で、石鏃の可能性もある

が、長さ4.4c14、 重さ7.4gも

あることから石槍の類と考え

た。 C-57号 住13は 丸みをも

ち、掻器的な形態である。石

槍ではないかもしれない。C

区遺構外268は車創期の可能

性のあるポイントで、かえ り

部は丸みをもつ。チャー ト製

で、遺跡内ではほかに草倉1期

関連の遺物は見あたらなかっ

たが、近 くでは明野村神取遺

跡例があ り(佐野 1994)、 時

期的にも近い。

(4)石匙 小型石匙のみで、

大型粗製の石匙はない。疑わ

しい資料も含めて 5点のみの

出土で、 4点が住居、 1点が

土拡出土である。完存するの

は 3点で、完存率は60%。 そ

れらはつまみ部を中央、ある

いは端に寄った位置にもつも

ので、大きさは3.4～ 5。 1触で

ある。時期のわかるのは 1期

-1点、 4期-3点である。

石材はチャー ト3点 (60%)、

頁岩・黒曜百1点ずう≧、チャー

トが多い。黒曜石が少ないの

は、後期での石鏃の小型化と

同様、良質な黒曜石の構渇が

要因であろうか。また石匙自

体、後期以降は減少するとい

われる。
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表26 遺構別石器出土数(3)

第 1節 縄文中期末～後期の遺構と遺物

(5)打製石斧 掘 り棒の先に

付けて掘肖J、 あるいは土耕具

とした石器で、46点あ り、遺

構出上が33点 と多い。時期推

定できる資料は27点あ り、 1

期-4点、 2期 -6点、 3期

-10点、4期-7点であった。

特異な出土例にはC604号土

拡内に完形 3点がまとまって

置き去 りにされたような状況

で出上 している。またC-79

号住では長さ25cln、 重 さ1.2

kgの大型例が出土 した。通常

は0,3～0.5Fgであるのに比べ

るとかな りの大型品である。

まアこC-120号住73(2期 )で 1ま

長さ319n、 厚さ l clnの 長 くて

薄い例がある。到底実用には

耐えられない資料であ り、官

ノ前遺跡 (韮崎市)の 4号配石

出上の 2例 と類似する(櫛原・

平野 1992)。 節理面に沿 っ

て薄 く剣離 した長い祭1片に刃

部を形成 したものであるが、

なんらかの模倣品として儀器

的に使用されたのであろう。

打製石斧は大きく4形態に

分類できる。A―側辺がほぼ

平行 した短冊形、B一先端側

がやや幅広で、側辺が直線的

に平行 した短冊形、C―先端

側が広がったバチ形、D―中

央側辺が弱く括れた分銅形。

完形あるいは形態が推測でき

る資料39点のうち、A-8点、

B-6点 、C-20点、D-5
点でCが非常に多いことがわ

かる。時期のわかる資料に限

定 してみた場合、 1期一B・

2点、D・ 1点、 2期一A・

1点、C・ 5点、 3期一A・

2点、 C・ 4点、D・ 2点、

4期一A・ 3点、 B・ 1点、

C・ 3点で、 2期以降にA・

C形態が増加 し、D形態は 1

期にわずかに存在するのみで

ある。石材は砂岩が56%、 粘

板岩が30%と 卓越 し、ほかに
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第8章 遺構 。遺物の分析

表26 遺構別石器出土数(4) ホルンフェルス等がわずかに

ある。それらの石質と形態間

には関連性はほとんど見出せ

ない。完存率は24%(11点 )と 、

他遺跡同様に低 く、欠損状況

は柄部側、あるいは刃部側を

欠いた資料が多い。

(6)横刃形石器 側辺部に刃

部をもつ打製石器。植物の切

断などに使用されたと考えら

れる。 8点があり、 うち6点

が縄文時代の遺構出上である。

打製石斧の中にも横刃形石器

にすべきか悩む例がみられる

ものの、組成全体では非常に

少ない器種である。時期的に

は 1期 -1点、 2期-1点、

3期 -3点、4期-1点 と全

時期通 してわずかずつ存在す

る。石材は砂岩 4点のほか、

珪質頁岩、粘板岩がある。形

態的には打製石斧に類似 し、

砂岩を主とする点でも共通す

るが、珪質頁岩は打製石斧に

はみられなかった石材であり、

この器種の機能を暗示 しているように思われる。

(7)凹石・磨石 凹石には磨 り面を伴 うものが多いので、磨石との区別は難 しい。ここでは磨 り面の有無にかか

わらず、叩きによって形成された凹みをもつものを凹石とし、凹みがなく磨耗痕の顕著なものを磨石とした。磨

石・凹石は合計419点 (凹石285点、磨石134点 )である。

凹石には不整形礫で磨 り面を伴わないもの(凹石A類 )と 、円形・精円形の円礫を用いた凹石で、凹み面が磨 り

面であることが多いもの(凹石 B類、円形―Bl類、楕円形―B2類 )、 半球状で、平坦面を主に叩き面とするも

の(凹石C類)がある。磨石には球状の礫 (磨石A類 )、 横長の円礫 (磨石 B類 )、 半球状で平坦面に磨 り面をもつも

の(磨石C類)の種類がある。

凹石の形態別数はA-36点、B-54点、B2-175点、C-14点である。時期の分かる資料200点 の時期別点数は、

1期 -13点、 2期 -24点、 3期 -72点、 4期 -91点 と3・ 4期に非常に多 く、 4期にピークがある。また時期別、

形態別数は 1期―A。 2点、Bl・ 2点、B2・ 8点、C・ 1点、 2期―A。 3点、Bl・ 6点、B2・ 11点、C・ 4点、 3
期―A・ 6点、Bl・ 17点 、B2・ 45点、C・ 4点、 4期―A・ 8点、Bl・ 21点、B2・ 56点、Ce 4点で、B2類が全般

的に多い中で、 3・ 4期にB2類の増加が著 しい。凹石の石材は安山岩が80%、 花満岩類10%、 デイサイ ト6%
と続 く。

磨石は形態別にはA類 -56点、B類 -49点、C類 -14点で、時期が分かる資料99点中、 1期 -12点、 2期13点、

3期 -44点、 4期-30点で、凹石と同じ推移をたどる。時期別・形態別数は 1期一A。 3点、B・ 8点、 2期―B・

7点、B・ 3点、C。 2点、 3期一A・ 11点、B・ 14点、C・ 6点、 4期―A・ 14点、B・ 10点、A。 4点である。このよう

に全体にA・ B類が主で、 2期以降にC類が見られる。石材は安山岩が69%、 花闘岩類24%で、砂岩 4%と続き、

凹石同様に安山岩主体であるが、凹石よりは花簡岩類の割合が高い。

(8)球状石器 主に磨石よりも小型の自然円礫で、磨 り面の形成が顕著ではない。「投弾状石器」とも呼称 され

る器種である。直径は 4～ 8mで球状を呈 している。全体では17点出土 し、遺構内は15点 (住居内12点、土拡 3

点)、 遺構外は 2点である。完存率は88%(15点 )と 高い。時期がわかる資料12点のうち、 1期-1点、 3期 -3
点、 4期 -8点で、 4期に増加傾向がある。石材は安山岩が56%、 次いで花脇岩37%と 安山岩、花嵩岩が多 く、
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第 1節 縄文中期末～後期の遺構と遺物

表27 石器の石材

(24)棒状大型礫 (7点)

安山岩       1  7点 1 100%

デイサイ トは少ない。比較的硬質な石材が選択されている。

(9)叩 き石 主に細長い棒状の自然礫の先端を叩き部として使用したもので、14点出土 した。遺構本の2点を除

く12点は住居内出上である。長さは10～ 20cln、 幅は 4～ 7 clnで、完存率は71%。 例外的に10Clnの例があり、また

C-29号住61は側面を使用面としている。石材は安山岩が64%と 多く、他は花開岩類などとなっている。

時期は 1期-1点、 3期-4点、 4期-4点で 3・ 4期に集中する。

00 石皿・台石 石皿の機能には植物質食糧の調理があげられているが、近年、小動物 (ウ サギ・ トリ等)の骨を

磨 り潰 し、肉ダンゴをつ くる道具でもあったということが民谷側から指摘されている。磨石・凹石もそうした面

(17)楔形石器 (7点 )

ホルンフェアレス

ルンフェルス
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から観察 してみる必要がある。

さて、石皿は遺跡全体では41点の出土があり、橋円形・卵形の円礫内に精円形の磨 り面をもつタイプ(A類 )、

磨 り面を方形に整形 し底面に削 り出した脚をもち、磨 り面は長方形、平坦で縁部が直立するタイプ(B類 )、 不整

形・平板状の礫に円形の磨 り面をもち、掃き出し口をもたないタイプ(C類 )に分類できる。小破片ではそれ らの

区別は難 しいが、A-18点、B-12点、C-1点であった。遺構内出土は29点で、住居址15点、土拡14点 と、遺

構出上のうちの半数近 くが土拡出土であ り、他の石器に比べて土拡から出土する確立が高い。完存例はC区遺構

外379と C621号土拡の小型例 1点のみで、完存率 2%と なるが、後者は小型石皿として大型例とは区別すべ き資

料かもしれない。全体的には小披片化 した資料が非常に多いのが特徴である。石材は安山岩が93%と 主体的であ

る。

時期別には 1期 3点、 2期 3点、 3期 9点、4期 10点出上 した。各タイプの出土状況は 1期―A・ 2点、 B・

1点、2期―A・ 2点、 3期―A・ 5点、 B。 1点、 4期 ―A・ 2点、 B・ 4点である。これらのうち 1期 A類
のC-195号土拡は裏面に脚部はないものの磨 り面は平坦で、側縁は直線的に整形され、B類に近い形態となって

いる。こうした状況から典型的なB類の出現は 3期 と考えられよう。C類は遺構外379の 1例のみで、三角形の

礫に深い円形のくばみが付いている。また磨 り面周囲には多子し石同様の小孔が開き、多孔石を兼ねていたことが

わかる。

その他、C-77号住には安山岩の板状の自然礫を用いた長方形の台石 1点がある(4期 )。

0, 多孔石 不定形の礫の複数面に雨垂れ状のくばみを多数つけたもの。石皿の周囲や裏面に孔をもつものを別

にすると、時期的には中期末～後期前半に集中するといわれる。本遺跡では103点 が出土 し、縄文時代の遺構内

67点 (住居・掘立内42点、土拡内25点 )、 遺構外35点 と、遺構外からの出土比率がやや高くなっている。時期の推

測できる53点中、時期別には 1期-6点、 2期 -4点、 3期-23点、 4期 -20点 と、中期末から後期前半の全般

にある中で、 3期をピークとする 3・ 4期に多いことがわかる。石材は安山岩83%、 デイサイ ト14%と 安山岩系

が主体的である。完存率は61%(64点 )で石器の中では高い。

00 石錘 小礫の両端部を打ち欠いたもの(打ち欠き石錘一A類 )、 あるいは擦 り切 りによって切目を入れたもの

(切 目石錘―B類 )、 または切目を全周させた有濤石錘(C類 )がある。本遺跡では114点 の出土があ り、94点が遺

構内出土で、平安時代の住居内混入を除いた76点の時期が推測可能である。それらを時期別に見ると、 1期 -1
点、 2期-3点、 3期 -20点、4期 -52点 と3期以降に増え、とくに4期に爆発的に増加することがわかる。 1・

2期にはかろうじて存在するものの、その出現は 3期 とみなしても良いであろう。また完存率は88%で、破損例

も一部破損にとどまる例が多い。Jヽ礫で破損 しにくい形態であることから完存状態で出土することが多いと考え

られる。なお、いずれも快 りがごく弱いものが多いことから、調査時に認識できなかった資料もさらに多数存在

したと考えられる。

石錘の用途に関 しては、網漁の錘、あるいは編み物を編む際の錘具と考えられている。ただし本遺跡では、ひ

とつの遺構から複数個出土 した縄文時代の遺構が2と あ り、 2個-10箇所、 3個 -5箇所、 4個 -1箇所、 5個―

2箇所(C-110。 114号住 )、 6個 -1箇所 (C-385号 土拡)、 8個 -1箇所 (C-10号住)がある。中でもC弓85号土

拡とC-10号住での出土状況は、ひとつのまとまりを示すあ り方 と思われ、6個～ 8個単位での使用が想定 され

る。その程度の数でひ≧つの網の錘を構成 し得たであろうか、という疑間があ り、本遺跡のような山間部の立地

を考えると網の錘 とみなす説に対 しては躊躇せざるをえない。 しか し編み物の錘とした場合、大きさが 4～ 6 cln

と小さく軽量である点が納得できない。古代以降の俵編み用といわれる礫は細長 く重量感のある礫である点を想

起すれば、一概に編み物用とも思われず、形態的には一応漁労用の錘 と考えざるをえない。民谷考古学的な視点

で今後の機能的な分析が期待される。

石錘は狭 り部の位置によって 3種に分けられる。礫の短軸方向に入れるもの(1類 )、 長軸方向に入れるもの

(2類 )、 短軸・長軸の両方向に入れるもの(3類 )で、先のA～ C類 と組み合わせて細別ができる。114点中A類
は全体で98点、B類 8点、C類 8点で圧倒的に打ち欠き石錘が多い。時期のわかる資料では 1期 (1点 )一 Al・
1点、 2期 (3点 )一 Al・ 3点、 3期 (20点 )一 Al・ 11点、A2・ 5点、A3・ 1点、B2・ 2点、C2・ 1点、

4期 (52点 )一 Al・ 35点、A2・ 12点、B3・ 1点 、Cl・ 1点、C2・ 1点、C3・ 1点で、 3・ 4期 ともに

Al類が非常に多い。なおA類 とした中に、B類に近い資料が多数存在することが注意される。これは石材が安

山岩 (57%)やデイサイ ト(31%)を 主とし、軟質礫を選択 しているため、打ち欠きなのか切れ日なのか微妙な資料

が多数存在するからである。 したがってA類 とした多くの快 り部は、砂岩などが用いられた石錘にみられるよう

な明確な崇」離面を伴 う打ち欠きではなく、切日と打ち欠きの中間的なものであることを断っておきたい。
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県内では打ち欠き石錘の最古例が板橋遺跡 (白州町)か ら出土 し、前期 と推定される例もわずかにあるが、実見

していないものの石錘とするにはやや疑間な資料である。一般的に出現するのは中期中棄～後半で、井戸尻式期

に打ち欠き石錘が、また曽利 I式期に切目石錘が出現するという。また後期、堀之内式期に一挙に増加 し、それ

以降では減少傾向にあ り、堀之内式期の多さが際だっているといわれる(村松 1999)。 本遺跡での消長は、そ う

した県内の状況に全 く合致 した結果である。

90 磨製石斧 木材の伐採 。加工具で、78点出土 した。一般的には断面の九い乳棒状磨製石斧之両縁部に側面を

もつ定角式磨製石斧に大別でき、大きさによって細別されるが、ここでは定角式磨製石斧(A・ B類 )、 乳棒状磨

製石斧(C類)と し、長軸長 3～ 5mを S、 6～ 9帥をM、 10～13mを L、 15m前後をLLとする。A類は刃部側

が広い形態で、AS-19点、AM-20点 、AL-20点、ALL-13点 、計72点がある。 B類は側辺が平行で細身のタ

イプで、BS類が 1点のみある。C類はCL-2点、CLL-3点、計 5点がある。それらのうち時期推定が可能な

54点について時期別・形態別にみると、 1期 (2点)一AM・ 1点、CLL。 1点、 2期 (11点)一 AS・ 4点、AM・ 3

点、ALL・ 1点、CL・ 1点、 3期 (13点 )一 AS・ 1点、AM・ 4点、AL・ 7点、ALL・ 1点、 4期 (28点 )一 AS・

8点、AM・ 8点、AL。 4点、ALL・ 5点、BS・ 1点、CL・ 1点、CLL・ 1点 となる。このようにおそらく穆舗ヒ

に応 じた4種類程度の規格性をもつ定角式磨製石斧を主体としつつ、わずかに乳棒状磨製石斧が伴 う組成で推移

する状況がうかがえる。石材では蛇紋岩類が46%と最も多 く、他に多種にわたる石材製品が少量ずつ認められる。

それらの多くは遠方からの交易品であろうと考えられるが、中には磨製石斧には適さないデイサイ トや粘板岩製

の製品があ り、地元の石材でも製作 しようとした様子が うかがえる。完存率は27%(21点 )と 低率で、打製石斧と

ほぼ同率となっている。

00 石錐 穿孔機能をもつ石器で、16点出土 した。遺構内は14点で、 うち住居内は13点、土拡 1点 と住屋内出土

の比率が高い。完存率は69%(11点 )と 高 く、破線部位は先端部に限られている。それらを形態別にみると、A―

つまみ部と錐部が区別されるもの(D10号住 2な ど)、 B一三角形の象1片先端を錐部 として使用し、つまみ部と

錐部が連続的に移行するもの(B12号住2な ど)、 C―幅の狭い綻長景1片を利用したもの(C縄50号土拡 1な ど)に

分類できる。全体ではA4点、B6点、C6点で、時期別には 1期―Cl点、 3期―Al点、Bl点、C2点、

4期―Al点、Bl点 となる。石材は黒曜石81%のほか、珪質頁岩、頁岩がある。

99 砥石 縄文時代の砥石はC-37号住80、 C73号住15、 C104号住12の 3点で、他に平安時代の住居内出上で

はあるがC望1号住48が縄文の砥石の可能性がある資料である。時期別には 2～ 4期各 1点ずつとなる。C-37号

住例は板状の砂岩。C W3号住例は粘板岩で、磨斧の破片、あるいは未製品の可能性があ り、砥石ではないかも

しれない。C104号住例は両面から未貫通の孔を穿った板状の砂岩。 C-41号住例は板状の砂岩。以上のように

石材では板状の砂岩例が多い。

00 浮子状石製品 C-79号住76(3期 )と C→0号住67(4期 )の 2点のみである。責褐色のデイサイ ト質軽石で、

軟質である。確かに水に浮 くが、浮子とは思われず、砥石などの工具の一種と思われる。また、軽石である点、

孔を必ずもつ点から温石の可能性も推測されている。

9め 楔形石器 両端部または一方の端部に使用痕のある小型石器で、断面は楔形を呈する。住居内から7点 (1

点は平安時代住居内)出土 し、時期のわかる6点中、 2～ 4期各 2点ずつである。石材は黒曜石 6点、珪質頁岩

1点である。完存率は71%(5点 )。

99 石核状石器 石材を剣離 した原石としての石核、あるいはそれに類する石器でいくつかの大きな景1離面をも

つ。26点すべてが遺構内出上で、住居21点、土拡 3点ほかである。時期別には 2期 -5点、 3期 -10点、 4期一

9点である。石材は珪質頁岩が65%と 多く、次いで砂岩、頁岩 となっている。砂岩は製品としての小型石器があ

まりないことから、石核ではなく礫器としての機能が考えられる。また珪質頁岩も石核状石器の量の割には製品

が非常に少ないことから、礫器であるかもしれない。

99 象1片石器 使用痕 。調整のある景1片。42点図示 したが、わずかな使用痕・調整痕をもつ資料は多数存在する。

図示 した資料のうち、住居内出土は39点は住居内(8点は平安時代住居内)出土、3点は土拡出上で、32点 に関 し

て時期推定できる。時期別にみると1期 -5点、 2期 -9点、 3期-12点、 4期 -6点 と、 3期に多い。石材は

黒曜石が39%で、れ板岩、砂岩が次 ぐ。

?0 磨き石 研磨面をもつ小型の円礫。研磨面を側面にもつことがあ り(Cl号住52・ C弔4号住54)、 土器の内

面研磨に用いられたのではないかとも考えられている。14点中12点が住居内出土で、とくに12号住で 2点、114

号住で4点が出上 している。大きさは2.5～ 6.3on、 重さ25～ 134gで、 4 cln台 、30g前後の資料が多い。時期別

にみると3期 -1点、 4期 -11点で、 4期に圧倒的に多い。土器製作時の研磨用石器とすれば、堀之内2式期の
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時期別石器数の
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研磨土器出現と大いに関連があるとみてよいであろう。石材は砂岩33%(4点)以外は 1

種類 1点ずつである。完存率100%と 、石錘同様に小礫ゆえに破損 しにくい状況があっ

たと思われる。

?0 石棒 主に安山岩の柱状節理を敲打 して円柱状に加工 し、その一端に男根状の頭部

を作 り出したもので、小型石棒 よりは円柱部の径が大きい。頭部のない無頭石棒も存在

する。出上 した39点中、遺構出土は33点で、土拡出土は 3点、縄文時代の住居llL出土は

29点で、住居l■ に帰属する割合が非常に高 く、致石や縁石の一部に転用されていた例が

目立つ。すべて破損状態で、小破片化 した例が多いのも特徴で、円柱部の中間の破片が

主であ り、頭部をもつ破片は 8点 (20%)、 ほかに無頭石棒の頭部と思われるものが 2例

存在する。時期的には 1期 -3点、 2期 -3点、 3期 -17点、 4期-7点 と、 3期に割

合が高くなっている。石材は安山岩が64%と 最も高く、デイサイ トが次 ぐ。

製作技法を示す未製品資料が 2例あり、本遺跡内で石棒の加工が行われたことが推測

できる。Cヽ3号住72は六角柱の柱状節理の稜を敲打 して丸みを付ける段階の資料で、

何らかの理由で製作途中で廃棄され、破損 している。C導40号土J/A6は粗い象1離を全面

にもつ無頭石棒の頭部で、稜を敲打 して全面的に敲打痕を付けた段階であ り、研磨を行

う直前段階であろう。

?D 小型石棒 主に緑色の色調をもつ片岩製で、長さ22～ 25crn、 厚さ2～ 3 clnの 円柱状

の棒状石器である。石棒 と異な り、
~男

根状の頭部を作 り出した例は見られず、両端部は

無頭とし、狽1面は磨かれている。遺跡全体では15点が出土 し、遺構出上が10点、遺構外

が5点で、時期の分かる資料では 3期 -3点、4期-4点 と3期以降に出現 し、 4期に

多いことがわかる。石材は点紋片岩40%、 粘板岩20%で、ほかには雲母片岩や片岩、緑

色岩など近い性質の石材が用いられている。点紋片岩、片岩、雲母片岩は、遺跡付近で

は三波川変成帯が近 く、群馬・埼玉方面からの交易品と思われる。完存率は26%(4点 )

と低く、破片が出土する事例が多いが、C-1号住は完形1点 と破損 して短 くなったもの

を両端部を研磨 して利用 した例 1点が、またC-97号住で完形品 2本が出上 した。それ

らは住居内遺棄の可能性があ り、小型石棒が 2点セットで住居内で用られた可能性を示

唆している①またC-1住は外周に周礫をもつなど住居構造に特別装備がt7xら れ、格が

上の住居であったと思われる。そ うした中で小型石棒が出土 した点に注意を払いたい。

また表面が被熱により赤変、黒変 した例が 5例あ り、火を扱 う祭FE行為などに用いられ

たのではないかと予想できる。

?0 丸石 丸い自然礫で、磨石よりは直径の大きなものを一括する。18点図化 している

が、ほかにD区に埋設保存 した遺構外と思われる丸石 1点がある。縄文時代の住居内出

土は9点、土拡出土は 2点、それ以外の遺構外は 6点である。直径は12～299nで、15cln

前後、24crn前後、29cln前後に集中がある。またD区出土例 (現地保存資料)は現場での

計測によると直径36～ 40on、 厚 さ28cr4の最大級の九石であった。ここでは直径18on以下

を S、 19～26crnを M、 27cln以 上を Lと して 3種類にわけてみると、全体では S-7点、

M-4点 、L-6点である。時期別にみると、 3期 (5点)一 S・ 3点、L。 2点、 4期

(5点 )一 Se2点、M。 2点、 L。 1点で、 3・ 4期に多く、それ以前にはみられない。

また各時期にいくつかの大きさが存在する。住居内での出土点数は、 1軒に複数個出土

する事例はなく、すべて 1個である。完存率は33%(6点)で、小破片が多い。

?0 棒状大型礫 大型で楕円形、あるいは棒状の円礫。 7点出上 し、住居内 3点、土拡

2点、遺構外 2点である。完存例は 1点のみで、表面が剣離・破損 した例が多い。大き

さは完存例では27～ 49an、 幅13～ 27onで、重さは10～25kgと 重い。時期別では 1期 -1
点、3期-1点、 4期-2点である。石材はすべて安山岩である。

?め 異形礫 形態が珍 しい自然礫で、こぶ状の突起があるもの、穿ったような孔が多数

あいたものなどがある。 3点が住居内から出土 し、時期別には 3期 -1点、 4期 -2点
である。大きさは9～ 18clnで 、石材は安山岩が 2点、デイサイ ト1点である。海岸部に

ある礫に似ると思われるが、山間部にも存在するのかもしれない。これ らの うち、 C―
屁ζ36
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20号住39は縦に濤状の彫 り込みがあ り、何らか

の人為的な刻みと思われる。

QO 垂飾 孔をもつ玉で、住居内から7点、退 6野

構外から1点の計 8点が出土 した。これらを形

態分類すると、A一長軸長2.3～2,9mの精円形 2期

の玉の端部あるいは中央に孔 1個を穿つ。 C-008)

77号住にヒスイ製 2点、C-114号住にヒスイ製
3期

1点があり、すべて時期的には 4期である。 B(297)

一直径1.4～ 2c14の丸玉中央に孔を穿つ。 C―

110号住、 C-114号住に 1点ずつ、時期は 3・
港忍

4期にそれぞれ 1点ずつとなる。C―長軸長3.

59nの精円形の玉に孔を 2個穿ち、孔をつなぐ

100%

ように濤を切る。 C-1号住 1点のみで、時期は 4期。D一推定長軸長100n以 上の大珠形で、中央付近に孔 1個を

穿つ。C掲0号住の半分欠失 した資料のみで、時期は 4期。中期に多いヒスイ製大珠の模倣形と思われる。 E一

勾玉状の玉で、孔 1個を穿つ。C区遺構外の 1点のみである。大きさは1.101aと 非常に小さい。

時期別にみると、 3期 -1点、 4期-6点で、 4期に多いことがわかる。形態別には 3期―B。 1点、 4期一

A・ 3点、BoC・ D各 1点である。石材はヒスイ 3点、滑石類 2点、マイロナイ ト・蛇紋岩類・ ろう石各 1点

である。それらのうちヒスイは新潟方面産。マイロナイ トは花簡岩質が圧縮されたような礫で、山梨県内にはな

く、中央構造線沿いの長野県鹿塩方面のものが有名であるという。全体的に色調は緑黒～緑、緑白色で、 B類の

C l14号住例、C・ D類は緑黒色、他は緑白色である。

ここでは石器の機能を断定的に推測 したうえで、28種の石器類を以下の 5大別する。

A―狩猟・解体系 (石鏃・石鏃状石器・石槍・ 石匙 )

B一植物採集・加工系(打製石斧・横刃形石器・凹石・磨石・球状石器・ 叩き石・石皿・ 台石・多孔石 )

C―漁労系(石錘 )

D一ェ兵系(磨製石斧・ 石錐・砥石 。浮子状石製品・石核状石器 。楔形石器・祭J片石器 。磨き石)

E―祭祀 。装身具系 (石棒 。小型石棒・異形礫・棒状大型礫・丸石・垂飾 )

本遺跡全体では1300点、系列別数はA-188点 (14%)、 B-60点 (50%)、 C―■4点 (9%)、 D-188点 (14.5%)、

E-90点 (7%)と な り、 Bの植物採集 。加工系が突出して多い。また時期認定 した818点中、時期別数は以下の通

りである。なお時期認定にあたっては遺構内出土土器から推測 したが、小破片が少量出土 した遺構に関 しては、

遺構の時期変遷図では疑間があるとして取 り上げてはいないが、ここでは推測を交えて極力認定 したので、不確

実性を含んでいる。

1期 (65点)一 A■点 (17%)、 B41点 (63%)、 Cl点 (1.5%)、 D8点 (12%)、 E4点 (6%)

2期 (108点 )一 A26点 (24%)、 B51点 (47%)、 C3点 (3%)、 D25点 (23%)、 E3点 (3%)

3期 (297点 )一 A37点 (12.5%)、 B168点 (57%)、 C20点 (7%)、 D44点 (15%)、 E28点 (9%)

4期 (348点 )一 A38点 (11%)、 B172点 (O%)、 C52点 (15%)、 D60点 (17%)、 E26点 (7%)

各時期とも全体の傾向と大差はないが、全体での割合 と比較すると1期ではA・ B系の比率が高い。 2期では

A・ D系が高い。 3期では B・ D系が高く、A系は低 くなっている。また 4期ではA・ B系がやや低 く、CeD

系が高 くなっている。つまり後期になると狩猟系石器はわずかに減少し、漁労・祭祀系石器が増加することがわ

かる。

これを系列別、時期別に整理すると次のようである。

A(112点)-1期■点 (10%)、 2期26点 (23%)、 3期37点 (33%)、 4期38点 (34%)

B(432点 )-1期41点 (9%)、 2期51点 (12%)、 3期 168点 (38%)、 4期172点 (40%)

C(76点)-1期 1点 (1%)、 2期 3点 (4%)、 3期20点 (26%)、 4期52点 (68%)

D(137点)-1期8点 (6%)、 2期25点 (18%)、 3期44点 (32%)、 4期60点 (44%)

E(61点)-1期4点 (6.5%)、 2期3点 (5%)、 3期28点 (50%)、 4期26点 (43%)

A～ E系すべてにおいて 3・ 4期の比率が高いが、これは住居数の増加と関連する。その中でC・ E系は 3期

に顕著な増加を示 し、とくにC系では 4期での増加が著 しく、時期別比で得られた結果と合致する。

図37 時期別石器割合の変化
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4.住 居の形態

住居址の柱穴配置を主とした形態変遷を土器の細分時期に沿って探る。ここでは時期が明確で全体の柱穴配置

が明らかな住居址のみを取 り上げることとし (図 38)、 時期や形態が不明瞭な住居l■ に対 して推測する手がか り

とするとともに、今後の住居址調査の一助 としたい。

(1)曽利Ⅳ b期

Cヽ7号住は直径3.4m程度の小型住居址で、奥壁寄 りの小型方形石囲炉裏に柱穴を 1本 もつ。 5本柱穴の可能

性があるものの、近年曽利式後半段階の 3本柱穴の住屋址が散見され、この規模の住居址では通常 3～ 4本であ

ることから、一応 3本柱穴(A類 )と 考えておきたい。

(2)曽利Va期
4本柱穴(B類)と 5本柱穴(C類)がある。 B類のCヽ1号住 。C→4号住は直径3.5～4.5mで、交軸長がわずか

に長い橋円形を呈する。C対4号住では炉裏にピット1箇所があるものの、他の柱穴 よりは浅いことから4本柱

穴 と考えた。柱穴の心を結んだ柱穴間距離は主軸側よりも交軸側が長い特徴がある。 C-61号住は炉裏に祭壇状

の配石をもつ住居址で、一部の配石が敷石状を呈する。やは り交軸側柱穴間距離が長 くなっている。C類のC―

95号住、C-123号住は直径 5m以上で、B類の柱穴配置の炉裏側に 1本足 して 5本柱穴 とした並びとな り、炉裏

を除いた 4本の配置ではB類 と同様になっている。炉はB,C類 ともに方形石囲炉で奥壁寄 りにあ り、C類の方

が大型である。なた、続 く曽利Vbec期 では全形を捉えた調査例がなく、後期住居形態へとどのように移行す

るのか明確にできなかった。土拡数ではVa期 よりもむ しろ b・ c期の方が多い傾向にあ り、住居が何らかの要

因で残 りにくい、あるいは把握 しにくい状況があるのだろう。

(3)称名寺 lb期

C-33・ 112・ 120号住の3軒を図示 した。Cヽ3号住については奥壁側の柱穴が正 しく検出されていない可能性

があるので除いて考える必要があるのかもしれない。C l12・ 120号住はほとんど同 じ柱穴配置、同規模の住居

址である。竪穴の直径はC-120号住では主軸長約 7m、 交軸長約 6mで、柱穴配置は六角形を呈 し、直径4.5m

程度の同一円周上に 7本の柱穴がはぼのっている。出入 り口部の柱穴(対 ピット)間は80～ 100clnと 狭い。炉は住

居中央かやや出入 り口寄 りにあ り、方形石囲埋甕炉が普通のようである。床面にはC導3号住に敷石が、C120
号住には柱穴を直線的に結ぶように周礫がある。このC l12・ 120号住の 2軒に代表される住居形態をD類とし

ておく。D類は曽利Va期での5本柱穴に出入 り日の柱穴 2本を加えた形態であ り、中期末 B類を祖型として出

現 した可能性がある。このD類は西関東方面にはなく、後述するように茅野市立石遺跡など八 ヶ岳西南麓に多数

の類例がある。 5本柱穴をベースにしているらしい点から判断すると曽利式土器圏で生 じた住居形態であるとい

えるだろう。なお図示 したのはいずれも大型の部類に入る住居址で、曽禾JV a期でのB類よりもひとまわ り大き

い。こうした規模の住居址が主体的であったようであるが、あるいは小型の部類も別に存在するかもしれない。

そ うした場合、B類ベースの柱穴配置が存在する可能性も考えられる。

(4)称名寺 2期

D類にはC嗚6・ 38号住があ り、直径は交軸長は称名寺 lb期 とほぼ同 じであるが、主軸長がわずかに短 くな

り、交軸方向に長い精円形にな りつつある点が特徴である。C86号住には柱穴間に支柱穴を 2本ずつもち、奥

壁側に敷石と周礫がある。支柱穴の位置は柱穴を直線的に結んだ線上ではなく、壁寄 りに丸 く膨らみ、周礫の外

側となっている。またC83号住柱穴内には奥壁側 3本に礎石をもち、奥壁側のみ支柱穴を柱穴間に 1本ずつもっ

ている。このように支柱穴をともなう傾向にある点も特徴といえるだろう。 C嗚5号住は直径 4m程度の小型住

居址で、検出された柱穴を信用するならば交軸方向に柱穴を加え、全体で9本柱穴 としている。次の段階で出現

するE類の先駆例とも考えられる。

(5)堀之内 la期

D類にはC巧9B・ 60・ 97・ 122号住がある。主軸方向の短縮はさらに進み、称名寺 lb期に比べると対 ピット

の位置が内側に寄っている。このD類のほかに炉裏の奥壁柱穴を 2本あるいは 3本 とし、また狽1辺にも柱穴を加

えて 9～ 11本の柱穴 とした住居址がある(E類 )。 D類 と同規模、あるいはさらに大きな規模の住居址にみられ、

直径 6～ 7mの住居llLが多いが、C-96・ 110号住は 4～ 5m規模である。Cヽ3A・ 96・ 110・ 119号住には敷石

があ り、C巧3・ 63A・ ■9号住には柱穴間を直線的に結ぶように縁石が並び、またC-53号住にはほとんどの柱

穴内に礎石をもつ。これらはD類とは違って柱穴配置が円形、あるいは主軸方向にやや長い円形となっている。

なお炉はD・ E類 ともに称名寺期同様、住居中央、又は対 ピット寄 りにあ り、小型方形石囲埋甕炉が主体であろ
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図38 縄文時代中期末～後期住居llLの 変遷(1)(網 は敷石、まだらの網は周礫、黒塗 りは炉石・縁石 )
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図38 縄文時代中期末～後期住居址の変遷(2)
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うと思われる。

(6)堀之内 lb期

類例に乏 しいが、D類にC望7

B号住、E類にC守9号住がある。

ともに対ピットの位置がさらに内

側に引き寄せられ、交軸方向に長

い精円形とな り、出入 り口側が押

しつぶされた印象を与える。

(7)堀之内 lC期

堀之内 lb期同様に類例に乏し

い。D類 としてC-65・ 90号住が

あり、ほとんどlb期 と同様の住

居形態といえる。両者は直径 4m

程度の小型住居で、柱穴も大型の

住居に比べると細い。

(8)堀之内 2a期

D類にはC-37・ 74A・ 89・ 98

号住があり、堀之内 lb・ C期 と

同様な住居形態である。中でもC

嗚7号住は堀之内 lb期のC-47B

号住とよく類似 し、奥壁側のみに

支柱穴を 1本ずつもっている。E

類の類例にC-130号住をあげたが、

柱穴はいずれも非常に大規模で、

いくつかの柱穴には礎石を伴って

いる。C対0号住は奥壁側に 3本

が横並びにな り、堀之内2c期に

主体的となるF類の先駆例であろ

う。なお、C37・ 90号住には柱

穴間の内側に柱穴を直線的につな

ぐように敦石が敷設されている。

(9)堀之内 2b期

D類にはC l14A号住があり、

前段階までと大差はない。E類に

はC-12号住がある。柱穴 と支柱

穴を組み合わせたD類の変形とも

いえる形態であるが、本類として

ぉく。C78号住はF類で、側辺

図39 住居類型の変遷              に柱穴を 1本ずつ加え、全体では

9本柱となっている。主軸方向の短縮化が一層進み、橋円形、あるいは隅丸長方形に近い形態である。C10号住

には敷石が、C12・ 78号住には敷石と縁石が伴い、またC-114号住には奥壁柱穴内に礎石が入る。

90 堀之内 2c期

Cl・ 75。 77・ 115号住があげられ、F類のみでD・ E類はないようである。奥壁側に 3本、出入 り口側に 4

本、対 ピット2本の計 9本柱穴で、C-1号住ではさらに支柱穴 (大・小)が加わ り、複雑になっている。いずれも

対ピットは出入 り口側の柱穴と直線的、あるはそれに近いまでに内側へ引き寄せられ、また奥壁、炉裏の柱穴も

突出が弱く、柱穴配置は全体で長方形的になる。規模は主軸長約 4～ 5m、 交軸長約 5～ 7mで、C-1・ 115号

住では対 ピットの先にさらに 2本の柱穴があり、張 り出し部を形成 している可能性がある。C-1・ 77号住には対

ピットと炉を結ぶように廊下状の敷石があり、また壁面には多量の礫が集石されている。敷石は炉裏、あるいは
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炉横にも及が気配があり、直線的に左右の室内空間を分ける意味合いが非常に強いと考えられるが、場合によっ

ては大月市塩瀬下原遺跡で典型例が検出されたように、十字形的な敷石であった可能性もある。その場合は室内

を4空間に区分 しているといえるだろう。

以上をまとめると、曽利Va期までは奥壁寄 りに炉があ り、 4～ 5本の柱穴をもつ中期的な住居形態であるが、

称名寺 lb期以降、堀之内2c期では対 ピット、敷石、周石、縁石を伴い、中央あるいは出入 り口寄 りに方形石

囲埋甕炉をもつ後期前半的な住居形態となる。称名寺 lb～堀之内2b期、とりわけ称名寺式期ではD類が主体

的であり、堀之内 la～ 2b期にはE類がある。また堀之内2a～ 2c期にはF類があり、とくに2c期にはF

類のみとなる。D類の系譜としては曽利Va期のC類からの影響が考えられ、 5本柱穴に対 ピットを加えた 7本

柱穴の住居であ り、主に中期に曽利式分布圏であった八 ヶ岳西南麓～南麓に分布が見られる。このD類は称名寺

期に円形であったプランは次第に交軸側が長い精円形となる。E類はD類に支柱穴が加えられた型式で、いくつ

かの柱穴配置を含んだ、ややあいまいな類型である。F類はE類から派生 した類型で、住居形態の楕円形化が著

しくなる中で出現した定型的な住居形態である。

敷石敷設と対ピットの導入時期についてあいまいなままとしてきたが、曽利 V期かと考えられるB弓号住には

敷石があ り、V期のある段階で敷石が導入されたことは周囲の状況をみても間違いないだろう。ただ本遺跡のV

a期には確実な敷石はなく、Cヽ1号住で炉周辺に部分的に敷いたと思われる敷石らしい配石があるのみなので、

それ以降に普及 したのであろう。ただし、敷石のある住居、ない住居という住居間格差が存在 した可能性も指摘

されているとお りである。対 ピットについては敷石と同時導入と考えられるが、対 ピットをもつ住居形態は、長

野県の伊那谷に中期後半段階にすでに一般的に存在 し、その系譜を考える必要はある。ただ、敷石とのセットで

あるならば東信、あるいは西関東方面からの影響であろう。なお、周石は称名寺期に、縁石は堀之内 la期に多

く、また特異な柱穴構造 として礎石を入れた柱穴が称名寺 2式期から堀之内2b期に認められた。礎石入 りの柱

穴例には茅野市稗田頭A遺跡 6住例があ り(功刀 1995)、 また新潟県では城之越遺跡などで柱穴内に礫を入れて

つき固めた根固めや版築技法がある。いずれも中期までにはみられない技法で、住居を恒久的に長 く維持させよ

うという意図が うかがえる。後期に入ってからそうした柱穴への行為や敷石行為がみられるようになることから、

中期までとは異なった住居のライフサイクルが想定でき、定住形態の変化が予想される。

県内では後期前半の住居址の柱穴を確実に捉えた例は少なく、明野村清水端遺跡、高根町社 口遺跡 (櫛原

1997)な どにあるのみである。隣接する長野県茅野市には近年中期末～後期前半の調査事例が多く、鴨田遺跡 (功

刀 1992)、 中ツ原遺跡 (小池・ 山崎 1993)、 立石遺跡 (小池 1994)、 新井下遺跡 (百瀬 1994)、 稗田頭A遺跡

(功刀 1995)な どが知られる。稗田頭A遺跡では 5軒のD類住居があ り、中期最終末～堀之内 2式に位置づけら

れているが、炉体土器などから判断すると堀之内 lc～ 2a期の住居址を中心とするようである。いずれも対ピッ

トが内側に寄 り、交軸長が長く、本遺跡で堀之内 la～ 2a期 としたD類 と類似する。稗田頭A遺跡ではほかに

直径 3m足らずの円形敷石住居があり、小規模な壁柱穴構造であることから、「同一集落において 7本主柱穴の

住居姓 と小型の柄鏡形住居llLの 2類型の住居llLが存在する可能性があるJと している。本県でも社日遺跡には小

型の壁柱穴構造の敷石住居址があ り、D類系譜とは別に壁柱穴構造の系譜があるのではないかと思われる。鴨田

遺跡では 3軒のD類住居があ り、堀之内 lc期の土器が伴 う。やは り主軸方向が短縮 した住居である。新井下遺

跡では34住 1軒がD類である。中期末の土器が伴っているとされるが、柱穴配置からすれば堀之内 lb～ 2a期

頃であろう。また同遺跡では「第 1号円形柱穴列」とされた遺構はF類で、堀之内2b期頃であろう。その他に

多数の柱穴が巡る第 2・ 3号円形柱穴列があ り、直径 6～ 8mと 大型である。現段階ではE類の中で理解 してお

きたいが、関東地方に多く見られる壁柱穴構造に類似 し、先の小型住居同様に別系統と考えることもできる。こ

うした多柱穴の住居址は立石遺跡にも多数あ り、中期末の土器を伴っている。

5.集落の変遷

(1)住居 。土拡数の変遷

上ノ原遺跡ではB・ C区において縄文時代の住居址142軒 (重複した住居を分解して集計)を検出した。それら

の中で125軒に関しては、推測も交えながら時期認定をし、さらに102軒 については土器細分に対応した細別時期

を想定した(不確かな住居も含む)。 その内容は以下の通 りである。

大別時期 細別時期   住居番号

曽利Ⅳ(3軒)  Ⅳb(3軒)C-38・ 55・ 67号住
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m

図40 各遺跡の D・ F類住居
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曽利 V(15軒 )

称名寺 (15軒 )

堀之内 1(56軒 )

Va(8軒 )

Vb(5軒 )

Vc(1軒 )

lb(5軒 )

2  (8車干)

la(16軒 )

l b(20軍干)

C-13・ 61・ 87・ 94・ 950118・ 121・ 123号住

C望5・ 49・ ■10113・ 117号住

C109号住

C→・ 33・ 39・ 46・ 120号 1主

C-16・ 36。 73・ 82・ 33・ 85・ 10801121計tL

C-29。 30A・ 30B・ 43・ 53・ 59A・ 59B・ 60・ 63A・ 91A。 91B・ 96A・

97・ 110・ 119手チtk

B-13イ主。C13・ 20A・ 20B・ 27A。 27B。 32。 34・ 40A・ 40B・ 44A・ 44

B・ 47A・ 47B・ 52・ 71・ 79A・ 79B・ 79C・ 96B妄ン4主

B-101主・ C65・ 81090B・ 90C・ 90D・ 104・ 105‐号住

C-11・ 35・ 37・ 64A・ 64B・ 68A・ 68B・ 74A・ 74B・ 88・ 89。 90A。 98・

130号住

C-10・ 12・ 54・ 78・ 990114A・ 114B。 114C号 1主

C-1・ 75。 77・ 84・ 115。 128号住

lc(8軒 )

堀之内 2(36軒)2a(14軒 )

2b(8軒 )

2c(6軒 )

また土拡は全土拡数688基中、明らかな平安時代・弥生時代の上拡を除 く661基が縄文時代を主とした土拡数と

考えられ、 うち遺物を伴 う324基は時期分類が可能である。不確かな資料もあるものの、時期別数は次の通 りと

なる。

曽利Ⅳ-11基  曽利 V-141基  称名寺-51基  堀之内 1-82基  堀之内2-38 加曽利Bl-1基
住居数 1軒に対する土拡数は、曽利Ⅳ-3.7基 /1軒、 曽利 V-9,4基 /1軒、称名寺-3.4基 /1軒、堀之内 1-1.

5基/1軒、堀之内 2-1基 /1軒となる。中期末～称名寺期までは全体に住居数に対 して土拡数は多く、とくに曽利

V期には住居数の約10倍の上拡数となる。堀之内期では土拡数は少なく、堀之内 2期では住居 1軒につき土拡 1

基となってしまう。

(2)集落の変遷

ここでは、時期別の遺構分布状況の変遷に関し、先述 した時期別の住居・土拡中から不確かな例を除いて大別

時期に沿って図示 し、集落の変遷を探ることとする。

曽利Ⅳ式期 尾根斜面の縁辺部、南側低位に3軒の住居が約50～65mの距離

を隔て、大きな弧を描いて分布する。土拡は住居の北側、C区中央やや西側の

比較的平坦な広い場所を選んで分布する。直径約60～70mの円周上に位置する

ように散在 し、見方によっては東南側と北西側の2群に群在 している。住居と

土拡の位置関係は、C葛7号住がはずれているが、集落の内側に土拡分布域が

取 り込まれるという状況にある。この住居と土拡の分布域は、基本的には次の

曽利V式期に継承され、発展する。

曽利V式期 分布域を最大限に広げ、C区のほぼ全域に遺構が分布する。ま

たC区に近いB区西側にも住居がある。その中でも中心的な部分と考えられる

のが、曽利Ⅳ期に土拡が円周上に分布した中央やや西の平坦地で、住居域は南

端から北端まで、尾根幅いっばいに広がっている。直径約80mの円周上に住居

が大きく3群に分布し、同じ円周上、あるいはやや内側に土拡分布帯が認めら

れる。住居群は南側、北西側、北東側にあ り、細別時期で検証 しなければなら

ないが、 2軒を単位 とした分布が想定される。環の中央には10数基からなる土

拡群があり、本期と断定できる土拡はないものの、住居帯との関連は予想でき

る。またC区西側を中心に屋外埋甕の分布域がある。居住域の外縁部、集落の

西側にあり、正位埋甕 7基からなる屋外埋甕が検出されている。さらにC区東

側に集落は拡張し、C-49。 109住の 2軒 と数基の土拡が尾根高位へ伸びている。

またC区東側ではうなぎ沢に面 した小さな緩斜面に住居 1軒 と土拡多数が分布

する。図42ではB区との位置関係が正 しく図示されていないが、C-13号住 と

B葛号住にはさまれた区域内に土拡群が分布する状況を示 し、母村的な集落か

ら分かれた小集落的なあ り方である。

加
曽
利
Ｂ
Ｉ

堀
之
内
２

堀
之
内
１

称
名
寺

曽
利
Ｖ

曽
利
Ｖ

―-234-―

図41 住居数と土拡数の変化



第1節 縄文中期末～後期の遺構と遺物

称名寺式期 住居は大型化 し、尾根に沿って長 く分散 した状況を呈す中で、等高線に沿って列状に並ぶ部分が

あり、中期の環状を意識 した集落構成が失われる。曽利期では、西寄 りの平坦な地区を集落域として占地 してい

たが、本期ではC区中央付近に住居のまとまりがあ り、平坦面よりも傾斜面を好んで居住域としたのではないか

と考えられる。土拡は各住居に付随 して分布するように見え、住居が全体的に大型化することから推測すると、

個々の住居の独立性が高まり、集落構成としての求心的な結集意識が薄れたのではないかと考えられる。この等

高線に沿った配置、という点については、本期から住居が出入 り口部を明確にもつ敷石住居形態とな り、主軸方

向が必ず等高線に対 して直交 し低い方向を向く、という住居形態上の大きな変化がある。この住居形態は、斜面

を好んで占地するという点からいえば、斜面への適応形であ り、同じ等高線に沿って並んだ住居の一群が一つの

群として認識されることになる。住居の出入 り田部を結が線は集落内の道としての想定が可能で、さらに標高の

高低が生 じることによって上の住居、下の住居という意識が芽生えることとなり、石井氏が指摘するような住居

間格差が発生する遠因ともなるのである(石井 1994)。 ただし、この段階では石井氏が指摘する住居形態上の高

位の優位性はうかが うことはできない。

堀之内 1式期 称名寺期にみられたように大型の住居が多数存在する一方でやや小型の住居もあり、住居の列

状配置は引き続き認められる。住居数が本期にピークを迎えるのと連動するように、住居の分布域も尾根を最大

限利用 して広が り、急傾斜面にも立地する例がある。CWO号住が標高の最高地点に立地 し、C巧2号住が最低地

点に立地 し、その標高差は15m以上に及ぶ。またB区の東端にまで住居が分布 し、鰻沢に沿って水源地方面まで

広がっているのではないかと予想される。土拡は称名寺期段階同様に住居間、住居周辺に分散 し、とくに集中域

は存在 しない。またB区の土拡分布状況によれば B-13号住 と36号住間の住居がない地区にも列状に点在 し、住

居と無関係に、当時の道沿いなどに土拡域が設定された可能性がうかがえる。

堀之内 2式期 住居の分布域は尾根の中位付近に縮小 し、住居の列状配置はより明確になる。C区中央付近で

は 2～ 3列の配置とな り、C区東側では 2列の配置を示す。そうした中でC区中央付近の住居群では、上位の列

中央に位置するC守7号住が周堤礫 と廊下状の敷石をもつ敷石住居である。このように住居形態上の優位性が う

かがえるとともに、ヒスイ製の垂飾 り2点が出土 し、それらが居住者に帰属する遺物であると仮定するならば、

伴出遺物からも階層性が うかがえることになる。またC区東側の一群でも2列ある上位の中央に存在するC-1

号住がC W7号住に類似 した形態を示す。壁面に周堤礫が広が り、中央には廊下状の敷石があ り、垂飾 り1点、

小型石棒 2点が出土 している。この2軒の住居は、住居の規模、柱穴配置では通常の住居となんら変わ りはない

のであるが、集落全体を見下ろすことができる斜面上位に立地するという特徴がある。さらに周堤礫を作る労働

力は過剰であり、大型配石など巨大記念物を構築するエネルギーにも似た莫大な、現代から見ると無用なエネル

ギーが一極的に投下されている。集落を一瞥 したときに視覚的に際だたせるためのしかけといえ、そうした必要

性が社会の中で要請された時代であったのであろう。このようにC区内には大小 2個の集落があ り、それぞれの

集落に石井氏も指摘するように「長」的な リーダーが居住 したことを予想させる周堤礫をもつ敷石住居が 1軒ず

つあり、住居分布はまとまりをみせている。土拡の分布は明確ではないが、C区中央付近、あるいはやや東寄 り

の地点では、住居群と離れた土拡のまとまりがあ り、居住域、土拡域 という区分けが生 じつつあるのではないか

と思われる。

本遺跡と類似 した集落変遷がみられる遺跡に千葉県武士遺跡がある(カロ納 1998)。 縄文時代の住居数426軒で、

時期別住居数は、加曽利 EⅢ -77軒、EⅣ -13軒、称名寺 1-12、 同2-3軒、堀之内 1-207軒、同 2-20軒、

加曽利Bl-13軒 と、上ノ原遺跡よりも時期によってははるかに多い住居数を検出した遺跡であるが、中期末～

後期前半にかけて消長をみせる大集落である点では共通 している。この中で、集落形態は加曽利 EⅢ・ Ⅳ期では

「中期的集落の崩壊するすがた」として捉えられ、また称名寺期では「 より崩壊が進行 した姿」を呈すという。

堀之内 1式期では柄鏡形住居が盛行する時期で台地斜面に集中的に住居が分布し、平坦面に対する意識が薄れ、

「共同作業の意味あいが稀薄」にな り、また個々の住居に貯蔵穴を保有することから「居住単位の独立性Jの高

まりが想定されている。そして堀之内 2期以降では斜面部への住居の設営が見られなくなるという。ここで堀之

内 1期で指摘された個々の住居の独立性は、本遺跡での称名寺期以降での住居の大型化、集落配置の変化と共通

する点である。さらに堀之内 1式期での斜面への集中的な住居の設営は、本遺跡では称名寺期に既に認められる

現象で、これは(柄鏡形)敷石住居の導入が千葉県域よりも先行 したためであろう。
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図42 縄文時代中期末～後期集落の変遷(2)
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第 2節 平安時代の遺構と遺物

1.土器の分類 と編年

上ノ原遺跡では、合計72軒の古代の竪穴住居が検出されているが、いずれも平安時代に属するものである。そ

の時期については後述するが、大きくは9世紀代のものと、10世紀代のものとに大別できる。出土土器は、いわ

ゆる「 甲斐型土器」が主体を占める。甲斐型土器には、外・皿・蓋・甕・鉢などの食膳具および煮炊具がみられ、

器形の種類は豊富である。甲斐型土器を特徴づけるものに胎土や整形技術がある。これらは食膳具と煮炊具によっ

てそれぞれ異なるが、前者はロクロ整形によるもので、赤色粒子を合む良質な胎上で、内面に暗文や体・底部外

面の手持ちヘラケパリ、回転ヘラケズリなどを技術的な特徴としている。後者は金色の雲母や花闘岩系の鉱物粒

子を多く含む胎土に、赤褐色および黒赤褐色の色調、外面縦方向、内面横方向のハケメ調整を特徴としている。

甲斐型土器の研究については、すでに多くの研究・分析が進められ成果が得られている。ここでは、こうした

研究成果をもとに甲斐型土器や黒色土器を中心とする土器群の若干の分析を試み、特に甲斐型界の変化を基本に

すえて編年的位置づけを行いたい。

(1)土器の分類

上ノ原遺跡から出土 した土器の種類は、土師器・黒色土器・須恵器 。灰釉陶器・緑釉陶器の 5種類に分けられ

る。土師器や黒色土器が主体的に出土 している一方、須恵器・灰釉陶器・緑釉陶器については、客体的な存在で

あ り、特に須恵器や緑絢陶器については、破片資料が中心である。これらについては器形の種類のみを記してお

く。須恵器は、高台芥・壷・甕、灰釉陶器は、椀・皿・段皿 。平瓶・小瓶、緑釉陶器は、椀・皿がある。

なお、黒色土器は土師器の範疇に入るが、意図的に器面に炭素を吸着させたもので、その多くは ミガキ調整を

行っているなど、多くの特徴をもっている。そのため土師器とは区別 して扱 うこととする。

【土師器】

[郭 A] 無高台の芥である。甲斐型芥の特徴が認められるものが中心となっているが、手持ちヘラケズリを行

わず、底部外面に回転糸切 り痕を未調整のまま残す、いわゆる甲斐型芥の粗雑化 したものも含む。

[不 B] 無高台の甲斐型外のなかで、内面黒色処理を施 したもの。

[蓋] 破片資料でわずかにみられる。全体像は不明。胎土は外Aと 同じ。

[皿] 無高台の皿で、甲斐型然と同じ変化を示す。

[高台不A]胎 土は甲斐型芥と同じであるが、体部外面の下半部と底部外面の調整方法が回転ヘラケパリとなっ

ている。高台も削 り出し高台となっている。

[高台郭 B] 破片資料ではあるが 1例みられる。高台芥Aの 内面を黒色処理を施 したものである。

[甕 A] 甲斐型土器の特徴を含んだ一群。口径が25～ 30cm、 高さ40o4前後を測る長胴甕である。この甕につい

ては県坂康夫氏が、薄口縁型→厚口縁型→末広口縁型へと変化することを指摘 している (保坂1989)。

[甕 B] 内外面ともナデ調整による甕である。ハケメ調整風のナデも存在する。

[甕 C] ロクロ調整の甕で、さらに外面の一部にナデ調整を加える。ロクロ痕の他、横方向のカキメをもつも

のもある。

[小型甕A] 口径15crn以下のものを小型甕とした。甕Aと 同じ調整によるものである。

[小型甕 B] 内外面ともナデ調整による甕。ttBと 同じ技法。

[小型甕C] ロクロ調整の甕で、さらに外面の一部にナデ調整を加える。

[鉢] 全体像が判明できるものは 1例 しかない。器形は胴部が直線的に逆「ハ」の字状に開き、口径は甕Aと

同規模で、胎土および調整技法も同じである。底部は貼 り付け高台となっている。

[羽釜] 口縁部下に鍔の凸帯をもつもの。甲斐型奏と同じ胎土を示す。

E円筒土器] 完形資料はない。 1例のみ。器面はナデ調整で輪積み痕を残す。胎土は甲斐型甕とは異なってい

る。
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【黒色土器】

[郷 A] ロクロ整形の外で、内面はナデやヘラミガキ調整を施し、底部は回転糸切 り未調整である。胎土は甲

斐型界 とは明らかに異な り、色調も浅黄橙色を呈するものが多い。

[郷 B] 芥Aと胎土、調整も同じであるが、内面の黒色処理が施されていないもの。

[皿] 1例 しかないが、無高台で内面の調整技法は外と同じであるが、体部下半部は横位の手持ちヘラケズリ

となって|ヽ る。

[高台不] 高台部は、貼 り付け高台および削 り出し高台の両者がみられる。内外面の調整技法は外と同じ。

[高台皿] 高台部は貼 り付け高台で、内外面の調整技法は外と同じ。

(2)上師器邪 Aの変遷と段階設定

先述にように甲斐型土器の研究は、先学諸氏によって進められている。1983年 における坂本美夫氏らによって

「甲斐編年」が提示され、奈良時代から平安時代にわたる土器編年が確立された (坂本他1983)。 その後、平城

京二条四坊十一坪の井戸址から甲斐型芥が発見され、以前から指摘されていた年代観の見直しの気運が高まった。

こうしたなか、山梨県内外の若手研究者らが集まった「 甲斐型土器研究グループ」が結成され、従来の甲斐編年

における年代観を中心に再検討されることとなった。1992年 にはその成果が発表され、新たなる年代観が提示さ

れた (山梨県考古学協会1992)。 一方、同年には、韮崎市に所在する奈良時代から平安時代にあたる大集落址で

ある宮ノ前遺跡の報告書も刊行され、そこにおいても甲斐型芥を中心とした新たなる段階区分と年代観が提示さ

れている (櫛原1992)。

ここでは甲斐型芥 (土師器芥A)の変遷を時期設定の基準として、韮崎市官ノ前遺跡の上器編年観をもとに、

段階設定を行っていきたい (図43・ 44)。

[第 1段階] 口径10.8～ 13.2cln、 底径5～6.49n、 口径/底径比が41～55%。 体部下半部は手持ち斜めヘラケズ

リ、体部内面に暗文、底部外面は回転糸切 りの後、周辺を手持ちヘラケズリまたは全面ヘラケパリしている。ま

れに暗文のないものもみられる (C-19号住 1)。 体部にやや九みをもち口縁が立ち上がるタイプと、箱形に近い

直線的に開くタイプのものがみられる。法量的にみて1lm前後のものと13o4前後のものと、最低二種類存在する

ようである。

[第 2段階] 口径は前段階とあまり変化はみられないが、底径の縮小がみられ、口径/底径比が34～47%と な

る。調整方法も前段階とほとんど変化がない。

E第 3段階]口 唇部が肥厚化 して口縁部が隆玉縁化 して、底径もさらに縮小する。体部の手持ち斜めヘラケズ

リも粗雑化 し、底部まで及ぶまでみられる。体部内面の暗文もみられない。口径は11.9～ 18cmと幅があり、大ま

かに12cm前後のもの、13o4前後のもの、14o4前後のもの、18m前後の大型品というように、器種分化が進んでお

り、全体的に大型化 しているといえる。

[第 4段階] 原則的に体部の手持ち斜めヘラケズリもみられなくな り、底部は回転糸切 り未調整となるものが

ほとんどで、台状を呈 している。口径は■ .2～ 14,8clnを 測 り、1lCFn前後のもの、12c14前後のもの、139n前後のも

の、15c14前後の大型品というように、器種分化も前段階に引き続きみられる。しかし器高は全体的に低 くなり、

皿との区別がつきにくくなっているとともに、器厚が全体的にやや厚 くなっている。

以上のように、第 1段階から第 4段階まで段階設定を行った。これら状況を宮ノ前遺跡の編年案に対比させる

と、やや年代幅はあるが以下のような年代が与えられよう。

[平安第 1段階]… ……・宮ノ前編年Ⅵ期にあたる9世紀半ば頃

[平安第 2段階]…………宮ノ前編年Ⅶ期にあたる9世紀後半代

[平安第 3段階]… ……・宮ノ前編年Ⅸ期にあたる10世紀前半から半ば頃

[平安第 4段階]… ……・官ノ前編年 X期にあたる10世紀後半代

(3)各段階における土器の様相

[平安第 1段階] 土師器外A・ 高台必A・ 皿・蓋・甕A。 小型甕A・ 小型甕C・ 円筒土器、黒色土器芥A・ 外

B。 皿・高台必 。高台皿などがある。

高台外Aは、法量が口径15,4m、 高台径7.5cm、 器高6.Ocmで、体部下半および底部外面は回転ヘラケズリ調整

がされてお り、高台は肖」り出し高台となってお り、調整方法は土師器皿と同じである。土師器皿は、形態的には

口縁部が内外面に稜をなして屈曲して開いている。体部内面に放射状または渦巻状の暗文、体部外面の一部およ
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図43 平安時代土器編年図(2)
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第8章 遺構・遺物の分析

び底部外面は回転ヘラケズリ調整を施 している。蓋も破片資料であるがみられ、縁端部にはかえ りをもち、おそ

らく宝珠状のつまみが付 くタイプのものであろう。

黒色土器芥Aは、口径が12,8～ 16.Oclnと やや大ぶ りのものが日立つ。両者とも内面は ミガキやナデは丁寧に仕

上げている。黒色芥 Bは芥Aが黒色処理がされていないものである。黒色土器皿は、器形からみると甲斐型皿と

似ているものの、器厚は厚 くしっか りとしたつ くりで、器体部下半は手持ちヘラケズリ調整である。高台外の高

台部は貼 り付け高台で、底部から口縁部まで直線的に立ち上がる形態である。高台皿の高台部も貼 り付けによる

もので、無高台の皿に高台が付 く形態である。推定回径12.8on、 高台径7.49n、 器高3,7anを 測る。

土師器甕は、甲斐型の甕Aに混 じって、プロポーション1ま 甲斐型に酷似 しているものの、胎上・ 器厚などが若

干異なる在地的な土器 (A-8号住 5な ど)や、ロクロ整形甕 (小型甕C)や、ナデ調整を多用した小型甕 Bも

みられる。 しかしその量はさほど多くない。

また、土師器外においても同様に、在地的な土器がみられる (C望 1号住 9)。 しかし北巨摩郡域の既往の調査

で報告されている在地的な芥とは、趣きが若干異なっている。胎土は甲斐型甕と似てお り、器厚はさほど厚 くな

い。調整方法は基本的にロクロによるナデであるが、体部外面下半は縦位のヘラケズリ、内面は縦位または横位

のヘラケズリが施されてお り、暗文はないという特徴をもっている。一見、相模型芥に似ている。

[平安第 2段階] 土師器芥A・ 高台芥 B・ 皿 。甕A・ 甕 B・ 小型甕A・ 小型甕 C、 黒色土器芥A・ 必 B・ 高台

芥、須恵器壷・甕、灰釉陶器平瓶がある。

当段階から本遺跡では灰釉陶器が伴出するようになる。 しか し当段階では、椀 。皿類はなく平瓶の破片のみが

出土 しているにすぎない。土師器皿は、口縁部の屈曲が弱まり、体部内外面の稜もあまりはっきりしなくなって

いる。体部および底部ハ面の調整は、回転ヘラケズリもみられるが、手持ちヘラケパリが目立つようになる。法

量的にはあまり変化はみられない。

高台芥 Bは、高台芥Aの内面を黒色処理 したものである。高台芥A・ Bと も本遺跡では少ない。

甕Aは、口縁部が緩 く長 く反っていたものが、やや厚 く直線的に短 くなる傾向がみられ、日唇部の先端形が、

前段階では丸形を呈するものが多かったものが、やや角形となるものが多くみられるようになる。甕 Bは、底部

破片のみであるが、甲斐型甕の底部のつ くりとは明らかに異なっている。小型甕Cの ロクロ整形甕も当段階でも

わずかであるがみられる。口径は前段階と変化はないが、口縁部の屈曲が強 くなっている。C-70号住の資料は、

法量が口径10.69n、 底径5.6cln、 器高9.5onである。

黒色土器芥Aは、法量的に口径が■cln前後、14cln前後、1794前後の 3種類程度の器種分化がみられる。内面は

横位のミガキと縦位の ミガキを施 している。黒色土器外 Bは、法量が日径119n、 底径5.lcln、 器高3.994であ り、

やや小ぶ りである。高台芥は破片資料のみで、全体像は不明である。

[平安第 3段階] 土師器芥A・ 芥 B・ 皿・甕A。 甕 B・ 羽釜、小型甕A・ 小型甕 B・ 小型甕C・ 鉢、黒色土器

必A・ 高台芥、須恵器壷・甕、灰釉陶器・椀・皿 。重 。小瓶などがある。

土師器界Aは先述のとお り、調整技法の粗雑化が進み、これは他の土師器の各器形についても同じである。土

師器皿は、体部外面の調整が手持ちヘラケズリとなる。当段階でも新 しい時期の様相をもつ竪穴では、無調整の

ものもみられる。体部内面の暗文もみられない。これらの状況は、土師器外Aの製作技法と同じといえる。ただ、

当段階から芥Aの器高が低 くなる傾向があり、皿と外との区別がつきにくくなっている。土師器芥 Bは、甲斐型

外の内面を黒色処理 した芥で、その出土量は少ない。口径が16.6～ 19,Omと かなり大ぶ りなものである。暗文は

みられない。

土師器甕Aも 当段階において形態的に大きく変化をみせる。口縁部が厚口縁型もしくは末広口縁型となり、口

径も大きくなっている。そして当段階から羽釜もみられる。胎土および調整方法は甕Aと 基本的に同じである。

しか しBつ4号住 7の資料は、編年表には示 していないが、胎土や調整方法が甲斐型とは異なってお り、鍔の形

態も異なっている。在地的な存在といえようか。また、内外面とナデ調整もしくはハケメ調整風のナデを施す甕

Bお よび小型甕 Bも みられる。器形的には、日縁部の屈曲が緩やかで口径と胴部径がほぼ同じタイプのものと、

口縁部の屈曲が強いタイプのものがみられる。いずれも胎土や調整方法が甲斐型甕とは異なってお り、これも在

地的な存在といえる。

鉢は、胎土や調整方汝いずれも甲斐型の甕Aと 共通する。底部から口縁部までハの字状に大きく開き、底部は

貼 り付け高台となっている。口縁部形態は甕Aでみられるような形態 とは若千異なっている。体部の器厚と口縁

部器厚はほぼ同じであるが、口唇部に薄 く粘土組を貼 り付け、内側に「かえ り」をつくり出している。こうした

形態から甕の蓋である可能性もあるが、体部外面の下半部を中心にススの付着が顕著なことから、煮炊具として
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使用されたものと考えられる。小型甕 Cも わずかではあるがみられる。前段階までロクロロを残すだけであった

ものが、ヘラ状工具による斜めのナデを施 している。

黒色土器芥Aは、口径、形態など前段階と比べあまり変化はみられないも高台芥は、体部が若干丸味を帯びて

直線的に立ち上がる。口径は13.8～ 15.694。 内面は、日唇部付近が横位、体部下半は幅広の放射状のミガキを加

えている。黒色土器 という性格を考えると、形態的には土師器外Aや灰釉陶器類に類似 していないことから、木

器類の器形を模倣 した形態ではないかと推測できる。

灰釉陶器は、当段階でも客体的な存在ではあるが、竪穴によっては充実 した状況を示す。口径17cm前後、14cm

前後の大小の椀、口径14m前後の皿が基本的な構成となってお り、陰刻花文を施 した椀、段皿、稜椀などもみら

れる。産地は胎土および製作技法などから、美濃窯産 (大原 2号窯)の ものが主体を占めていると思われる。緑

釉陶器も稜椀、皿などの破片資料が少量出土している。産地は不明である。

E平安第 4段階] 土師器芥A・ 皿 。甕A・ 甕 C・ 小型甕A・ 羽釜、黒色土器芥A、 灰釉陶器椀・皿、緑釉陶器・

須恵器甕がある。

土師器芥Aは先述のとお り、器高が低 くなって皿 との区別が困難になる。底部が台状を呈するものと呈 しない

ものとが混在 している。日径が■cln前後のものと、12cm前後のものがみられる。皿も同じである。

甕A・ 甕 Cと も、当段階では出土量が少なく、良好な資料はみられない。羽釜も同様であるが、しっか りとし

た鍔をもつタイプと、やや粗雑な鍔をもつタイプのものがみられる。前者は甕Aの調整方法を踏襲 してお り、形

態的は口縁部が若千内湾 している。後者は横ナデを多用し、形態的には口縁部が直線的にやや開いている。小型

甕Aは、日縁部形態は特に肥厚することなく、当段階まで推移 してきているといえる。外面にハケメ調整が残る

一方、内面はナデと指頭調整痕が残る。

黒色土器芥Aは、回径規模にはあまり変化はみられないが、器高は土師器界Aと 同様に低 くなっている。器厚

もやや厚 くなっている。体部内面のミガキは、細かな ミガキは施されず、幅広の縦位の ミガキが施されている。

灰釉陶器も引き続きみられ、椀・皿類が主体で、全体的につくり。仕上げしも粗雑で、器形の歪みも著 しい。

B-17号住出土の椀は、法量が口径16.3cm、 高台径よ 3cln、 器高6.lclnで、高台は外面が外傾 してお り高い。体部

内面の口縁部に沈線が入る。施釉は漬け掛けである。B-1号住の段皿は、法量が日径12,7cln、 高台径6.4cm、 器

高2.5clnで、底部内面中央には、焼成時に破裂 した穴がそのままとなっている。施釉は漬け掛けである。産地は

胎土、製作技法などから美濃窯 (虎渓山 1号窯)の もの、もしくは猿投窯 (東山72号窯)の ものが主体と思われ

る。緑釉陶器、須恵器甕はともに破片資料で、全容は不明である。

2.堅穴住居の分析

上ノ原遺跡における平安時代の竪穴住居は、計72軒検出されているが、その多くが尾根の斜面上に構築されて

いる。尾根のいたる箇所では、後世において耕地確県のために地形が改変されているようで、それらによる削平

で遺構の遺存状況は良くなく、特にB区において顕著である。竪穴住居の全体像が判明できたものは全体の4割

程度にすぎず、竪穴住居の平面形態や床面面積の状況などを時間的な変遷のなかで捉えていくことができない状

況である。よってここでは、竪穴住居の全体的な傾向を示すにすぎないが、竃などある程度分析対象とな りうる

ものについては検討を行ってみたい。なお、ここでは便宜的に「竪穴住居」という用語を使用しているが、これ

はあくまでも慣用語として使用していることを断っておく。

(1)平面形態と規模について

平面形態は、方形もしくは長方形を基本としている。不整形なプランを したものも存在するが、これは後世の

攪舌しのためのノイズと思われる。各竪穴の詳細な規模は、表 3を参照していただきたいが、当該期の竪穴規模は、

検出された竪穴部の上端での長軸 と短軸の長さを示 し、面積は竪穴部の下端部をプラニメーターで 3回計測して、

その平均値を面積とした。なお、竃の張 り出し部については計測から除外 した。全体が判明する竪穴住居は、A

区およびC区の一部の竪穴住居群に偏ってお り、時期も第 1段階と第 2段階と偏っている。そのため全体の傾向

は先述のとお り示すことができない。両段階ともに一辺3.5m前後、面積104r前 後のものが多く、いわゆる小型

のものが多い。一辺5,Om以上、面積154r以 上の中型から大型の部類に入る竪穴住居も5軒程度存在する。第 3

段階以降、一辺が4,Omを 越すものが日立つようにな り、なかには一辺が7.Omを 越すものもあり、当遺跡ではこ

の段階から比較的大型化 していく傾向がみられる。
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(2)堅穴住居の構造と付属施設について

I.掘 り方

ほとんどの竪穴住居において掘 り方が認められている。掘 り方はその深さの程度はあるものの、竪穴部全体に

及んでいる。そのなかでまわ りに比べ部分的に深 くなっている箇所が少なからず確認された。竪穴住居平面図の

挿図では、こうした掘 り方のなかでも特に深 く掘 られているところを点線で図示 した。なお、代表的な掘 り方の

形態としては、次のような類例を挙げることができる (図 44)。

①竪穴の中央部を除いた壁際を部分的に深 く掘 り込むタイプ

②竪穴の中央部を部分的に深 く掘 り込むタイプ

③竪穴の中央部および四隅を深く掘 り込むタイプ

④竪穴の中央部や壁際など関係なく全体を深く掘 り込むタイプ

掘 り方内のビットのなかには、ロームブロックや焼土ブロック、炭

化粒を多量に含む、粘質の弱い褐色上が充填されているものがあ り、

こうしたピット内からは土師器必や甕形土器の細片が出土する例が比

較的多く認められる。また、B-14号住のように、「縁」と記した墨書

土器が、あたかも埋納 したかのような状態で出土 している例も認めら

れ、竪穴の掘肖」に際 して何らかの儀礼行為が行われていたことも考え

られる。

Ⅱ.付属施設

上ノ原遺跡の竪穴住居で確認されている付属施設とし

:祭近響r施
   図44 竪穴

設、貯蔵穴、間仕切 りに伴 う濤、ステップ状の高まりなと

【棚状施設について】

棚状施設は近年、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県などの関東地方を中心に報告例が増加 している。棚状施

設に詳 しい桐生直彦氏は、棚状施設は「竪穴壁に接 して平行に設けられた段差をもつ屋内施設」であると定義 し、

調理具や食器類など「食生活に関係 した道具類を中心とした収納スペースとしての役割をもっていた」とされて

いる (桐生1996・ 1997)。 その多くが竃のある壁面に設けられている。上ノ原遺跡の調査時点において、調査員

にこうした施設の予備的知識がないままに調査が進められたが、後の整理作業において測量 した竪穴住居の平面

図のなかに、棚状施設としてとらえられそうな段差が散見できたのでここにあげておく。

A区を中心にその事例がみられるが、当調査区は他の調査区に比べ比較的緩斜面であり、竪穴住居の掘 り込み

も確認面からの深さが60～ 70crnと 比較的深いものが数軒あ り、A-1・ 2・ 4号住がそれに該当する。B16号住

の竃に向かって左側の、現場段階では掘 りすぎとされた箇所も同施設の可能性もある。当遺跡の竪穴住居におけ

る棚状施設の多くは、地山を掘 り残す素掘 リタイプのものである。

A-1号住では竃に向かって左側の竪穴上端部の壁が、幅1.8m、 奥行き359n、 確認面からの深さ35clnの 範囲が、

下端部に比べ不明瞭であったため、現場段階では掘 りすぎと認定 してしまったものである。A-2号住では、竃

に向かって右側の竪穴上端部の壁が、幅1.5m、 奥行き20m、 確認面からの深さ20o4の 範囲が段差としてとらえ

られた。本来、当段差の奥行きはもう少し拡がる可能性をもつ。この段差の約20an下のレベルから、砥石が壁に

接するかたちで出土 している。A-4号住では、竃に向かって左側の壁面が、床面とほぼ同レベルで張 り出して

いる。これを棚状施設とするかどうかは検討を要するが、これは本来、盛土による棚状施設だった可能性も考え

られる。盛上による棚状施設は、竪穴埋土との判別がつきにくく、壁際に遺物の存在がなければ掘 りすぎてしま

うことが多い。このケースも掘 りすぎが原因で、掘 り方部分だけが検出されてしまったとも考えられる。セクショ

ンベル トの設定位置の変更など、当該期の竪穴建物に対する調査方法の再検討が必要であろう。

【壁外柱穴について】

古墳時代以降、奈良時代から平安時代にかけて、竪穴住居の竪穴規模が縮小化 し、竪穴内部に主柱穴を伴わな

い、いわゆる無主柱穴竪穴住居の増加が指摘されて久 しい。当遺跡でも竪穴内に明確な主柱穴をもつ竪穴住居は

皆無に等 しい状況である。ただ、後世の削平によって全容は不現であるが、B-19。 33・ 34035号 住では、竪穴

内壁際に柱穴と思われるピットを配する例がみられる。特にB19号住では竪穴内の小竪穴施設の四隅にも柱穴

を配するところから、堅固な上屋構造をもつ大型建物であったことが推測される。また、これらの竪穴は、時期

的にいずれも10世紀前半から半ばにかけての「平安第 3段階」であるとともに、構築場所も近接 してお り、当該

時期における特有な構造をもつ竪穴建物といえる。

タイプ①

掘 り方 摸式分類図

タイ プ① タイ プ②

中
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さて壁外柱穴であるが、壁外柱穴とは、竪穴住居の竪穴部の外側をめぐる柱穴 と思われるピット列のことをい

うが、当遺跡でもA-1・ 10、 C76号住で認められる。A-1号住では、東壁、西壁、南壁の各壁上端部から約20

～45crn外側で検出されている。配列状況や深さなどは特に一定 していない。A-10号住でも壁外柱穴らしきピッ

トが数基確認されている。東壁側では竪穴上端部から約 lmほ ど離れて確認されている。 C-76号住では、他の

2軒に比べると、比較的まとまって検出されている。南壁側は後世の削平によって欠失 している部分もあるが、

各壁上端部から30cln程度外側で確認されている。壁外柱穴の存在の有無は、竪穴住居の竪穴部以外の竪穴外屋内

空間の存在の有無にかかわることであ り、竪穴住居の上屋構造の解明とともに極めて重要な施設である。

【その他の施設】

その他の施設では、上記の貯蔵穴、間仕切 りに伴 う濤、ステップ状の高まりなどがあるが、貯蔵穴は古墳時代

にみられるような明確なものは少なく、その認定についても難 しい。ここでいう貯蔵穴とは、竃のいずれかの脇

に精円形や方形を呈した、比較的浅いピットとしたが、必ず しも貯蔵を目的としていたかどうかは不明である。

事例を挙げておくと、A-15、 B-14、 C-26・ 28・ 57・ 58・ 72・ 76号住などで認められる。

間仕切 りに伴 う薦は、B-14・ 27、 C127号住などで確認されている。いずれも東壁に竃を有するが、その竪

穴内北西部分を中心に間仕切 りに伴 うと思われる濤と小 ピットが確認されている。

ステップ状の高まりは、C-92号住でみられる。竪穴内北西部分において、他の床面よリー段高 くなった硬化

面が、西壁から東西1,lm、 南北0,9mの 幅で舌状にのびている。まわ りの床面との段差は 6～ 7 an程度で、その

性格については不明な部分が多い。

Ⅲ.竃

【竃の構造】

竃の構造については、基本的に袖部 。天丼部

に扁平な自然礫もしくは河原石を用いた石組み

竃であ り、支脚も自然礫を用いている。この石

組みを芯材 として粘質土で覆い固め竃を構築 し

ている。こうした構造は当該地域では普遍的な

ものである。

【竃の位置とつくり直し】

竃の位置は、すでに竪穴の掘削段階から決め

られていたことが、竃との関連が強い棚状施設

などの存在からもわかる。図45の竃位置とは、

各段階における竃がつ くられる壁の位置を示 し

たものである。当遺跡では竃がつくられる壁は、

北壁と東壁にはぼ限定される。その他としたの

は南西コーナーにつくられたものである。各段

階を通 じて東壁につくられるものが多い。 しか

し平安第 1・ 2段階では80%以上を占めていた

東壁も、第 3段階では60%台、第 4段階では50

%台へと低下 している。北壁への竃のつ くり付

けは、各段階を通 じてみられる。竃がつ くられ

る壁の時期的な特徴は、顕著にはみられない。

次に各壁につ くられた、竃の偏 り状況を示 し

たのが、図45の亀位置 2である。竃に向かって

竪穴住居の中心線から右または左のいずれかに

偏っているわけだが、当遺跡の場合、分析対象

となった48軒の竪穴住居のうち、39軒が (80%

以上)右側に偏っている。さらに竃を有する壁

の中心線を 5:5と した場合、各竃がつ くられ

る位置の比率を大まかに示 してみた。壁のはば

中央に位置する5i5の比率のものは平安第 1・

殻 北壁 東壁 その他

平安第 1母階

平安第 2段階

平安第 3段階 0

平安第 4段階

平安第¬段階 平安第2段階 平

隷 5:5 6:4 7:3 8:2

平安第 1段 階 2 5 9 0

平安第2段階 1 3 3 3 0

平
~4蜜

響 階 0 1 2 1

平 孝 筑 4母 陪 0 0 0 1 2

図45 亀の位置における推移
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C-9e号 住 4

C-26号 住 t   
と

|

ミ
'730m

C-80号住 宝    と
|

止IR

三786

支脚上に土師器売の底部破片を覆い被せ、
さらにその上を扁平な碑で覆っている例

C-86号 住 t

との前面で、土師器発を粉砕している例

ビ〃よ七4m

支脚上に扁平な礫を2攻重ねて

置いている例

抽石を抜いて、との島に置いている例

天丼石や袖石などを4の両島に置いている例で、
さらにその近くから墨書土器も出土している例

支脚上に土師器杯底部破片を

置いている例

Ｅ
ｃ
∞ヽ

「

支脚上に扁平な礫を置いて、さらに黒色
土器杯の底部を伏せて置いている例

鹿
『北
■

火床を土や上師器■の破片とともに埋め戻した後、
天丼石と思われる大型の礫をその上にのせて封鎖し
ている例

図46 亀の破壊例
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第2節 平安時代の遺構と遺物

2段階に限 られ、 7:3と い う位置につ くられるケースが多い。第 3段階以降、比較的各 コーナーに寄 っていく

状況 もみられる。

竃のつくりなおしについては、竪穴住居の建て替えや重複によって、その移動の状況が認められる。A区では、

東壁か ら北壁へは 4例、北壁から東壁は 1例、東壁から南西隅へが 1例、 B区では北壁から東壁へが 1例 となっ

ている。

【竃の破壊について】

当遺跡の竃は、結論を先にいえば、自然崩壊ではな く、すべて人為的に破壊 されている状況が認められる。そ

こでここでは、当遺跡における竃破壊の事例を整理 しておきたい (図 46)。

篭の破壊にかんしては、竃全体に及ぶ ものと部分的に及ぶものと二種類がみられ、さらにこれ らを細か くみて

いくと次のような状況がみられる。

①竃本体の破壊

a.天丼部の礫と袖部の礫の一部を破壊

b.天丼部の礫および袖部の礫、すべてを破壊

分析対象となった46軒のうち30軒が、aの天丼部と袖部の一部の破壊であ り、残 り16軒はすべてを破壊 してお

り、調査時には掘 り方のみの検出となっている。

また、抜き去った袖石や天丼石を、後の封鎖行為に伴い竃内に埋置される例や、電の協や前面といった周辺部

に放置 している例や、竪穴内にその痕跡を残さない例もみられる。

②支脚に対する行為

a.抜き取る

b.そ のまま放置

支脚の抜き取 り行為は、分析対象となった46軒の竃のうち30軒の篭で支脚が抜き取られ、残 りの14軒ではその

まま放置されてお り、天丼石や袖石をすべて破壊 した竃でも、支脚石だけは残っているものもみられる。

③遺物の据え置き

a.破壊された上器の据え置き

b.土器以外のものの据え置き

「据え置 く」という表現が妥当であるかどうかは見解が分かれるところだが、何らかの意図をもって置かれた

ような出土状態を示 していることから「据え置き」という表現を使用する。据え置 く遺物などについては、他の

遺跡の事例などをみると、墨書土器などの完形土器を竃内に据え置く例がみられるが、当遺跡では認められなかっ

た。aの場合では、そのほとんどが壊れた甕形土器の底部であるが、C-26号住では支脚石を覆った礫の上に黒色

土器芥の底部が伏せた状態で据え置かれていた。bの場合では、構築材の一部 と思われる扁平な礫を支脚石の上

に置いた り、覆い被せるようにしている例がみられる。なお土器・礫 ともに二次焼成はうけていない。

また、竃内に限らず、竃の前面および脇などの竃周辺部の床面に、粉砕された甕形土器や墨書土器が倒置され

た状態で出上している例がみられる。これらは袖石などの廃棄行為に運動 して廃棄されたものと思われる。

①竃の封鎖行為

当遺跡では、ほとんどの竃で火床 (焼土層)が残存 してお り、その上部に明らかに竃の自然崩落土とは思えな

い焼土ブロックなどを含んだ暗褐色上の埋め戻 し上が認められる。これは竃の破壊や破壊の後の遺物の据え置き

だけにとどまっていないことを示 しているといえる。

この埋め戻し上のなかには、土器片や構築材に使用されていたと思われる礫が認められる。この場合、火床 レ

ベルに集中して礫や土器が集中している例や、袖石の上端部 レベルから火床 レベルまで、まんべんなく礫が認め

られる例、完全に埋め戻 し、最後に再度天丼石を置 くという大がか りな作業を行っている例などが認められる。

こうした事例から単に竃を破壊 し、遺物を据え置 くのではなく、竃を埋め戻 して封鎖するという行為も行われて

いることが うかがえる。

以上、簡単に竃の破壊についてまとめてきたが、竃の破壊は、竪穴住居の廃絶 との一連の流れのなかでとらえ

ていかなければならないことはいうまでもない。ここでは竃のみを取 り上げたが、竃の破壊の状況をみる限 り、

「壊すJと いうことが本質であ り、支脚などの抜き取 りだけが主目的ではないことが認められた。また、竃の構

築材である礫は、当遺跡の近辺で調達することが困難であるにもかかわらず、一旦廃棄された袖石などは再利用

された形跡はほとんど認められないという状況も認められ、再利用については、ほとんど念頭においてはいなかっ

たのではないかとも考えられる。
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3.平安時代集落の変遷

平安時代の集落は竪穴住居の他、掘立柱建物から構成されている。出土土器の検討から平安時代は、第 1段階

から第 4段階まで時期的変遷がたどれることが判明している。この成果をも乙に、上ノ原遺跡の平安時代集落の

変遷をたどっていくわけだが、周知のとお り、すべて竪穴住居および掘立柱建物から時期判別可能な遺物が出土

しているわけではない。特に掘立柱建物については、時期判別可能な遺物の出土は皆無に等 しく、その検討は容

易ではない。これらについては遺構の配置状況だけから共存関係をとらえていることを断っておきたい。竪穴住

居についても同様である。良好な遺物の出土状態を示 していないものについては、竪穴構造や配置場所、主軸方

向などから時期判別 しているものもあるが、判別不可能な竪穴住居もあることも断っておく。なお、所属時期の

不明な竪穴住居は、B9・ 25・ 28号住などである。

最初にも述べたように上ノ原遺跡の遺構群は、東西にのびる長大な尾根上に展開 している。平安時代の集落は

この長大な尾根上に分散 したかたちで展開 している。A区、B区、C区ともにその立地条件が微妙に異なってい

るが、ここでは各区を総合的にみていく (図 47)。

【平安第 1段階】

(A区) 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7。 3・ 10・ 11・ 12号住

1・ 2・ 3・ 5号掘立 ?

(B区) 8・ 11・ 12・ 16号住

(C優豆)   4 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 19・ 21・ 24・ 28・ 41・ 57・ 58・ 92・ 93号tと

1。 3・ 5号掘立 ?

上ノ原遺跡における平安時代集落の開始段階である当段階では、A区、B区、C区全体に遺構群の拡が りが認

められ、遺構数も最多である。A区では、 1・ 2号住 と1号掘立、304号住と3号掘立、 7・ 8(12)号住と

2号掘立 というように、竪穴住居 2軒 と掘立柱建物 1棟が一つのグループの単位 として抽出できそ うである。残

る 5・ 10・ 11号住についても、未調査区域に竪穴住居および掘立柱建物が存在する可能性が高 く、 5～ 6単位程

度のグループが抽出ができそうである。

B区では、南北グリッドラインのB46ラ イン以西にその分布がみられる。急斜面地のため欠失 している竪穴が

多く、掘立柱定物も確認されていない。C区は、B区 と隣接 してお り、南北グリッドラインの B16ラ イン以東の、

標高777m～782mの等高線上に分布する遺構群 と、やや離れて南北 グリッドラインのB23ラ イン以東の、標高

788m以上の等高線上に分布する遺構群が認められる。この遺構群は、B区の当段階の遺構群 とつながる可能性

もある。なお、C対2・ 93号住は同時期の所属としたものの、後者の出土土器の様相が前者に比べ、やや新 しい

様相を多 く含むことから、共存 していたのではなく、C対2号住からC→3号住への、建て替えによる住み替えと

考えておきたい。そしてC対3号住は、当段階でも限 りなく第 2段階に近い土器様相をもっていることを断って

おく。C区でもA区 と同様、掘立柱建物が確認されているが、竪穴住居と掘立柱建物 との明確な関係をとらえる

には難 しく、数棟単位のグループを抽出するのも難 しい。

【平安第 2段階】

(A区) 該当遺構なし。

(B区) 4・ 15号住

(C優こ)   26・ 42・ 43・ 56・ 70・ 72・ 76・ 80・ 86・ 126・ 127号在と

7。 9。 11号掘立 ?

遺構数は、前段階に比べ若千滅ってお り、C区に中心を移 している。A区においては、当段階の遺構群はまっ

たくみられず、B区に為いても、調査区のほぼ中央付近に 4号・ 15号住の2軒が存在するのみである。C区では、

標高775m以 下の等高線上に分布する遺構群と、標高783m以上の等高線上に分布する遺構群とに分布が分かれる。

両群ともに急斜面地を避けて、緩斜面地に建物群を配 している。

なお、第 2段階と第 3段階の間には、土器の観察から数十年単位の空白時期が存在する。第 1段階の集落と第

2段階の集落とは遺構群の立地場所の変化も認められるが、土器観察のうえからは連続性が うかがえる。前段階

からの流れをひく集落は、当段階をもって一旦廃絶 したとみてよかろう。

【平安第 3段階】

(A区) 9号 住

(I〕 優至)   2 ・ 6 ・ 7 ・ 19・ 21・ 22・ 23・ 24・ 27・ 29・ 30・ 32・ 33手シ在と
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図47 平安時代 集落変遷図(1)
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図47 平安時代 集落変遷図(2)
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図47 平安時代 集落変遷図(3)
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図47 平安時代 集落変遷図(4)
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(C区) 15・ 22号住

再度、当該地に集落を営む段階である。遺構群の中心は急斜面地であるB区に移 り、欠失した竪穴が多いが、

復元される規模からみて、大型の建物が日立つようになる。A区では■号住だけが 1軒確認されているが、未調

査区域に若干数存在する可能性がある。C区でも南北グリッドラインのB23ラ イン以東の調査区域際で 2軒確認

されているが、南側の調査区域外に数軒存在する可能性が高い。B区では南北グリッドラインのB47ラ インを境

に、大きく東グループと西グループとに分けられそうであるが、やは り数棟単位のグループの抽出は難しい。

【平安第 4段階】

(A区) 該当遺構なし。

(B区)  1 ・ 5・ 14・ 17・ 18・ 26・ 34号住

(C区) 5号 住

遺構群はB区 とC区に限定されてお り、遺構群の配置なども前段階からの流れをほぼ踏襲 しているといえる。

調査区域内で確認されている遺構数では減少傾向にあるが、B区では遺構群が東側にさらに拡がる可能性がある。

当段階をもって平安時代の集落は終焉をむかえる。

以上、雑駁であるが上ノ原遺跡の平安時代における集落変遷についてまとめてみた。各段階において掲げた遺

構群すべてが、各時期ごとに同時共存 していたとは考えていない。出土土器による遺構群の変遷をたどる方法に

は限界があるからである。ここでは便宜的に「集落」という用語を使用しているが、実際の景観からすれば集落

とはいえないほどの散居的な居住形態だったかもしれない。当該地は高冷地で、水利にも適 していない土地条件

をもっている。こうしたことからも、当遺跡の平安時代の人々は、短期的な居住を繰 り返 していたとも考えられ

る。周辺の集落遺跡の動向や、次頂日でとりあげる出土文字資料のあり方も踏まえながら、各段階ごとの集国の

動向についても明らかにしていきたい。

4.上 ノ原遺跡の出土文字資料について

上ノ原遺跡の文字資料は、墨書土器および刻書土器であり、土器数として計71点出土 している。一つの器に 2

箇所記銘 している場合もあることから、文字数にすると最TR77文字となる。そのうち58文字が墨書であ り、残る

19文字が刻書となっている。亥」書はいずれも焼成後に記銘された線刻である。これら文字資料は、そのほとんど

が竪穴住居内からの出上であ り、その記載内容から集落内の単位集団の趨勢をあとづけることも不可能ではない。

ここでは上ノ原遺跡から出土 したすべての文字資料について、出上場所、器種、器形、記銘部位、時期などを一

覧表にまとめ、これをもとに当遺跡における出土文字資料を、考古資料として基本的な分析を行っておきたい。

【記銘される土器の種類と器形の種類】

まず、記銘される土器の種類と器形の種類を、先に設定 した段階で追ってみてみよう。なお、先に集落変遷で

示 した各遺構の所属時期と出土している文字資料の時期とは、必ずしも一致していない。文字資料に限らず、す

べての考古資料は、覆土中や床面直上、さらに床下からの出土など、さまざまな出土状態を示 してお り、その帰

属については、各遺物の出土状態を1陳重に観察することが求められることはいうまでもない。

さて、器形や時期判別な可能な資料は、計71点のうち55点で、出土量は図48(段階別の器種・器計害J合)をみ

てわかるように、第 1段階と第 3段階に集中している。つまり、集落開始段階である9世紀半ばと、新たに集落

が展開する10世紀前半段階である。一応、当集落においては、集落が存続する10世紀後半段階まで文字資料の存

在が認められる。

次に記銘される器種についてみると、基本的にはすべて土師器が選択されている。しかし同じ土師器の範疇で

ある黒色土器も選択されている。器形では各段階を通 じて外と皿が選択されている。そのなかでも芥が圧倒的な

割合を占めている。第 2段階では全体量は減少 し、外の割合も減少しているが、これは破片資料が多いため、器

形的に判別が難 しいものがあり、確実な資料を対象としたためにこうした状況になったと思われる。第 1段階で

は皿も40%程度占めていたのが、第 3段階では20%程度と減少している。第 4段階では芥の器高が低 くな り、皿

との区別が判別しづらくなることも影響 してか、外が 1点もみられない。

【各段階における記銘部位】

次に、土器のどの部分に記銘されているのかという状況をみてみたい。ここでは、器体部の外側 (体部外面)

と内側 (体部内面)、 器底部の外側 (底部外面)と 内側 (底部内面)に分けてその状況を図48(各段階における

記銘部位の状況)に示 した。これでもわかるように、各段階を通 じて体部外面に記銘されることが多く、続いて

底部外面で、底部内面はごくわずかとなっている。第 1段階では器形の違いにより、記銘部位の差がみられる。
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【段階ごとの器種 器形割合,

硼
朗
酬
靭
鰯
期
卿
削
肌
剛
銚

第 1段階   第 2段階  第 3段階   第 4段階

〔第1段階】

土師器13N 主師器皿  黒色不  黒色高台皿

【第2段階】

翻
土 師器郭 土 師器皿  黒色杯  黒色皿

※各段階における記銘部位の状況

【第3段階】

土師器杯  土師器皿 黒色高台杯

【第4段階】

土師器杯      黒色郭

※体部外面における記銘状況

〔第1段階】

〔第3段階】

図48 出土文字資料にみる記銘状況
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牌 四 4子 ● 出上位置 釈 文 種 別 器 種 記銘部位 記銘状態 時 期 備  考

210-2 Al住 三 土師器 不 体都外面 到位 )C半ば

210-3 A-ltと □ (刻書) 土師器 皿 底部内面 )C半ば

A-24L □ (墨痕あり) 土師器 lTh 体部外面 正位 )C半ば

210-2 A2住 木 (刻書 ) 土師器 杯 体部外面 正位 )C半ば

210-4 A2住 二 土師器 皿 体部外面 正位 )C半ば

210-5 A-2住 三 土師器 皿 体部外面 正位 )C半ば 油煙痕あ り

A-24と □ 土師器 皿 兵部外面 )C半 ば 油煙痕あ り

A-3住
□ (墨痕あり)

十 (亥1書 )

土師器 皿
麻部外面
膝部外面 正位

)C半 ば

A7住 大 (刻書) 土師器 杯 麻部外面 到位 )C半 ば

A8住 □ (刻書) 土師器 皿 真部外面 )C半 ば

A-9住 害 土師器 郭 休都外面 正位 10C前 ～半

213-4 A-9住 魯 土師器 郭 休部外面 正位 10C前 ～半 文字かすれる

213-8 A-9住 害 土師器 杯 体部外面 正位 10C前 ～半 文字鮮明

213-9 A-9tと 害 土師器 杯 体部外面 正位 10C前 ～半 文字かすれる

213-11 A-9tと □ 土師器 杯 体部外面 10C前 ～半 墨痕 うすい

213-12 A9住 魯 土師器 不 体部外面 正位 10C前 ～半 文字鮮明

215-4 A-10tと □ 土師器 黒色lTh? 真部外面 )C半 ば ?

215-5 A-104L □ 土師器 不 ? 体部外面

A-104と 魯 土師器 郭 ? 体部外面 正位 10C前 ～半 流入品

217-2 Bl住 □ (刻書 ) 土師器 郭 休部外面 正位 ? 10C前 ～半

217-2 B2住
し

帯 (刻書 )

土師器 皿
体部外面
体部外面

位
位

正
正

10C前 ～半

B7住 □ 土師器 郭 休都外面 10C前 ～半

B-7准主 六 万 土師器 不 体部外面 正位 10C前 ～半 合わせ文字

219-5 B-74主 b 土師器 皿 体部外面 倒 位 10C前 ～半

220-2 B-8住 □ 土師器 イ 底部外面 〕c斗生tゴ

223-3 B-14住 b 土師器 不 体部外面 倒位 10C前 ～半 流入品か

B-144と 縁 土師器 黒色郭 体部外面 倒 位 10C後 末下出土

223-5 B14住 □ 土師器 杯 ? 体部外面 10C前 ～半 ?

B-151主 □ (刻書) 土師器 皿 体部外面 〕C後半

223-2 B15住 □ (巾 ヵ部ヵ) 土師器 郭 底部内面 )C後半

224-2 B-17住 □ 土師器 杯 ? 体部外面 10Cイt

B-19住 b 土師器 杯 体部外面 倒位 10C前 ～半

225-2 B-19住 b 土師器 郭 体部外面 正位 10C前 ～半

225-2 B-204L □ 土師器 不 体部外面 劇位 10C前 ～半

225-1 B-21住 b 土師器 皿 体部外面 正位 10C前 ～半 油煙痕あり

B-274主 b 土師器 皿
卜部外面～

貨吉ほウト尋覇
倒位 10C前 ～半 油煙痕あり

B-27tと bヵ 土師器 皿 ? 体部外面 正位 10C前 ～半

227-12 B-274L 上 土師器 黒色高台杯 休部外面 正位 10C前 ～半

228-3 B-334と b 土師器 杯 体部外面 正位 10C前 ～半

B-33tと bヵ 土師器 郭 体部外面 正位 10C前 ～半

第 2節 平安時代の遺構 と遺物

表28 上ノ原遺跡出土文字資料一覧表(1)
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表28 上ノ原遺跡出土文字資料一覧表(2)

庸図番号 出上位置 釈 文 種 】U 器 種 記銘部位 記銘状態 時 期 備  考

228-13 B-33住 □ 土師器 不 ? 休部外面 10C前 ～半

228-14 B-33住 □ 土師器 杯 ? 体部外面 10C前 ～半

228-15 B-33住
ｂ

Ｊ 土師器 黒色高台イ
体都外面
体部外面

位
位

正
正

10C前 ～半

B36住 □ 土師器 皿 体部外面 10C前 ～半

244-3 C4住 大 (刻書) 土師器 郭 真部外面 〕C半ば

244-4 C-4住 □ 土師器 郭 体部外面 正位 〕Cttlば

245-14 C-54主 □ 土師器 黒色杯 ? 休部外面 ～10C代

245-15 C-5住 □ 土師器 黒色杯 ? 麻都外面 ～10C代

245-ユ C-6t主 木 (刻書 ) 土師器 不 麻部外面 到位 〕C斗生Iゴ

245-5 C-6住 月十ヵ 土師器 杯 麻都外面 陵位 )C半 ば

246-6 C-7t主 □ 土師器 皿 其部外面 )C半 ば

246-11 C7住 □ 土師器 杯 ? 際部外面 )C半 ば ?

263-2 C-21住 大 土師器 杯 縣部外面 到位 )C斗生Iゴ 達筆である

265-8 C-26tと Jtrヵ (刻書) 土師器 黒色郭 麻都外面 到位 )C半 ば

286-3 C-41(主 × 土師器 不 霙部外面 )c斗生Iゴ

C-42住 □ 土師器 黒色郭 体部外面 正位 )C後半

C-424L □ (刻書) 土師器 黒色皿 体部外面 )C後半

301-4 C-57住 鮒 (刻書) 土師器 郭 底都外面 )C後半

302-3 C-58住
□

□
(刻書 )

(刻書 )

土師器 黒色杯
体部外面
体部外面

位
位

倒
倒

)C斗割ず

302-7 C-58住 土師器 黒色高台皿 体部外面 倒位 )C半ば

313-5 C-704主 × (刻書 ) 土師器 皿 呉部外面 ひC後半

315-2 C-72tと 依 土師器 郭 真部外面 〕C後半 文字かすれる

315-6 C-72住 依 土師器 皿 真部外面 〕C後半 文字かすれる

315-8 C-72住 大 土師器 皿 真部外面 〕C後半 其部端に記す

315-10 C-72住 □ (刻書) 土師器 皿
休都外面～

真部外面
)C後半

344-7 C92住 生 土師器 杯 ? 体部外面 正位 ? )C半 ば ?

344-4 C-934主 □ 土師器 杯 体部外面 倒位 )C半 ～後半

344-6 C-934と 大 土師器 不 ? 体部外面 正位 )C半 ～後半

344-7 C-934主
大

□ (刻書)

土師器 皿
底部外面
底部内面

9C半～後半
曇書は底部の

特に言已す

367-1 C-127t キ
□ (墨痕)

土師器 杯 体部～底部
内面

上 任

9C後半 走字かすれる

475-428 1ヽ0B19Crid 木 (刻書 ) 土師器 杯 体部外面 醐位 9C半～後半

土師器芥では体部外面に記銘される割合が高いのに対 し、土師器皿では底部外面に記銘される割合がそれを上回っ

ている。しかしながら、第 3段階では比較的土師器皿の出土率が高いにもかかわらず、記銘される部位は、外 と

同様に体部外面に限られているという状況がみられる。

【記銘の状態】

文字が記銘される状態と墨書・刻書土器の使用状態は密接に関係すると思われる。記銘される状態とは、器を

通常使用する状態で体部外面の記銘された文字を観察 した場合の状態で、文字が正位または倒位、横位であるか

をみてみた (図48〈体部外面における記銘状況〉)。 分析ができたのはある程度の出土量がみられる第 1段階 と

第 3段階の資料で、土器の種類に関係なく器形を大きく必と皿に分けてみてみた。その結果、第 1段階では、外

では倒位に記銘される場合が65%以上を占め、横位も1点ではあるがみられる。皿は反対に正位に記銘される場

合が80%程度占め、逆の状況を示 している。第 3段階では、外は正位に記銘される割合が高 くなってお り、皿に

ついては正位に記銘される割合が高い。
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図49 上ノ原遺跡出土文字資料一覧図
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このことは、第 1段階の芥は、食器として常態の使用時をあまり意識 しておらず、反対に第 1段階の皿や第 3

段階の芥 と皿は、それを強 く意識 したものと推測できる。一般集落遺跡の墨書土器は、祭祀行為に伴 う例が多い

とされている。当遺跡の墨書土器や刻書土器も、神仏への祈 り、伝達の意味でそれぞれの器に記銘 し、それに御

馳走を盛 り、神仏への饗応を行ったと考えられる。

また、底部外面でも、記銘 しやすい場所であ りながら、C→3号住 7の「大」の墨書のように、底部の中央で

はなく、わざわざ端に記銘 していることから、墨書土器使用時の使用方法と何らの関係があると思われる。

【釈文について】

釈文については、第 1段階では「皇」「木」「十」「汁ヵ」「大」「生」「北」など。第 2段階では「鮒」「帯」「巾ヵ

部ヵ」「依」「大」など。第 3段階では「魯」「 し」「 J」「六万」「上」など。第 4段階では「縁」などの内容を読

みとることができる (図49・ 表23)。 これら文字の書体や書風をみると、その大半が稚拙な感 じを受けるものが

多く、文字を熟知 していない幼児が、見様見まねで書いた時のものと似ている。 しか しC-21号住などの「大」

という墨書のように、漢字にも、筆使いにも慣れていたと思われる人物が書いたと思われる文字も少なからず存

在する。

さて、このなかで少し注目しておきたい文字がある。近年、各地で発見されており、類例が増加している「帯」

と「魯」 とぃう文字である。「 #」 は、字形的に丼戸の「井」ではなく、呪符に用いられる九字の略号である

「帯」である。九字は陰陽道や修験道では、一般的に「臨・兵・闘・者・皆 。陳 (障)・ 烈 (列・裂)。 在 。前」

の九字を意味するもので、 4世紀の中国、東晋時代の葛洪が著 した道教の理論書である『抱朴子』にみえる。基

本的には縦 4本、横 5本の格子状であらわされるが、九は陽の満数であり、陰である邪気を伏すとする発想から、

「九字」の記号が悪霊をはらい、願意が確実に果たされるとの効力があるとされている。

次に「害」は、ぃわゆる則天文字そのものとはいい難い、それに類似する字形をもつもので、当遺跡ではA→

号住 (A-10号住にも1点みられるが、これは流入品であろ う)に集中して出上 しているが、その数もある程度

まとまってお り、墨痕も鮮明である。この「a」 の墨書がもつ「A」 とぃう構えは、則天文字の「凩」(天)や、

象書体の文字にみられる構えに共通するもので、これも道教の呪符に影響されたものと考えられている。実際、

異体字としても理解 しがたく、独特の文字 といってよかろう。この墨書の書き手が、「則天文字Jや象書体の文

字をどれほど意識 していたのかはわからないが、その字形そのものが、マジカルな意味合いをもった、一種の記

号としてとらえられていたかもしれない。

低地に展開する大規模集落遺跡にあっても、ごく少量 しか文字資料を得られないことがあるなか、このような

山間の集落において、かなりまとまった文字資料を得ることができた。段階ごとに釈文の内容を概観 しただけで

も、ある程度限られた文字が集中する傾向が認められることから、広範囲にわたる集落の集団内には、標識的な

文字が存在 した可能性が高い。もちろん祭祀や儀礼行為そのものを示す文字もあるかと思われるが、今後はさら

にこうした出土文字資料のあり方の分析を進めるとともに、その分析をもとに、当遺跡における平安時代集落の

集団のあ り方や、集落内に文字資料が存在する意義について検討を行っていきたい。
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山梨県考古学協会 1992『 甲斐型土器一その編年と年代―』甲斐型土器研究グループ第 1回研究集会資料集

第 3節 調査の成果と今後の課題

ゴルフ場建設にともなって行われた上ノ原遺跡の調査では、事前に町教委の十三分な分布調査が実施 されてい

たにもかかわらず、敷石住居をは じめとする予想をはるかに越えた遺構数、予想外の遺跡の広が りによって本調

査は難航し、約 1年半の発掘期間を要するに至った。現地が標高の高い山間部で、沢に面 した谷部への遺跡の広

が りが予想できなかったこと、縄文後期集落がそ うした場所に濃密に分布するという予備知識が不十分であった

ことが要因である。調査の後半では、調査期間の延長、遺構保存に関わる協議が開発側とのあいだで幾度かもた

れ、D区がコース下に保存されることになったのは、現状では最良の措置であったと思 う。冬季を通 して行われ

た調査では、標高約800mと いう山間地ゆえに当然ながら最悪の調査条件であったが、地元在住の作業員さん方

のご苦労により調査を貫徹することができた。遅ればせながら調査に関わったすべての方々に感謝申し上げたい。

平成 5(1993)年春に現地での調査が終了し、直ちに整理作業に入ったのであるが、膨大な遺物量の前に整理

作業はけっして思 うようにはかどらず、今日に至ってしまった。調査成果は直ちに公表 しなければならないとい

う原則からすれば、報告書刊行までに6年を要 したのは大きな反省点である。

さて調査の結果、本文で報告 したように100軒を越える縄文中期末から後期前半の集落、72軒 もの平安時代集

落を中心とした遺構が検出され、多大な成果をあげた。

縄文中期末では曽利V式期の最終末に関わる土器群が土拡を中心にまとまって見つか り、後期への連続性を う

かが う資料を得ることができた。加曽利 EⅣ式 との伴出関係がおぼろげながら判明したことで、八 ヶ岳周辺地域

での縄文地文をもつ土器群の存在が浮上 し、後期 との空白期間を埋めることができたのである。縄文地文土器群

は曽利 V式内の一類型と考えておいたが、今後その分布状況と出現の経緯について検証 し、その独自性について

考えていきたい。また縄文地文土器群は後期初頭まで存続する可能性があ り、称名寺式上器との関係を改めて整

理する必要がある。

後期前半の上器群については県史編年に準 じて細分 し、堀之内 1式では石井氏による器種分類を援用 したとこ

ろ、本遺跡が中部高地に所在するために新潟方面の三十稲葉式上器の影響が西関東よりも強 く及んでいること、

東関東の直接的な影響が弱い点が明らかになった。住居llLでは致石をもつ 7本柱の住居類型(D類)の存在が明確

にな り、称名寺期から堀之内 2期 までの変遷過程が明確になった。またそれから派生 したと考えられる住居類型

がいくつか存在 し、後期前半での住居の流れが把握された。D類の形態は八 ヶ岳山麓に類例が多 く存在 し、中期

後半、曽利式期の 5本柱からの系譜を引くものであろうと考えられるのであるが、敷石と対 ピットの導入がどの

ように行われたのか、本地域での地域性と他地域からの影響を十分に整理することができなかった点は今後の課

題としたい。柄鏡形住居は通常、主軸方向を斜面下方へ向けるといわれているが、本遺跡の後期住居は柄部はな

いものの出入口部≧考えられる対 ピットが斜面下方を向き、とくに斜面を好んで立地する傾向がある。また柱穴

中に礎石を入れるなど、長期的な住居維持に対する配慮が見られる。対ピットと敷石を特徴とする後期住居がな

ぜ斜面指向を高めたのか、また住居構造が中期までと大きく変わるのはなぜか、いろいろな疑間が生 じるが、そ

こには生業活動や移動形態の大きな変化、個々の住居構成員の独立性の高まり、集団意識の変化が予想できるだ

ろう。なお、調査時点で住居類型に関する認識があれば柱穴調査において生かせたのであるが、当時県内に柱穴

配置が明確にわかる例はほとんどなく手探 りに近い状況であ り、一部の住居では誤認 したピットを柱穴 と推定す

るなど調査が不完全な例があるのは否めない。 しか し今後、本遺跡での成果は後期住居llLの調査での大きな指針

となるにちがいない。また掘立柱建物址が 7棟検出されているが、それらの多くの時期を確定できなか った点は

反省点である。他の遺跡でもそ うであるが、掘立柱建物l■Lの時期決定は困難で、今後の課題として建物の柱穴間

規模を含めた型式学的な視点で時期ごとの特徴を明らかにし、土器片に頼らなくても時期推定を可能にすべきで

ある。集落の変遷では称名寺期以降、とりわけ住居数がピークに達する堀之内 1式期では傾斜面への住居の立地

例が増加 し、集落形態は中期とは全 く違った様相となる。とくに堀之内 2式期では等高線に沿った列状配置の住

居群 とな り、上下に 2～ 3列が配置する中に高位に立地する周堤礫をもつ優位の住居が出現する。集落内におけ

る階層性を うかがわせる事例であり、後期中頃～晩期にかけての集落形態へと移行する先駆例が堀之内 2式期に

出現をみたことが判明した点は大きな成果である。

弥生時代では弥生前期を主とする土拡数基が検出されたに過ぎないが、配石をもつC564号土拡の存在は注目
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すべきである。県内では弥生前期に集落域を把握できた調査例が非常に少なく、集落域 と墓域との関連が不明と

なっているが、おそらく墓域 としての本遺跡に対する集落域は塩川沿岸方面に想定でき、山中に墓域を設定する

というあり方は当時の死後観念に対 して示唆的である。

平安時代では 9世紀代と10世紀代の集落が、尾根の全域にわたって展開 していることが判明した。集落の変遷

は、出土土器の検討から、 9世紀半ばを中心とする第 1段階、 9世紀後半を中心とする第 2段階、10世紀前半代

を中心とする第 3段階、10世紀後半を中心 とする第 4段階というように、 4段階にわたる集落の変遷が認められ

た。第 1段階の集落では、尾根の広い範囲にわたって竪穴群が展開 し、竪穴住居 2軒に対 し掘立柱建物 1棟を伴

うという単位集団の存在が想定された。 しかしながら縄文時代の掘立柱建物址と同 じく、その時期決定の決め手

となる出土遺物が皆無に等 しい状態のため、景観的な状況でしか把握できないのが残念である。第 2段階では、

尾根の先端部にあたるC区に中心を移 し、第 3段階では急傾斜地である尾根中程のB区を中心に竪穴群が展開 し、

第 4段階も引き続きB区を中心に竪穴群がみられ、これ以降平安時代の集落は、当尾根ではみられなくなる。こ

うした集落の変遷は、当地における土地利用の問題と密接にかかわるものであ り、日常の生産行為とも密接なか

かわ りをもつ可能性がある。また、出土土器の様相や遺構の重複状態から、第 1段階と第 2段階および第 3段階

と第 4段階はある程度集団的にも連続性がある遊考えられるが、第 2段階と第 3段階とは連続性は感 じられず、

10世紀に入 り再度、当該地の開発におよんだ状況が うかがえる。

出土遺物では、その主体を占めるのが当該地域の一般的な土師器である甲斐型土器であるが、その他では須恵

器をはじめ、信州系とされる黒色土器群や陰刻花文を施 した灰釉陶器や緑釉陶器もみられる。甲斐型土器は必・

皿・甕を中心にみられるものの、甲府盆地の低地に展開する大規模集落における器種構成に比べると、極めてシ

ンプルであ り、必要最低限という状況が感 じられる。また、信州系や在地産とみられる土師器の外や甕なども少

なからずみられることから、甲斐型土器の流通の問題に関 して再検討する必要があるのではなかろうか。灰釉陶

器には椀・皿類をは じめ、平瓶や小瓶もみられ、土器以外でも、C-41号住で皇朝十二銭の一つである「隆平永

賓」が出土 してお り、灰釉陶器や緑釉陶器の存在も合わせて、当集落の特殊性が感 じられる。

また、墨書土器や亥J書土器などの出土文字資料も山間集落にあ りながら、比較的まとまった量を得ることがで

きた。その記された内容は第 1段階と第 3段階とでは明らかに異な り、それぞれの段階において集団の標識とな

るような文字が存在することが判明した。当集落における墨書土器のあ り方はもちろん、近隣の集落遺跡の墨書

土器の状況などを踏まえて検討することによって、集団の動向についても解明できる可能性がある。

上ノ原遺跡の近 くには、甲斐国に置かれた古代の勅旨牧の一つである穂坂牧が存在 したといわれ、さらに古代

にまで遡れる可能性のある穂坂路 (小尾街道)と いう交通路も存在することから、当該集落の集団が、こうした交

通路を利用して必要物資や様々な情報を得て、さらに牧経営にもかかわっていたのではないかとも考えられるが、

残念ながらそれを裏付けるような決定的な資料は得ることができなかった。 9世紀代に行われた八 ヶ岳南麓の大

規模開発との関連性も含め、今後、茅 ヶ岳山麓に展開する他の集落遺跡の状況を踏まえて、茅 ヶ岳山麓の開発の

状況やその背景について検討 していかなければならない。

平安時代の炭化種実の分析では、電内採取の土壊の水洗選別によって当時の食生活の一端が判明したと考えら

れる。コムギ 。オオムギが90%以上で、イネは数%と いう結果が得られ、甲府盆地低地 との比較では本遺跡の特

徴が明瞭となり、山間部の水田域の少ない地域性が うかがえる。また亀でのムギ類の調理・粒食の可能性という

食生活史への問題提起、牧での飼料としてのムギ類の生産 という本遺跡の平安時代集落の本質に大きく関わる新

たな課題が提起されることとなった。

Cr68号土拡出上の埋葬馬に関しては鈴木氏に観察を行っていただいた。歯の表面にひどい凸凹があること、

下顎の骨表面に隆起 した髪があること、咬合面がかなり窪んでいることから、あまり良質ではない、笹などを飼

料としていたことが推測され、その影響と思われる歯槽膿漏も深刻であったことが判明した。また年齢は16歳前

後と推定され、17・ 8成が寿命 とされる馬にあっては老齢であったこと、性別は不詳ながらメスの可能性が大だ

ろうとのことであった。時期が不明ではあるが、食料事情から推測すれば、近世以降、江草付近で飼われていた

馬であろうと思われる。

最後に、今日まで発掘調査、整理作業においてご指導、ご協力いただいた関係諸機関、諸氏の皆様に感謝申し

上げるとともに、本書が多 くの方々に有意義に活用されることを祈念 して筆を置きたい。
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図版 2
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A-1号住完掘状況 (西から)

A-1号住亀完掘状況

A-1号住亀内遺物出土状況

A-1号住遺物出土状況 (西から)

A-2号住完掘状況 (南 から)

A-2号住亀完掘状況



図版 3

1,A-2号 住遺物出土状況 (南西から)

2 A-2号 住堀 り方検出状況空中写真 (写真上側が北 )

3.A-2号 住掘 り方検出状況 (南から)

4 A-2号 住掘 り方面遺物出土状況



1.A-3号 住完掘状況 (西から)

2.A-3号 住遺物出土状況

3.A-3号 住掘 り方検出状況

4.A-3号 住亀完掘状況

5 A-4号 住完掘状況 (西から)

6 A-4号 住遺物出土状況 (南西から)

7.A-4号 住亀周辺部遺物

出土状況 (北西から)



図版 5
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図版 6
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1.A-6号住遺物出土状況(東から)

2.A-6号住土師器甕出土状況近撮

3.A-7号 住完掘状況 (西から)

4.A-7号 住掘 り方検出状況

5。 A-7号住亀完掘状況

6.A-8号 住完掘状況 (西から)

7.A-8号 住竃内遺物出土状況



図版 7
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図版 8

1.A-9号 住掘 り方検出状況 (南 から)

2.A-10号住完掘状況 (南 から)

3.A10号 住亀内遺物出土状況

4.A10号 住遺物出土状況

5.A10号 住掘 り方検出状況

6.A10号 住亀 (新)近撮 (南東から)



図版 9

1.A ll号住完掘状況 (南 から)

2.A ll号 住掘 り方検出状況

3.A ll号 住完掘状況空中写真 (写真上側が北)

4.A ll号住亀完掘状況

5.A12号 住完掘状況 (西から)

6.A12号 住亀完掘状況



図版 10

1.A-1号 掘立完掘状況空中

写真 (写真右側 が北 )

2.A-2号 掘立完掘状況

(東 か ら)

3,A-3号 掘立完掘状況

(西 か ら)

4.A-4号 掘立完掘状況

(西 か ら)

5 A-5号 掘立完掘状況

(東 か ら)



図版 11

1.A-2号 土拡完掘状況

2.A-3号 土拡完掘状況

3.A-4号 土J/A完掘状況

4.A-5号 土拡完掘状況

5.A-6号 土拡完掘状況

6.A-7号 土拡完掘状況

7.A-9。 10号住および

A-5号掘立周辺の ピッ

群 (西から)

―
て

'



図版12

1.B地 区拡張前全景空中写真 (写真上側が北) 2.B地 区空中写真 (B-1・ 2・ 7・ 8・ 10。 13号住付近 )
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1.B地区空中写真 (B-3・ 11'12号住付近 ) B地区空中写真(B-4号住および周辺土拡群付近 )

爾





図版15

1.

2.

3.

B地区拡張部近景 (西 から)

B地区拡張部近景 (南東から)

B地区拡張部調査風景
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B-1号住完掘状況 (南 から)

B-1号住亀検出状況

B-2号住完掘状況空中写真 (写真上側が北 )

B-2号住遺物出土状況

B-2号住亀完掘状況

B-2号住北壁際遺物出土状況
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1.B-2号 住亀西側面

2.B-2号 住亀東側面

3.B-3号 住完掘状況 (南 から)

4.B-3号 住炉完掘状況

5 B-4号 住完掘状況 (南 から)

6.B-4号 住遺物出土状況

7.B-4号 住掘 り方検出状況
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1.B-5号 住完掘および遺物出土状況 (南 から)

2.B-6号 住完掘状況 (南から)

3.B-6号 住遺物出土状況

4.B-7号 住完掘および遺物出土状況 (西から)

5.B-7号 住掘 り方検出状況
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l B-8号 住完掘および遺物出土状況 (西 から)

2.B-8号 住掘 り方検出状況 (南 から)

3.B-9号 住完掘状況為よび遺物出土状況 (南 から)

4.B-10号住炉調査前完掘状況 (南 から)

5.B-10号 住炉体土器検出状況

6.B-10号 住遺物出土状況

7.B-10号 住炉完掘状況 (南から)
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1.B-11・ 12号住完掘状況(西から)

2.B-11号住竃内遺物出土状況(西から)

3.B-11号住遺物出土状況

4.B-12号住完掘状況(南から)

5.B-11・ 12号住掘 り方検出状況

空中写真(写真上側が北)
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l B-13号住完掘状況

(南 から)

2.B-13号 住遺物出土

状況

3.B-13号 住炉検出状況

(写真上側が東 )

4 B-13号住炉周辺遺物

出土状況

5,B-13号 住炉体土器埋設

状況 (写真上側が西)
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l B-14号住完掘状況 (南から)

2.B-14号住鉄鏃出土状況近撮

3.B-14号住掘 り方検出状況

(西から)

4.B-14号 住床下出土塁書土器

近撮

5.B-14号住掘 り方検出状況

空中写真 (写真上側が北 )
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1.B-15。 16号住完柄状況 (手前が

15号住、後方が16号住、西から)

2.B-15号 住亀内遺物出土状況

(束 から)

3.B-15号 住亀周辺部遺物出土状況

4 B-15。 16号住掘 り方検出状況

(写真上側が北 )



粋半

1.B-17号住完掘状況 (西から)

2.B-17号住亀完掘状況

3.B-17号住掘 り方検出状況

4.B-18号住完掘状況 (南から)

5.B-18号住亀完掘状況

6.B-18号住遺物出土状況

7.B-18号住亀内礫出土状況

鉗

ηl



1.B-19号住完掘状況 (南 から)

2 B-19号 住内小竪穴検出状況 (南 から)

3.B-19号 住内小竪穴出土の上師器杯 (墨書土器)と

刀子小片近撮

4.B-20号住完掘状況 (西から)

5 B-20号 住遺物出土状況

6 B-20号住亀完掘状況

7.B-20号 住亀内遺物出土状況 (南 から)

8.B-20号 住亀内遺物出土状況 (西 から)
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1.

2.

3.

4.

5.

B-21号住完掘状況 (南 から)

B-21号住亀 (東壁際に袖石に使用された礫が置かれている)

B-22号住完掘状況 (西 から)

B-23号住完掘状況 (西 から)

B-22・ 23号住完掘状況空中写真 (写真上側が北)

6.

7.

B-22号住竃内礫出土状況

B-22号住篭完掘状況

14
41



図版27

1.B-22・ 23号住遺物出土状況 (西 から)

2.B-22号 住掘 り方検出状況

3.B-23号 住掘 り方検出状況

4.B-24号 住宅および周辺部遺物出土状況

5.B-24号 住完掘状況 (西 から)
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l B-24号住遺物出土状況

2 B-24号住掘 り方検出状況

3 B-25号住完掘状況 (南 から)

4.B-25号住掘 り方検出状況

5.B-26号住完掘および遺物出土状況 (南 から)

6.B-26号住掘 り方検出状況

7 B-26号住北壁直下土師器外出土状況 (西から)
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l B-27号住完掘状況 (西 から)

2.B-27号 住遺物出土状況

3.B-27号 住竃北協遺物出上状況

4.B-27号住亀完掘状況

5.B-27号 住亀内礫出土状況

6.B-27号 住北壁部階段状施設検出状況

7 B-27号 住掘 り方検出状況

融 :子::tiす:|:::
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1.

2.

3.

4.

5,

B-27号住掘 り方検出状況空中写真
(写真上側が東 )

B-28号住完掘状況 (南 から)

B-28号住遺物出土状況

B-29号住完掘状況 (南 から)

B-29号住遺物出土状況
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1.B-29号住掘 り方検出状況

2.B-29号 住竃掘 り方検出状況

3.B-30'31号住完掘状況 (南 から)

4.B-30'31号住掘 り方検出状況 (西 から)

5.B-32号 住完掘状況 (南 から)

6.B-32号住掘 り方検出状況 (西から)

7.B-32号 住完掘状況空中写真

(写真上側が北 )



l B-33号住完掘状況 (西から)

2.B-33号住掘 り方検出状況

3.B-34号住完掘状況 (南 から)

4.B-34号 住竃掘 り方検出状況

5 B-35号住完掘状況 (南 から)

6.B-35号住亀掘 り方検出状況

7 B-35号住遺物出土状況
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1.B-36号住完掘状況

(南から)

2.B-36号 住 ミニチュア

土器出土状況

3.B36号住炉掘 り方検出状況

4.B-2・ 3号土拡遺物出土状況

5.B-1・ 4・ 16・ 17号土拡完掘

状況

6.B-12号 土拡遺物出土状況

7.B-9。 10号土拡完掘状況

8.B―■号土拡遺物出土状況

9.B-13号 土拡遺物出土状況
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1.B-14号土J/A完掘状況

2.B-15号土拡完掘状況

3.B-18号土拡完掘状況

4.B-19号土拡完掘状況

5.B-20・ 21号土拡完掘

状況

6.B-22号土拡完掘状況

7.B-22号土拡遺物出土

状況

8.B-23号土拡遺物出土

状況

9.B-24号土拡完掘状況

10.B-25号 土拡遺物出土

状況
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1.B-26号 土拡完掘状況

2.B29号 土拡完掘状況

3.B-30号 土拡遺物出土

状況

4.B-31号土拡遺物出土

状況

5.B-32・ 33号土拡遺物

出土状況

6.B-32・ 33号土拡出土

土器近撮

7.B-34号 土拡完掘状況

8.B-35号土拡完掘状況

9.B-35号 土拡遺物出土

状況

10,B-35号 土拡遺物出土

状況近撮
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1.B-36号土拡遺物出土状況

2.B-37号土拡完掘状況

3.B-38号土拡完掘状況

4 B-39号 土拡完掘状況

5.B-40号土拡遺物出土状況

6.B-41号土拡遺物出土状況

7.B-42号土拡完掘状況

8.B-46号土拡遺物出土状況

9.B-46号土拡遺物出土状況

(礫除去後)

10.B-46号 土拡土器・礫出土状況

近撮

11.B-46号 土拡土器出土状況近撮
(礫除去後 )
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1.B-49号土拡遺物出土状況

2.B-65号 土拡遺物出土状況

3.B-54・ 55・ 56・ 57・ 58・ 59号

土拡完掘および遺物出土状況

4.B-66号土拡完掘状況

5.B66号土拡遺物出土状況

6.B67号土拡完掘状況

7.B-68号土拡完掘状況

8.B68号土拡遺物出土状況

9.B-68号 土拡土器出土状況近撮
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1.B-69号土拡遺物出土

状況

2.B69号 土拡土器出土

状況近撮

3.B-70号 土拡遺物出土

状況

4.B-71・ 72・ 76号土拡

完掘および遺物出土状況

5.B-73号 土拡完掘状況

6.B-74号土拡完掘状況

7.B-75号土拡遺物出土

状況

8.B-76号土拡遺物出土

状況

9.B-77号土拡遺物出土

状況

10.B-77号 土拡灰釉陶器

出土状況近撮
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1.B-79号土J/A遺物出土状況

2.B79号土拡土器出土状況近撮

3.B-80号 土拡遺物出土状況

4.B-81号土拡遺物出土状況

5.B-81号 土拡 ミニチュア土器

出土状況
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７

　
　

８

　
　

９

B-82号 土拡完掘状況

B82号土拡遺物出土状況

B-82号土拡土器出土状況近撮

B-83号土拡完掘状況
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1.

2.

3.

4.

5。

6.

B-85号土拡遺物出土状況

B-86号土拡遺物出土状況

B-87号土拡完掘状況

B-1号濤完掘状況(西から)

B-2号濤完掘状況(南から)

B地区拡張部内確認風倒木痕
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1.C地 区全景 (南東から、1992年 11月 2日 時点、右奥には八ヶ岳連峰がみえる) 2.C地 区全景空中写真(1992年 11月 2日 時点 )
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1,C地 区西側全景 (束 から、1998年 2月 19日 時点) 2.C地 区西側空中写真(1993年 2月 19日 時点)



1993年 3月 5日 時点)

図版45

2.C地 区調査範囲空中写真 (写真上側 が南、未調査範囲が

D地区、1993年 3月 5日 時点 )C地区調査範囲全景 (西から、
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1,C地区東側遺構群調査風景(C-5号住付近)

2,C地区東側遺構群近景(Cl・ 3・ 4・ 12号住付近)

3,C地区東側遺構群調査風景(C■30号住付近 )
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1.C地 区中央部付近調査風景

2,C地 区中央部付近遺構群近景 (C33・ 37・

47号住付近 )

3.C地 区遺構調査風景 (C-58・ 68号住 )
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1.C地 区西側調査風景

2.C地 区西側土拡群

3.厳寒の中での調査風景(1998年 2月 頃)

4.C地 区北西端遺構検出状況 (東 から)

5.砂質上で埋戻されたD地区の全景 (西から)
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1.C-1号 住空中写真

(写真上側が南 )

2.C-1号 住炭化材出土状況

3.C-1号 住石棒出土状況

4.C-1号 住炉完掘状況

(北西んヽら)

5.C-1号 住完掘状況 (北から)
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1.C-2号 住遺物出土状況(南から)

2.C-2号 住炉および敷石検出状況

3.C-3・ 44号住完掘状況 (南 から)

込.C-3号 住炉および周辺遺物出土状況
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l C-4号 住完掘状況 (西から)

2.C-4号 住掘 り方検出状況 (西 から)

3 C-4号 住遺物および礫出土状況 (西 から)

4.C-5号 住完掘状況 (西 から)

5,C-5号 住亀完掘状況

6.C-5号 住宅 (正面部分 )

7 C-5号 住亀南伐1側面
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1,C-5号 住遺物出土状況 (西から)

2 C-5号 住鉄鏃出土状況近撮

3.C-5号 住掘 り方検出状況およびC19号住完掘状況

(南から、C19号住はC-5号住の下部で発見された)

4 C-6・ 8号住完掘状況 (西から)

鋒 撒
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1.C-6・ 8号住遺物出土状況 (西から)

2.C-6・ 8号住掘 り方検出状況

(西 から)

3.C-6号 住亀内映出土状況

4.C-8号 住亀内礫出土状況

5,C-7号 住完掘状況 (西から)

6,C-7号 住亀完掘状況

7

8.

C-7号住遺物出土状況 (南 から)

C-7号住南壁下遺物出土状況
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l C-7号 住掘 り方検出状況 (西 から)

2.C-7号 住亀内遺物出土状況

3.C-9号 住完掘状況 (南 から)

4.C-9号 住遺物出土状況

5,C-10号住敷石検出状況 (南から)

6.C-10号住炉完掘状況 (東 から)

7.C-10号住炭化材出土状況
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1.C-11号住遺物出土状況① (西 から)

2.C-11号住掘り方検出状況(西 から)

5.C-12号 住完掘状況 (南から)

6.C-12号住炉完掘状況 (南 から)

7.C-12号住敷石敷設状況

8.C-12号住炉体土器埋設状況

3.C-11号住遺物出土状況② 4.C-11号 住遺物出土状況③

9.C-12号住炉体土器

出土状況
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1,C-13号住完掘状況 (南西から)

2,C-14・ 16・ 23号住完掘状況 (南 から、手前は
C-7号住 )

3,C-15号住完掘状況 (南 から)

4.C-18号住完掘状況 (南から)

5.C-18号住遺物出土状況
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2.C-20号住遺物出土状況①

1.C-20号住完掘状況 (北 から)
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3.C-20号住遺物出土状況②(北 から)

4.C-20号住遺物出土状況③

5.C-21号 住完掘状況 (西 から)

6.C-21号 住亀完掘状況

7.C-21号住南東 コーナー付近遺物出土状況

8,C-21号住遺物出土状況 (西 から)

9 C-21号住内面黒色土器出土状況近撮
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1,C-21号住掘 り方検出状況 (西から)

2.C-21号住床下 ピット内遺物出土状況 (南から)

3.C-22号住完掘状況(西から)

4.C-22号住亀完掘状況

5.C-24号住完掘状況 (南から)

6.C-25号住完掘状況 (南 から)



1,C-26号 仁完掘状況 (西 から)

2 C-26号 住亀遺物出土状況

3.C-26号 住遺物出土状況 (西 から)

4.C-26号住亀完掘状況

5,C-27号住完掘状況 (南 か ら)

6,C-27号住炉完掘状況

7.C-27号住炉体土器埋設状況

8.C-28号 住完掘状況 (西 から)

9,C-28号 住亀完掘状況
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C-28号住遺物出土状況 (西 から)

C-28号住亀内遺物出土状況

C-29号住完掘状況 (南 から)

4.C29号 住敷石

敷設状況①

キ■|11■II'

5.C-29号 住遺物出土状況(南 から)

6.C-29号 住敦石敷設状況②

7.C-29号 住炉および炉体土器検出状況

8.C-29,49号 住掘 り方

検出状況 (南東から)

9 C-49号住炉検出状況

∽
||

一一一一一車す軸蛉一

一覺
】
一継
ｍ
鞠
監



一
一
．
一
一
一

巖1囀

■11111

甚
■

ユ葦湧
さ

|,と ,

韓i撫

餌辞辞:IIi

1.

2.

3.

4.

C-30号住完掘状況 (南 から)

C-31号住完掘状況 (南 から)

C-31号住炉掘 り方検出状況

C-32号住遺物出土状況 (南 から)
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1,C-32号住敷石敷設状況

2.C-32号住掘 り方検出状況 (南 から)

3.C-32・ 81号住掘 り方検出状況 (南西から)

4.C-33号 住完掘状況 (南 から)
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緯器

1,C-33号住敦石敷設状況①

2.C-38号 住敷石敷設状況②

3 C-33号 住炉為よび炉体土器検出状況

4.C-34号住完掘状況(南 から)

5,C-34号 住炉体土器検出状況

6 C-34号 住敷石致設状況①

7.C-34号 住敷石敷設状況②

8,C-34号 住掘り方検出状況(南西から)
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1.C-35号住遺物出土状況 (南 から)

2.C-35号住敷石敷設状況

3.C-35号住掘 り方検出状況 (南東から)

C-36号住遺物出土状況 (南 から)

C-36号住敷石敷設状況

C-36号住掘 り方検出状況 (南から)

C-36号住炉検出状況
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1.C-37号住完掘状況 (南西から)

2.C37号 住炉および炉体土器検出状況

3.C-37号 住遺物出土状況 (北東から)

4.C-37・ 47号住掘 り方検出状況 (南西から)

5.C-47号 住遺物出土状況 (南西から)

6.C47号 住炉および炉体土器検出状況
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1.C-38号住完掘状況 (南から)

2.C-38号住炉検出状況

3.C-39号住完掘状況 (南から)

4.C-39号住炉掘 り方検出状況

5.C望 0号住完掘状況 (南西から)

6.C-40号住炉体土器検出状況

7.C-40号住炉完掘状況

8,C40号 住炉体土器埋設状況



l C-41号住完掘状況

(西から)

2 C-41号 住遺物出土状況

3,C-41号 住亀完掘状況 4,C-41号 住亀周辺、南壁下遺物出土状況 (皇朝銭が床面直上から出上 している)

C-42号住完掘状況 (西 から)

C-42号住亀完掘状況

C-42号住遺物出土状況

8.C-42号住亀内遺物出土状況

9,C-42号 住鉄鏃出土状況近撮

∝
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1.C-43号住完掘状況 (西から)

2.C43号 住掘 り方検出状況

3.C43号 住亀内遺物出土状況

4.C43号 住竃完掘状況 (竃から抜き取 られ

た袖石が協に置かれている)

5,C-45号住完掘状況 (南から)

6.C-45号住遺物出土状況

7.C-45号住炉完掘状況
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1.C46号 住完掘状況 (南 から)

2.C-50号住完掘状況 (南から)

3.C-50号住炉および炉体土器検出状況

4.C-51号住完掘状況 (南西から)

5,C-52号 住完掘状況 (南 から)

6.C-52号 住炉痛よび炉体土器検出状況
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1,C-53号住完掘状況

空中写真 (写真上側が北 )

2.C-53号 住掘 り方検出

状況 (南 から)

3.C-53号住柱穴内礎石

出土状況① (Pit10)

4,C-53号住柱穴内礎石
出土状況② (Pit 3)

5,C-53号住柱穴内礎石

出土状況③ (Pit 8)

6.C-53号 住柱穴内礎石
出土状況④ (Pitl・ 2)

7.C-53号 住柱穴礎石
除去後完掘状況 (Pitl・ 2)

8.C-53号 住柱穴内礎石
出土状況⑤ (Pit 5)

9,C-53号住柱穴内礎石
出土状況⑥ (Pit 6)
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1.C-54号住完掘状況

(南西から)

2.C-73号住完掘状況

(南東から)

3.C-54号 住炉および

炉体土器検出状況

4,C-73号住炉および

炉体土器検出状況

5,C-54・ 73号住の重複状

況空中写真 (写真上側が北)
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1.C-55号住完掘状況 (南西から)

2,C-55号住炉および炉体土器検出状況

3.C-56号住掘 り方検出状況 (南西から)

4.C-57号 住完掘状況 (西から)

5.C-57号住遺物出土状況

6.C-57号住掘 り方検出状況

7.C-57号住亀完掘状況
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1.

2.

3

4.

C-58号住完掘状況 (西 から)

C-58号住掘 り方検出状況

C-58号住遺物出土状況 (西から)

C-58号住鉄鏃出土状況近撮 5.C-58号住亀および周辺遺物出土状況
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6.C-59号住完掘状況空中写真 (写真上側が北 )



図版74

1,C-59号住掘 り方検出状況(南から)

2.C-59号住炉掘 り方検出状況

3.C60号住完掘状況(南から)

4.C-60号住敷石敷設状況

5。 C-60号住掘 り方検出状況

(南東から)

6,Cヽ0号住炉および炉体土器

検出状況

7.C将0号住炉体土器埋設状況①

8.C-60号住炉体土器埋設状況②

9,C-60号住柱穴礎石出土状況



1,C-61号住遺物

出土状況(南 西から)

C-61号住炉倹出状況

C-61号住炉脇に倒置
された土器

`―

li予

図版75

4.C-61号住石棒出土状況

5,C-61号 住完掘状況(南 から)

6.C-62号 住完掘状況 (南 から)

7.C-62号住炉体土器検出状況

8.C-62号 住掘 り方検出状況 (東 から)

9.C-62号 住炉掘 り方検出状況



1.C-63号住完掘状況空中写真 (写真上側が北)

2.C-63号 住完掘状況 (南西から)

斡 i

3.C-63号住炉および炉体土器検出状況

4,C-63号住敷石敷設状況

5.C-63号住遺物出土状況

6.C-63号住入口部柱穴完掘状況
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一線
”1,C-64号住柄 り方検出状況 (南から)

2.C-64号 住炉掘 り方検出状況

一絲
鞄
抑

3 C-64号 住敷石および遺物出土状況

4,C-64号住遺物出土状況近撮

∴
5.C-65'71号住完掘状況 (南 から)

6.C-71号 住炉および炉体J:器検出状況

7 C-71号 住敷石および遺物出土状況 (北 から)

8.C-71号 住炉体土器埋設状況
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1.C-65。 71号住重複状況空中写真 (写真上側が北)

2.C-67号住完掘状況 (南 から)

3 C-67号住炉検出状況

4 C-67号 住埋甕確認状況  5,C-67号 住埋甕埋設状況



図版79

1.C68号住敷石および遺物出土状況(南から)

2.C-68号住炉掘 り方検出状況

3.C-68号 住掘 り方検出状況

4.Cヽ 9号住完掘状況空中写真 (写真上側が北)
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1,C-70号住完掘状況(西 から)

2.C-70号 住宅完掘状況

3.C-70号 住遺物出土状況(南 から)

4.C-70号 住宅内遺物出土状況

5,C-70号 住掘り方検出状況(西 から)

6.C-70号 住鉄鎌出土状況近撮

7.C-70号 住須恵器壷出土状況

近撮

C-72号住完掘状況(西 から)

C-72号住寵完掘状況
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鞠

1.C-72号住掘 り方検出状況 (西から)

2.C74号 住敷石および遺物出土状況 (南西から)

3.C74号 住敷石敷設状況

4.C-74号住掘 り方検出状況 (南西から)

5.C74号 住炉および炉体土器検出状況
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1.C-75号住完掘状況 (南西から)

2.C-75号住炉検出状況

3,C-75号住掘 り方検出状況 (南西から)

4.C-75号 住炉体土器出土状況

5。 C-76号住完掘状況

(西から)

6.C-76号住竃完掘状況

7.C-75号住亀内支脚上に

伏せて置かれた土師器甕

8.C-76号住遺物出土状況

9,C-76号住内出土遺物

近撮
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1,C-76号住掘 り方検出状況空中写真 (写真上側が東)

2.C-76号 住掘 り方検出状況 (西から、この時点で竪穴壁外にピットが巡ってい

ることが確認 された)

3.C77・ 88。 110号

住敷石および遺物

出土状況 (南 から)

4.C-77号住石製品出J:状況①

5 C-77号住石製品出土状況②

6,C-77号 住敷石敷設状況①

7 C-77号 住敷石敷設状況②



1.C-77号住完掘状況 (南 から)

2.C-88号住炉検出状況

3 C-88号住完掘状況空中写真 (写真上側が西 )

4.C-88号 住炉および炉体土器検出状況

5,C-88号住敷石敷設状況

6.C-88号住掘 り方倹出状況 (南 から)

7.C-88号住土偶片出土状況

8,C l10号住完掘状況 (北西から)

9,C l10号 住炉体土器倹出状況
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l C-78'98号 住完掘状況 (南 から)

2 C-78号 住敷石敷設状況

3.C-78。 98号住掘 り方検出状況

4,C-78号住炉体土器埋設状況

5.C-98号 住炉検出状況

6.C-79号 住完掘状況 (南 から)

7.C-79号 住敷石敦設状況

8,C-79号 住掘 り方検出状況 (南 から)

9.C-79号 住柱穴内土器出土状況
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1.C-80号住完掘状況空中写真 (写真上側が東 )

2.C-80号住掘 り方検出状況空中写真

3,C-80号住亀検出状況

4 C-80号 住亀内遺物出土状況

5.C-80号住亀完掘状況

6.C-82号住遺物出土状況 (南西から)

7.C-82号住炉完掘状況

汁

出
秘

8.C-83号 住完掘状況(南西から)

9 C-83号 住柱穴内礎石出上状況① (Pit 4)

10。 C-83号住柱穴内

礎石出土状況② (Pit 6)
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1,C-84号住完掘状況(南 から) 4.
2 C-84号 住炭化材出土状況   5,
3.C-84号 住炉および炉体土器検出状況

C100号住完掘状況(南西から)

C100号住敷石敷設状況

6.

7.

8

9.

C-85号住完掘状況 (南 から)

C-85号住敷石敦設状況

C-85号住遺物出土状況

C-85号住 ミニチュア土器出土状況
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1.C-85号住掘 り方検出状況

(南から)

2.C-85号住炉および炉体
土器検出状況

3.C弔 5号住炉内礫出土状況

4.C-85号住炉完掘状況

5,C弓 6号住完掘状況 (西から)

6.C86号 住亀および亀周辺

部遺物出土状況

7.C-86号住篭前面部遺物出

土状況近撮

8.C-86号住亀完掘状況

9.C-86号住掘 り方検出状況
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1.C-87号住完掘状況 (南西から)

2.C-87号住炉完掘状況

3.C89号 住完掘状況 (南から)

4.C89号 住炉および炉体土器検出状況

5,C-89号 住遺物出土状況

6.C-89号 住敷石敷設状況

7,C-89号 住掘 り方検出状況(南西から)
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雑1.C-90号住掘 り方検出状況 (南から)

2,C-90号 住炉および炉体土器検出状況

3.C-90号 住炉体土器検出状況①

4.C90号住炉体土器検出状況②

5。 C-91号住完掘状況(南西から)

6.C-91号 住掘り方検出状況(北から)

7.C-91号 住炉および炉体土器検出状況

主載 E:七 H悪:瑶】猛腕
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1,C-92号住完掘状況 (西から)

2,C-92号住掘 り方検出状況

3,C-92号住亀完掘状況

4.C-92号住亀掘 り方検出状況

5,C-93号住完掘状況 (西から)

6.C-93号住亀内遺物出土状況

7,C-93号住遺物出土状況

8.C-93号住亀完掘状況



図版93

1.C-94号住完掘状況 (南西から)

2.C-94号 住炉掘 り方検出状況

3.C-95号 住完掘状況 (南 から)

4.C-95号住炉完掘状況

5,C-96号 住遺物出土状況 (南東から)

6.C96号 住完掘状況 (北西から)

7.C-96号 住敷石敷設状況



図版94

1.C-96号住掘 り方検出状況(南西から)

2.C-97号住完掘状況 (南から)

3.C-97号住遺物出土状況

4.C-97号住石棒出土状況

5.C-97号住石棒出土状況近撮
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1.C-99号住完掘状況 (南西から)

2.C101号 住完掘状況空中写真

(写真上側が北 )

3,C101号 住炉検出状況

4.C103号 住完掘状況 (南西から)

5.C103号 住遺物出土状況
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1.C104号 住完掘状況 (南から)

2.C105号 住完掘状況 (西から)

3.C105号 住亀完掘状況

4,C-105号住遺物出土状況空中写真 (写真上側が東)

5.C105号 住亀内遺物出土状況

6.C-106・ 117・ 118号住完掘状況(南西から)

7.C106号 住炉および炉体土器検出状況
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1.C-112号 住完掘状況(南 から)

2.C l12号住炉および炉体土器検出状況

3.C108号 住完掘状況(南西から)

4.C lll号住完掘状況(南西から)

5.C-111号住炉掘 り方検出状況

6.C-113号住完掘状況(南西から)

7.C l13号住炉完掘状況
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1,C l14。 116号住

完掘状況 (南 から)

2.C l14号住炉および

炉体土器検出状況

3.C l16号住炉検出状況

4.C l14号住掘 り方検出状況 (南東から)

5 C l14号住石棒出土状況

6.C l14号住遺物出土状況

7.C l14号住柱穴内炭化材出土状況

8,C l15号住完掘状況 (南 から)

9.C l15号住炉および炉体土器検出状況

蠅
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1.C l19,120号住完掘状況空中写真 (写真上側が北西)

2 C l19・ 120号住完掘状況 (北西から)

3.C l19号 住炉完掘状況

4.C120号住敷石敷設

状況①

5.C l19号住敷石敷設

状況

6.C120号 住敷石敷設

状況②
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1.C121・ 122号住完掘状況 (西から)

2.C123号住完掘状況(南から)

3.C123号住炉および炉体土器検出状況

4.0123号住内配石検出状況

5,C124号住完掘状況(西から)

6.C-124号住炉および炉体土器検出状況



図版102

1.C-125号 住完掘状況 (西 から)

2.C125号 住炉および炉体土器検出状況

3.C126号 住完掘状況 (南から)

4.C127号 住完掘状況 (西 から)

5。 C127号住亀完掘状況

6.C-127号住亀脇遺物出土状況

7,C127号 住遺物出土状況

8.C127号 住鉄鎌出土状況近撮

9.C127号 住掘 り方検出状況

騨
機
繊
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C128号住完掘状況 (南から)

C129・ 130号住完掘状況空中写真 (写真上側が北)

C130号住完掘状況 (南 から)

一鶴

線

誌
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l C 129号 住完掘状況 (南 から)

2.C129号 住柱穴断面(Pit13,壁面にみえる礫は礎石)

3.C130号 住炉検出
状況①

4.C130号住炉検出
状況②

5.C130号 住炉検出
状況③

6.C130号 住柱穴内礫
出土状況 (Pit 8・ 9)

7.C-1号 掘立完掘状況空中写真 (写真上側が東)

8.C-3号 掘立完掘状況 (南 から)

||||:■■■||■■孝■二i
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1,C-5号 掘立完掘状況 (北から)

2.C-6号 掘立完掘状況空中写真 (写真上側が北 )

3.C-7号 掘立完掘状況 (南から)

4.C-8号 掘立完掘状況空中写真 (写真上側が東 )

5。 C-8号掘立完掘状況 (南から)
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1.C-9号 掘立完掘状況 (南 から)

2.C-10号掘立完掘状況 (北から)

3.C-10号掘立完掘状況空中写真 (写真上側が西)

4.C-11号掘立完掘状況 (北 から)

5,C-12号掘立完掘状況①(南西から)
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1.C-12号掘立完掘状況②(南西から)

2.C-13号 掘立完掘状況 (西から)

3.C-14号 掘立完掘状況 (北東から)

4.C-15号掘立完掘状況 (北東から)



1,C-3号 土拡遺物出土状況

2 C-5号 土拡遺物出土状況

3.C-10号 土拡遺物出土状況

4.C― H号土拡遺物出土状況

(上層 )

5,C-11号 土拡遺物出土状況

(下層 )

6.C-12号 土拡遺物出土状況

7.C-13号 土拡遺物出土状況

8.C-23号 土拡遺物出土状況

9 C-24号 土拡遺物出土状況

10.C-25号 土拡遺物出土状況
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1,C-27号土拡遺物出土状況

(下層 )

2.C-28号 土拡遺物出土状況

3.C-29号 土拡遺物出土状況

4.C34号土拡完掘状況

鸞
■■||

|■ユ||ll

C-35号土拡遺物出土状況

愛 il

5。

6. C-37号土拡完掘状況   費等鍾議錘攀

7.C-38号 土拡遺物出土状況

8.C-39号 土拡遺物出土状況

9.C40号土拡遺物出土状況

10.C-44号 土1/A遺物出土状況



1.C-44号土拡土偶出土状況

2.C-45号 土拡遺物出土状況

3.C-46号土拡遺物出上状況

C-47号土拡遺物出土状況

5,C-48号 土拡完掘状況

6.C49号 土拡完掘状況

7.C-50号 土拡遺物出土状況

8.C-51号 土拡遺物出土状況

9.C-52号土拡完掘状況

10,C-53号 土拡遺物出土状況

矛,よ
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1,C-54号 土拡遺物出土状況

2 C-57号 土拡完掘状況

3.C-58号 土拡完掘状況

4,C-59・ 60。 63・ 64号

土拡完掘状況

5.C-61・ 62・ 67号土拡

完掘状況

6.C-65。 66号 土拡遺物

出土状況

7.C-68号 土拡馬骨出土状況

(南 から)

8.C-68号 土拡馬骨近撮①

9,C-68号 土拡馬骨近撮②

10 C69号土拡遺物出上状況
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1.C-70号土拡完掘状況

2.C-74号土拡完掘状況

3.C-75号土拡遺物出土

状況

4.C76号土拡遺物出土

状況

5.C-77号土拡遺物出土

状況

6.C-78・ 79号土拡

遺物出土状況

7.C-80号土拡遺物

出土状況

8.C-81号土1/A遺物

出土状況

9.C-81号土拡遺物

出土状況近撮

10.C-82号 土拡遺物

出土状況
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l C-85号土拡完掘状況

2.C-87・ 100号土拡完

掘および遺物出土状況

3 C-88号 土拡遺物出土

状況

4 C-90号土拡 (奥)遺物

出土状況

5 C-92・ 93号土拡完掘

および遺物出土状況

6 C-91号 土l「A完掘およ

び遺物出上状況

7.C-94号 土拡遺物

出土状況

8 C-95号 土拡遺物

出土状況

9,C101号 土拡遺物

出土状況

lo C 102号 土拡遺物

出土状況

鸞

薬郵
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1.C103号 土拡遺物出土

状況

2.C104号 土拡遺物出土

状況

3r C 105号 土拡遺物出土

状況

4。 C106号土拡遺物出土

状況

5.C107号土1/A遺物出土

状況

6.C-108号土拡完掘状況

7,C109号土拡遺物出土

状況

8.C l10号土拡遺物出土

状況

9,C lll号土拡完掘状況

10.C-112・ 134号土拡完掘
および遺物出土状況



図版115

1,C l13・ 116号土拡

遺物出土状況

2.C l14号土拡遺物出土

状況

3 C l15号上拡遺物出土

状況

4 C-117'118号 Jとウム遺

物出土状況

5 C l17号土拡一括土器・

石皿出上状況

6 C l19号土拡遺物出土

状況

7.C120号 土拡遺物出土

状況

8.C121・ 165号土拡遺

物出土状況

9,C122号 土拡遺物出土

状況

10,C-124・ 125。 131号土拡

完掘および遺物出上状況
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1.C126・ 135号土拡完掘

および遺物出土状況

2.C127号 土拡遺物出土

状況

3.C127号 土拡土器出土

状況近撮

4.C128号 土拡遺物出土

状況

5。 C-129号 土拡遺物出土

状況

6.C136号 土拡遺物出土

状況

7.C137号 土拡遺物出土

状況

8,C139号 土拡遺物出土

状況

9.C-140・ 149号土拡完掘

状況

10.C154号土拡完掘および

遺物出土状況


