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(財)長野県埋蔵文化財センターが設立されたのは昭和57年でした。 長野自動車道用地

内の調査から始まった発掘調査は、上信越道 0北陸新幹線 も加えて、長野県の北半を縦断

し、平成 506年度には面積的なピークをむかえましたが、この発掘調査並びにその整理

作業・報告書刊行 も平成11年度にはほぼ終了 しました。

この間、当センターも調査事務所の新設や職員の増員などにより、事業の円滑な推進に

つとめてきました。また、高速交通網の整備等の大規模プロジェクトの終結に伴い、以後

の事業量の減少が予想されたことから、埋蔵文化財の調査・研究等の機能を後退させるこ

となく、その円滑な運営を図るため、平成10年 3月 31日 をもって、財団法人としての埋蔵

文化財センターを解散 し、同年 4月 1日財団法人長野県文化振興事業団として再出発 して

います。 この20年間、緊急を要するなかでの重要遺構・遺物の相次 ぐ発見などにより、時

には厳冬期に発掘を行なわざるを得ないこともあり、その後の整理作業 も限 られた期間・

人員で膨大な遺構・遺物に対処 しなければなりませんでした。日夜の奮闘によってこの事

業を遂行 した職員の努力は明記 しておかねばなりません。

ところで、埋蔵文化財保護事業に携わるものは、国民共有の財産としての文化財たる遺

跡・遺物を最善の方法で取り扱い、最大限の価値を引き出す義務があります。そのために

は、通常業務に加え学問的研鑽を重ね、考古学および関連諸科学の学術的水準に通じてい

なければなりません。当センターでは、この研鑽の成果発表の場のひとつとして、隔己要』

を9号まで刊行しておりますが、この研究論集Ⅱは、平成 7年に発行された研究論集 I以

降の成果をまとめたものであります。諸事情により、企画して後、執筆・編集・刊行を円

滑にすすめることができませんでした。そのため、なかには内容において時期を失 してし

まったものもあろうかと思いますが、職員が主に個人的に研鑽 した成果を敢えて世に問

い、これまで以上のご指導をいただけるきっかけとなることを念じております。

おわりに、本書の刊行に際しご協力いただいた方々にお礼申し上げるとともに、一層の

ご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。

平成14年 12月 4日

長野県埋蔵文化財センター

所長 深 瀬 弘 夫
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

I はじめに

Ⅱ 日本列島の映状耳飾と石製装身具

類の変遷

Ⅲ 日本列島のIEA状耳飾・石製装身具

類と列島周辺との比較

はじめに

従来、縄文文化の要素の多 くは日本列島固有のものと見なされてきたが、映状耳飾は中国大陸の

玉器の映と比較されてきた。 しかし、映状耳飾と映の両者が何 らかの関係性を有 しているか否かに

ついては賛否相半ばしている。現在映状耳飾だけの研究でこの問題を解決 しようとすることは難 し

い。映状耳飾は美麗な玉質の石製装身具のセットの一つであり、これらのセットは互いに関連性を

もって、製作され、分配され、さらに影響 しあいながら変遷 している。

この問題において筆者は縄文時代早期末における映状耳飾出現期の石製装身具を研究 した。管玉

と映状耳飾が同時に出現 し、分配されていること (た だしそれらはたいてい一緒に埋納されること

はないが)が明らかになった。またこの出現期に箆状垂飾が同時に存在しているであろうと推測し

た。

この出現期の日本列島の石製装身具のセットを日本列島周辺の地域と比較 したとき、中国遼寧省

査海遺跡、ロシア沿海州チョルタヴィ・ヴァロータ洞穴の玉製装身具のセットと酷似 している。こ

れらの炭素14に基づく年代から少なくとも日本列島の石製装身具のセットはとくにこれらの地域と

深い関係があることが窺える。仮に日本列島外からこれらの装身具セットを用いる文化がもたらさ

れたとすれば、中国東北地区からロシア沿海州地方という経路を経て、日本列島に影響を与えたと

考えられる。

Ⅱ 日本列島の映状耳飾と石製装身具類の変遷

日本列島の映状耳飾はおもに縄文時代早期末から中期初頭に属 している。縄文時代早期末から中

期初頭は樹輪校正を経ない半減期5568年 とした炭素14年代によればおおよそ6300年 から4900年 にあ

たる (川崎1998)。 映状耳飾はその他の管玉や垂飾などの装身具とセットとして存在し、第 1図の

ように変遷する。

東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

保

Ⅳ 日本列島の映状耳飾と石製装身具

セットの起源

V 補足と小結

I
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

今のところ土器型式に対応するような

細かい変遷を見いだすことはできない

が、だいたい早期末、前期初頭、前期中

葉、前期末から中期初頭のおおよそ 4段

階程度には大別されそうである。以下そ

の大別ごとに代表的な例を紹介する。

日本列島における最古のタイプは縄文

時代早期末のものである。この段階の遺

跡としては神奈川県上浜田遺跡 (第 2

図)、 福井県桑野遺跡 (第 3図 )、 長野県

かご田遺跡 (第 4図 )、 埼玉県北宿西遺

跡 (第 4図)な どがある。上浜田遺跡や

桑野遺跡の例は墓穴に副葬品もしくは装

身具として一緒に埋葬されたと考えられ

ている。

とくに注目すべきは桑野遺跡の例であ

る。桑野遺跡からは中央孔の大きい円形

の映状耳飾 (第 3図-1～ 3、 5～ 8、

12・ 13)、 管玉 (第 3図-9)、 箆状垂飾

(第 3図-4・ 10・ 11)が出土 している。
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第 1図 日本列島 (長野県)の石製装身具の変遷 (縮尺不同)

この映状耳飾は早期末と考えられ、共伴 した管玉、箆状垂飾なども早期末のものと考えられる。こ

の箆状垂飾は横断面形が湾曲するタイプで、日本列島では他に類例を見ない。

次の段階の縄文時代前期初頭は長野県阿久遺跡 (第 1図 )、 富山県極楽寺遺跡 (第 4図 )、 などが

第 2図 神奈川県上浜田遺跡
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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第3図 福井県桑野遺跡

ある。映状耳飾は平面形は円形、中央孔はやや小さくなり、孔側 もやや厚 くなるもの (金環形)

と、中央孔は大きく、孔側が非常に厚いもの (指貫形)が見られる。

縄文時代前期中葉からは長野県お供平遺跡 (第 1図)、 同阿久遺跡 (第 4図)や栃木県根古谷台

遺跡などの例がある。映状耳飾は平面形は略円形だが、スリット (切れ日)が中央孔より長 くなっ

てくる。同時に孔側が扁平になる。

前期初頭から中葉にかけては映状耳飾、管玉を主体にその他の垂飾も多少は知られているが、ま

だ不明な点も少なくない。垂飾の種類が多様になるのは前期後葉から末にかけてである。

縄文時代前期末から中期初頭は、映状耳飾は中央孔が小さく、切れ目が長いタイプの他に、平面

形が三角形のものが目立つ。この三角形の映状耳飾はかつて東北地方に多いタイプとされたことも

あったが、中部地方や関東地方にも少なからず見られ、全国的に分布するタイプと考えられる。

また、映状耳飾だけでなく、特徴的な石製装身具セット (映状耳飾、管玉、斧形垂飾、「の」字

状石製品)が存在していたことが知られているがその例として東京都八丈島倉輪遺跡 (第 4図 )、

Ｏ
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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第 4図  日本列島出土の石製装身長 (S=1:4)

長野県松原遺跡 (第 1図)が挙げられる。

中期中葉以降にも玉質の石製装身具類は少なくないが、玉質の石製映状耳飾は、ほとんど皆無に

等しく、土製の耳飾に取って代わられていくものと考えられている。

Ⅲ 日本列島の映状耳飾・石製装身具類と列島周辺との比較

映状耳飾の起源論については、日本列島外に起源を求める考え方と日本列島に独自に派生 したと

する考え方がある。現状では、どちらかが決定的と言うわけではない。筆者も確定的な根拠を有し

ている訳ではないが、とりあえず、日本列島の「縄文文化」のものは、すべて日本列島固有のもの

だという考えにはなにも確たる根拠はないのだから、映状耳飾も作業仮説として、列島外との資料

と比較しながら、列島外起源の可能性を考えてみる。

まず、仮に映状耳飾が日本列島の外から来たとするならば、日本列島で最も古い型式の映状耳飾

は列島外の映状耳飾に似ているはずである。つまり、映状耳飾に関して言えば、平面形が円形で、

中央子Lが大きく、孔側は扁平なタイプがこれにあたる。

次に、仮に映状耳飾が日本列島の外から来たとするならば、それに伴って他の石製装身具も来た

可能性も考えられる。早期末のセットの実体は資料が少ないことが否めないが、少なくとも管玉が
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

映状耳飾とともに出現 したことと箆状垂飾が注目される。

よって、以上の 2点を念頭において、縄文時代早期末から前期に並行するような年代の列島周辺

資料を概観 してみたい。

(1)中国長江下流域 (第 5図)

藤田富士夫 と安志敏はかつて江南地方か ら日本列島の映状耳飾が伝来 したと主張 した (藤 田

1978)(安 1984)。 藤田は富山県極楽寺遺跡で出土 しているような最古の型式の映状耳飾は浙江省河

姐渡遺跡で出土 している映と酷似しているとした。また、安はいくつかの文化要素、漆器、含繊維

土器、掘立柱建物そして映状耳飾が中国江南地方から伝来 したと指摘 した。

江南地方の新石器時代遺跡からは多 くの玉製装身具が出土 している。とくに映状耳飾や他の玉製

装身具の古い段階のものは江蘇省坪域遺跡や浙江省河姐渡遺跡のものが著名である。

年代的にもB.P。7000～ 8000年 とされ、中国新石器時代の中でも古い文化に位置づけられる。

(2)中国遼河流域 (第 6図)

近年、中国東北地方にも古期の (仰詔文化に並行するような)新石器文化が存在することが知 ら

れてきた。現在では興隆窪文化と呼ばれている。前述 した浙江省河姐渡遺跡の発掘当時はこれが中

国最古の玉器文化とみなされたが、興隆窪文化に属する遼寧省査海遺跡の発掘により、査海遺跡の

映状耳飾を含む玉製装身具もアジア最古の玉器の一つとされている。

現在、内蒙古錫本包拐遺跡や興隆窪遺跡からも玉製映状耳飾が発見されている。これらもともに

興隆窪文化に属すると考えられる。

興隆窪文化は河姐渡文化に匹敵する年代とされる。樹輪校正を経ない年代で B.P.7000前後の年代

が得られている (楊 1994)。 興隆窪文化には映状耳飾だけでなく、箆状垂飾 (七状器)、 管玉が存在

する。

(3)中国黄河流域 (第 7図 )

仰詔文化は中国黄河中流域の早期新石器文化であるが、垂飾などの装身具類には玉器が存在す

る。しかし、映状耳飾などの玉器は管見ながらあまり知 られていない。むしろ骨角製装身具類が目

立つ。

(4)中国黒竜江 (ア ムール川)流域 (第 8図 )

この地域では早期新石器時代の石製装身具についてはよく知られていない。新開流文化に属する

とされる小南山遺跡が、当該地域では早期新石器時代に属する。新開流文化は (お およそ紅山文化

並行とされる)今から約5000年前のもので、興隆窪文化や河拇渡文化よりは新 しいと考えられてい

る。しかし、小南山遺跡からは玉器類に伴う土器が不明であり、その詳細な年代についてはまだ検

討の余地を残_し ているようである。玉類には映状耳飾と箆状垂飾などがある。

(5)ロ シアアムール川流域と沿海州 (第 9図)

沿海州ではルードナヤ文化とボイズマン文化が早期新石器文化にあたる。チョルタヴィ・ヴァロ

ータ洞穴はルー ドナヤ文化の代表的な遺跡であるが、この遺跡からは映状耳飾 (チ ョルタヴィ・バ

ローター 6)、 箆状垂飾 (同-1～ 3)と管玉 (同-9・ 10)が出土 している。チョルタヴィ・ヴ
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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遼寧省査海遺跡

第 6図 中国遼河流域

東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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第 7図 中国黄河流域
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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第 8図 中国黒龍江 (アムール川)流域
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

墳墓出土人骨 (縮尺 :3/40)と

副葬品 (2:骨製刻器 3:軟玉製頚飾 )

慶尚南道沙村里遺跡

第11図 朝鮮半島 (そ の2)

ァロータ洞穴の年代はおおよそ今か

ら7000～ 6000年前という年代が得 ら

れている。アムール川流域でも箆状

垂飾 (ノ ヴォポクロフカ 1～ 3)が

アムール編目文土器とともに出土 し

ている。

(6)朝鮮半島 (第10図・第11図 )

この地域では早期新石器文化の玉

製装身具はあまり知 られていない。

朝鮮半島南部では釜山市凡方貝塚か

ら玉製の磨製石斧形の垂飾が、映状

耳飾が慶尚南道沙村里遺跡から映状

耳飾が出土 している。 しかし、凡方

貝塚の資料は櫛目文土器に伴うが、

映状耳飾は、共伴土器がよくわから

ない。日本列島の変遷観に基づけば

やや新 しいタイプ (縄文時代前期中

葉から後葉 くらい)である。日本列

島の縄文文化の玉製品の起源とは今

のところ考えにくい。

∩
―――
釉
岡
∪
　
３

釜山広域市凡方貝塚

ただし、箆状垂飾は慶尚北道厚浦

里遺跡の新石器時代の墓域 (人骨集

中地点)か ら大型の擦切磨製石斧と

ともに発掘されている。横断面形の
o                       5Cm

湾曲は明確ではない。

この遺跡は土器が検出されていな

いので、詳細な年代を知ることが難

しい。研究者の多くは大型擦切磨製

石斧の存在から新石器時代でも新 し

い時期 (二重回縁土器)と 見なす。

筆者は、こうした大型擦切磨製石斧は日本列島では縄文時代前期とされる秋田県上愉遺跡でもま

とまって出土 した例が知られており、大型擦切磨製石斧の存在だけをもって新しい年代観を与えな

くても良いかと考えた (川崎1997)。 しかし、縄文時代の大型擦切磨製石斧自体は前期に限られる

訳ではないので、年代観を古 くする決め手にも欠 く。
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

日本列島の映状耳飾と石製装身具セ,卜 の起源 (第 12図・第13図 )

耳飾の初期の段階は主に以下の 4つ の地域に存在 している。中国江南地方、中国東北地方、

及びアムール川流域および日本列島である。この初期の段階はおおよそ今から6000年から
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第12図 東アジアの映耳飾の出現と展開
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

8000年前にあたる。この段階で映状耳飾の形状は東アジアにおいて非常によく似ている。これらが

おそらく相互に何 らかの関係を有 していると考えれば理解は容易である。

この 4つ の地域の映状耳飾に伴う玉製垂飾には共通するタイプのものと、異なるタイプのものが

ある。前者のタイプの一つが管玉である。こうした管玉はこの 4つ の地域で一般的に見 られる。こ

のことは4つ の地域の玉文化が相互に関連 しているという考えを裏付けるものだろう。ただ、すべ

ての地域に共通 しない器種も存在するということは当初より地域色も当然存在 したことが窺える。

このことは日本列島の映状耳飾やその他の玉質の石製装身具セットの起源を考える上で大事なポイ

ントになろう。

前述 したが、仮に映状耳飾とその他の装身具がセットで日本列島の外から来たとしたら、日本列

島の映状耳飾の最古のタイプとその装身具セットは映状耳飾とそのセットが来た地域のものと似て

いるはずである。

映状耳飾、管玉そして箆状垂飾は日本列島で最も古い玉質の石製装身具セットである。そのうち

映状耳飾と管玉は東アジアでは比較的一般的である。筆者が注目する日本列島でいえば早期末に見

られる平面形が円形で中央孔の大きいタイプは、だいたいどの地域にも存在する。

しかし、箆状垂飾は中国東北地方、ロシア沿海州及びアムール川流域が主な分布域で (一部は華

北や朝鮮半島にも見られるが)、 日本列島にも存在 している。

よって現段階では映状耳飾とその玉質の石製装身具のセットの起源は中国東北地方であり、ロシ

アアムール川流域や沿海州を経て、玉文化は日本列島にもたらされたと想定 したい。

V 補足と小結

以上の内容が2000年 4月 6日 ～ 7日 にロシア連邦沿海州ウラジオストックのロシア科学アカデミ

ー極東支部歴史学考古学及び民族誌研究所および国立極東大学共催の第 6回極東若手歴史学者会議

で発表 したもの (｀ The origin and developrnent of the earring in the shape of」 (θなπ in East

Asia〃)の要旨である。

東アジアを概観するなどとかなり無謀な試みをしたものだと思う。おそらく筆者が参照できなか

った多くの重要な資料が存在すると思われる。特に日本列島外の諸文化の認識や事例の紹介には多

くの誤謬を含んでいると考えられるが、諸賢のご指摘、ご叱正を乞う次第である。

なお当日発表 した資料はやや込み合っていたので、本稿の図版製作時に削除、訂正 した。しか

し、主旨にはとくに変更はない。英文ないし露文の資料は後日ロシアから出版されるとのことであ

る。

最後に多少当日発表しなかった点を補足をしてまとめに代えたいと思う。

まず、地域の区分については、なるべく地理的な区分に従ったが、アムール川流域のようにロシ

ア側と中国側に分かれる部分は、文化の名称が中国側とロシア側で異なる。無論当時こうした国境

が存在するわけではないので、同じ文化を異なった名称で呼んでいる可能性もある。しかし、ここ
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

では各々の地域の研究者が用いている名称を採用 した。

時期についても映状耳飾出現期を縄文時代早期末 (B.P.6300非年輪校正炭素14年代)、 発展期を

縄文時代前期末から中期初頭 (BoP`4900同 )く らいとし、 これに前後ないし並行する文化を対象と

したが、時期的な位置づけが難 しいものも含んでいる。

また装身具類の名称についても、良い呼称が思い浮かばなかったので、従来の筆者の不適当な?

用語のままになった部分が一部ある。

図などで「斧状垂飾」、「箆状垂飾」とした部分では、横断面形が平坦なものを斧状垂飾、U字形

に湾曲しているものを箆状垂飾としたが、両者を区別せず「ヘラ状垂飾」として一括 して扱 う説

(藤田1996)や 「ヘラ」 という言葉の原義からいって平坦なものを箆状垂飾から分離するのはおか

しいとする指摘 (麻柄1998)、 縄文時代早期末から前期には筆者のいうような形状の磨製石斧・撃

は存在しないので、これを模 したとする考えは適当ではないとする指摘 (町田1998)がある。

藤田は断面形が湾曲しているものから平坦なものへ変化するという。前期中葉の (広義の)箆状 )

垂飾の資料が不明確なので、早期末と考えられる桑野遺跡のような湾曲した箆状垂飾がその後どう

なるかは分からないが、前期初頭や中葉の箆状垂飾の類例が明らかになれば、藤田の言う通りかも

しれない。

麻柄や町田の指摘はもっともである。ただ、筆者は名称はともかく横断面形が平坦 (直線的)な

ものと湾曲しているものは、系統的に関連があるかどうかは別として (お そらく無関係ではないだ

ろうが)、 年代や分布などの分析を行う上で、両者を区別 したいので、本稿では便宜的に従来の呼

称「斧状垂飾」、「箆状垂飾」の名称を使用 した。それにしてもやはり平坦型箆状垂飾、湾曲型箆状

垂飾などと区別するのがいいのかもしれない。

町田の指摘するように、断面形湾曲型のものはもとより断面形平坦型のものも骨角製の箆を模 し

たとすれば (骨製箆は早期に存在することが知られている)(り |1崎 1997)、 藤田の見方を補強するこ

とになろう。

藤田や後述する郡聡も指摘するが、中国で七状器などと呼称される「湾曲型」箆状垂飾は、今の

ところ河北省天津牛道口遺跡が最南端で、分布が北方に偏っている。このことは旧石器時代の骨角

製装身具が北方に偏っているので (松藤1994)、 こうした玉質の石製装身具の成立に骨角器が関係

があるとすれば、理解 しやすい。

箆状垂飾 (七状器)の存在については中山清隆も注目している。中山 (1996)の集成をみると中

国東北では、七状器は紅山文化並行期などにもあり、七状器だからといって、即興隆窪文化並行と

も言えないようである。だから、小南山遺跡の資料も報告者の考えるように紅山文化期の可能性も

十分考えられるようである。ただ、ロシア沿海州の資料などと中国遼河流域の資料をつなぐ上で重

要であろう。

また第13図で中国大陸の有孔石斧を分布図に掲載したが、装身具と考えられる「斧状垂飾」、「箆

状垂飾」 と利器である「有孔石斧」 を比較するのはどうかという指摘もあった。
(1)た

しかに装身具

の系統の話に利器が唐突に出てきて、これを比較の対象とするのは適当ではない。むしろ中国大陸
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

(と くに長江流域)に箆状垂飾の類が見られないということを強調すべきであった。

年代の問題についても、近年 AMS法による高精度の年代測定が行われ、 とくにAMS法による

年代測定は、樹輪校正の成果を採用 し、従来の樹輪校正を経ない炭素14年代とは精度のみならず年

代自体にかなりの差が出ている。今後、日本列島を含めた東アジアの新石器時代の諸文化の年代観

はかなり変動する可能性は高いが、本稿では文化相互のおおまかな比較を主眼としたので、旧来の

(日 本では従来多 く用いられてきた)樹輪校正を経ない炭素14年代を用いた。

本文では、映状耳飾江南起源説の代表として藤田富士夫を挙げたが、氏も必ずしも江南ばかりで

なく、筆者同様中国東北地区の映や七状器 (箆状垂飾)の存在には注目されていて、近年では、筆

者の言う早期末の平面形はほぼ円形で、中央孔が大きく、孔側は比較的扁平な浮き輪ないしはドー

ナツに切れ目 (ス リット)が入ったようなタイプの映状耳飾は北方の影響と考えられているようで

ある。ただ、同時に前期初頭のいわゆる金環形や指貫形の映状耳飾は中国江南地方の影響とし、流

入経路の系統が二つあったと想定されている (藤田1998)。

中国でも江南起源説以外に日本列島の映状耳飾の起源を中国東北に求める考えがあり、郭大順 ら

が主張している (遼寧省文物考古研究所1994)。

起源論の問題に関しては、どこが起源地かという問題のみならず、偶然複数の地域で独自に発生

したのか、それとも単一地域から広がったのかという問題をはらんでいる。郡聡は映状耳飾研究を

多元論と一元論の問題として整理 した。製作技術的な研究の進展が待たれるとしながらも、筆者同

様後期旧石器時代の骨角製装身具の分布が北方に偏る点、映状耳飾などの玉器の製作技法が骨角器

の製作技法を受け継いでいること、映状耳飾以外の器種である箆状垂飾 (七状器)の分布にも注目

し、日本列島の「映 (状耳)飾中国東北起源論」を主張 し、河姐渡遺跡の映も中国東北の影響とし

てとらえている (郡2000)。

筆者もこうした見解に基本的に賛成である。より詳細な経路の問題も具体的な課題として考えな

ければならないだろう。ただ、経路の問題は難 しい問題をはらんでいる。北方の影響といっても日

本海を直接横断して、北陸に渡来 したとすると、その距離は東シナ海を横断するのに上ヒベれば多少

近いというのに過ぎず、早期末にそうした航海技術の存在自体が懸念される。これは中国江南から

の経路にしても同様で、中四国地方や朝鮮半島に当該期の資料が少ないのが、疑問として残る。
②

肝心の中国の玉器、東北地方と江南地方のものが文化的に相互に関連があるかどうかが、筆者に

はよくわからない。こうした問題が型式学的な研究方法以外に製作技術などの検討や理化学的な方

法も開発されることが望ましい。

北方の経路の問題について追加的に述べれば、発表の後の見学会で、ロシア国立極東大学の考古

学博物館のボイズマン文化の展示 (ボ イズマンⅡ遺跡出土資料)に玉質の映状耳飾が土器とともに

並べてあった。ルードナヤ文化だけのものではないことになる。今後、類例の増加をまって詳 しい

検討を行いたい。

北海道浦幌町平和遺跡でも早期の軟玉製垂飾が見つかっている。今後北海道を経由した可能性も

十分考慮にいれる必要がある。石刃鏃に伴う装身具の研究は参考になる (麻柄1998)。
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東アジアの中で見た映状耳飾の起源と展開

映状耳飾をはじめ多 くの装身具に、軟玉が使われていることも分かってきている。縄文時代中

期、硬玉使用以前に軟玉製品がすでに装身具に利用されていることが分かってきたので、
°
今後産

地の問題 も含めて軟玉の研究 も課題 となろう。

本稿は1997年 の神奈川県民大学 (神奈川県埋蔵文化財センター主催)お よび1998年 の朝 日カルチ

ャーセンター立川での講演会での参加者か らの疑問「 日本列島の周辺 とくにロシアはどうなってい

るのか」に答えるべ く、私なりに努力 したところか らスター トした。本稿が答えになっているかど

うか。

本稿を執筆するにあたり以下の諸氏・諸先生にお世話になりました。文末なが らお名前を記 して

感謝の意を表する

稲野彰子、 稲野裕介、 早坂廣人、 Nina Kononenko,Alla Garko宙k,Igor Sleptsov,Sasha

Styajkina、 ロシア極東若手歴史学者会議のみなさん

註 1 稲野彰子氏の指摘。

註2 近年少しずつ朝鮮半島の類例は出てきている。早坂廣人氏のご教示によれば、韓国釜山東山洞貝塚から映状

耳飾が出土している。形状からみれば縄文時代前期前半のものと似ている。

註3 2000年 3月 26日 、平成11年度三内丸山遺跡特別研究事業報告会で、軟玉利用の問題も含めて発表した (川崎

2001)。
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図の出典
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図 3(金 津町教育委員会1995)

図 4(り |1崎 1998b)

図 5(呉 1978)(浙江省文物管理委員会・浙江省博物館1978)

図 6(遼 寧省文物考古研究所1994)(朝 格巴図1996)(中 国社会科学院考古研究所内蒙古工作隊1997)
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図 9(Zh eア ンドレーバ、N・ コノネンコほか1991)(A・ オクラドニコフ1975)

図10(国立慶州博物館1991)

図11(釜 山直轄市立博物館1993)(金 相見1990)

図12 川崎作図

図13 川崎作図

追記

脱稿後、チョルタヴィ・ヴァロータ洞穴 (第 9図上半)の中央孔の大きい映状耳飾 (6)、 やや

寸詰まりの箆状垂飾 (1～ 3)、 管玉 (10)、 中央に穿孔のある円盤 (7)と 同じ器種が石川県田鶴

浜町三引遺跡から出土したことを知った (小島芳孝氏のご教示)。 セットとして福井県金津町桑野

遺跡資料より酷似 している。早期末前期初頭の土器と共伴し、多 くの未製品も出土 しているようで

単なる形態的類似でなく、製作技術の点でも注目される。富山湾以外の日本海側に、こうした最古

期の映状耳飾の出土例が増え、これらの映状耳飾が似ているだけでなく、最古期の映状耳飾以外の

装身具の器種や形態なども日本列島周辺地域のものと共通することがわかってきたことは、ますま

すその起源が列島外にある可能性が高まったと言えよう。
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贄 田   明

Ⅳ 口縁部形態から見た変遷と問題点

V 小結

はじめに

縄文施文尖底土器群は縄文時代前期初頭から前葉において、長野県の千曲川水系を主体としなが

ら広範囲に分布 し、早期末葉の絡条体圧痕文・縄文施文・撚糸文施文などを母体に成立する土器群

である (中沢・贄田1996)。 筆者はこの土器群に対 して幾度か検討する機会をもち、 これまで長野

県では中道式 (児玉1984)か ら前期初頭と認識されてきたその前段階へ新たに塚田式を設定 してく

周辺地域の諸型式との関係を考慮 しながら、塚田式から前期初頭との見解を示してきた (下平・贄

田1994a・ b)。 また、中道式の特徴である肥厚口縁を塚田式の回縁部に貼付する隆帯からの変化と

とらえて、塚田式から中道式への系統性を指摘 したが (贄田1994)、 中道式の終末については肥厚

口縁から単純口縁へ移行すると推測したにとどまり、不明確な点を多く残 した。

近年、中道式以降と思われる縄文施文尖底土器群の出土事例が増加するに至り、大雑把ではある

が様相が明らかになりつつあると言える。本稿ではこうした資料を提示 して、問題点を交えながら

現時点で判明している様相について整理を行いたい (な お、本稿で触れる中越式と木島式について

は渋谷昌彦氏 (渋谷198201991・ 1999)、 花積下層式については谷藤保彦氏 (谷藤1994・ 1999)の

研究成果をそれぞれ参考とした)。

Ⅱ 各遺跡の様相

当該資料は小破片のため、全体の器形が不明確な例も多い。ただし、縄文施文尖底土器群は口縁

部形態に特徴が表れるので、口縁部が残存すればある程度の検討は可能である。また、口縁部形態

とともに伴出した他型式の土器群、具体的には飯田・伊那地方に主たる分布域をおく中越式、ほぼ

県下全域に分布する神ノ木式、東海系の木島式、関東系の花積下層式～関山式などとの関係に注目

しながら各遺跡の様相を概観する。

(1)月巴厚口縁について

はじめに中道式について触れる。中道式は肥厚口縁を呈するのが特徴であり、時間的には木島Ⅳ

縄文前期中道式以降における縄文施文尖底土器群

I はじめに

Ⅱ 各遺跡の様相

Ⅲ 他型式との関係
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式・花積下層Ⅱ式に並行すると考えられるが、それ以降については不明確な部分が多い。そこで、

次段階となる花積下層Ⅲ式およびそれとの並行関係が指摘されている木島Ⅵ～Ⅷ式が出土 した住居

址の資料を見ながら、肥厚口縁との接点を探ってみたい。

茅野市高風呂遺跡26・ 46号住居llL(第 1図 1～ 12)

1～ 6は 26号住居址出土で、 1は肥厚口縁の縄文施文、 2～ 4は縄文施文の胴部、 5・ 6は木島

式である。木島式は口唇部直下へ横位の粘土紐を貼付 し、肥厚部を作出する点から、木島Ⅵ式に相

当する。 7～ 12は 46号住居址出土であり、 7～ 9は肥厚口縁の縄文あるいは撚糸文施文、10は撚糸

文施文の胴部、11・ 12は木島式となる。木島式は幅広の口縁帯を作って頸部につまみ痕を残 し、櫛

歯状工具で格子目状の条線を描 く点から、木島Ⅷ式に該当しよう。

この 2軒では肥厚口縁や縄文・撚糸文施文が、木島Ⅵ・Ⅷ式をそれぞれ伴出する。出土状況をそ

のまま評価すれば、肥厚口縁と縄文・撚糸文施文は、木島Ⅵ～Ⅷ式・花積下層Ⅲ式と並行する可能

性があろう。そして、この肥厚口縁や縄文・撚糸文施文が中道式であれば、中道式は時間幅が広が

り、木島Ⅳ式・花積下層Ⅱ式並行期と、木島Ⅵ～Ⅷ式・花積下層Ⅲ式並行期の 2時期にわたって変

遷することになる。仮に、 2時期として肥厚口縁を見ると、高風呂遺跡の例は中道式の基準資料と

なった長門町中道遺跡 SB 9出土土器群 (児玉1984)よ り、肥厚部が曖昧な点を指摘できる。木島

Ⅷ式を伴出した46号住居址の708が特に顕著で、これを肥厚口縁の退化とすることもできよう。

しかしながら、その一方で花積下層Ⅲ式と思われる資料が出土 したにも関わらず、肥厚口縁を伴出

しない次のような遺跡も見受けられる。

東部町真行寺遺跡29号住居址 (第 1図 13～ 15)

13は花積下層Ⅲ式で、口縁部文様帯が頸部以下の縄文施文帯と明確に区分され、撚糸側面圧痕文

・刺突・突起・平行沈線などで文様を構成する。撚糸は R・ Lを 2本ずつ組み合わせた原体を用い

ており、また、 4ヶ 所に貼付する円形突起は群馬県三原田城遺跡 9号住居址 (谷藤1987)出土の花

積下層Ⅲ式にも共通する。

14015は東海系の土器群である。小破片のため詳細は不明だが、花積下層Ⅲ式並行の木島Ⅵ～Ⅷ

式の可能性があろう。

真田町四日市遺跡20号住居址 (第 1図 16～ 32)

17・ 18は同一個体の可能性が高く、花積下層Ⅲ式と考えられ、撚糸側面圧痕文・刻みをもつ偏平

隆帯・刺突などで文様を構成する。

16019～ 32は これに伴出した土器群で、縦位隆帯と横位沈線で文様を構成する16、 縄文施文の19

～29、 関山 正式の30、 無文の31・ 32が認められる。無文は胎土に繊維を含み波状口縁で、31は 口唇

部に刺突を行い、32は波頂部が三角形状を呈する。

以上の 2軒は長野県では数少ない花積下層Ⅲ式が出土 した住居址であり、特にある程度の器形・

文様構成が判明している真行寺遺跡例は重要な資料と言える。土器の伴出関係を検討する資料とし

て、真行寺遺跡は伴出した土器が小破片で出土点数も少ない、四日市遺跡20号住居址は関山 正式を
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含む点から、花積下層Ⅲ式～関山 正式期までの時期幅を考慮せざるを得ないなど、良好な条件を備

えているとは言い難い。 しかし、中道式の主要な分布域に位置する真行寺遺跡と四日市遺跡に、肥

厚口縁が存在しない点は注目されよう。この点から、肥厚口縁は木島式との関係は把握できても花

積下層Ⅲ式との関係は不明確となり、現状では高風呂遺跡の様相が必ずしも決定的ではないことを

示している。花積下層式自体はⅢ式に肥厚口縁が増加すると指摘されているので (谷藤1994)、 中

道式の肥厚口縁 も花積下層Ⅲ式期まで残存する可能性があり、肥厚口縁の終末を巡ってはなお多 く

の問題が残る。

(2)単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群

ところで、四日市遺跡20号住居址出土の縄文施文は肥厚口縁とは異なる口縁部形態を呈する。頸

部に屈曲部をもたずそのまま立ち上がる19～ 26(以下、この形態を単純口縁と呼称する)と 、頸部

に屈曲部をもつ27～29(同様に、屈曲口縁と呼称する)が見受けられ、それぞれに波状口縁と平縁

が存在する。波状口縁は波頂部が三角形状を呈するものを主体とし、頂点が比較的緩やかなものも

含まれ、また、屈曲口縁は屈曲部につまみ痕状の刺突を行うのが特徴である。縄文は単節原体によ

ると思われる斜構成・羽状構成があり、口唇部には細かな刺突を行うものが多い。この、単純口縁

と屈曲口縁の組み合わせは以下の遺跡でも確認できる。

真田町四日市遺跡24号土坑 (第 2図 1～ 3)

1～ 3は縄文施文で 1が屈曲口縁、 2が単純口縁である。屈曲口縁は波頂部から屈曲部に達する

縦位隆帯を貼付 し、隆帯および屈曲部につまみ痕状の刺突を施す。単純口縁は波状だが、平縁に三

角形状の突起を貼付 したかの様に見え、口唇部へ刺突を行う。 3は屈曲口縁もしくは単純口縁の胴

部破片であろう。縄文はいずれも単節原体による斜構成で、 1は結節をもつ。

東部町六反田遺跡遺構外 (第 2図 4～ 18)

4～ 18は縄文施文で 4・ 5が屈曲口縁、 7～ 13が単純口縁に該当する。屈曲口縁は 4の波状口縁

と5の平縁があり、いずれも屈曲部につまみ痕状の刺突が認められる。波状口縁は波頂部から屈曲

部に達する縦位隆帯を貼付 し、口唇部および継位隆帯へ刺突を施すが、この形態は四日市遺跡24号

土坑の第 2図 1と非常に類似する。単純口縁にも7の波状口縁と8～ 13の平縁があり、波状口縁は

波頂部が三角形状を呈する。平縁の 8は器形全体を窺うことができ、底部から斜めに開きながらそ

のまま口縁部に移行する。14～ 17は いずれかの口縁部形態をもつ、胴部破片であろう。縄文は単節

の羽状構成となり、結束の原体を用いることを特徴とする。 また、報告書によれば (児玉1983)、

8を除いて胎土に黒曜石粒子を含むとされる。

真田町真田氏館跡遺構外 (第 2図 19～ 25)

22023は屈曲口縁で屈曲部につまみ痕状の刺突を行い、22は更に口唇部にも細かな束J突をもつ。

縄文は単節で、23は結束の原体を用いた羽状構成と考えられる。25は屈曲口縁あるいは単純口縁の

胴部と推測され、斜めに立ち上がる器形を呈し、単節による斜構成の縄文を施文する。

22023・ 25に伴出した資料は小破片で、不明確なものが多い。19は刻みをもつ横位の細隆帯を貼
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四日市遺跡 24号土坑
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第 2図 四日市24号土坑、六反田遺構外、真田氏館跡遺構外
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付 し、特殊な原体の縄文を施文する土器で、ニツ木式の可能性があると思われる。また、20021

24は ループ文 (多段ループ文の可能性あり)、 結節をもつ単節斜構成の縄文をそれぞれ施文する。

以上の 4遺跡で見た縄文施文の特徴をまとめると、次の通りになる。

○ 口縁部形態は単純口縁と屈曲口縁があり、それぞれ波状口縁・平縁が見受けられる。

○ 屈曲口縁の屈曲部には、つまみ痕状の刺突を行う。

○ 単純口縁・屈曲口縁の波状は波頂部が三角形状を呈するものが多 く (平縁に三角形状突起

を貼付 したかのように見える)、 屈曲口縁には波頂部から屈曲部に達する縦位隆帯を貼付

するものがある。

○ 縄文は単節の原体による斜構成・羽状構成で、羽状構成には結束の原体が目立つ。

○ 口唇部に刺突や細かな刻みを施すものが多い。

この土器群は、器形が把握できず底部の形態も不明確だが、後述する通り木島式・中越式との比

較から、尖底を呈すると考えたい。そして、尖底土器として見た場合、肥厚口縁や垂下肥厚部が認

められず、縄文は頻度が高いとされた結節縄文よりも結束の原体を用いた羽状構成が目立ち、更に

撚糸文が明確でないなど、中道式とは内容が明らかに異なる。中道式とは別の一群として理解する

ことが可能であり、上記のような特徴をもつ一群を、とりあえず単純口縁と屈曲口縁の組み合わせ

からなる一群ととらえておきたい。

(3)単純口縁のみで構成する一群

単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群に対 して、それと類似する特徴をもちながらも屈

曲口縁が加わらず、単純口縁のみで構成する一群が認められる。次に、その事例を概観する。

信州新町お供平遺跡15号住居址 (第 304図 1～ 20)

第 3図 3～ 12は縄文施文で、完形個体が多く良好な資料である。全て単純口縁となり、 305～
7・ 9～ 12の平縁と4・ 8の波状口縁が認められるが、波状口縁は波頂部が比較的緩やかである。

平縁の 3・ 11012は口唇部に刺突をもち、また、波状口縁の408は波頂部を刻む。縄文は単節に

よる斜構成・羽状構成で、羽状構成は結束の原体を用いる。

この縄文施文には 1・ 2の 中越式あるいは無文、第 4図 1の 口縁部にコンパス文を施文する土

器、 2～ 4の関山 正式後半～Ⅱ式前半、 5～ 9の神ノ木式、10～ 20の新潟系と推測される一群が伴

出する。第 3図 2は器形的には極めて中越式に近いものの、胎土に繊維を含む点で中越式とは異な

る。コンパス文施文は胴部に縄文施文と同様の、単節による結束羽状構成の縄文を施文する。関山

正式後半～Ⅱ式前半では梯子状沈線と瘤状突起で鋸歯状などの主文様を構成するもの、平行沈線で

鋸歯状文を描き円形突起を施すもの、ループ文が認められ、神ノ木式は回唇部直下に幅狭の文様帯

を形成 し櫛歯状工具による連続刺突を行うほか、附加条・束の縄文が存在する。新潟との関連が推

測される一群には、口縁部に沿って数条の刺突を行い胴部へ単節の斜構成や結東による羽状構成の

縄文を施文するものと、刺突で渦巻などの文様を構成するものがあり、更に、底部には十字・同心
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お供平遺跡15号住居跡

7

第 3図 お供平15号住居址 (1)
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第 4図 お供平15号 (2)、 武居11号住居址
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円状の刺突を行っている。

下諏訪町武居遺跡11号住居址 (第 4図21～ 23)

縄文施文は完形の 2個体が出土 している。22・ 23は平縁で22は 23よ り胴部が細身だが、双方とも

口縁上部で外反する。縄文は単節であり、22が斜構成、23が結束の羽状構成となる。

21は この 2個体に伴出した中越式であり、平縁で頸部に浅い括れをもつ器形を呈 し、口唇部へ細

かな刻みを施す。

真田町四日市遺跡17号住居址 (第 5図 )

4～ 10が縄文施文であり、 4～ 9の単純口縁と10の屈曲口縁が存在する。 5～ 8は平縁で単節に

よる羽状構成の縄文を施文するが、 6～ 8は結束が顕著に認められる。 409は波状口縁である。

4は器形を窺うことのできる良好な資料で、お供平遺跡15号住居址より出土 した無文の第 3図 2と

非常に器形が近 く、底部から立ち上がり頸部で浅 く括れて回縁部に至る。縄文は単節の羽状構成だ

が、条が 1条おきに同じ太さとなる附加条風の原体 (附加条ではない)を用いる。 9は波頂部が三

角形状で、口唇部には刺突を行い、単節による斜構成の縄文を施文する。10は屈曲口縁で波状を呈

し、波頂部から屈曲部に届く縦位隆帯を貼付する。 9と 同様に、単節で斜構成の縄文を施文する。

この住居址では 1～ 3の胎土に繊維を含む無文、11～ 25の 関山 I式後半～Ⅱ式前半が縄文施文に

伴出した。関山 正式後半～Ⅱ式前半では梯子状沈線・瘤状貼付文で主文様を構成するもの、平行沈

線で主文様を構成するもの、平行沈線と瘤状貼付文で主文様を構成するもの、下位に多段ループ文

を施文するもの、組紐を地文として櫛歯状工具でコンパス文を施文するものなどが認められる。

長野市石川条理遺跡200202003号 住居llL(第 6～ 8図 1～ 了)

この 2軒の縄文施文は完形個体を含む良好な資料が多い。第 607図 1～ 8は 2002号住居址、 9

～20お よび第 8図 1～ 7は 2003号住居址の出土である。

2002号住居址では第 6図・第 7図 1・ 2が縄文施文で、 1・ 6の波状口縁とそのほかの平縁が見

受けられる。 1は三角形状を呈する波頂部に若干の膨 らみをもち、波底部には三角形状の突起を貼

付する。 6は 4単位の緩やかな波状で、口縁上部がわずかに外反する。三角形状の波頂部には、突

起 もしくは短い隆帯を貼付 している。縄文は 1が単節の斜構成で、 6は多段ループ文が認められ

る。 2・ 407の平縁は胴部から口縁部にかけて斜めに立ち上がる器形で、縄文は2が結節をもつ

単節の斜構成、 4が単節の結束羽状構成となり、 7に はループ文を施文する。 3は平縁だが、尖底

部から立ち上がって胴中部が軽 く膨らみ、頸部でやや括れながら口縁部に至る器形を呈する。この

器形は平縁・波状の差異を除けば、四日市遺跡17号住居址の第 5図 4と 類似する。縄文は単節によ

る、結束羽状構成である。 508は胴部のみで、 5は単節斜構成、 8は無節による斜構成の縄文を

施文する。 9は平縁に沿った 1条の横位隆帯が認められ、隆帯を挟んだ上下に単節斜構成の縄文を

施文するほか、隆帯・口唇部に刺突を施す。10～ 14お よび第 7図 102は口縁部あるいは胴部の破

片で、第 6図10は ループ文を、11013お よび第 7図 2は単節による羽状構成 (こ の内、13お よび第

7図 2は結束羽状)、 第 6図14お よび第 7図 1は結節をもつ単節斜構成の縄文をそれぞれ施文する。

口唇部に刺突を行うものが多く、内面には横位方向を主とする擦痕状の調整を施 している。また、
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四日市遺跡17号住居址
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石川条里遺跡2002住居址 |

第 6図 石川条里2002号住居址 (1)
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濁橋付近遺跡 3号住居址

6号住居址

之

第 8図 石川条里2003号 (2)、 濁橋付近 3・ 6号住居址
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胎土は石英などの、ガラス質鉱物の含有が顕著である。

第 7図 3～ 8は縄文施文に伴出した土器であり、 3・ 4は横位の連続刺突、 5は爪形状の刺突、

6は括れ部に円形刺突が認められる。 708は無文の尖底部で、中越式の可能性があろう。

2003号住居址では第 7図 12～ 20、 第 8図 1～ 7の縄文施文が出土 した。第 7図12013は平縁を呈

し、胴部から斜行あるいはやや直線的に立ち上がって回縁部に至る。縄文は12が単節斜構成で、13

には複節を施文する。14は 口縁上部が強く外側に折れ曲がり、突起状の短い隆帯を員占付する。15～

18は波状口縁で、三角形状を呈する波頂部から突起状の短い隆帯を貼付する。17は波頂部が若干外

側に折れ、日唇部に刺突を施す。縄文はいずれも単節による斜構成である。19は平縁、20は底部で

あり、単節による斜構成の縄文を施文する。第 8図 1～ 7は胴部で、縄文は 1が無節の原体による

結束羽状構成、 205が単節の結束羽状構成、 306・ 7が単節の斜構成、 4が単節の羽状構成

(結東なし)と なる。 2002号住居址と同様、内面に横位の擦痕状調整を施すものが多 く、また、胎

土のガラス質鉱物が顕著である。

第 7図 9～ 11は縄文施文に伴出した中越式と思われる無文土器で、 9010は頸部に若干の括れを

持ち、口縁部が短 く外反する。11は尖底部である。

松川村濁橋附近遺跡 3・ 6号住居llL(第 8図 8～ 20)

第 8図 8～ 14は 3号住居址、15ん 20は 6号住居址出土の土器群である。

3号住居址の 9は縄文施文で、底部からかなり開きながら立ち上がる器形を呈 し、単節による斜

構成の縄文を施文するようである。

これに伴出したのは8の中越式、10～ 14の神ノ木式で、中越式は比較的幅広の口縁部となり、頸

部の括れが浅 く明確な縁帯部をもたない。神ノ木式は櫛歯状工具による連続刺突と条線で文様を構

成するもの、縄文施文などが見受けられる。

6号住居址出土では18が縄文施文となり、尖底というよりは丸底状の底部を呈する。口唇部直下

に突起をもち、単節による羽状構成の縄文が施文されているようである。

この住居址では15～ 17の 中越式と19020の 神ノ木式が伴出した。中越式は無文で三角形状の波頂

部から垂下粘土紐を貼付するものと斜格子状の文様を幅広に描くものがあり、いずれも頸部に明確

な縁帯部をもたず括れも浅い。神ノ木式は波状口縁の波頂部から隆帯を垂下 し3段以上の横位連続

刺突文を施すもの、上下を区画し鋸歯状の条線に沿って連続刺突を行うものなどが存在する。

以上の遺跡では四日市遺跡17号住居址の 1点を除いて屈曲口縁が存在せず、尖底器形を呈する多

くの完形個体や完形に近い個体が単純口縁を呈する点から、縄文施文はほぼ単純口縁のみで構成す

るものと推測される。この一群は以下のような特徴を備えている。

○ 縄文は単節で結束の原体による羽状構成 (部分的に菱形構成となる)が圧倒的に多く、ほ

かに無節・複節・ループ文が若干ある。単節には条が 1条おきに同じ太さとなる、附加条

風 (附加条ではない)の原体も含む。

○ 口唇部への刻み・刺突を施すものが多い。
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また、確認される器形は次の通りである。

○ 平縁あるいは波頂部が三角形状を呈する波状口縁で、頸部に浅い括れをもつもの (第 5図

4、 第 6図 3)。

○ 平縁あるいは緩やかな波状口縁で、胴部から口縁部に向かって開きながら移行するもの

(第 3図 708な ど)。

○ 平縁あるいは波状口縁で、大きく開きながら胴部から口縁部に移行するもの。口縁上部が

若干外反するものや、波頂部に短い突起を貼付するものが存在する (第 3図 3・ 4090
10、 第 4図 23、 第 6図 6)。

○ やや丸底の底部から斜めに移行 し、胴上部にて直立気味に立ちあがるもの (第 8図 18)。

○ このほか、全体の器形は不明だが、 4単位波状口縁で波頂部が膨 らみ波底部にも三角形状

の突起をもつもの (第 6図 1)、 1条の横位隆帯を貼付するもの (第 6図 9)、 口縁上部が

外側に折り曲がるもの (第 7図14)な どが存在する。

この特徴を単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群と比較すると、縄文に結東羽状構成が

多く、日唇部へ刻み・刺突を行う点については共通する。ただし、単純口縁のみの一群には縄文へ

無節・複節・多段ループ文が加わるなど、原体に若干のヴァラエティーが指摘できる。また、器形

は単純口縁と屈曲口縁の一群が破片資料なので直接比較できない部分が多いものの、波状口縁の波

頂部が三角形状を呈する点は、双方で一致 している。

Ⅲ 他型式との関係

単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群と単純口縁のみの一群について、遺跡 ごとに様相

を概観 してきたが、双方の一群と他型式の関係を整理 してみたい。

単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群は四日市遺跡20号住居址で花積下層Ⅲ式・関山 I

式を伴出し、真田氏館跡では小破片の資料にニツ木式の可能性を指摘 した。ニツ木式は不明確だが

花積下層Ⅲ式と関山 I式の間に位置付 くため、とりあえず、花積下層Ⅲ式～関山 I式並行期と括

る。また、四日市遺跡20号住居址の関山 I式は、関山 正式でも前半段階の可能性が高いと思われ

る。よって、単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群は、花積下層Ⅲ式～関山 I式前半段階

の時間幅の中で並行することになる。単純口縁のみで構成する一群はお供平遺跡15号住居址におい

て、関山 正式後半～Ⅱ式前半・神ノ木式・この時間幅に納まると思われる新潟系の土器群を伴出

し、四日市遺跡17号住居址では関山 I式後半～Ⅱ式前半、濁橋附近遺跡 3・ 6号住居址では神ノ木

式をそれぞれ伴出した。この点から、関山 正式後半～関山Ⅱ式前半・神ノ木式の時間幅の中で並行

すると推測される。更に、伴出した土器が関山 I式後半～Ⅱ式前半を主体とするお供平遺跡15号住

居址・四日市遺跡17号住居址の段階と、神ノ木式を主体とする濁橋附近遺跡 306号住居址の段階

とに区分される可能性があろう。

また、中越式・木島式との関係では、木島式と明確に伴出した事例は存在しないものの、中越式
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もしくは中越式と思われる無文土器、あるいは胎土に繊維を含む無文土器との伴出事例が見受けら

れる。中越式については渋谷昌彦氏によって示された変遷図 (第 9図)を参考にしながら、検討を

行う。渋谷氏は中越式に I～ Ⅲ式を設定 し、中越 正式はA類となる第 9図 3の縁帯部を作 り複合

口縁的である類や、 9な どの「口縁部と胴部の境を括れさせ、そこに横位の刺突を施 している」類

が多 く、中越Ⅱ式になると垂下粘土紐が定着 し、同じA類の40な どに縁帯部的な意識が残るもの

の、括れが浅 く横位刺突が雑な傾向にあり、中越Ⅲ式では括れをもたず B類の44が定着 してくる

とする (渋谷1991)。 並行関係は中越 正式が木島Ⅵ～Ⅷ式・花積下層Ⅲ式、中越Ⅱ式が木島Ⅸ式・

ニツ木式、中越Ⅲ式が木島X式・関山 正式にそれぞれ並行 して、中越 III式 は関山正式期の中で新・

旧 2細分の可能性があり、更に、近年では関山Ⅱ式・神ノ木式並行期にもおよぶと指摘 している

(渋谷1999)。 一方の、胎土に繊維を含む無文土器は器形が中越式と非常に類似 し、東・北信地方に

主たる分布域をもっている。この分布域は繊維を含む羽状縄文系土器群の、主たる分布域と重複す

る部分が多い。中越式は無繊維を基本とするものであり、従って、胎土に繊維を含んでいるのは東

・北信地方における地域性を示すことが考えられる。

さて、単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群は四日市遺跡20号住居址で、第 1図31・ 32

の胎土に繊維を含む無文土器を伴出するが、この資料は小破片で判然としない。ただし、32の波頂

部だけを見れば、類似する形態が中越Ⅱ式 (第 Ⅱ段階)・ Ⅲ式 (第 Ⅲ段階)に ある。一方の、単純

口縁のみで構成する一群はお供平15号住居址、武居遺跡11号住居址、四日市遺跡17号住居址、石川

条里遺跡200202003号 住居址、濁橋附近遺跡 306号住居址と図版を掲載した全ての遺跡で無文を

伴出する。四日市遺跡17号住居址および石川条里遺跡2002号住居址の資料は小破片で不明確だが、

その他は器形が把握できる良好な資料である。お供平15号住居址の第 3図 1は、縁帯部がなく口縁

上部が強く外反する器形であり、また、 2は胎土に繊維を含む無文土器である。双方とも、中越Ⅱ

式もしくはⅢ式に類似する器形が認められるが、頸部に縁帯部的な意識をもたない点や関山 正式後

半～Ⅱ式前半を伴出した点から中越Ⅲ式との関係を重視 したい。武居遺跡11号住居址では第 4図 21

が中越式に該当し、頸部に縁帯部をもたないので中越Ⅱ式もしくはⅢ式である。しかし、縄文施文

の23を見るとお供平遺跡15号住居址の第 3図10と 非常に器形が類似 し、双方の縄文施文は同一の段

階と考えられよう。よって、この中越式も中越Ⅲ式の可能性が高いと言える。石川条里遺跡2003号

住居址では第 7図 9010が繊維を含む無文土器で、頸部の括れが浅 く縁帯部がない点は、中越Ⅱ式

もしくはIII式 の器形と類似する。濁橋附近遺跡 3・ 6号住居址では無文と斜格子状沈線を描 く中越

式が存在する。 3号住居址の第 8図 8は無文で括れが浅 く、縁帯部をもたない点で中越Ⅱ式もしく

はⅢ式となるが、神ノ木式を伴出した点より中越Ⅲ式と考えたい。また、 6号住居址では15～ 17が

中越式で、15は無文となり、三角形状の波頂部から隆帯を貼付する。16・ 17は斜格子状沈線を回縁

部に幅広 く描き、頸部の括れが浅い。いずれも、中越Ⅲ式の特徴を示している。

続いて、縄文施文の屈曲口縁と木島式・中越式の器形を比較 してみたい。中越 正式に並行する木

島Ⅶ・Ⅷ式は、「口縁部をくの字状に内側に折り曲げ」、「口縁部と胴部の接点に指頭によるつまみ

痕をつくっている」点を特徴とする (渋谷1982)。 この特徴は第10図 のように、縄文施文の屈曲口
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屈曲口縁 木島Ⅷ式 中越 I式

口唇部への刺突・刻み
▽

つまみ痕状の刺突 つまみ痕・刺突

第10図 屈曲口縁と木島Ⅷ式・中越 I式

縁が頸部に屈曲部をもち、つまみ痕状の刺突を行う点と類似し、刺突の位置は頸部へ横位刺突を行

う中越 正式にも共通する。木島ⅦおよびⅧ式・中越 正式・屈曲口縁の 3者 は、 くの字に折 り曲げ

る、縁帯部を作る、つまみ痕、つまみ痕状の刺突あるいは横位刺突を行うなど、いずれも頸部を強

調する意識をもち併せる点で注目されよう。また、屈曲口縁で波状を呈する第 2図 104は、波頂

部からの縦位隆帯、屈曲部へのつまみ痕状の刺突に対する頸部への横位刺突など、中越Ⅱ式として

示された第 9図40に構成そのものが類似するし、単純口縁と屈曲口縁の第 2図 102のような在り

方は、例えば、中越Ⅱ式の第 9図40と 25026035の在り方と同様である。前述の通り、屈曲口縁に

は器形全体を把握できる資料が存在しない。しかし、木島式・中越式とのこうした類似点・共通点

から、屈曲口縁も尖底を呈すると考えたい。一方、単純口縁は第 5図 4の器形そのものが、中越Ⅱ

式もしくはⅢ式の B類と類似する。また、中越Ⅲ式の第 9図44に認められる、底部か ら括れをも

たず斜行 して口縁部に至る器形は、波状もしくは平縁、口縁部上端の外反といった多少の差異はあ

るにせよ、第 2図 8、 第 3図 30409・ 10、 第 4図 23、 第 6図 6な ど多くの資料に認められる。

更に、屈曲口縁・単純口縁が波状を呈する場合は、波頂部の形態が中越Ⅱ・Ⅲ式と同様の三角形状

を呈 している。

以上の状況から、単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群は伴出した無文土器は明確でな

いものの器形や土器の組み合わせに中越 I～ Ⅱ式や木島Ⅶ～Ⅷ式との共通点・類似点が窺え、それ

に対 して単純口縁のみで構成する一群は、中越Ⅱ式 もしくはⅢ式 (主に中越Ⅲ式)を伴出するほ

か、器形的には中越Ⅱ～Ⅲ式との共通点・類似点がそれぞれ窺える。

Ⅳ 口縁部形態から見た変遷と問題点

単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群、および単純口縁のみで構成する一群の所属時期
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を伴出土器から考え、器形の比較から類似点・共通点を挙げた。前者は花積下層Ⅲ式～関山 I式前

半・木島Ⅶ～Ⅷ式・中越 I～ Ⅱ式期に主体となる可能性があり、後者は関山 正式後半～Ⅱ式前半・

中越Ⅱ～Ⅲ式・神ノ木式期において主体になるものと思われる。更に、後者については関山 正式後

半～Ⅱ式前半期と神ノ木式期に区分される可能性を述べた。こうした状況から、単純口縁と屈曲口

縁の組み合わせからなる一群より、単純口縁のみの一群への変遷を推測することができる。現状で

は双方をかなりの時間幅の中で位置付けざるを得ないが、それぞれの時間幅の中で、並行する他型

式に対応 した細分を行うことが今後の課題であり、それには次のような問題を含んでいよう。

単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群は、中道式の終末に関わる肥厚口縁の消滅と屈曲

口縁の出現、および単純口縁のみの一群への変遷過程が問われる。肥厚口縁の消滅と屈曲口縁の出

現に関しては両者の伴出事例がなく、また、伴出する他型式の土器群も異なる点などから、時期差

があると判断されよう。しかし、前述のとおり、接点である花積下層Ⅲ式期において肥厚口縁の存

否が不明確であり、中道式の終末時期を確定できない。屈曲口縁は屈曲形態や屈曲部へのつまみ痕

状の刺突、横位刺突などに木島Ⅶ～Ⅷ式・中越 I式 との類似点・共通点があり、屈曲口縁の成立時

期を考えるにあたり1つ の目安となろう。この点を重視するのであれば、屈曲口縁は木島Ⅶ～Ⅷ式

・中越 正式並行の花積下層Ⅲ式期に出現 し、時期差が推測される肥厚口縁は直前の花積下層Ⅱ式期

に限定されようが、資料の増加を待ちながら見極めていきたい。続 くニツ木式期 (新田野段階を含

む)もニツ木式自体の出土事例が非常に少ないので、それと並行する土器群の様相を把握するのが

困難である。この時期の資料が増加すれば、関山 正式前半期を含めた上で、屈曲口縁と単純口縁の

組み合わせからなる一群より単純口縁のみで構成する一群への変遷過程が明確化する。

単純口縁のみで構成する一群については、出現および終末に注目したい。出現は現状での伴出関

係を考慮すると、関山 正式後半期以後となる。 しかし、中越式との関係では主に中越Ⅲ式を伴出

し、中越Ⅲ式に類似する器形が単純口縁の中にも多 く看取された。もし、屈曲口縁や単純口縁の変

遷過程が中越式と同一の方向をたどるのであれば、中越Ⅲ式同様、関山 正式期をもって単純口縁の

みで構成する一群が成立 したと考えることもできる。また、終末は神ノ木式を主体的に伴出した濁

橋附近遺跡 306号住居址出土資料が最も新 しい段階であり、この資料は縄文施文尖底土器群全体

の終末とも絡んでくる。神ノ木式は関山Ⅱ式組紐盛行期に並行 し、有尾式へ系統的に変遷するが、

成立段階は不明確な点が多い。組紐盛行期の良好な資料が出土 した御代田町城之腰遺跡 (堤・贄田

1992)・ 塚田遺跡 (下平・贄田1994)を 見ると、縄文施文尖底土器群の主要分布域である東信地方

に位置するにも関わらず、縄文施文尖底土器群は認められない。他の遺跡も同様の傾向を示すた

め、関山Ⅱ式組紐盛行期には縄文施文尖底土器群は存在しない可能性がある。その結果、濁橋附近

遺跡の神ノ木式は自然的に組紐盛行期よりも前の段階となり、神ノ木式の細分を見据えた上での検

討が今後必要となろう。
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V 小結

以上、肥厚口縁とは異なる、単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群、および単純口縁の

みで構成する一群に注目してきたが、大雑把で推測部分も多く、内容・変遷過程や他型式との関係

などの細かな検討を今後も行っていきたい。今回は中道式以後の様相について大枠を示したにすぎ

ないが、それによって、縄文施文尖底土器群全体における変遷過程が明らかになってきたと言え

る。すなわち、縄文施文尖底土器群は成立以降、塚田式 (隆帯貼付・単純口縁)→中道式 (肥厚口

縁・単純口縁)→単純口縁と屈曲口縁の組み合わせからなる一群→単純口縁のみで構成する一群へ

変遷すると推測され、花積下層 正式～関山Ⅱ式・神ノ木式期の、前期初頭から前葉におよぶ長期間

にわたって存在 したことが窺える。周辺地域 (東海地方を除く)は平底器形が一般的な中で、東北

信地方に縄文施文尖底土器群が多 く分布 し、南信地方の飯田・伊那地域では無繊維・尖底の木島式

・中越式が主体になるなど、型式・地域を超えて尖底器形にこだわる姿勢は長野県の地域性として

評価できよう。

縄文施文尖底土器群については筆者の力量不足もあり、まだまだ多 くの課題が残る。今後も引き

続いて、このテーマに取り組んでいきたい。

本稿を執筆するにあたり、上田典男・川崎保・渋谷昌彦・関根慎二・谷藤保彦・徳永哲秀・百瀬

長秀・綿田弘実の各氏には様々なご教示を頂いた8お名前を記 して、各氏に感謝したい。
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式上器への系譜

―一千曲川流域における中期前葉 (初頭)、 斜行沈線文系の土器について一―

寺 内 隆 夫

後沖

I はじめに

Ⅱ 検討の対象とその方法

Ⅲ 千曲川流域における縄文時代前期

末～中期前葉土器の時間的位置づけ

Ⅳ 「東信系土器」の系譜

V おわりに

I はじめに

1996年、千曲川流域を主体的な分布域とする縄文時代中期中葉
(1)の

初めを飾る土器群 (第 1図)

を、後沖式土器と命名することを提案 した (寺内1996)。 しかし、その後も資料数が思ったほど増

加 しないため、静観されているのが現状であろう。直接、後沖式設定の方向性に対 して否定的な見

解を示している例には、三上徹也氏の論考がある (三上1999)。 三上論文に対する反論については、

すでに別稿を記 したので参照 していただきたい (寺内2001)。

仮称後沖式 (以下、仮称略)の まとまった資料は少なく、また比較的良好な資料については未発

表である。そこで、今回は後沖式そのものではなく、その前段階の土器を対象とし、後沖式に見 ら

れる装飾の系譜を遡って見てゆくこととする。そのことで、勝坂 正式 (下総考古学研究会1985)へ

の系譜とは異なった素地が、後沖式土器分布地域に存在していたことを明らかにしてゆきたい。

(1/10)

第 1図 望月町・後沖遺跡出土の仮称後沖式土器
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Ⅱ 検討の対象とその方法

1 地域と時期の限定

ここでは、後沖式土器の主体的な分布圏である千曲川中・上流域を中心に、周辺地域の資料を加

えて分析をする。これまでの検討 (寺内1996、 寺内2000)によって、斜行沈線文の系譜が、千曲川

流域の東信地域では中期前葉 (初頭)に遡ることが理解できるようになってきたからである。そこ

で今回は、その「東信系土器」 (寺内2000)を分析の対象とする。同一地域の他系統の土器につい

ては、紙数の関係もあり、「東信系土器」との差異を示す場合に、補足程度に触れることとした。

対象とする時期は、後沖式の成立に近い中期前葉の後半段階 (五領ヶ台Ⅱ式期)を中心にする。

しかし、各装飾要素などの系譜をとらえるために、関連性の認められる前期末にまで遡って触れる

場合がある。

2 土器装飾の形状と技法の系譜をたどる

(a)使用と製作の場を概念上において分離する

検討の前提として、製作の場と使用の場を概念的に分離 して考えることとした。そして、特に今

回は、製作の場において見ることとする。製作の場とは、あくまで概念的なものであって、焼成遺

構などの具体的な場所を示 したものではない。

土器が一個の作品として成り立つのは、製作者による技術と装飾モチーフなどの知識の蓄積が前

提となるが、使う側との関係も重要となる。いくら製作者側が優れた装飾を表現しようとしても、

使用者側の意にそぐわないものは、単発で存在できたとしても類型を形成するには至らないであろ

う。また、使用者側との意見の一致を見たとしても、製作者側に技術的な裏付けや装飾に対する知

識が備わっていなければ、作品は成立しない。製作の場とは、そうした製作者と使用者との関係か

ら作品が成立する瞬間を概念的に表したものである。その場合、製作者と使用者が同一人物であっ

てもかまわないし、直接交渉をしていない (暗黙のうちに価値観を共有)関係でもかまわない。

縄文時代中期、特定の類型の製作集団と使用集団は一致している場合が多かったであろう。 しか

し、使用の場を代表する集落跡には、明らかに異なる地域の土器が搬入されているし、胎土の異な

る土器が共存 している。 類型 レベルで見れば、 さらに、 多種多様な土器が共存している。 この場

合、他集団からの人の移動を想定したり、いくつかの系統の土器製作者たちが集住 している場合も

考えられる。一方、小規模な集団 (家族程度の)が、他地域の製作集団が作った土器を入手 し、保

有 している場合も可能性の一つとして想定されよう。

複数の土器製作者集団の作品が混在する使用の場で、全ての土器を対象として技術的な系譜を検

討 していたのでは、論点が拡散 して複雑になりすぎてしまう。そこで、今回は組成中において、明

らかに他地域の土器と見られる例などを除き、後沖式土器と同じ地域の、もっとも在地性の強い土

器群に焦点をしばって、その系譜を見ることとする。

しかし、土器組成の問題は、使用の実態を解明するだけでなく、新たな型式の成立にとっても重
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要な側面を持っていることは言うまでもない。この点に関しては、別の機会に触れてゆきたい。

(b)土器装飾の系譜の捉え方

製作の場に焦点を絞るためには、個々の土器に、製作上の共通点を見てゆく必要がある。そこに

何らかのまとまりがある場合は、製作集団が同一であるか、あるいは考え方や技術が近い関係にあ

る複数の製作集団ということができるであろう。時間軸に置き換えて見るならば、上記の共通性が

継続してゆくことを確認する必要がある。

土器装飾の系譜について、かつて筆者は「伝承」と「伝習」という用語によって解釈を行ってき

た (寺内1984ほ か)。 前者は、旧世代から新世代へ「古 くからあった『 しきたり』を受け伝えてゆ

く」ことに対 して使用 しており、実際の技術的な手ほどきがなくても可能な場面も含めている。例

えば、土器装飾によって表現すべき意味などが伝えられたとする。その場合、表現方法がしだいに

沈線から隆線に変化 したとしても、意識としては同じ内容が伝わっていた可能性があろう。もちろ

ん、全ての場合がそうであるとは限らない。一方「伝習」は、実践的な技術を旧世代から新世代が

習得する場合を想定している。例えば後沖式土器では「点線」を表現する場合、いきなり押 し引く

のではなく、いったん沈線を引いてから再度押圧する技法がある。これは、旧世代から連綿と継承

されてきた「沈線脇を刻む手法」を転用 したものと考えられる。押し引き文を施 した勝坂 I式土器

や阿玉台 Ib式土器が搬入されているにも関わらず、沈線内再押圧や再刺突の手法は、同一地域に

主体的な分布圏を有する「焼町土器」の時代まで続 くのである。こうした点に、ある土器製作者集

団の土器作り技術が、世代間で伝習されていたことを知ることができる。

ここでは、「伝承」されたモノとして、主に装飾形状について見てゆき、「伝習」されたモノとし

て装飾技術を中心に見てゆくこととする。もちろん、それらは明確に分離 し得るものでない点を確

認 した上でである。実際の作業としては、後述する一個体の土器のあらゆるレベル (細部から全

体)での、装飾形状と装飾技法について、その変遷を中心にし、さらに他類型・他型式との関係を

とらえる方法をとる。今回、技術の継承のうち、筆者の分析能力のおよばない粘土の選択や混和材

の配合や焼成の技術、あるいは観察 しきれていない整形や器面調整技術、施文順位などについては

取り上げない点をお断りしておく。

(c)土器装飾の変化と型式区分の基準

土器装飾は絶えず変化する宿命にある。間断のない中で、どの部分を目安として後沖式の成立と

見るか、型式設定の基準を示 しておく必要があろう。

土器装飾の変化には、他の土器製作者集団から新 しい要素などを採り入れる場合が存在する。自

らの土器装飾に忠実であろうとする度合いが低い時は、積極的に異分子を「採用」する方向に動 く

であろう。一方、異分子を採用したことによって、自集団の土器装飾構造が他者との差異を失って

しまうと判断した場合は、採用を「拒絶」する場合が認められる。また、採り入れても入れなくて

も自らの土器装飾構造には何ら問題がないと判断された場合などは「寛容」である場合がある (寺

内1986)。 これらは、同一集団内における時間軸において、新 しく考案された意匠を採用するか否

かの問題を考えるにあたっても、適用することができよう。
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また、他型式の土器装飾に、見た目 (「装飾形状」)だけ似させたとしても、身についた「装飾技

法」を変えることができない事例が見受けられる。そこに、製作の場での技法を中心に分析する重

要性が生まれる。一方、特徴的な技法が変容 した場合、型式区分の対象となる。そして、技法の多

くが変化 した場合は型式群 (寺内2001)変化の基準の一つとなる。

装飾技法や装飾形状が継承され、あるいは変化 してゆく場所は、一個体の土器において、器形

(細部から全体)、 そして、装飾の細かい部分から見てゆくと、装飾要素・個別装飾・複合装飾・慣

用句的な結合、器面の縦位分割方法・器面の横位分割方法、装飾要素や慣用句的な結合装飾の配

置、構図、それらを統括する統辞法の各 レベルで現れる (寺内1987、 2001)(第 2図 )。 装飾要素や

個別装飾段階での変化は、「型式」変化の基準となり得ても、「型式群」の根幹となる装飾構造を揺

るがすものではない。さらに、配置や構図に変化がおよび統辞法が異なった段階に至ると、その土

器装飾の構造そのものが変化 したこととなり、「型式群」が変わると判断している。

今回、斜行沈線文系の土器
囲
について、縄文時代前期末～中期中葉までの間に起こった変化が、

型式レベルの変化であるのか、型式群 レベルでの変化なのか、あるいは細部の問題にすぎないのか

一定の見解を示 しておきたい。

ただし、装飾の細部に生 じた要素の変化を軽んじることもできない。細部に認められた特定の要

素が、その後爆発的に増殖 し、型式群の根幹を揺るがすことが起きるからである。例えば、勝坂式

型式群前半期における代表的な装飾要素である「点線」は、五領ヶ台Ⅱ式期では主に浅鉢の装飾で

あった。 しかし、深鉢に部分的に採用されて以来、一気に増殖の道をたどり、勝坂 正式の重要な基

準の一つとなる。

(d)今回の分析対象

では、実際に土器製作技術において後沖式

土器につながる伝統が、他地域とは異なる形

で、当該地域に存在するのであろうか。ある

程度の見通 しは、1996年 の拙稿と2000年 の屋

代遺跡群XⅣ層出土土器の分析で立てたの

で、ここでは、後者で「東信系土器」と仮称

した斜行沈線文系の土器を中心に話を進め

る。前稿では、器面の横位分割方法や主要な

個別装飾、装飾技法が、「東信系土器」から

後沖式土器へつながることを示 したつもりで

あり、この点を前提とする。

土器製作技術の内、粘土の選択と混和材に

ついて若干触れておこう。屋代遺跡群の報告

に掲載された建石徹氏の粘土鉱物の分析デー

タ (建石・水沢2000)を、寺内が行った分類
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第 2図 土器装飾の分析基準
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に照合してみると、北信地域を中心に分布する「深沢系土器」と東信地域を中心に分布する「東信

系土器」で、Si02の 含有量が大きく異なることが分かり、A1202に おいても若干の偏 りが見 られ

る。前者は淡い橙色～灰白色の色調を示 し、赤褐色の後者とは好対照をなす。そして、焼成や混和

材の影響による質感も大きく異なっている。このことは、土器製作技術において、装飾の特徴で区

分 した系列の違いと、装飾を除いた器としての製作技術や野焼き方法の違いが、一致 した関係にあ

ることを示 している。それは、単に粘土の採取地や混和材の配合方法、焼成方法の違いによって、

製作者が意図せずに差異が生 じていたのかも知れない。純粋に技術の伝習に関わる点である。しか

し、仕上がりの質感までを装飾の一部と考え、他形式との違いを示そうとしていた可能性 もあろ

う。後者の場合、装飾形状と同様、隣接する土器製作者集団との間で、意識的な差異を強調 してい

た可能性がある。

この点に関しては、水沢教子氏の土器胎土の混和材に関する分析結果を待って、総合的に検討す

る必要があるため、今回は保留としておきたい。分析の中心は、あくまで装飾形状と技法に限り、

主要な装飾要素や個別・複合装飾の系譜、斜行する沈線文の系譜、沈線をより多 く併走させる特徴

などを対象に見てゆきたい。

Ⅲ 千曲川流域における縄文時代前期末～中期前葉土器の時間的

位置づけ

1 時期区分の方法

技法などの系譜を検討する前に、時間軸の設定を行う。千曲川流域においては、前後関係を明確

に示す層位事例が少ない。しかし、根拠の薄い型式論的な思考に則った、際限のない細別は行わな

い。差異の全てを時期差に帰 してしまう危険性が生 じるからである。よって、数少ない層位事例に

よって確実と考えられる大まかな時期区分のみを提示する。ただし、層位事例がまったくなく位置

づけに困る一群の土器については、既存の編年案 (荒川1999、 上田1998ほか)に よって補足する。

その場合も細別案を採用するものではない。特に、後沖式土器の成立に直接関わらない五領ヶ台 I

式期については細分をおこなわない。

2 時期区分の設定

(a)屋代遺跡群の層位

屋代遺跡群 (長野県埋蔵文化財センター2000)で は、千曲川の堆積物によって層位的に区分され

た縄文時代中期前葉 (初頭)の幾つかの生活面が検出された。XV層、XⅣ-2層、XⅣ-1層の

間には、 洪水性の砂層が何枚も認められ、前後関係は明確である。 ただし、 XⅣ-2層について

は、遺物量が少ない上、凹凸の激 しい上位層の落ちこみを見落としている場合が考えられるため、

注意が必要である。XV層 とXⅣ-1層の比較では、間に数枚の洪水砂層があること。そして包含

された土器の装飾の特徴も大きく異なっていることから、時期区分の層位事例と見なすことが可能

である (第 3図 )。 詳細は本報告を参照していただきたい。
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この事例によって大きく2時期 (XV層 とXⅣ-1層)に区分ができ、 さらに、 中間に 1時期

(XⅣ-2層を中心とした資料)存在する可能性がある。 また、中期中葉の土器 (勝坂Ⅱ式以降)

を含むXⅢ層との時期差も明確である。

(b)屋代遺跡群XⅣ-1層集落、細尾中道遺跡・下久根遺跡・滝沢遺跡の事例

これらの事例は、屋代遺跡群の層位区分から導かれた 2番目の大別時期を、さらに細別できる可

能性を示す例である。

屋代遺跡群XⅣ-1層集落では、竪穴住居跡の切り合い関係や出土遺物の接合関係などから時期

細分を行った (第 4図 )。 詳細は報告書に譲るが、その中で SB9015と SB9016の 前後関係について

は再考を必要とする。
°
おおむね、 五領ヶ台Ⅱ式から五領ヶ台式直後型式、 それに併行する土器群

第 5図 細尾中道遺跡 重複遺構出土土器関係図
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後沖式土器への系譜

の時間幅の中で細別できる可能性が認められる。大きな流れとしては、半哉竹管を多用 した沈線文

を主体とする段階 (SB5407段階)か ら、単沈線による斜行集合沈線文を多用する傾向が強まる段

階 (SB5408か ら以降)、 そして隆線による継ぎ手文が発達 してゆく段階 (SB9015)へ と、組成に

おいて主流を占める類型 (あ るいは型式)が変化 してゆく。

細尾中道遺跡 (和田村教育委員会1993)では、竪穴住居跡の重複関係から少なくとも2段階が認

められる (第 5図 )。 出土土器の特徴では、古い住居跡には単沈線による集合沈線文を多用する土

器が多く、新 しい住居からは、継ぎ手文を持つ土器が多 く認められる。

下久根遺跡 (丸子町教育委員会1990)例は、単沈線による集合沈線文を多用する土器群の前後関

係を示す資料である。切り合い関係から、新 しい時期に比定される埋設土器では、沈線文が粗雑に

なり施文範囲が減少 してゆく傾向が見てとれる (第 6図 )。

(c)滝沢遺跡 0上赤塩遺跡・筏遺跡の事例

中期前葉の土器と後沖式土器の前後関係を示す資料として、次の 3遺跡をとりあげる。

御代田町・滝沢遺跡 (御代田町教育委員会1997)例は、一つの竪穴住居跡の埋土から出土 した例

である (第 7図 )。 炉および埋土から五領ヶ台Ⅱ式と併行する土器群が出土 し、同一層の上部から
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後沖式土器への系譜

埋
設
土
器

第 6図 下久根遺跡 重複遺構出土土器関係図
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第 7図 滝沢遺跡」-12住出土土器時期区分概念図 (寺内1997よ り)

後沖式土器への系譜

1/200

は、後沖式成立直前

段階に併行する土器

が出土 している。後
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後沖式土器への系譜

第 9図 筏遺跡重複遺構出土土器関係図

村教育委員会1999)における2軒の

竪穴住居址の切り合い関係では、発

掘時に土質の差による前後関係の確

定ができなかったようだが、出土土

器の様相か ら時間差を想定できる

(第 8図 )。 SB13か らはヨ呈旬ヨヶl卦 Ⅱ

式に併行する土器群が出土 してお

り、SB12か らは後沖式土器成立直

前段階の土器 (左上)な どが出土 し

ている。

小川村・筏遺跡例 (小川村教育委

員会1991)も 、土質によって前後関

係を明確にすることができなかった

ようだが、出土土器の特徴を見 る

と、五領ヶ台Ⅱ式段階の16号住居址よりも、後沖式土器を炉に埋設 した SB18が新 しいと見てよい

であろう (第 9図 )。

(d)補足資料―松原遺跡・和泉 A遺跡

時期的な位置づけを層位資料によって明確にし得ない土器群を補足しておきたい。五領ヶ台 正式

期を中心に北信～信越県境地域に分布する土器 (い わゆる松原式新段階)(上田1998)は東信地域

でも散見される。これらは、おおむね屋代遺跡群XV層からXⅣ-2層出土土器と併行 し、XⅣ―

1層出土土器よりも古 く位置づけられる土器と考えられる。その代表例として新潟県中郷村・和泉

A遺跡例をあげておく (第10図-9010)。 また、同一系列の土器で、中期前葉 (初頭)よ り古 く

遡る土器群 (前期末)と して松原遺跡出土土器をあげておく (第10図丁 708)。

(e)千曲川流域を中心とした中期前葉 (初頭)土器群の時期区分

以上の資料から、千曲川流域を中心とした地域の土器を時期区分すると、大きく2時期に区分す

ることが可能である (第10図 )。 第 1期 は、関東地域の編年の五領ヶ台 正式～Ⅱ式の古い段階にほ

ぼ対応する時期で、屋代遺跡群XVおよびXⅣ-2層出土土器、和泉 A遺跡出土土器が相当する。

第 2期 は、屋代遺跡群XⅣ-1層をはじめ細尾中道遺跡、下久根遺跡、滝沢遺跡例などである。関

東地域の編年では五領ヶ台Ⅱ式にほぼ対応する。

千曲川流域の編年案については、紙数の関係上別稿を考えたい。

Ⅳ 「東信系土器」の系譜

1 千曲川流域における中期前葉第 2期の土器組成と系譜

千曲川流域の諸遺跡で組成をなしている類型について、「東信系土器」の特徴を明確にするため、
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後沖式土器への系譜

簡単に紹介 しておくこととする (第12図 )。 ○○系土器の名称は拙稿 (寺内2000)を暫定的に用い

る。将来的には、もう少 し整理 した上で再定義 してゆく必要があろう。

組成の主体となるのは、「深沢系土器」と「東信系土器」、そして関東～南信地域の「五領ヶ台系

土器」
り
である6「深沢系土器」は北信地域から信越県境周辺に主体的に分布する土器で、半載竹管

による半隆起線文と隆線による継ぎ手文が特徴となる。これに対 し、東信地域を主体的な分布圏と

する「東信系土器」は単沈線による集合沈線が主要な装飾である。これに、縄文施文例を中心とし

た「五領ヶ台系土器」が加わる。

こうした状況を把握 しておいた上で、「東信系土器」の特徴を見てゆくこととする。

2 中期前葉第 2期における「東信系土器」の特徴

器種には深鉢形 (第10図-11～ 24)、 甕形 (25～ 27)がある。

さらに東信地域には、小波状口縁を呈 し、 I帯に縦位の集合沈線が施される深鉢形土器 (第11図

-28～ 31)、 あるいは、筒形を呈する第11図-32～ 42や甕形の43～ 46の ように、単沈線による集合

沈線や複数沈線を基本とし、渦巻き文を盛んに用い、縄文施文が少ないか希である土器が存在 して

いる。第11図に掲載 した器種や類型については、どの程度で関東～南信地域の「五領 ヶ台系」と区

分すべきか、資料の少ない現状では判断に迷う点が多い。そのため暫定的に広義の五領ヶ台式に含

めておく。その上で、関東～南信地域の五領ヶ台式とは明確に分離 しうる土器として「東信系土

器」の名称を第10図掲載土器に限定 して使用することとする。第11図掲載土器については、東信地

域独自の要素が認められる「五領ヶ台系」としておく6将来、東信地域や群馬県側の資料が増加 し

た時点で、五領ヶ台式の定義とともに再考 してゆくつもりである。

では、「東信系土器」としたものの説明に入ろう (第10図 )。

深鉢形土器の器形は、幅の狭い口縁部が「 く」字状に立ち上がり、体部はあまり膨 らみを持たず

に底部に至る器形を基本とする。平縁に突起が付される例が大半を占め、山形口縁を呈する例は少

数である。平縁を基本として、山形口縁の形状を採り入れた可能性が高い。平縁の土器には、口唇

部が「 s」 字状に外へ屈曲する例 (13・ 15ほ か多数)と 、屈曲しない例 (14021)が認められる。

上記の基本的な器形の屈曲部を活用して、装飾の横位器面分割が行われている。 I帯は幅狭の 2

段構成となり、Ⅱ帯は体部上半の横位区画と下半の縦位沈線装飾の 2段構成である。配置される装

飾についても規格性が高い。 Ia帯は斜格子か片流れの集合斜行沈線で充填され、 Ib帯は間隔を

開けて沈線が縦位に施される。Ⅱa帯 は Ia帯と類似 し、Ⅱb帯は懸垂文を中心に沈線装飾が施さ

れる。また、底部近 くにⅡc帯として横位に数条の沈線が施される場合がある。 こうした、構成と

規格性の高い装飾の配置は、器種の枠を越えて認められる。山形口縁を呈する23は、平縁の Ia帯

が口唇部に追いやられたと見れば、それ以下の構成は平縁の深鉢形土器と同じである。また、甕形

土器の26な ども同様に考えることができる。展開図が公表された例が少ないため、縦位器面分割の

方法については必ずしも明確ではないが、屋代遺跡群の展開写真例 (18に対応)や、突起の付き方

を見る限り4単位の場合が多いようである。

代表的な個別装飾とその技法は、単沈線による斜行集合沈線文である。格子目文 (15の Ia帯)
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後沖式土器への系譜

(S〓 1/10)

28・ 33・ 37・ 42・ 44細尾中道 29～ 32、 34～ 36、 38～ 41、 43 屋代 45上田原 46下久根

第11図 東信地域 (含む屋代)の特徴を有する五領ケ台式の諸類型

と斜行集合沈線文 (18の Ia帯 )、 綾杉状集合沈線文 (18体部)、 梯子状の集合沈線文 (第 11図-44

体部)な どが認められる。 この他、沈線系の装飾では、 Ia帯で集合沈線文に切れ目を入れる縦位

沈線文が認められ (17)、 快りを加える例 (12)も存在する。三叉文などの陰刻文の使用頻度は少

なく、 特に、平縁になる深鉢形の類型ではほとんど用いられない。 また、 交互刻みによる鋸歯状

(連続「コ」字)文 (23)が認められる。

隆線系の装飾は一部で懸垂文が認められる。また、 Ia帯に「 し」字状 (13)、 渦巻き状 (12)、

円形の貼付文 (17)が付される。また、Ⅱa帯の上部に横位の棒状貼付文 (13)が存在する例が多

い。しかし、全体的な傾向として、隆線系の装飾は少ない。

3「東信系」土器の系譜

(a)典型例の系譜を追う
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後沖式土器への系譜

「東信系」土器の諸特徴との共通点が認められる土器 (第10図左頁)について、その装飾の発生を

遡って見てゆくこととする。器形の特徴や横位器面分割方法、斜行する沈線を使用する技法は、前

期末までの系譜をたどることが可能である。

(b)中期前葉第 1期の類例と特徴

中期前葉第 1期 には、「東信系土器」 に類似 した器形・横位器面分割方法を示 し、配置された装

飾形状についても類似性が高い例として、上田市・上田原遺跡例 (第10図-3・ 4)、 屋代遺跡群

XV層の例 (506)を あげることができる。

中期前葉第 2期の「東信系土器」に対 し、器形の特色としては、頸部が上下に長 くなっている。

装飾の配置は、 Ia帯 とⅡa帯に斜格子目文、 Ib帯に間隔を空けた縦位沈線、 Ⅱb帯に各種の縦

位沈線文を典型としており、個々の装飾形状や技法が多少異なっているものの、配置については

「東信系土器」 と同じパターンを示す。 装飾の大半は沈線文系の装飾要素によって成立 している。

沈線装飾の形状では、密な斜格子目文 (3)や瓦状結節沈線文 (5)、 横位の矢羽根状沈線文 (9)

があり、特に斜格子目文が多用される点は重要である。技法の特徴としては、半裁竹管のハラを利

用 した半隆起線・平行沈線がほとんどを占める。隆線系の装飾は、 Ia帯に見られる突起のみであ

る。地文には縄文が施される例が多く、 Ib帯 とⅡb帯では、縄文が装飾要素として顕在化 してい

る。 6な どでは、口唇部に撚糸の圧痕が連続的 (半哉竹管による連続刻みの代わり)に施されてお

り、関東地域の近似例とは異なった特徴となっている。

現状では、

千曲川流域で

の出土例が少

ないため、 こ

の程度の説明

範囲を超える

ことができな

いが、細部の

個別装飾の形

状 に つ い て

は、バラエテ

ィがもっと多

く存在するも

の と思 わ れ

る。

これ らの土

柵 は、雀じ魚

踊場式、ある

北陸系

五領ケ台系 (その3)

第12図 「東信系土器」出土主要遺跡分布図および屋代遺跡群出土の諸類型・型式
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後沖式土器への系譜

前期末葉 _」 中   期   初   頭   (五領ケ台)     (五 領ケ台式直後) 中 期 中 葉

藤   森
梨  久  保

九 兵 衛 尾 根 I 九 兵 衛 尾 根 Ⅱ (新

籠 畑 I 籠   畑   Ⅱ 九兵衛尾根 I 九 兵 衛 尾 根 Ⅱ

1  段  階 2段 階 3段 階 4  段  階

A集合沈線文系

B細 線 文 系

能  登 五領ヶ台式直前

中期   I   期 Ⅲ   期 Ⅳ  期

今   村

五領 ケ台 I式 五領 ヶ台 Ⅱ式 大 石

神谷原

(竹 ノ下 )

格   沢A踊 場 式

B五領 ケ台式

興津 ・栗島台 阿玉台 I(古 )

五領ヶ台 Ⅱ(古 ) 五領 ケ台 Ⅱ (中 ) 五領 ヶ台 Ⅱ (新 ) 勝 坂 I

集合沈線 (古 ) 集合沈線 (新 ) 沢〕古
A沈 線 文 系 I  段  階 Ⅱa 段 階 Ⅱb段 階  I Ⅱc段 階 格 沢 段 階
B縄 文 系

山  本

/I    I 猪   沢

いは集合沈線文系土器など

とされてきた土器群や縄文

系土器群との折衷土器 (第

13図)(中山1992)の範疇

に含めることが可能であろ

う。山本典幸氏は五領ヶ台

土器様式の「型式 5」 を取

り上げ、地域間における空

間変異のあり方を分析 して

いる (山本2000)。 氏によ

ると、中部・南関東では相

対的な差異は存在するもの第13図 集合沈線文系土器ほかの編年対照表 (中 山1992よ り)

の質的な連続性が捉えられるのに対 し、新潟県・豊原遺跡例との間には大きな差異が存在 している

という。近年、資料が見つかり始めた千曲川流域の例 (第10図-3～ 6)を見る限り、中部・南関

東地域との質的な連続性を見ることができるであろう。このことは、中期前葉第 1期 の「東信系土

器」類似資料には、南信～関東地域の土器群との間に細部の差異はあるものの、東信地域で独立 し

た型式を設定するには至らない段階と言えよう。

こうした状況は、前期末とされている段階まで遡ることが可能である。前期末に遡る資料を見る

と、千曲川流域内の北信地域に所在する松原遺跡では、「東信系土器」 に類似 した器形の土器はほ

とんど出土 していない。東信地域では良好な資料がないため、今後の課題となろう。ただし南関東

～南信地域、例えば『中期初頭の諸様相』で小林謙一氏が提示 した資料 (小林1995)を見れば、類

似 した器形や横位器面分割方法、装飾の配置の仕方は前期末に存在していたことがわかる。

次に、中期前葉第 1期内において、「東信系土器」への変遷過程を展望 しておきたい。再三述べ

ているとおり、資料数は少なく、層位資料も存在していない。そこで、筆者が土器の分類に関わっ

た長門町・滝遺跡を中心に、その変化の方向性を推定すると以下の通りである。

沈線系装飾では、丁寧で密に施文されていた斜格子目文が、しだいに施文の間隔が空き、右上か

ら左下へ斜行する側の沈線が極端に減少する傾向が認められる。この傾向が進めば、「東信系土器」

の左傾斜行沈線が間隔を空けて施文される斜格子目文や、格子日ではなく一方向の集合斜行沈線文

へ変化 してゆくものと見られる。また、施文の粗雑化が進むとともに、半哉竹管施文具の径が、小

さいもの (約 3mm)か ら大きいもの (約 6mm)へ変化 してゆく傾向が捉えられた。

(c)中期前葉第 2期「東信系土器」の確立

中期前葉第 2期 になると、この系列では、半裁竹管による半隆起線・平行沈線を施文する技法が

消滅 し、細い単沈線を密集 して施文する技法に転換する。この細い単沈線は、半哉竹管の一側縁を

利用した可能性があり、半隆起線から単沈線への移行する過渡期的な技法と見ることができるであ

ろう。単沈線への変化は、施文技法上における一大画期であり、時間軸上における型式差ととらえ
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ることができよう。また、 Ia帯などに見 られる集合斜行沈線内を縦に仕切る単沈線 (第 10図―

17)は、前時期の手法 (第10図-9)が 簡略化 したものと見られ、一つの系譜上にあると考えられ

る。

器形における特徴としては、頸部が短 くなる点が認められる。また、山形口縁となる器形や甕形

となる器形においても同一の装飾と配置を持つ土器が認められるようになり、装飾の類似度が増 し

てゆく。このことも大きな転換点であることを示 していよう。

装飾の横位器面分割方法は前時期と大きくは変わらない、その点では、前時期と同一の型式群に

属することを示 している。

沈線系の個別・複合装飾では、体部での装飾が大幅に増加する傾向を見せる。第10図-11012・

23で は体部のⅡb帯が多 くの沈線装飾で充填されており、 さらに底部との境に複数条の沈線が配さ

れるようになる。こうした装飾のパターンがどうして成立 したかについては、北信地域の「松原系

土器」の体部装飾、あるいは、南信～関東地域の五領ヶ台式の一部類型の体部装飾の影響が予想さ

れる。東信地域自体に系譜があるのかも知れないが、前時期の資料が少ないため明確ではない。

また、体部を垂下する懸垂文が確立する点は、装飾構造上大きな転換点を示 している。円筒形の

外面に展開する土器装飾において、縦位器面分割における単位を明確にするからである。一周にわ

たって同一の装飾が変化なくつづいていた体部装飾にとっては大きな画期であり、口縁部装飾との

関係についても大きな構造の変化であると考えられる。この懸垂文は、隆線系の装飾でも表現され

るようになり、よりその存在が強調されるようになる。

地文の縄文が大幅に減少 した点も大きな転換点を示 している。「東信系土器」では、基本的に縄

文は使用されなくなる。

次に、中期前葉第 2期 における変遷について触れておこう。第 1期 と同様、明確な層位事例が少

ないため、変化の傾向を示す程度である。

体部における沈線装飾の増加によってはじまる「東信系土器」は、その施文範囲が縮小 してゆく

方向で推移する。そして、中期中葉との境界に近い時期には無文化の方向をとる (寺内1996)。

個別装飾では、左下がりの沈線がまばらな斜格子目文が認められ、さらに単一方向の集合斜行沈

線文へ変化 してゆく。この個別装飾についても後沖式につながる重要な点である。

また、細かい単沈線に変化 した沈線技法は、しだいに幅の広い単沈線へ変化してゆく。

以上、中期前葉第 2期の「東信系土器」は、前時期の類似 した形態と装飾分割・配置を持った土

器に対 し、①器種・器形のバラエティが増加 したこと。②器面の縦位分割において体部懸垂文が成

立 し、装飾構造においても重要な位置を占めるようになったこと。③縄文が消失に向かうこと。④

沈線の施文技法では、半哉竹管による半隆起線文が一斉に単沈線に変化すること。など大きな転換

がいくつも確認できる。このことは、同一型式における細かな段階差ではなく型式の変化として捉

えることが可能であろう。

では、五領ヶ台式の範疇内部における正式とⅡ式の差であろうか。中期前葉第 1期で扱った「東

信系土器」に類似した土器は、南関東から中部地域の広い範囲で認められており、他の多 くの類型
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とともに型式を構成 していたと考えて差 し支えないであろう。 それに比べ、「東信系土器」 につい

ては、地域的な偏在が生 じてきており (第 12図 )、 他の類型との差異が明瞭になる傾向が窺える。

器種分化も進んでおり、より「型式」に近い形になっていると言えよう。中期前葉第 1期に、類似

した器形と横位器面分割、沈線装飾を持った集合沈線文系土器内の 1つ の類型が、中期前葉第 2期

に至り、南信地域の第14図-1、 南信～南関東地域の第14図-2、 そして千曲川流域の「東信系土

器」へ と差異を強めていったものと見 られる。この傾向は、次期にさらに進み「平出Ⅲ類 A

(式)」、「勝坂 正式」、「後沖式」といった異なった型式を生み出したと考えられる。

今回は、使用の場における組成の分析、さらには「東信系土器」と隣接する諸類型・諸型式との

比較検討を行っていないため、 中期前葉第 2期の段階で、「東信系土器」が五領ヶ台式とは別の型

式とすべきか否かについては、結論は控えることとする。 しかし、中期前葉第 1期に比べ、東信地

域において地域性の強い土器が成立したことは明白で、中期中葉 (後沖式土器の段階)に至って、

その傾向がさらに強まっていったと考えられる。土器製作者集団間の差異が強くなってゆく時代の

流れの中で後沖式土器が成立 していったと考えられよう。

最後に、「東信系土器」 と後沖式土器が、同一型式内での細かな段階差ではなく、時間軸上での

別型式である点を述べておこう。一つは、問題が多いながらも住居跡の切り合い関係から時間差が

捉えられそうな点、装飾的には、隆線装飾が極度に発達 して表現の主体が変化する点、それまでに

見られなかった区画文が重畳するようになる点、などがあげられる。

そして、体部で直線的に配置されていた懸垂文が、曲線化 したり区画文化 したことは、装飾構造

を大きく変えた点として重要である。また、後沖式土器が成立する直前、土器組成中における「東

信系土器」の割合が一時的に低 くなること、また、残った土器も、無文に近い状態になってゆくこ

とは、型式群 (寺内2001)の転換期としてとらえることができるだろう。

V おわりに

今回、千曲川流域において縄文時代中期中葉の初めに位置する後沖式土器について、その成立の

(S〓 1/10)

1.月 見松 2.細 田 3.細 尾中道 4.丸 山遺跡

第14図 集合沈線文系土器の地域性 (1.2) と「東信系土器」以外への集合斜行沈線文の採用 (3.4)
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基盤が、同一地域に存在 していたこ

とを明らかにする試みを行った。

その結果、 Ia帯を幅狭にする後

沖式土器の特徴を有する器形は、前

期末まで遡 ることが判明 した。ま

た、後沖式土器の主要な個別装飾で

ある集合斜行沈線文が、前時期の

「東信系土器」に多用されているこ

と。さらに、その装飾形状 と技法

は、少 しづつ変化 しながらも、沈線

時期 装飾 横位器面分割  沈線文の工具 と技法  主な個別装飾  隆線系装飾

中期前葉 (初頭)

第1期

集合沈線文系土器
の一類型として

´

蝙 卿倣

中期前葉 (初頭)

第2期

「東信系土器」とし
て地域性強まる

5/M蛉 画
中期中葉 (初頭)

第1期

後沖式土器の成立 ´

貼付文+
分割線十

区画文十

懸垂文

(逆「U」 字状他)

ミ
ρ

▽
第15図 後沖式土器への系譜模式図

を斜行させ、集合させて装飾を創出するという前期末以来の伝統の上に乗 っていることを明 らかに

した (第15図 )。

そして、中期前葉第 1期 (五領 ヶ台 正式期)に中部か ら南関東に広 く分布する 1つ の類型が、中

期前葉第 2期 (五領 ヶ台Ⅱ式期)に、周辺地域 との差異を強めてゆき「東信系土器」が成立するこ

と、そして、地域分化がさらに進む中で、後沖式土器が成立 した可能性を示 した。

後沖式土器の成立にあたっては、前稿 (寺内1996)で示 したとおり、関東地域の土器の強い影響

があったことは事実である。今回は、外部か らの影響などについては、いっさい触れず、在地での

特定の土器装飾形状 と技術の継承に焦点を絞 った。使用の場における組成の問題、隣接型式や類型

との関係の問題 については、別に取 り組んでゆきたい。

最後に、本稿を書 くにあたって上田典男氏には松原式段階の土器に関するご教示を得た。また、

大竹幸恵、尾見智志、倉沢正幸、田中浩江の諸氏には資料実見のご助力をいただいた。 ここに記 し

て感謝の意を表 したい。

註1 関東地域の編年でいう、五領ヶ台式期を中期前葉、勝坂式期を中期中葉として記述を進める。

註2 前期末～中期中葉までの、斜行する集合沈線を多用する土器を全て含める。斜行沈線が交差すれば格子目文

となり、単方向の場合は斜行集合沈線文である。技法では、半哉竹管のハラを利用した半隆起線文、セや全

竹管を利用した単沈線がある。

註3 SB5412a出 土土器の位置づけについても再考の余地があると考えている。

註4 広義の五領ヶ台式土器のうち、今回の検討に関連する関東～南信地域の諸類型を仮に「五領ヶ台系土器」と

している。
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

―一長野県更埴市屋代遺跡群の研究その 1-―

水 教 子

I はじめに

Ⅱ 研究略史

Ⅲ 屋代遺跡群における中期後葉の

住居跡の様相

はじめに

1993年夏、長野県更埴市屋代遺跡群では、地表下 4mに広がるXⅡ -2層面で縄文時代中期環状

集落の約 1/2が検出された。
(1)中

期後葉から末葉にあたる53軒の竪穴住居跡は、何れも後世の攪

乱が殆ど無い状態に温存されたことから、遺構の保存状況が極めて良好であった。そのため、これ

らを土器型式の時間幅の中で段階区分 したところ、一時期に多様な住居形態が共存することが予測

された。
②
そして、 それらの住居形態の多様性と時期的な変化は、 本地域における柄鏡形敷石住居

の成立に大きく係わるのでないかと考えられる。

そこで本稿ではまず、研究史を広、まえて (Ⅱ )屋代遺跡群の住居跡の変遷を提示 し (Ⅲ )、 次に

柄鏡形敷石住居成立に向けての諸要素をまとめ (Ⅳ )、 周辺遺跡の住居構造を概観 しながら (V)、

この問題に迫っていくことにする (Ⅵ )。

Ⅱ 研究略史

近年、資料の増加に伴い、柄鏡形敷石住居の成立期が縄文中期後葉～末葉に遡ることが明らかに

なり、その出自について活発に議論が交わされている。そこでここでは、最近の論点を概観する。

従来山本暉久氏は、敷石の起源を中部地方の部分敷石も含めた「石壇・石柱」 (山本1976)に、

柄部の起源を屋内埋甕を中心にわずかに壁を突出させた形態に求めてきた。その実体を解明すべく

初現期の形態を追求 し (山本1994)、 全国の中期の柄鏡形 (敷石)住居を精力的に集成 している

(山本1995)。 そこでは「柄鏡形 (敷石)住居はまず南西関東から関東山地よりの地域及び中部山地

において成立 した後、その他の地域へ波及 していった」とし、特に群馬県域から長野県東・北信域

の確実な古段階の事例からtそれらの祖源地帯としての可能性をも示唆している。

これに対 し本橋恵美子氏は、壁柱穴・対ピ
｀
ット・張り出し部を柄鏡形敷石住居の構成要素とし、

千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

Ⅳ 屋代遺跡群における柄鏡形敷石

住居の諸要素

V 柄鏡形敷石住居成立前後の周辺状況

Ⅵ 千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

Ⅶ おわりに
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その成立には、「潮見台型」、「石の平 らな面をそろえ敷いた敷石住居」、「埋甕を伴う配石遺構」が

相互に係わるとした。また、奥壁部に立石、石柱が見られるものが含まれる「潮見台型」は、中部

地方曽利式分布圏の住居形態の可能性が高いとした点も注目される (本橋198801990・ 1995)。

櫛原功一氏は柄鏡形住居の柱穴配置を、主柱穴タイプ・壁柱穴 Aタ イプ・同 Bタ イプに分類 し、

中期末から後期に向けて前者から後者へと移り変わる様相を明示 した。特に長野県・群馬県・神奈

川県では古い段階に4本柱穴がみられ、その成立の背景として唐草文土器分布圏との関係が示唆さ

れた (櫛原1995)。

このような中、1996年 に行われた神奈川県でのパネルディスカッションでは更に多 くの事例が検

討された (神奈川県埋蔵文化財センター他 1997)。 ここで特に注目されたのは、秋田かな子氏が

王子ノ台 Jll号住居跡などの検討から導き出した住居構造である (秋田199101995)。 かつて笹森

健一氏が主体部と柄部の長さの比から導き出した、柄部を含めた主体部全体に屋根が架けられると

いう形態 (笹森1977)が、掘り込みの形から追認され、更に柄部と主体部の遮蔽施設と大屋根によ

る2重壁構造が予測され、柄部を含む竪穴を媒介に従来の竪穴住居と柄鏡形住居の接点が指摘され

た。すなわち、張り出し部は柄鏡形住居以前の竪穴住居の入り田部に潜在的に存在していたという

ことである。このシンポジウムを受けて発表者の石井寛氏は竪穴住居跡、敷石住居跡、柄鏡形住居

跡の分布を「加曽利 EⅢ古」、励日曽利 EⅢ新～加曽利 EⅣ」に分けて示 し、その成立について論 じ

ている。ここでは敷石住居成立後の敷石部分は、入り口部分・炉周辺・周壁などと多彩であり、そ

れらが、加曽利 EⅢ式古段階以前の中部高地の部分的な敷石と関連すること、小張出付住居に円形

プラン五本主柱穴の住居を介在させることで柄鏡形住居へ展開していくこと、などの重要な指摘が

なされた。また、長野県の動向でも後述するように啓発される点が多い (石井1998)。

一方佐藤雅一氏は住居構造の分析から、新潟県堂平遺跡第 1号住居跡が大木 8b式段階 (加曽利

EⅡ 古段階)の柄鏡形住居であることを明らかにした。 さらに沖ノ原第 1号住のような卵形プラン

の住居の内部にも柄鏡形を呈する柱穴配置が内在 しているという画期的な指摘を行った (佐藤

1997)。 これをさらに発展させて、阿部昭典氏は、「卵形の平面形」、「 4～ 8本の主柱穴」、「主体部

にやや広い入口空間が付加される」、「入口部空間には小ピットが対になる」、「有段式住居跡」が見

られる、などの特徴をもつ「卵形住居」に着日し、新潟県の信濃川上・中流域を中心に南北関東や

長野県における様相を紹介した。特に分布域が「大枠で柄鏡形敷石住居の分布域に一致 しており、

基本的住居構造からも、柄鏡形住居跡が卵形住居の系統上にある」とした点は、今後様々な方面か

ら検証されるべき貴重な提言である (阿部1998)。

Ⅲ 屋代遺跡群における中期後葉の住居跡の様相

屋代遺跡群の中期後葉に属する形態が比較的明確な住居跡は、図 20図 3の ような変遷が追え

る。

まず報告書に基づいて、 これらの住居形態の組成を時期別に概観 してみよう。
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1 第一段階 :2b期 (大木 9a式古相 0加曽利 EⅡ 式新段階)

SB5313b、 SB5341、 SB5350、 SB5352、 SB9001な どが該当する。 この時期の特徴は、やや横長

の円形を基調とし、埋甕は南側に埋設され、炉は中軸線よりもやや西にずれることが多い。特に加

曽利 EⅡ 式中段階へ遡る古手の埋甕を有するSB5352は、南側が突出する五角形に近い平面形であ

る。

2 第二段階 :3a期 (大木 9a式新相・加曽利 EIⅡ 式古段階)

SB5311、 SB5312、 SB5313a、 SB5332、 SB5345古、SB6702な どが該当する。 これらは切り合い

や土器接合関係から、 SB5311 0 5312 0 5332→SB5345古 という変遷が予想される。前 3者の形態は

円形、隅丸方形から長方形と多様であり、柱穴も2b期 に引き続き、貧弱で規格性に乏 しい。構造

上注目されるのは、 SB5332で、奥壁に土壇を有 し、土壇上に石皿、厚手の角礫敷石 (石柱の可能

性も考えられる)が載せられた状態で検出された。 また SB5313aは、東西に細長い平面形で、東

西 2対のピット (P12013と P16017)の間に、石柱が立った状態で検出された。

さて現在報告書で我々が目にすることのできる住居跡形態は、上部の削平や土質、調査状況など

によって、実際の形態にかなりのフィルターがかかっていることを念頭に置く必要があろう。とこ

ろが火災住居であるSB5345は、炭化 した壁板材がきっちり五角形形状を残 した状態で検出された

ため、平面プランを確定できた貴重な例である (図 1)。 また、 シンメトリーな 4本の主柱穴 (P

2、 P4、 P9→ P8、 P15→P10)が他の住居跡と比較 して格段に大規模で、西側 2基は切り合い

関係にあり、埋甕も大方が 2基であ

るのに対 し3基存在すること等か

ら、埋甕 203が該当する第 1段階

から、埋甕 1の第 2段階にかけて継

続的に使用された中核的な住居であ

ったと考えた。さて、主柱を結ぶ

「放射状基準線」(渋谷1982)10m

を設定すると、主柱穴より40～ 50

cm浅いP3・ P50P66は これらに

接する。そして実際に崩落 した屋根

材のうち、特に垂木材と見られる部

材の方向が 10mと一致するものが

多い。 さらに10mは、逆ホームベ

ース形で立柱石が伴う炉の、中心で

交わり、 この交点を、入口部のP7

と奥壁部の P70を結ぶ線 p、 同 P14

第 1図 SB5345の構造材と壁板材
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

とP71を結ぶ線 qも通る。この P7と P14の間もしくは壁板材の途切れたP7の西側が入口として

機能していた可能性がある。

3 第二段階 :3b期 (大木 9a～ 9b式・加曽利 EIH式古段階)

SB5318、 SB5323、 SB5328、 SB5335、 SB5345新、 SB5346、 SB5351、 SB9005、 などが該当する。

円形住居には、小形の SB5323、 SB9005と 、部分的に石が敷かれる SB5318、 SB5346が ある。こ

のうち SB5346は、 閃緑岩製埋甕石蓋の周囲に扁平な安山岩製円礫が面的に敷かれている。 さらに

埋甕と炉を結ぶ中軸線延長上に、小張り出し部と、張り出し部両脇の対 ピットが検出された。これ

に対 しSB5318は、床面遺物は次の 3c期に相当するが、埋甕が本段階に該当するため、 3b期の

終わり頃に位置づけた。プランは未確定だが、敷石の下に埋甕が封印されていた南側には柄部は見

られなかったため、円形の敷石住居と推測した。炉周辺の敷石には閃緑岩の切り石が用いられてい

る点は注目される。南側が張り出す緩い五角形住居には、SB5328、 SB5335、 SB5351が ある。特に

SB5335と SB5351に は壁に緩い段が一段付随して階段状を呈し、壁に沿って棒状礫が巡る点で特異

である。柱穴は、 SB5351の観察からは床面の主柱穴、 テラス部の側柱穴、掘り込み外の小 ピット

の 3種類が併存 しているようである。

また本段階には、埋甕の位置にも若干の変化が見える。前段階には入り口部分に埋設される傾向

が強かったのに対 し、例えば SB5318は、やや炉よりの敷石下に、SB5335の 場合は、炉に近接 した

位置に 1基確認されている。屋代遺跡群で通時的な埋甕位置を概観すると、非柄鏡形住居では壁際

(入 り口部)に 1～ 2基で、 柄鏡形住居では炉周辺に 1～ 3基・柄部に 1～ 3基と明確に変化 し、

埋設角度も異なる
°
ため、その機能の変化が推測される。このことからこの段階の例は、柄鏡形住

居における埋甕埋設方法の確立へ向けての過渡的存在と認識できよう。また、本段階には埋甕上の

石蓋が盛行する。

4 第四段階 三3c期 (大木 9b式・加曽利 EⅢ式新段階)

SB5316、  SB5317、 SB5321、 SB5325、 SB5336、 SB5338、 SB5340埋 甕、 SB5343、 SB5344な どが

該当する。 このうち円形住居の SB5317・ SB5344に は、柱周辺に平石を含む円礫・角礫が散発的に

置かれている。 このような円形住居に棒状礫による柄が付随したものが SB5338であるが、 その埋

甕は4期 との過渡期で、盛土中に小礫を埋め込んだ周礫を有する。 3軒とも柱は、壁柱穴型で、方

形や五角形住居の主柱穴型とは対照的である。方形の主体部を有する住居は、 SB5325、 SB5336で

ある。ともに柄鏡形敷石住居で、主体部の炉周辺が一段窪み、そこに石が敷かれている点、壁際に

周溝を有する点など、類似点が多い。 まず SB5325では主体部と柄部の接点に対ピットがあり、 さ

らに炉と埋甕を結ぶ中軸線上に埋甕 3基が直線的に並び、棒状礫と平石によって柄部が明確に作り

出されている。柄鏡形住居で、なおかつ柄部・主体部両方に面的にしっかり石が敷かれた例として

本遺跡では最古となる。 これに対しSB5336は、 2組の対ピットの間の主軸上に埋甕が 1基見られ

るのみで、柄部に石は敷かれていない。また、SB5336の 対ピットから埋甕までの距離は、SB5325
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の対 ピットから1基目の埋甕までの距離にほぼ等 しく、 2基目、 3基目もほぼ同様の間隔で並ぶ。

五角形住居には SB5316、 SB5321と SB5343があり、前 2者は柄鏡形住居である。SB5321は五角形

の大形の主体部にSB5346と 同様な小張り出しが付随した様相で、柄部先端には胴部上半を欠いた

埋甕が正位で埋設されている。床面には棒状礫や小礫の他は明確な平石の敷設は見られない。石の

数は若干多いものの、構造上 2段階の変遷を想定 した SB5316の 主体部も
り
同様の状況であり、 こ

ちらは柄部には平石が敷かれている。埋甕は主体部に 1→ 2基、柄部に 2→ 1基埋設されている。

5 第五段階 :4期 (大木10式古・加曽利 EIV式段階)

SB5314、 SB5319、 SB5324、 SB5337、 SB5340床面、SB5342が該当する。本段階になると円形住

居は姿を消し、柄部の有無に拘わらず、主体部の形態は方形と五角形に集約される。

方形の住居跡のうち SB5314に は主柱穴の外側に平石が面的に敷かれ、SB5342に は主柱穴内外に

平石が敷かれ、四隅に立柱石が配される。両者とも柄部は無いため、柄鏡形敷石住居成立後もこれ

らが存続することが解る。これに対 し同様に方形の主体部を有する住居のうち、柄部が付随するも

のはSB5319 0 SB5337で ある。埋甕の様相から本段階で最も古い前者は、主体部と柄部の長さがほ

ぼ等しく、本遺跡の柄鏡形住居のうち柄部が最も長い。平石の敷石は炉北側の一点のみで、方形に

巡る周礫には棒状礫が主に使われている。対ピットの位置に 2基、柄部に 2基の埋甕が見られる。

後者は、主体部・柄部ともに大形の平石が面的に敷かれ、連結部脇と柄部先端に 1基ずつ埋甕が埋

設されている。五角形主体部の住居にはSB5324と SB5340が ある。前者は、平石が敷設された柄

部を有する古段階から、五角形に周礫が巡る新段階へと変遷する。古段階の柄部先端には埋甕の抜

去痕らしい窪みがある。
D新

段階は、 主体部に埋甕が 1基あり、 柄部は取り壊されて周囲に散乱 し

ており、埋甕の有無は確認できない。柄を持たず逆五角形を呈する後者は、柱の周辺と五角形の各

頂点にのみ石が敷かれていて、特に西頂点の石は先の尖った立柱石であった。

Ⅳ 屋代遺跡群における柄鏡形敷石住居の諸要素

形態と柱穴 このように屋代遺跡群の住居を形態別に段階毎に追っていくと、中間的なものも見ら

れるが、大きく円形・方形の系列 (図 2)と 、五角形の系列 (図 3)が認められる。また、柱穴配

置は各形態ともに不定型で、特に円形住居では小ピットが 5基以上巡るものが多い。ただし、これ

らは炉上で交差する2～ 5本の「放射状基準線」を引くことが出来、垂木を支えるための任意の位

置に主柱穴が設置されていたとも考えられる。すなわち 1本 1本の柱は細 くとも、上からの加重を

分散させることによって平衡を保っていたわけである。 この傾向が加曽利 EⅢ式段階の柄鏡形住居

に至って、SB5338の ような主体部円形住居の壁柱穴へと発展する素地となっていよう。これに対

し五角形住居のSB5345の ような、やや浅い補助柱穴を伴う主柱穴構造からは、耐久性に優れ、固

定的な 4本柱と、それらを結ぶ桁材を支点とした垂木組構造が予想される。そしてこれらが柄鏡形

敷石住居 SB5325の 深い4本主柱 (P203・ 6・ 9)と浅い補助柱 (Pl・ P5)を成立させた可
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能性がある。加曽利 EⅣ式段階になると、周礫住居の SB5324の ような壁柱穴のものが継続 し、 さ

らに主柱穴をもつ SB5337・ SB5342な どもそれに影響されたように7本柱となる。 これは櫛原氏の

指摘 (櫛原1995)の ように後期の壁柱穴隆盛への兆候と捉えられよう。この方向性は、柱にかかる

上屋の重みの集中から分散の方向と考えられ、利用素材の変化・住居機能の変化・文化伝統などを

総合的に検討し、その背景を考えていく必要があろう。

敷石のパターンと形態 次に石を敷 くという行為と形態の関係を考えてみよう。敷石住居の敷石部

分を概観すると、まず主体部は、

A類 :炉 の 2辺以上に接 した周辺部分から埋甕周辺に、大形の平石が面的に敷かれるもの (SB

531805325)

B類 :炉 の 1辺に接 して、もしくはやや外側を中心に、大形の平石が面的に敷かれるもの (SB

531405337)、

C類 :住居外縁を中心に小石が散在 し、部分的に平石が敷かれるもの (SB5316・ 532105340・

5342)、

D類 :住居外縁の土盛りを伴う周礫 (SB5319 0 5324・ 5338)、

E類 :全 く石が敷かれないか、ガヽ石が点在するにすぎないもの (SB5317・ 5344な ど)、

という5つ の類型に分類される。次に柄部は、

ア類 :全体に面的に平石が敷かれるもの。外縁部の枠石が伴うものもある (SB5324 0 5337)、

イ類 :柄部の外縁を中心に枠状に棒状礫などが巡るもの (SB5316 0 5319・ 5325・ 5338)、

ウ類 :掘 り込みのみで石が敷かれないもの (SB5321・ 5346)、

工類 :掘 り込みが認められないが、埋甕・対ピットがみられるもの (SB5336)、

という4つ の傾向がある。

このうちA類は、非柄鏡形住居では 3b期 の SB5318で見 られ、 3c期の柄鏡形住居であるSB

5325に 引き継がれる。また B類 は、やや遅れて出現 し、非柄鏡形住居のSB5314と 柄鏡形住居の

SB5337に採用される。A・ B類は方形・円形住居に限られ、平石は何れも炉と埋甕に接 している

ことは、平石の敷設と炉と主体部埋甕の密接な関係を物語る (図版 1)。 またA類の SB5325で は

炉の周辺が一段低 く掘り窪められ、丁度その高さを均すように平石が敷かれている点が注目され

る。同様の窪みが B類の SB5336で も見られるが、こちらはB類であることからも解るように、当

然この部分に石は敷かれていない。もし後者にも段を均す何かを当てはめるとすれば、それは北村

遺跡 SB555の ような (平林1993)平板が妥当であろう。仮にこの推測が成立するとすれば、 A類

とB類の関係は、「全面平石敷き住居」 と「平石 0板敷き併用住居」の関係といえよう。一方 3b

期のSB5346の 敷石のこれらとの係わりが問題となるが、SB5318に 始まるA・ B類の炉周辺敷石が

閃緑岩製の巨大平石を使っているのに対 し、こちらは前述の通り炉に達することが無い上、素材を

異にする点に留意する必要がある。

C類 は、 3b期の非柄鏡形住居の SB5335・ 5351に 発生 し、 3c期になって、柄鏡形住居の SB

531605321に 引き継がれる。 それらが盛土を伴なって明確な列をなす D類は、 3c期末の SB5338
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図版 1 埋甕一平石―炉

や 4期のSB5319と 、柄の部分が最終的に取り壊されたと推測されるSB5324新 で認められる。こ

れらCOD類の住居は SB5319・ 5338を除き、全て五角形系列に限られる。“
)ま

た、住居の柱穴付近

を中心として隅に立石が見られるものは全て 4期で、 SB5337 0 5342は 方形、 SB5340は五角形であ

る。

柄鏡形住居の柄部の敷石パターンは、ア類は4期の SB5324 0 5337で 、イ類は3c期の SB5316・

5325・ 5338、 4期の SB5319で みられる。ウ類は3b期の SB5346や 3c期の SB5321の ような短い

柄部のものに限 られる。このことから、柄部は本来掘 り込みのみのウ類であったが、SB5316・

532505338の ような 3c期 の長い柄部とともにその外枠に石を敷 く行為が開始され、 4期になると

主体部敷石の影響を受けて柄部にも平石が面的に敷かれるようになる過程が捉えられよう。

五角形系列と柄部の発生 それでは柄部自体はどのように発生 したのであろう。柄部の発生に係わ

る要素としては、五角形系列の形態的特徴と円形系列に属する小張り出し部があげられる。

明確な五角形系列の登場は、 加曽利 EⅢ式古段階の SB5345である。 同住居では主柱穴の外側に

張り出した五角形の頂点のやや東側に入りロピットP7014を有することから、従来の住居の壁の

一部に穴を開けた平入りから、一歩進んで通路部分を限定的に確保 しようとした意図が看取され

ao SB5325敷 石1犬況

C.主要敷石住居跡の切 り合い
be SB5337敷 石1犬況
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る。 ただし、P7と P14の間には壁板材の連続が認められることから、住居の改装に伴って入り口

が P7の右から左へ変更された可能性 もある。この形態の延長線上にある3b期の SB5335・ 5351

は、SB5345と 比べると柱穴は小型化し、 その代わり有段 (階段状竪穴部壁)構造をとる。屋代例

では、床面とこのテラス部に 2重に柱穴が巡ると推測され、壁の構造が、段部分を用いて 2重化 し

た可能性がある。平面形態では、 さらにこの系譜上に3c期の SB5321があると推測される。 ただ

し、この住居には有段構造は見られずく代わりに五角形の頂点に短い柄が付随し、その先端に埋甕

が埋設されている。もし、仮に 2重壁構造も踏襲されているとすれば、住居外周に地表面からやや

後退した周堤を想定 し、そこを外側の壁に見立てる必要があるが、残念ながら周堤も板止めの周溝

なども検出されていないため、 想像の域を出ない。本住居跡の入り田部対 ピットにはSB5345と 対

称をなし主軸西側に寄るP708が該当し、柄部を挟んで対をなす SB5346の対 ピットとは明らか

に異なる。因みに SB5346の特徴的な対 ピットは、 3c期の円形・方形系列の柄鏡形敷石住居や周

礫を有する住居 (SB5325・ 533605338)へ と引き継がれる。 これに対 し、同様に主体部五角形形

態の SB5316は、主体部長径が SB5321の 約 2/3に縮小 し、 さらに SB5321で は掘り込みの内側に

あった対 ピット・埋甕が外に移動する。また約2.3倍に伸長 した柄部は掘り込みを持たず、逆に石

を面的に敷 くことで、主体部よりも高 くなる。柄部の上屋構造に関しては、柄部両脇のピットの状

況からは、主体部とは別に柄部のみの屋根が推測されるが、周堤を利用した 2重の壁が構築されて

いたとすれば、これらは周堤の土盛りと柄部を仕切る壁に付随するピットで、上屋は主体部とす体

であった可能性も考慮する必要があろう。

形態間の関連と柄鏡形敷石住居の成立 柄鏡形住居の構築順序は想定の域を出ないものの、主軸方

向や埋甕の若干の時期差から、大まかにSB5316 0 5325→ SB5338(以上 3c期)→ SB5319→ SB

5337→ SB5324(以上 4期)と推測される。形態としては五角形・方形・円形の主体部がランダム

に出現 し、これらに対する敷石の類型 も決 して一元的ではないことが解る。 しかしながらその中

に、以下の 2つ の流れを垣間見ることができる。

まず五角形住居を中心にした系列 1である。先に述べた SB5321→SB5316への主体部縮小と柄部

の拡大は、柄鏡形住居が (有段)五角形形態を含む竪穴住居の中から発生 し、独自の形態を確立 し

た過程を示 し、同時に方形・円形住居に特徴的であった面的な石敷きが、五角形住居柄部に導入さ

れ、柄鏡形敷石住居が完成された過程を示すようである。このような系列には面的な平石が敷かれ

ないCOD類が対応 し、その前後を含めて、sB5345(五角形非柄鏡形・3 ab期)→SB5335 0 5351

(五角形非柄鏡形・ 3b期)→SB5321(五角形柄鏡形 03c期)→SB5316(五角形柄鏡形・ 3c期 )

→SB5324(五角形柄鏡形・4期)と いう流れを読みとることが出来る。

このような五角形系列からの柄鏡形住居の成立とほぼ併行 し、円形・方形住居を中心にした流れ

が系列 2である。それは、円形敷石住居 SB5318の敷石形態を踏襲 した SB5325が、同 じく円形主

体部の SB5346の系譜を引く対ピットとイ類の柄部を取り入れていくものである。ここには円形敷

石住居→柄鏡形敷石住居という流れが見 られ、このような A・ B類の円形・方形住居の系列は、

SB5318(円形非柄鏡形敷石住居・3b期)→5325(方形柄鏡形敷石住居・3c期)→5337(方形柄
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鏡形敷石住居 04期)と いう流れで捉えられる。

これらの 2系列から外れるものに円形の主体部で D類の周礫を有するSB5338と 方形の主体部で

同じく周礫を有する SB5319がある。前者は柱穴の状況からは、先に述べたように 3a・ b期の竪穴

住居からの系譜が推測され、この段階において壁柱穴構造が顕在化 したことが解るが、円形主体部

と周礫の組み合わせや対 ピットの形態などの要素からはSB5345と 同様、一連の系譜外に突如出現

した観がある。また、後者は柱穴が不明確で、通常の対 ピットの位置に埋甕が埋設されている点で

も特異である。

V 柄鏡形敷石住居成立前後の周辺状況

屋代遺跡群で、柄鏡形敷石住居成立の引き金となった、面的な敷石を有する住居、五角形住居、

小張り出し部付き住居、周礫を有する住居はどのような分布を示すのか。ここでは屋代遺跡群が含

まれる千曲川水系の諸遺跡、千曲川の上流にあたる犀川水系の諸遺跡、屋代遺跡群でごく少数出土

した唐草文系土器の中心的分布域である諏訪盆地・八ヶ岳山麓の諸遺跡に照準を絞り、中期後葉の

様相を概観 していく (図 9)。 なお時期の記述は、大枠は報告書の土器型式名に従い、住居単位で

主体になる型式名をも補足的に用いた。その並行関係は暫定的に、曽利 正式/唐草文系 1/加曽利

E正 式古/大木 8a式、曽利Ⅱ式/唐草文系Ⅱ段階古/加曽利 E正 式新/大木 8b式、曽利Ⅲ式/

唐草文系Ⅱ古～新/加曽利 EⅡ 式/大木 8b式新t曽利Ⅳ式/唐草文系Ⅱ新/加曽利 EⅡ 新～EⅢ

式古/大木 9a式、 曽利V式/唐草文系Ⅲ/加曽利 EⅢ新～加曽利 EⅣ/大木 9b式～10式古、 と

している。

l 千曲川水系の様相

母なる千曲川 千曲川は南北佐久地方の小河川の清流を集め、小県郡、更級・埴科郡を北上 し、水

内・高井郡を経て、飯山地方から魚沼地方へ流れ下る。山がちな東北信では、この千曲川によって

形成された沖積平野や堆積盆地・侵食盆地に沿って街道が整備され、現代に続 く人々の交通路とな

っている。また、江戸時代には商品輸送のための通船が西大滝から松代まで航行 していることか

ら、局地的には千曲川自体が当時の交通動脈であった可能性もある。そこでここでは、屋代遺跡群

に最も緊密な関係をもったと推測される地域 (第一次近接地域)を、千曲川水系の諸遺跡と仮定

し、その様相を追っていくことにする (図 9-1～ 16)。

千曲川下流域の住居 千曲川下流域の集落遺跡のうち、高山村八幡添遺跡 (関・綿田1984)で検出

された13棟の住居跡はすべて加曽利 EⅢ式～加曽利 EⅣ式段階の範囲に収まり、 この時期の住居の

形態を考える上で重要である。まず加曽利 EⅢ式古段階の 5・ 6・ 7・ 9・ 11号住はプランが不明

確であるものの、何れも「小さな平石」が敷かれ、埋甕は炉に近い位置に埋設されている。特に 5

09号住 (図 4-1)で は炉脇の埋甕を一部覆うように平石数点が並んで敷かれ、屋代遺跡群 SB

5346と 類似 した様相を呈する。これに対 し、加曽利 EⅢ式新段階前後と見 られる13号住 (類型不

明)や、加曽利 EⅣ式段階やその直後と見られる 2・ 3・ 4号住 (図 4-2～ 4)では長径が60cm
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を越える平石が面的に敷設される。 2(B類 )・ 4(B類)号住は円形、 3号住 (Bア類)が柄鏡

形を呈する。一方高山村坪井遺跡では、第一次調査で発見された「寺宮二号址」といわれる加曽利

EⅢ式新段階に遡る可能性のある (柄鏡形か)敷石住居で、面的に「扁平な角礫岩を地山直上に 4

×3。5米 のほぼ楕円形に敷 き、敷石間に小石をつめている」構造が確認された (関 1969)(図 4-

5)。 本住居は炉の南側から柄部にかけて大形の平石を敷き、 そこから炉の外側にかけて平石間に

小石を挟み込む形態が屋代 SB5337に 酷似 し、B類の典型と捉えられる。

千曲川中流域の住居 長野盆地では屋代遺跡群のほかに、長野市松ノ木田遺跡、旭町遺跡、松原遺

跡などが調査され、特に松ノ木田遺跡では未報告であるものの、加曽利 EⅢ式段階の方形敷石住居

が確認されている。
°
一方、屋代遺跡群のやや上流左岸の戸倉町幅田遺跡 (金子・米山・森嶋1965)

では、 2棟の敷石住居が報告されている。まず「第 I号配石址」 (図 4-6)と されたものは、炉周

辺から主体部埋甕にかけて敷石が施されるA類に属し、炉の西隅に屋代遺跡群 SB5345で見られた

ような小立石が認められる。埋甕は胴部上・下半を切断 した 3b期 の圧痕隆帯文土器で、 2b～ 3

b期に多い倒置埋設がなされている。
閣
「第Ⅱ号配石址」 (図 4-7)は、炉周辺を除き、縁辺部に沿

って方形に平石 (「沢石」)が敷き詰められたB類の典型的な敷石住居である。平石で覆われた埋

甕は、南側の入り口部に倒置で埋設され、崩れかけてはいるものの、隆帯によって区画された口縁

部文様帯を有する加曽利 EⅢ式古段階に属する。 これらは加曽利 EⅢ式古段階から既に A・ B類の

敷設方法が並存 していることを示す。また埋甕が石で覆われる点は3者に共通し、前段階に盛行 し

た埋甕上石蓋の伝統を受け継いでいると見られる。一方近接する円光房遺跡 (原田・森嶋1990)の

35軒の住居跡のうち中期後葉で最古の住居は、唐草文系Ⅱ段階古に併行する21号住 (図 4-8)で

あるが、周溝を持ち、柱穴は不規則で小形である。ここに屋代遺跡群検出住居以前の本地域の住居

形態を垣間見ることができよう。また加曽利 EⅢ式古段階の住居の 3号 (図 4-9)020号 023号・

27号・34号住は、やや不明瞭ながら平面形態は楕円形で、小形で配置の規則性に乏 しい主柱穴を持

ち、床には石が見られない。特に3号住では、炉脇の土坑内に逆位で、27号住は炉周辺から、34号

住は炉体土器として、大木系土器が埋設されている。加曽利 EⅢ式新段階になると全 く石の敷かれ

ない25号住、 円形で部分的に閃緑岩平石が残存するがその他は小川原石である2号住 (図 4-10)

と、プランが不明瞭ではあるが壁柱穴をもち炉周辺に面的に丁寧な閃緑岩平石と川原石によるA

類の石敷きがなされ、敷石の南側の棒状礫による縁石の外側に正位の埋甕が埋設されている5号住

(図 4-11)が並存する。加曽利 EⅣ式段階になると、 1(図 4-12)・ 6(図 5-13)号住のような

柄部と主体部に埋甕をもち、主体部・柄部双方に平石が敷かれる柄鏡形敷石住居が確立するが、12

号住他のように円形プランで石が敷かれないものも併存する。この 1号住を切る13号住 (図 5-14)

は、炉周辺を中心に大形平石・小石が敷かれるA類で、方形プランが予測されている。

上田市では、千曲川右岸の八千原遺跡、八幡裏遺跡、日影遺跡で概期の住居が検出されている。

これらのうち八千原遺跡 (久保田1991)では、唐草文系Ⅱ段階新に併行すると推測される住居跡の

うち、A地区 6号、B地区 3号住は壁柱穴を有する円形で、A地区 7・ 8号住は楕円形を呈する。

また4本主柱穴のA地区13号住 (図 5-16)は周溝をもち、「扁平の川原石が数枚床に敷かれ」、埋
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

甕を覆っている。そして入ロピットを含む 6本柱穴の A地区15号住 (図 5-17)は更にその集石が

密集 している点で注目される。 円形で小礫が散在する住居にはA地区17018号、 B地区15号、 さ

らに前段階へ遡る可能性があるC地区20号などがある。加曽利 EⅣ式段階になるとB地区28号

(図 5-15)の ように方形の主体部全体に大形の平石が敷かれるA類が出現 し、 B地区 9号住 (図

5-18)の ように掘り込みの外側に柱穴が円形に巡るものも増える。石の素材は「鉄平石」(輝石安

山岩)が主で、川原石が並用される。また千曲川右岸の東部町祢津小学校敷地遺跡 (岩佐1976)の

加曽利 EⅢ式古段階の 2号住 (図 5-21)は、周溝と奥壁に 1本足された 5本の主柱穴をもち、主

軸奥壁よりに炉、入り口部から埋甕と入口関連 ピットが検出され、奥壁がやや弧を描くものの、五

角形に近い形態が注目される。

千曲川上流域の住居 小諸市から御代田町の浅間山麓の南斜面には西から郷戸遺跡・三田原遺跡

(宇賀神・桜井2000)と 滝沢遺跡 (小山1997)が 立地する。 まず郷戸遺跡で特に注目されるのは加

曽利 EⅡ 式新段階の24号住 (図 5-20)で、卵形に近い円形を呈 し、中央奥壁よりに隅に立石が付

随した方形石囲炉を有する。奥壁の 2つ の円石の間に、大形浅鉢を囲む形で唐草文系・加曽利 E

系・大木系を含む 6個の土器が伏せられている。柱穴は比較的深いものが壁に沿って巡るが、入口

に近い部分に埋甕を取り巻 くように浅い小 ピットが集中している。また、南側が突出する卵形の14

号住、逆ホームベース形に近い円形で 5本柱穴の、加曽利 EⅢ 古段階の81号住も注目される。ま

た、後葉の多くの住居で石が床面に散乱するものの、炉縁石の可能性があり、判断が難 しいが、加

曽利 EⅢ式新段階の70号住 (図 5-19)は、炉周辺に平石が敷設されるA類にあたると同時にD類

に類似 した奥壁部の棒状礫が特徴的である。これはC類で加曽利 EⅣ式までの幅をもつ104A住

(図 6-22)と ともに、本遺跡の敷石住居の初現と考えられる。ただし明確な柄鏡形敷石住居の出現

は加曽利 EⅣ式段階の83093(図 6-23・ 24)・ 123号まで下る。次に、三田原遺跡でも加曽利 EⅡ

式古段階に壁柱穴を有する卵形の12号住、加曽利 EⅢ式古段階に五角形の11号住が見られるが、何

れも敷石は確認されておらず、称名寺期になって完成された形の柄鏡形敷石住居が出現する。最後

に、御代田町滝沢遺跡では埋甕こそ無いものの、加曽利 EⅢ式古段階に五角形で壁柱穴と周溝をも

ち、炉が奥壁に寄る」-13号住 (図 6-25)力導艮告され、加曽利 EⅢ式新式段階には方形の敷石住居

J-10住 (図 6-26)、 加曽利 EⅣ式段階には炉周辺に平石が密接に敷かれた円形敷石住居の J-8号

住 (図 6-27)と 変遷が追える。 特にJ-10住 はA類で、炉と埋甕の間に大形の平石 1枚を挟む敷

設方法や主柱穴の約 2倍の径をもつ対 ピットが屋代遺跡群 SB5325に 類似する。また湯川をはさん

で南側にあたる御代田町宮平遺跡 (堤 ・本橋2000)で は、加曽利 EⅢ式段階までは竪穴住居で、加

曽利 EⅣ式段階にあたるJ-90J-17住 になって初めて敷石住居が出現する。

南北佐久地方では、鹿曲川の上流蓼科山麓の立科町大庭遺跡 (島田他1990)で加曽利 EⅢ式古段

階に奥壁部 (屋内祭壇)と その西側埋甕周辺に大形の平石 0小形の川原石の部分的な面的敷設が行

われたJ6号住 (図 6-28)力洋風告されている。加曽利 EⅣ式段階にあたるJ5住 (図 6-29)は平

石が散発的に敷かれるC類に分類され、壁柱穴が巡るが明確な柄は見 られない。また望月町下吹

上遺跡 (福島・森嶋1978)で は、曽利Ⅳ式段階の 2号住 (図 6-30)で 、埋甕周辺に扁平な川原石
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

や磨石が敷かれ、加曽利 EⅣ式/曽利V式段階の 1号敷石住居に至って A類の敷石が出現する。

同町平石遺跡 (福島1989)で も曽利Ⅲ・Ⅳ式段階の 6(図 6-32)・ 709010号住で鉄平石や川原

石が床面に断続的に敷かれはじめ、曽利V式段階の 2号 (図 6-31)023号 住になって柄鏡形敷石住

居が完成 している。千曲川の東側、香坂川の河岸段丘上に立地する佐久市吹付遺跡 (百瀬他1991)

では、加曽利 EⅢ式古段階は円形・隅丸方形の竪穴住居で、加曽利 EⅢ式新段階には配石状の小礫

を有する住居が検出され、加曽利 EⅣ式段階になると柄鏡形敷石住居の4(図 6-33)・ 9住が出現

する。 このように浅間山麓から千曲川水系の確実な柄鏡形敷石住居の初現は加曽利 EⅣ式段階で、

後期に向けて盛行する傾向が強い (本橋2000)。

千曲川水系の特徴 以上千曲川水系の様相を概観すると、加曽利 EⅡ ～Ⅲ式古段階になると一部の

非柄鏡形竪穴住居の床面に散発的に、もしくは埋甕周辺に、石が単独で置かれたり敷かれる傾向が

強まる。報告書毎に石に関する説明の多寡が認められるものの、千曲川を中心とする河原で拾われ

た安山岩などの円形・棒状の小礫を素材とする場合が多い。ただし露頭に近い望月町の 2遺跡では

「鉄平石」の切石が使われ、立科町大庭遺跡では奥壁祭壇にも用いられている。 また、千曲川中流

域の屋代遺跡群・幅田遺跡など、地域の拠点的な集落の中のごく少数の住居では、この段階に川原

石とともに閃緑岩製の大形の平石が面的に敷かれ始める。屋代遺跡群の東方 2kmの生萱・土口・

倉科には最近まで石英閃緑岩の採石場があり、間知石などとして利用されており、幅田遺跡の場合

も隣接する円光房遺跡と同様に「冠着山系の露頭」 (森嶋・原田1990)が推測され、石材は両者と

も比較的入手 し易かったと見られる。一方「鉄平石」(輝石安山岩)も 、望月町畳石や霧ヶ峰山麓、

佐久町の板石山などでは現在でも採石が続いており、化粧石・敷石・屋根石などとして使われてい

る。その後、加曽利 EⅢ式新段階になるとこれらの石材は敷石住居での高い需要に応 じて更に多用

され、必然的に露頭からの直接採取が活発化 したと推測される。河原での小礫の採集は比較的軽労

働であるのに対 し、面的をなすほどの平石の採集・運搬は計画性や協力が必要な重労働である。一

見して「石を敷 く」 という同一の行為でひとくくりにされがちな小礫と大形の平石の間には、「採

集」と「採掘」という入手方法上の根本的な違いがある。それゆえ面的な平石の敷設 (本橋1995)

は、住居構築の大きな転換点であり、遺跡毎の産地の特定も課題となる。

このような豊富な素材を背景とした敷石の系譜に比べ、柄鏡形態の出現過程に関しては、屋代遺

跡群での分析成果以上の情報を、この地方の他遺跡から得ることは難しい。例えば五角形形態は極

少数認められるにすぎず、小張り出し付きは皆無で、柄鏡形を呈する柱穴配置の出現もかなり時期

が下るものである。また、柄部が検出されない背景には、柄部の石が主体部検出面よりも高く敷か

れる傾向が強いため、滝沢 J-10住 のように後世に削平を免れ得なかった可能性があることや、屋

代遺跡群 SB5324の分析で指摘 したように廃絶時の柄部破壊が行われた可能性も念頭に入れる必要

があろう。 しかしながら実際に、加曽利 EⅢ式新段階まで竪穴住居や柄部をもたない敷石住居が優

勢であったことも確かであり、多くの遺跡で明確な柄鏡形敷石住居が成立するのは加曽利 EⅣ式段

階に下ることも予想に難くない。
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

2 犀川水系の様相

北から高瀬川、南から奈良井川・梓川は合流 して犀川となり、屋代遺跡群の下流で千曲川に注

ぐ。ここではこの地域を第 2次近接地域と仮定 し、その様相を概観する (図 9-17～ 27)。

この地方の中期後葉は、唐草文系土器を主体に曽利式系・加曽利 E式系土器が組成 し、北陸・

東北系の土器も稀に見られる。概期の住居形態は主に円形で、隅丸方形や五角形も見 られる。

五角形住居の特色 五角形住居は、山形村淀の内遺跡 (樋口 0和田・長崎他1997)西 15住 (曽利Ⅲ

併行)(図 7-1)・ 西22住 (同)(図 7-2)0西 27住 (曽利Ⅱ)・ 西28住 (曽利Ⅲ)・ 西29住 (曽利

Ⅲ)、 山形村殿村遺跡 (百瀬他1987)3号住 (曽利Ⅱ～Ⅲ)(図 7-4)・ 5号住 (同 )・ 19号住 (曽

利Ⅳ)(図 7-5)・ 22号住 (曽利Ⅲ)・ 24号住 (曽利Ⅲ～Ⅳ)、 松本市大村塚田遺跡 (高桑他1992)

20号住 (曽利Ⅱ～Ⅲ)、 一ツ家遺跡 (竹原他1997)30住 (曽利Ⅲ)063住 (曽利Ⅳか)(図 7-6)・

64住 (曽利Ⅲか)・ 塩尻市柿沢東遺跡 (三村・山本1984)3号住 (曽利Ⅲ～Ⅳ)の ようなホームベ

,ス形の掘り込みに4本の主柱穴を持ち、その頂点に 1～ 2点の埋甕が埋設されるという形態や、

各頂点がさらに丸みを帯びた小池遺跡 (竹原他1997)92号住 (曽利Ⅱ)、 更に頂点が突出すること

で卵形を呈する大村塚田10号住 (曽利Ⅲ～Ⅳ)、 松本市南中島遺跡 (新谷他1991)24号住 (曽利Ⅲ

・Ⅳ)の ような形態が目立つ。一部は、奥壁や入口部分に平石が集中する。これらの住居形態に近

似するものとして、明科町ほうろく屋敷遺跡 (大沢1991)J20号住 (曽利Ⅱ)(図 7-10)、 淀の内遺

跡24号住 (曽利Ⅱ)(図 7-3)、 小池遺跡117住 (曽利Ⅱ)0134住 (同)(図 7-7)、 山形村洞遺跡

(倉科・土屋他1971)J2号住 (曽利Ⅳ)、 大村塚田38号住 (曽利Ⅲ)の ように、頂点が更に張り出

す「小張り出し部」を有する住居が存在する。特にほうろく屋敷 J20号住、洞 J2号住では奥壁部

や入り口部脇に集石や石柱が、小池遺跡134号住では倒れた石柱が認められる。

敷石住居の状況 一方円形住居では、上部集石中から加曽利 EⅢ式古～新式段階の土器が出土 した

明科町こや城遺跡 (神沢・小林1979)4号住 (図 7-11)で、炉よりやや外側を方形に安山岩製の

面的な平石敷が見られ、さらにその 3隅に立石が確認されている。本址に「属するもの」としては

唐草文系 I段階の土器が図示されているが、炉内・周辺の様相 (報文図版 6)は上部集石に近い。

曽利Ⅲ～Ⅳ式期のほうろく屋敷 J32号住では、埋甕石蓋を中心に間隔の開いた「平石の列」力洒己さ

れ、ほぼ同時期の J36号住でも石蓋周辺に平石や礫が認められる。同遺跡ではB類の面的な平石敷

は曽利Ⅳ式段階と見られる敷石 9号住に始まり、更に曽利V式段階になると、炉周辺に板状砂岩が

敷き詰められるA類の敷石 1号住 (図 7-9)ほか 3軒のプラン不明の敷石住居が報告されてい

る。同じくこや城 1～ 3号住でも、プランが不明確であるが炉を中心に平坦な板状砂岩と安山岩に

よるA類と推測される敷石が認められる。塩尻市柿沢東遺跡でも炉周辺に「平板な川原石」 によ

る面的な平石敷 A類の 4号住 (曽利V)(図 7-8)が出現するのはこの段階であり、大村塚田遺

跡のB類の方形敷石住居の11025号住も「曽利V式期」とされている。

柄鏡形敷石住居 このような中、波田町葦原遺跡 (小松1966)では、加曽利 EⅢ式新段階の柄鏡形

敷石住居である 3号敷石住居が出現する (図 7-12)。 本住居の主体部はC類であるが、柄部はイ

類で棒状礫による石組みがみられ、炉入口側には蓋石の載った埋甕が正位で埋設されている上、屋
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千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

代 SB5314と 同様に内部に小形土器が埋納されていた。 また、 加曽利 EⅢ式新段階から後期へ存続

する明科町北村遺跡 (平林1993)で も、ほぼ同時期の SB584が柄鏡形敷石住居であった可能性が

ある。
°
ただしその他の明確な柄鏡形敷石住居は加曽利 EⅣ式段階に下る。

遺跡の継続と住居構造 以上のように犀川水系では、五角形住居や小張り出し付き住居は加曽利 E

I新～加曽利 EⅡ 式併行段階から加曽利 EⅢ式古段階を通 じて連続的に存在 し、一部並行する加曽

利 EⅢ式古～新段階を中心に面的な平石が敷設される住居が出現する。 しかしながらその反面、従

来五角形住居が優勢であった淀の内遺跡、殿村遺跡、小池遺跡、一ツ家遺跡など各地域の拠点的な

集落では、集落の規模が極端に縮小するものの、それ以降も、五角形 (殿村19号・一ツ家107号 )

や円形 (小池104・ 1140224号 )、 卵形 (小池238・ 2420243号)、 方形 (淀の内西12号)の竪穴住居

が継続し、石が面的に敷かれたり長い柄が付属するような傾向は見られない。ただし壁柱穴を有す

る例が目立ち始め、逆に柄鏡形住居の柱穴配置からの影響が指摘されている (新谷1991)。 衰退傾

向のこれら集落とは別に、葦原遺跡や後期に向けて拡大していく北村遺跡のような集落が新たに出

現する。

3 諏訪盆地・八ヶ岳西南麓の様相

縄文中期文化のメッカである諏訪盆地・八ヶ岳西南麓は、千曲川上流域の佐久地方と八ヶ岳を挟

んで表裏の位置関係にある。佐久地方に千曲川中・下流域よりも唐草文系土器が多い理由は、この

地方との頻繁な交流によるものであろう。ここでは、1990年代になって相次いで刊行された報告を

中心に概観 し、第 3次近接地域の様相に代える (図 9-28～41)。

五角形住居の優勢 岡谷市花上寺遺跡 (山 田・河原・宮坂1996)の 唐草文系Ⅱ段階の住居は、円形

・隅丸方形の他に、一辺が隅丸方形を呈 し、相対する辺が弧状に張り出し、五角形とも相通ずるも

のが目立つ。典型的な例に14号 (唐草文系Ⅱ新)(図 8-1)016号住 (唐草文系Ⅱ古)(図 8-2)

があげられる。このうち16号住は隅丸五角形で、壁に沿って周溝を持ち、奥壁よりに炉が設置さ

れ、壁に沿って 6本柱穴が巡る。この住居では奥壁に接 して「鉄平石」製の石壇、入口よりの 2本

の柱穴を結ぶ線よりさらに入り口側に石蓋が被さる埋甕が確認された。また、ほぼ同時期の岡谷市

長塚遺跡 (長崎1971)3号住 (図 8-12)は 、小張り出しを有する。 6本柱穴で周溝をもち、小張

り出しの内側に平石が敷かれ、その東側の主柱穴の外側に 3基の埋甕が埋設され、その外側の壁際

に 7つ めのピットが設けられている。報告書で指摘されたようにこの平石部分が入り口とすれば、

張り出しと敷石の組合わさった初期の例と考えられる。

茅野市では茅野和田遺跡 (林 1970)、 よせの台遺跡 (鵜飼・守矢他1978)、 棚畑遺跡 (鵜飼・守矢

1990)、 稗田頭 A遺跡 (功刀1993)、 立石遺跡 (小池他1994)、 新井下遺跡 (百瀬1994)、 勝山遺跡

(小林1994)、 上の平遺跡 (守矢1995)、 などで、曽利Ⅱ～V式期の住居がまとまって検出されてい

る。その主体は五角形か隅丸五角形で、かなり隅が円くなった結果、立石 8(曽利Ⅲ)・ 24(曽利

Ⅳ)(図 8-4・ 5)号住のように卵形に近い形態をとるものも見られる。五角形の頂点に小張り出

し部を持つ住居も、棚畑 4号住 (曽利Ⅲ)(図 8-7)、 上の平 4号住 (曽利Ⅱ)(図 8-8)、 27号住

(曽利Ⅱ)な ど少数存在する。何れも周溝を持ち、柱は4本が多いが、奥壁にもう1本足されるも
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のや、それが入ロピットと対になるものもある。また、円形のプランの棚畑 4号住・長塚 3号住の

ように壁際に沿 って柱穴が巡るものもある。後述する小張り出し付き住居の特徴である対 ピット

も、 例えば棚畑121号住のように、 曽利Ⅱ式段階から既に五角形の頂点部分掘り込みの内側に認め

られる。

この時期八ヶ岳山麓から伊那谷、南関東にかけて盛行する「潮見台型」
(10)に

は、神奈川県尾崎遺

跡例や長野県洞遺跡例など、側壁が長 く、張り出し部にかけてホームベース形を呈する形態が含ま

れるとされ、「卵形住居」にも原遺跡13号住や三原田遺跡 4-17住居などと同様の形態のものが含ま

れる (阿部1998)。 また、中南信の住居の特別の規格性も既に注目されており (神村1998)、 五角形

住居もここに包括される。今後これらを遮ゝまえて、形態や構造を再検討 し、分布の様態を論 じてい

く必要がある。

小張出付住居の特色 この地域の小張出付住居で注目されるのは、入り田部埋甕脇の対ピットの存

在である。新井下32号住 (図 8-11)、 よせの台 9号住 (曽利Ⅲ)(図 8-13)、 立石10号住 (曽利

Ⅲ)、 上の平 4号住 (図 8-8)な どでは、主柱穴より浅いピットが張り出し部の内側に左右対称に

穿たれている。そして特に前 2者の細長い形態は時期は下るものの屋代 SB5338例 (図 2-13)に

類似 している。また上の平 4号住では、対ピットの間に石蓋を持つ埋甕が埋設されている。他の住

居でも柱穴間には埋甕の他浅い落ち込みが見られる例があり、上の平例がこの種の住居形態の典型

例といえよう。ここでは張り出し部の頂点に深さ19cmの P9があり、入口対 ピットとP9で囲ま

れた部分は浅 く窪んでいる。このことから入回はP9と P10も しくはP9と P8の間に設けられて

いたと考えられ、実際の出入りには埋甕の石蓋の板状安山岩礫を踏む必要がある。入口と敷石の深

い関係が窺える。 また、 Pl～P6の 内部を中心にした主体部空間と、 これら外側に広がる入口空

間がそれぞれ独立 して、異空間を構成 していることも解る。

敷石住居の様相 本地域では、曽利 I・ Ⅱ式期からⅢ・Ⅳ式期を通じて、奥壁部・入口部などに石

をまとめて敷 く傾向があり、例えば茅野和田遺跡東48号住 (曽利Ⅲ式)では、奥壁部の石壇が炉に

接し、 また諏訪市本城遺跡22号住 (曽利Ⅱ式)では入り回部床面に大形の平石を敷かれる (山本

1994)。 しかしながら、 A・ B類の敷石と認識される例は、 曽利Ⅳ式の埋甕・V式の床直土器を有

する花上寺遺跡17号住 (図 8-3)ま で下る。本住居の敷石は一辺70～ 100cmに およぶ「鉄平石」

製で、大石の間に小礫を挟み込む形態をとる。埋甕上から北側にかけての部分にも平石が巡る。ま

た、諏訪市穴場遺跡 (高見1982)6号住、同湯の上遺跡 1号住 04号住 (図 8-9・ 10)で も円形

敷石住居を含む敷石住居が検出されており (五味1995)、 主体は曽利V式だが一部Ⅳ式まで遡る可

能性もある。
(11)し

かしながら、このような敷石住居は稀な存在で、大方は五角形住居を中心にした

少数の平石を有する竪穴住居などが中期終末まで継続する。本地域は石の使用という点では最も古

く敷石住居の初現は他の 2地域と機を一にしていることになろうが、柄鏡形敷石住居自体は未だ明

確でなく、その成立に向けては、どちらかというと素材を発信 した地域という印象が強い。
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Ⅵ 千曲川水系における柄鏡形敷石住居の成立

五角形形態の受容 以上屋代遺跡群における各段階に特徴的な住居跡の形態を、 3地域の各遺跡で

の状況と比較検討 してきた。その結果、まず五角形の住居形態は千曲川水系には少ないものの、八

ヶ岳南麓・諏訪盆地で主体を占め、犀川水系でもかなり目立つことが明らかになった。また、小張

出し付き住居はそれら

の変異形として捉えら

れ、付随する形でほぼ

同様の広が りを見せ

る。五角形住居には炉

を壁際に移動させるこ

とによって開いた反対

側の空間 (ホ ームベー

スの頂点であることが

多い)に、小 ピット群

や対ピットで囲まれた

部分、一段掘り窪めた

部分、石を敷いた部分

などの囲い込み空間を

作りだし、その中心に

埋甕を埋め込んでいる

例が見られる。方法こ

そ異なれ、これこそが

「潜在 的入 口」(秋 田

19950石井1998)と い

えよう。

屋代遺跡群で加曽利

EⅢ 式古段階になって

突如現れるSB5345の

五角形形態や石柱を縁

石の連結部に立てる炉

の構築方法は、この地

方との交流の結果取り

入れられたものと考え

ぼうろく屋敷遺跡

′

柿沢東遺跡

花上寺遺跡
く

第 9図 屋代遺跡群と周辺遺跡
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られる。
(12)ま

た一段階遅れて孤立的に出現する小張り出し付き住居 SB5346も 同様の系譜で捉えら

れよう。
(13)

有段構造の系譜 屋代遺跡群で次段階にこのような五角形住居の発展形態の中に現れる有段構造

は、中期中葉の例
(14)を

除けば管見の範囲内では見られず、 むしろ阿部氏によって指摘された、大

木 8a式期から確認されている新潟県域の卵形住居 (阿部1998)に類例を求められよう。ただ、犀

川水系や八ヶ岳南麓には二重の周溝を有する五角形住居があり、これは拡張との捉え方が通例であ

るが (新谷1991)、 仮に拡張後に両者が機能していたものも存在 したと考えると、 2重の壁体を推

測することができ、同様に二重の壁体が予想される有段住居との関連が推測される。 しかしながら

屋代例での形態的特徴からは、現時点では新潟県との関係をより模索すべきであろう。また、五角

形住居の中には壁が湾曲することによって卵形といわれているものと近似する形態のものも多く、

これらの関係はますます注目される。特に屋代遺跡群で有段構造が普及する加曽利 EⅢ式古段階の

新 しい段階には集落の主体が大木系土器となるため、この地域との頻繁な交流は確実であり、その

実体を土器の胎土分析などを通 じて考える必要性も高まっている。

敷石の様相 敷石の開始は一部上伊那地方を含めた諏訪盆地・八ヶ岳山麓が古 く後葉初頭まで遡る

が、加曽利 EⅡ ～Ⅲ式古段階になると、各地域とも埋甕上やその周辺、壁際にかけて散発的に石が

敷かれたり、床面に小礫が散在する傾向が現れ、奥壁石壇や石柱も広がる。
(15)そ

して系列 2の萌芽

が、千曲川中流域の炉や埋甕の石蓋に多用される閃緑岩、犀川水系の板状砂岩 (大沢1991)、 八ヶ

岳の両側や諏訪盆地や入口部の鉄平石などの、素材の中にすでに現れていく。やがで犀川水系・諏

訪盆地では曽利Ⅳ式、千曲川水系では加曽利 EⅢ式古段階になると、大形石の間隙を小礫で埋める

A・ B類型の敷設が、極少数の円形・方形の竪穴住居において開始される。そしてそれは、屋代

SB5318、 幅田 1号配石、 花上寺17住のように最低でも炉と、入口側に埋設された埋甕を繋 ぐ平石

を含む、炉周辺の巨大平石の敷設とともに顕在化する。敷設方法の類似性からは、これらは柄鏡形

敷石住居へ連続していくと考えられる。さて、今回分析した地域では、この敷石住居成立以前の段

階に、炉縁部手前側に積極的に石を敷く形態を指摘することは出来なかった。ただし、棚畑遺跡で

は、炉縁石自体の全体もしくは焚き口部分の石を、立てずに平たく寝かせて敷 く方法が、中期中葉

末～後葉の住居で見られる (鵜飼・守矢他1990)。 これはあくまでも炉縁石であるため直接的な関

係を推測することは難しいが、炉の機能と平石を合わせて考える素材であり、このような炉の使用

法を探る必要はあろう。そして、もし先に述べた住居形態との絡みで視野を広げることが許される

とすれば、炉の燃焼部の脇に石を組むという行為が最も顕著に行われるのは、魚沼地方から会津に

かけての大木 9a式に伴う複式炉であろう。特に燃焼部である石組部には扁平な板状平石が斜めに

設置され、第 1燃焼部である土器埋設石組部よりは必ず入口寄りに位置付 く。さらに従来奥壁寄り

に設置されていた炉の位置が、柄鏡形敷石住居の成立とともに入口寄りに移動する背景や、奥壁部

を頂点とする炉の形態などは、原遺跡・沖の原遺跡などの複式炉を有する住居と対比される。千曲

川上流域の資料が少ない現段階では想像の域を出るものではなく、今後双方の各部位の使用痕の観

察も不可欠ではあるが、 同じ大木 9a式を媒介とする両者の関係は積極的に追求すべき課題とした
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い 。

次に、五角形を中心とした系列 1の住居内礫はどうであろうか。SB5335の奥壁敷石や SB5321な

どの石の配置は、石壇を有する住居の一部を想起させる。しかしながら、石壇・石柱をもつ住居の

形状は円形 (48%)・ 隅円方形 (29%)が圧倒的多数を占めるとされ (山本1994)、 現時点で両者の

関係を示すに至っていない。また、SB5324他 で検出された周礫の出現する背景も明確ではなく、

時期が下るものの検出例の多い関東地方の例 (鈴木19760金井1984)と の関係を無視するわけには

いかない。

柄鏡形敷石住居の完成 このような限られた周辺状況の検討結果からは、加曽利 EⅢ式古段階まで

の素地が背景となってはいるものの、それぞれの要素がⅣで述べてきた以上にかなり複雑に融合、

交錯 し、集積 した結果、加曽利 EⅢ式新段階になって円形・方形および五角形の主体部を有する柄

鏡形敷石住居が完成 していくと考えられる。現時点で完成された姿を目の当たりにできるのは、本

稿で対象とした地域に限定すれば、千曲川中流域が顕著であるが、犀川水系などでも葦原遺跡のよ

うな例が今後増加する可能性がある。柄鏡形敷石住居はその後、後期に向けて組石構造を更に発達

させ、それのみで一集落が構成されることもあるまでに発展するが、成立期には、非柄鏡形敷石住

居、面的な平石をもたない柄鏡形住居、竪穴住居とともに併存 じ、
Q①

地域の環境や嗜好性によって

選択される居住形態の一つにすぎなかったのである。そして成立の背景として、この地域が大木系

文化、唐草文系文化、加曽利 E系文化の接点にあたり、それらを地元の文化と融合させながら醸

成させていった点は特に重要であり、今後も多角的に分析を進める必要がある。

Ⅶ おわりに

さて、全国的な例を見渡 しても、本地域では比較的古 くから柄鏡形敷石住居が使われていること

になるようである。 しかしながら、それをもって柄鏡形敷石住居成立地域などと言うつもりはな

い。地表下 4mの屋代遺跡群環状集落の発見が、長野冬季オリンピックにむけての古代遺跡調査

のための大動員
(17)と ぃぅ偶然がなかったらとうていありえなかったように、沖積地には現代の

我々の生活と関わりのないような地表下に埋もれているかなりの数の遺跡の存在が予想され、実際

に河川に面 して立地することが多いこの種の遺構についてはなおさら、現時点でその有無を云々す

ることが難 しいことは言うまでもなかろう。敷石をもたない柄鏡形住居の時期は関東地方でも加曽

利 EⅢ式段階に遡りつつあり、また例えば群馬県の利根川最上流域や、山梨県・神奈川県の相模川

流域でも成立に向けての素地は屋代遺跡群周辺と類似 した様相を呈する。このような複数の地域の

核になる集落で、今回屋代遺跡群にみられたような複合が起こり、地域によっては敷石を取り入れ

た「柄鏡形住居」が成立 していったのではないか。そして特に注目されるのは、この時期の集落が

水辺に立地 した意義である。屋代遺跡群を始めとし、初期の柄鏡形住居や敷石住居は、大河や湖水

のほとりに立地する例が多い点は、この種の住居を用いる人々が、水辺の環境を生活のよりどころ

としていたことを意味する。それは大きく見れば、中期末葉の気候変動に起因する住環境の変化、
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ひいては社会構造の再編 (石井 1998)へ とつなが るとも考え られる。屋代遺跡群での分析を例 に取

った場合、巨視的にみれば、八 ヶ岳山麓 の遺跡減少 と千曲川水系の活況であ り、微視的には例えば

黒曜石石材の使用頻度 の低下 と在地石材 の台頭
Qの

で も説明 されよ う。 しか しなが ら重要 なのは、

そのような現象 に止 ま らず、一体 どのような生活上 の要求 によって住居の変化が喚起 されたのかで

あろう。寒冷化 によって高所か ら下 って湿気の多 い場所 に占地せざるを得 なか ったとい うの も一因

であろうが、同一地帯 に従来の竪穴住居が存続 しないわけではない。その詳述 は今後 に持 ち越 し、

今回はこのあた りで筆を置 くことに したい。 (2000012028脱 稿 )

本稿を草す るにあた り、以下 の諸氏 の ご協力、 ご助言をいただいた。記 して感謝 申 し上 げる。石

井寛氏、 伊藤友久氏、 宇賀神誠司氏、 河西克造氏、 川崎保氏、 高見俊樹氏、 千野浩氏、 寺内隆夫

氏、翠川泰弘氏、本橋恵美子氏、百瀬忠幸氏、山口明氏、綿 田弘実氏

また、県内各地の報告書を集成す る中で、厳寒期の過酷 な調査や極短期間の整理作業 にも拘わ ら

ず、報告書刊行 に尽力 された担当者諸氏のご苦労を目の当た りに した。遺跡調査 と調査員の健康が

両立す るような21世紀が来 ることを願 ってやまない。

註 1 屋代遺跡群の縄文面は平成 5年度 (1993年 )06年度 (1994年 )に調査されたが、遺構・遺物の整理は先送

りされ、本格的な整理が開始されたのは平成10年度 (1998年 )であり、 2年間で約3000箱 の遺物と全遺構の

整理報告 (『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書24 -更埴市内その3- 更埴条里遺跡・屋代遺跡

群 ―縄文時代編―』本文、遺構図版、遺物 0写真図版 2000年 長野県埋蔵文化財センター)を行ったた

め、基礎整理からの不備が多い。特に広域な視野に基づく考察は皆無に等しく、今編を初回とし、今後順次

考察を公表していく予定である。 また、本文中「報告書」 と記したものは同書を指し、註では略称として

『更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時代編―』を用いる。

註 2 水沢教子 2000「第 5章第 2節 XⅡ -2層検出遺構と遺物の出土状況」「第10章第 2節 3中期後葉の集

落」『更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時代編―』pp68～ 121 0 pp335～ 348

註 3 同上「埋甕の埋設方法」『更埴条里遺跡 0屋代遺跡群―縄文時代編―』p76 参照

註 4 同上「第 5章第 2節 1(2)D① SB5316」 の図24の計測値を左から「420cm」 ・「210cm」 ・「360cm」 ・「180

cm」 に訂正する。

註 5 同上 『更埴条里遺跡・屋代遺跡群一縄文時代編―』遺構図版 図版69の 9層注記参照

註 6 SB5319も、元来連結部西側の多孔石、東側の平石が主体部に含まれていたと仮定すると、五角形の主体部

が推測される。

註 7 千野浩氏のご厚意により、報告予定の住居図版を拝見させていただいた。

註 8 註 3に 同じ

註 9 本住居は円形住居とされているが、北東側の石組み部分が一体化していたとすれば柄鏡形敷石住居であった

可育ヒ性がある。

註10 潮見台型の定義は「隅丸方形の住居址で、壁が突出した部分に埋甕をもつ」とされている (本橋1988)が、

その中にホームベース型の五角形のプランを有するものも含まれる。

註11 高見俊樹氏のご教示による。

註12 ただし、主柱穴内側の放射状基準線上に補助柱穴をもつ点、炉が比較的中央寄りにあるなど細部の違いも認

められる。前者は千曲川水系の前段階の様相を踏襲したものと考えられる。

註13 ただし対ピットの位置は SB5345・ SB5346 0 SB5336 0 SB5325が 住居外壁に接するのに対し、小張り出し付
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き住居の対ピットや SB5321・ SB5338の ものはそれよりかなり内側に位置する。前者にはより関東的な要素

が認められるとのご教示を百瀬忠幸氏からいただいた。

註14 中期中葉の住居には、例えば御代田町川原田遺跡 J15住 (堤隆他1998『川原田遺跡』御代田町教育委員会)、

茅野市棚畑遺跡111住 のように壁際を巡る周溝と、その内側に主柱穴を結ぶ多角形の周溝が共存する例があ

る。また有段構造も例えば茅野和田東17号住など中葉後半の例が知 られる。

註15 E類のみならず C類の中にも規則性の無い小石の散在が見 られる。小礫の中には意図的に敷かれたとは考

えられないものも多く、今後調査時の詳細な観察が求められよう。伊藤友久氏のご教示によると、屋根骨材

として小石が入れられ、屋根の崩落と一緒に散在 した可能性がある。また、幅田遺跡などで見 られる敷石住

居埋土中の礫も屋根材と関連 して考えられようか。

註16 本来は石が敷かれていない住居が主体であるという点は、石井氏も強調されている (石井1998)。

註17 水沢教子 2000「屋代遺跡群の縄文中期後葉面発見」『更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時代編―』p20

註18 同上 「第10章第 2節 3 中期後葉の集落」『更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時代編―』
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一一木曽郡の住居跡出土資料から一―

I はじめに

Ⅱ 遺跡の位置

Ⅲ 主体的に出土する土器の分類と

竪穴住居跡出土資料の検討

はじめに

近年木曽郡においては、ほ場整備事業にともなう発掘が増加 したため、縄文時代の資料も増える

傾向にある。その中で、いわゆる縄文時代中期後葉 I期 (寺内・野村1988)と される時期の遺構も

幾つか調査され、土器の様相が次第に明らかとなりつつある。本稿では、木曽郡の竪穴住居跡出土

資料の紹介を行いながら、主体となる可能性を有する土器群を抽出し、ともに出土する周辺地域の

土器群との関係を広、まえて、当該期の土器様相を明らかにしたい。また、各竪穴住居跡での出土資

料の組み合わせを基に、中期後葉 I期における段階区分の可能性を指摘 し、今後の課題 としたい。

Ⅱ 遺跡の位置

木曽郡は長野県の西南に位置し、地理的には東日本と西日本の接点のような場所である。現在は

国道19号が東西を結び、そこを行き交うトラックのナンバーは九州地方から東北地方まで多様であ

り、物流の回廊的な役割を果たしていることがうかがえる。この点は縄文時代も同様であり、 1軒

の竪穴住居跡の土器を見ても東・西日本の様相が混在 して出土する様相が看取される。

地形的には東側を中央アルプス、西側を飛騨山脈に挟まれ、更にその間に木曽川が流れるなど、

地域全体が急峻な谷状地形を呈するのが特徴である。このため居住可能な地域は木曽川とその支流

である小河川によって造られた河岸段丘・小扇状地などに集中し、本稿で扱う遺跡の立地条件も例

外ではない。

本稿では当該期の資料が出土 した上松町吉野遺跡群94号住・98号住 (広田2001)、 上松町金比羅

遺跡 1号住 (新谷1994)、 大桑村万場遺跡 1号住・ 6号住 (百瀬2001)、 王滝村崩越遺跡 1号住 (神

村1982)に ついて紹介 してゆきたい (第 1図 )。

縄文中期後葉土器の一様相

広 田 和 穂

Ⅳ 周辺地域およびその影響を受けた土器との共伴関係

V 各類型における相関関係について

Ⅵ 中期後葉 I期 における段階区分の可能性について

Ⅶ おわりに
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木曽郡
奈良井川

駒ヶ岳

1。 崩越遺跡

2.金比羅遺跡

3.吉野遺跡群

4。 万場遺跡

25km

第 1図 木曽郡における縄文時代中期後葉 I期の主要遺跡

Ⅲ 主体的に出土する土器の分類と竪穴住居跡出土資料の検討

まず当該期の竪穴住居跡で主体的に出土する土器について、文様・器形等の諸要素から分類を行

い、それをもとに住居跡毎に資料を提示したい。更に近接地域である松本市小池遺跡164号住・169

号住資料 (竹原1997)と 、中部高地における中期後葉 I期の基準資料として紹介されている岡谷市

の梨久保遺跡 304号住資料 (宮坂1972)を 提示 し、木曽郡との並行関係や地域差などを検討 した

い。

A類

口縁部がキャリパー形で、大きな4単位の波状口縁となるもの。口縁部には隆帯により、菱形に

近い不整円形等の文様区画を施 し、文様区画の内外に渦巻文や弧状文を施す。また隆帯脇に連続押

引きを施 し、隆帯間には縦位沈線を充填する。頸部に無文帯、胴部に櫛形文を有するのを基本とす

る。 神村透氏による波状口縁櫛形文土器 (神村1996)と されるもの、 戸田哲也氏による中野山越

A2類 (戸田1995)と されるものの一部を含む。

B類

口縁部がキャリパー形で、口縁部文様帯に櫂曲文を有するもの。胴部の文様構成要素により細分

する。

1種 胴部に櫛形文を有するもの。頸部は無文帯となる。

2種 胴部に隆帯による装飾があり、隆帯脇に連続押引きを施 し、隆帯間に縦位沈線を充填する

もの。

3種 胴部に隆帯による装飾があり、隆帯脇に連続押引きを施 し、隆帯間に梯子状の縦横位沈線
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を充填するもの。

4種 胴部に隆帯による「U」 字と逆「U」 字を組み合わせたような意匠を施 し、隆帯間に縦位

・横位・斜位等の沈線を充鎮するもの。

C類

口縁部が直線的に外反 し、胴部の張りが少なく、器形が円筒形状を呈するもの。口縁部は無文と

なるものが多く、膨らんだ頸部に格子目文等を巡らすものもある。胴部に隆帯による縦位・横位・

「U」 字状等の文様が施される。胴部の文様構成要素により細分する。

l種  隆帯脇に連続押引きを施 し、隆帯間に縦位の沈線を充填するもの。

2種 a 隆帯脇に連続押引きを施 し、隆帯間に梯子状の縦横位沈線を充填するもの。

b 2種 aと基本的に同様の文様構成要素を有するもので、口径が30cm以上ある大形のもの。

3種  隆帯脇に連続押引きがみられず、隆帯間に縦位・横位・斜位等の沈線を充填するもの。

D類

底部から胴部にかけて大きく逆「ハ」の字状に開き、日縁端部が内湾するもの。胴下部には隆帯

による文様区画を有する。隆帯脇に連続押引きを施 し、隆帯間に縦位・横位の沈線を充填するもの

を基本とする。

以下分類に従い、竪穴住居跡ごとに出土資料を提示する。

吉野遺跡群94号住 (第 2図)

1は A類の影響を受けたと推測される土器で、胴部に隆帯による方形区画や渦巻文等が見 られ

る。 2は B類 3種で、口縁部に隆帯による櫂曲文を巡らし、胴部には隆帯による「U」 字状の文様

区画を施すg3は B類 4種で、口縁部に隆帯による櫂曲文を巡 らす。 4は 日縁部が無文であるも

のの、胴部の文様は3と近似 しており、B類 4種 と関連があるものと推測される。また縦位隆帯に

は刻目がある。 5は C類 2種 a、 6は C類 3種、 8は C類 2種 bである。 7は C類 2種 との関連

性が推測される土器で、口縁部が直線的で膨らんだ頸部を 2段有 し、胴部にも強い張りがあり、底

部も台付である。また胴部には梯子状の縦横位沈線を施 している。

吉野遺跡群98号住 (第 3図)

1～ 6は A類である。 7は B類 1種で、 口縁端部に隆帯による櫂曲文を巡らす。 また隆帯脇に

連続押引きを施す。 8は B類 2種で、口縁部に沈線による櫂曲文と横位施文を交互に巡 らし、頸

部に無文帯がある。 9は B類 3種である。 12013は C類 2種 aで、 12の縦横位沈線における横位

方向の沈線幅は刻目状に狭い。 11は C類 2種 b、 10は C類の口縁部～頸部片である。 14は C類 1

種に類似するものの、胴部に縦位の条線が施される。15は C類 2種 との関連性が推測される頸部

片で、類例は吉野遺跡群94号住 (7)に ある。 16・ 17は D類で、 17の 口縁部には4単位の突起、

胴部の連弧状隆帯の頂部には渦巻文が見られる。

金比羅遺跡 1号住 (第 4図 )

2は A類の口縁部片である。 1は B類 1種で、 口縁部に隆帯による櫂曲文と縦横位施文を交互
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-1

(1:10)

5

に巡 らす。 3は B類 2種で、

が施される。 6は C類 1種、

万場遺跡 1号住 (第 4図 )

1は A類の口縁部片、 2・

30cm

第2図 吉野遺跡群94号住

頸部は無文帯となる。 4・ 5は B類 3種で、

7は C類 3種である。

3は C類の口縁部～頸部片である。
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3

儡 (23

0      (1 :10)      30cm

O    (1 : 8)   20cm

(破片資料 )

1仄た

第 3図 吉野遺跡群98号住
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金比羅遺跡 1号住

)ヽも鯰I(

(1:10)

懃

0     (1 : 8)   20cm

(破片資料)

第4図 金比羅遺跡 1号住・万場遺跡 1号住・万場遺跡6号住

万場遺跡 6号住 (第 4図 )

102が A類、 5は C類 3種である。

崩越遺跡 1号住 (第 5図 )

1が B類 4種で、口縁部に隆帯による櫂曲文と梯子状の縦横位施文が見 られる。 2は C類 3種
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軋
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作
‐
‐２

0     (1 : 8)    20cm

(破片資料 )

第5図 崩越遺跡 1号住

である。

つぎに、各竪穴住居跡において個々の土器がどのような組み合わせで出土するについて考えてみ

たい (第 1表)。

吉野遺跡群94号住 098号住ではともにB類 3種、C類 2種 a・ bが出土 した。またA類は98号

住に存在 し、94号住ではA類の影響を受けたと推測される土器がみられるなど、両住居跡はほぼ

同時期に位置づけられると推測される。また上記土器の組み合わせに加えて、94号住ではB類 4

(1:10)
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種、 C類 3種が出土 し、 98号住ではB類 102種、 D類が出土 している。 これらについても94号

住・98号住における共通類型が多い点から両住居跡に伴うものと推測される。また両者とも資料数

が比較的豊富であり、現状では木曽郡における中期後葉 I期の一様相を示すものとして、吉野遺跡

群94・ 98号住段階と仮称 したい。

金比羅遺跡 1号住については、 吉野遺跡群98号住と同じA類、 B類 1～ 3種が出土 し、 94号 と

同じC類 3種が出土するなど、吉野遺跡群94098号住段階と並行関係にあると推測される。また

同住居跡ではC類 1種 も出土 しており、これについても吉野遺跡群98号住との共通類型が多い点

から、同段階に伴うものと推測される。

このほか資料が少ない住居跡についてみると、万場遺跡 1号住ではA類とC類の口縁部～頸部

片が出土 し、同 6号住ではA類とC類 3種が出土する点、崩越 1号住ではB類 4種 とC類 3種が

出土する点から、ほぼ同段階と並行関係にあると推測したい。

上記の検討により木曽郡における吉野遺跡群94・ 98号住段階にはA～ D類が存在する事が判明

した。特にA類については、吉野遺跡群98号住、金比羅遺跡 1号住、万場遺跡 1号住・ 6号住で

出土し、中には 1軒の住居跡で複数出土する例も見られるなど、当地域における主要器種の一つと

推測される。また B類については胴部に梯子状の縦横位沈線を充填する 3種が多い点、C類 にも

梯子状の縦横位沈線を有する2種 aObが存在する点も判明した。D類については資料不足である

ものの、文様の諸特徴から当該期に含まれるものと思われる。

続いて松本地域の小池遺跡164号住 0169号住、岡谷地域の梨久保 304号住資料を提示する。

小池遺跡164号住 (第 6図 )

1は A類である。 2は B類 1種で、 口縁部に隆帯による櫂曲文と横位施文を交互に巡らす。 3
04は B類の回縁部片である。 3は隆帯による櫂曲文と縦位施文を交互に巡 らし、 4単位と推測

される突起を有する。 4は隆帯による櫂曲文を巡 らす。

小池遺跡169号住 (第 7図 )

1は A類である。 203は B類 1種、 4は B類の回縁部で、いずれも口縁部に隆帯による上下

2帯の文様帯を持ち、上部に櫂曲文が認められる。 5は 口縁部に櫂曲文が認められるが、胴部は無

A Bl B2 B3 B4 Cl C2a C2b C3 D

吉野遺跡群94号住 ○ ○ ○ ○ ○

吉野遺跡群98号住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金比羅遺跡 1号住 ○ ○ ○ ○ ○ ○

万場遺跡 1号住 ○ △

万場遺跡 6号住 ○ ○

崩越遺跡 1号住 ○ ○

小池遺跡164号住 ○ ○

小池遺跡169号住 ○ ○

梨久保遺跡 304号住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 1表  A・ Bec.D類 の共伴関係
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(1:10)

‐４
30cm

第6図 小池遺跡164号住

文であり、B類に関連する器種であると推測される。 6は胴部に櫛形文を有 し、A類とB類 1種

に関連する器種であると推測される。

梨久保遺跡 3・ 4号住 (第 8図 )

1は A類である。 2・ 3は B類 2種で、 2は 口縁部に4単位の突起がみられる。 4は B類 との

関連性が推測される土器である。口縁部に櫂曲文を有し、胴部に縦位・横位の沈線を施すものの、

梯子状の意匠は認められない。 506は B類 3種である。 8～ 11は C類 1種、 12～ 15は C類 2種

a、 16～ 20は C類 3種である。21022は D類で、いずれも文様構成は吉野遺跡群98号住 (17)と 類
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ヽ
0      (1 :10)     30cm

第7図 小池遺跡169号住

似する。 7については回縁部に櫂曲文を有するものの、胴部に入組文に類似 した文様と、その間に

綾杉文が充填されており、本住居跡出土土器の組み合わせに伴うかは、今後の検討課題である。

上記の資料提示を受け、木曽郡との並行関係や地域差について検討する。

梨久保 304号住については、A類・B類 203種・C類 1種・ 2種 a03種 ・D類などが存在

する点から、吉野遺跡群94098号住段階と並行関係にあるといえる。岡谷地域ではこのほか花上寺

遺跡において三上徹也氏が当該期の土器を分析 して梨久保 B式を設定 している (三上1996)。 分類
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第 8図 梨久保遺跡 3・ 4号住

(破片資料)
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基準は異なるものの、本稿の A類は梨久保 B式土器の B(櫛形文土器)に含まれ、 B類はC(4

単位突起付土器)と D(櫂曲文キャリパー形土器)に相当し、C類はA(円筒形土器)に相当す

る。 またD類は花上寺遺跡では図示されないものの、梨久保 B式の組成の一つとされるなど、器

種の組み合わせでみれば梨久保 B式 と吉野遺跡群94098号住段階は並行関係にあると推測される。

一方、 小池遺跡164号住 0169号住出土資料中にはA類とB類 1種が含まれるなど、 吉野遺跡群

94098号住段階と共通類型は存在する。 しかしC類の存在が不明瞭な点、169号住出土 B類 1種

(2～ 4)の櫂曲文が口縁部の上部文様帯に施される点については、 岡谷地域と木曽郡には見 られ

ない特徴である。さらに両住居跡からは、人体文・楕円文等の文様や刻目、交互刺突等などの隆帯

加飾を有する井戸尻Ⅲ式に特徴的な様相を含む土器が出土 している (164号住10～180169号住 9～

21)。

小池遺跡における、B類の口縁部文様帯が 2段に分かれる点や C類の存在が不明瞭な点は地域

差や時間差の可能性、また井戸尻Ⅲ式的な様相の土器が含まれる点については、複数回に渡る廃棄

の可能性も推測されるものの、もし時間差に起因するとすれば、中期後葉 I期の段階区分の可能性

も浮上する。

Ⅳ 周辺地域およびその影響を受けた土器との共伴関係

つぎに周辺地域およびその影響を受けたと推測される土器について検討を行いたい。これら土器

は木曽地域の各住居跡で一定量出土するため、まず地域別に諸特徴を提示する。

伊那谷系

I類 キャリパー形の口縁部に縦位・横位・斜位に細い隆帯・隆線を密接貼付するもの。

Ⅱ類 キャリパー形の口縁部を把手や隆帯で区画 し、その中に沈線を充填するもの。胴部は縄文

を地文とし、数条の沈線を用いて縦位・横位に直線文・曲線文・渦巻文等を施すもの。

八ヶ岳南麓系

無文口縁のキャリパー形深鉢と円筒形深鉢で、 胴部には隆帯による縦位、「U」 字状等の装飾を

施 し、隆帯間に縦位の沈線を充填するのを基本とする。また刻目隆帯や蛇行隆帯も用いる。

関東系

キャリパー形の口縁に隆帯によるクランク状文、渦巻文等を施文するもの。

東海系

I類 大きく外反するキャリパー形もしくはそれに類する国縁部に隆帯や沈線を主文様として施

文するもの。

Ⅱ類 大きく外反するキャリパー形口縁部に沈線を主文様とし、楕円文、櫂曲文、刺突等を施す

もの。

Ⅲ類 5～ 7単位の角形突起を有 し、口縁端部が「 く」の字に折り曲げられ、口縁端部には工具
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による細かい連続刺突が施されるもの。胴下半部に「U」 字状の隆帯を施す例が見 られ

る。器壁は薄 く、胎土も硬質である。

西日本系

口縁部や胴部に沈線で横走文、波状文、曲線文等を施すもの。いずれも地文に縦位を意識 した縄

文や撚糸文を用いる。

以下竪穴住居跡ごとに出土資料を提示する。また小池遺跡164号住 0169号住、梨久保遺跡 304

号住についても木曽地域と同様に上記資料が出土しているので合わせて紹介したい。

吉野遺跡群94号住 (第 2図)

9010は伊那谷系 I類との関連性が推測される土器で、いずれも口縁部に隆帯による逆三角形状

の文様意匠が見 られ、隆帯間に縦位・斜位の沈線を充填する。頸部には無文帯が存在 し、胴部には

櫛形文がみられる。11は地文が縄文で、沈線による渦巻文と曲線文を施 しており、伊那谷系Ⅱ類と

の関連性が推測される。12013は八ヶ岳南麓系で、いずれも口縁部は無文のキャリパー形である。

12は胴部に横位の沈線を巡らし、13は胴部に数条の「U」 字状隆線文と垂下隆線文を組み合わせた

文様を施す。14は関東系との関連性が推測される土器で、キャリパー形の口縁部に隆帯による連弧

状の文様を巡 らし、その頂部に渦巻文を施す。15は東海系 I類で、口縁端部に刻目を巡 らし、口縁

部には横位の刻目隆帯を 4条巡らす。また胴部には縦位の沈線を巡らす。16は東海系Ⅱ類で、沈線

により口縁端部直下に楕円文、日縁部に櫂曲文と渦巻文・刺突文を施す。17・ 18は東海系Ⅲ類で、

17は胴部に刻目隆帯による「U」 字状の文様を施す。

吉野遺跡群98号住 (第 3図)

18～ 21は伊那谷系 I類で、いずれも口縁部に隆帯を縦位・横位・斜位に密接に貼る。19～ 21の 回

縁部には突起が付き、18019の 頸部には無文帯がある。22は八ヶ岳南麓系で、胴部には縦位の隆帯

装飾が見られ、隆帯間には横位の沈線を充填する。23は西日本系の影響を受けたと推測される土器

で、縄文を地文とし、口縁部に刺突文と隆帯による連弧文が見られる。24・ 25は東海系の I類で、

24は キャリパー形の口縁端部直下に隆帯による横位の連鎖状文を巡らし、その下に沈線で梯子状の

縦横位施文を行う。25は 口縁部に隆帯による縦位施文、胴部に沈線による縦位施文をそれぞれ巡 ら

す。

万場遺跡 1号住 (第 4図 )

4は伊那谷系 I類の回縁部突起片と推測される。 5は縦位の隆帯間にそれと並行する沈線がみら

れ、東海系・西日本系の影響を受けた土器と推測される。 6は東海系Ⅲ類で、胴部に刻目隆帯によ

る「U」 字状の文様を施す。

万場遺跡 6号住 (第 4図 )

4は伊那谷系 I類との関連性が推測される土器で、口縁部に隆帯による三角形状の文様意匠が見

られ、隆帯間に斜位の沈線を充填する。また頸部には無文部が見られる。 6は東海系 I類で、キャ

一-105-一



縄文中期後葉土器の一様相

リパー形の口縁端部直下に隆帯による横位の連鎖状文を巡 らし、その下には沈線で縦位施文を巡 ら

す。 3は 回縁部に大小の突起が付き、突起には棒状工具による押引きが見られる。口縁部から胴部

にかけては、縦位や梯子状の貼付文などで装飾 し、その間に縦位の沈線文を充填する。胎土も白味

を帯びており、東海系との関連性が推測される。

崩越遺跡 1号住 (第 5図)

3は伊那谷系 I類で、口縁部に突起が付き、細い隆帯を格子目状に施す。頸部は遮ゝ くらみ格子目

状の文様を施す。胴部には下方に開く櫛形文が見られる。 405は伊那谷系Ⅱ類で、いずれも口縁

部を隆帯で区画 し、隆帯間に縦位の沈線を充填する。胴部は縄文を地文とし、数条の沈線を用いて

曲線文・渦巻文等を施す。 6は 口縁端部の断面形が三角形状を呈 し、胴部には沈線で工字文状の横

位施文を施しており、北陸系土器の影響が示唆されている (神村1982)。 7は西日本系の影響を受

けたと推測される土器で、頸部に沈線で波状文を施す。 809は西日本系で、いずれも沈線で 8は

曲線文、 9は「 8」 の字文を施す。10・ 11は東海系Ⅱ類で、10は沈線により口縁端部直下に楕円文

と渦巻文、口縁部に斜位の平行沈線を鋸歯状に施 し、胴部に斜走する撚糸文を施す。11は沈線によ

り口縁端部直下に楕円文、口縁部に櫂曲文と渦巻文を施 し、胴部に縄文を施す。12は東海系 II類

で、胴部に刻目隆帯による「U」 字状の文様を施す。

小池遺跡164号住 (第 6図 )

5は伊那谷系 I類で、口縁部に4単位の突起がみられ、膨らんだ頸部に格子目文を巡らし、胴部

には櫛形文が施される。 6は頸部に蛇行隆帯を巡らし、八ヶ岳南麓系との関連性が推測される。 7

～ 9は八ヶ岳南麓系で、 7は頸部に蛇行隆帯と刻目隆帯を巡らし、胴部には刻目隆帯による縦位施

文や縦位の交互刺突を施 している。 8は頸部の隆帯に交互刺突を施 して蛇行隆帯状に巡らし、胴部

には刻目隆帯による縦位施文や上弦の連弧状文を施す。 9は頸部に刻目隆帯を巡らし、胴部には縦

位の交互刺突を施 している。

小池遺跡169号住 (第 7図 )

708は八 ヶ岳南麓系、もしくはC類 との関連性が推測される土器で、 7は胴部に刻目隆帯に

よる縦位・横位の施文を施 し、隆帯間に幅の狭い梯子状の沈線が施される。 8は縦位の隆帯間に幅

の狭い梯子状の沈線が施される。

梨久保遺跡 304号住 (第 8図)

23は伊那谷系Ⅱ類との関連性が推測される土器で、地文に縄文を施 し、沈線による曲線文が見ら

れる。24～27は八ヶ岳南麓系で、いずれも口縁部は無文、胴部には隆帯による縦位及び「U」 字状

の装飾が施され、隆帯間に縦位の沈線を充填する。28・ 29は 関東系で、29は キャリパー形の口縁部

に隆帯によるクランク状の文様が施される。

つぎに周辺地域およびその影響を受けた土器の諸特徴および内容を明らかにしたい。

伊那谷系

I類 は吉野遺跡群98号住 (18～ 21)、 万場 1号住 (4)、 崩越 1号住 (3)、 小池遺跡164号住
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(5)で出土 した。本類は飯田市大門原遺跡において下平博行氏により第Ⅲ群 a類とされた土器に

一部相当する (下平1999)。 第Ⅲ群 a類は伊那谷において縄文時代中期中葉末から後葉にかけて主

体的に存在する土器とされ、胴部に櫛形文をもつことを特徴とする。また本類は形態・文様が多岐

に渡るため時間差の存在も推測されるものの、 現状では不明瞭である。 特に小池遺跡164号住では

井戸尻Ⅲ式の様相を含む土器 (10～ 18)と共に出土 しており、注目される。

このほか I類との関連性が推測される土器が、 吉野遺跡群 94号住 (9010)、 万場遺跡 6号住

(4)で出土 している。 いずれも口縁部に隆帯による三角形・逆三角形の意匠を施 し、器形が判明

するものは頸部に無文帯、胴部に櫛形文を有する特徴を持つ。類似する資料は大門原遺跡の第Ⅲ群

a類の中にも見 られるものの、木曽郡における資料には定形化 した意匠がみられるなど、伊那谷と

は若干異なる印象がある。今後も類例を集成 し、時間的・空間的な広がりを検討する必要がある。

Ⅱ類は崩越 1号住 (405)で 出土 した。特に4の胴部文様意匠については伊那谷において田中

清文氏がいう仮称「双曲線文土器」 に類似する (田 中1984)。 しかし口縁部の文様意匠は双曲線文

土器の後に続 くとされる入組文土器に類似する。このほか吉野遺跡群94号住 (11)や 、岡谷地域に

おける梨久保遺跡 304号住 (23)の 胴部にも渦巻文や曲線文が描かれており、伊那谷系Ⅱ類との

関連性が推測される。

八ヶ岳南麓系

吉野遺跡群94号住 (12・ 13)、 と98号住 (22)で 出土 した。13は諸特徴から曽利 正式土器と推測

される (末木1981)。 12と 22に見られる横位の沈線を充填する土器については、近年紹介された曽

利 I式並行期の資料中に類例がある (櫛原1993)。 松本地域の小池遺跡164号住 (7～ 9)も 諸特徴

から曽利 I式土器と推測される。同169号住 (708)に ついては曽利 正式あるいは在地土器 C類

との関連性が推測される。また梨久保 304号住 (24～ 27)に ついては諸特徴から曽利 I式土器と

推測される。

関東系

吉野遺跡群94号住 (14)で関連性が推測される土器が出土 した。本例は口縁部に連弧文と渦巻文

の組み合わせが見られるものの、楕円区画が認められない点から、加曽利 E正 式～EⅡ 式の中間的

な様相と推測される。また梨久保 3・ 4号住 (29)に ついては口縁部にクランク状の隆帯がある点

から加曽利 EI式土器と推測される。

東海系

I類は吉野遺跡群94号住 (15)、 98号住 (24025)と、万場遺跡 6号住 (6)で出土 した。いず

れも隆帯と沈線を多用 しており、 岐阜県上原遺跡において C5群 とされた土器に類似する。 C5群

は西日本系の船元Ⅲ式の一部が在地化 した土器と考えられ、今後岐阜県下で中期後半の「在地」土

器型式となる可能性が指摘されている (藤田・近藤1998)。

Ⅱ類は吉野遺跡群94号住 (16)と崩越遺跡 1号住 (10・ 11)で 出土した。口縁部に沈線による施

文を行うのが特徴であり、岐阜県上原遺跡において C5群 Ⅱ類とされた土器にも類例がある。ただ

し同じ特徴を有する土器は西日本系の船元Ⅲ式土器 E類にもみられ (間壁忠彦・間壁蔑子1971)、
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本類が西日本から東海地方にかけて分布する可能性が推測される。 しかし船元Ⅲ式が縄文地文に沈

線や隆帯で施文するのを主特徴とする中でヽE類のみが沈線施文部位に縄文を持たない点。岐阜県

での類例が他にも見られる点 (春 日井1998)、 木曽郡が岐阜地方に接 し、 より岐阜地方との関連性

が強い点から、本稿では東海系として扱うこととする。

このほか東海系と西日本系の影響が推測される資料として万場遺跡 1号住 (5)がある。本資料

は隆帯に並行する形で沈線を施すのを特徴とし、類例は岐阜県上原遺跡のC4群や船元Ⅲ式土器 A

類にある。

Ⅲ類は吉野遺跡群94号住 (17018)、 万場遺跡 1号住 (6)、 崩越遺跡 1号住 (12)で出土 した。

いずれも諸特徴は共通 しており、北屋敷式土器に類似する。特に口縁部の形態については山下勝年

氏の編年による北屋敷式 4期の a2類に類似する (山下1998)。 一方三上徹也氏は、 長野県出土の

北屋敷式は胴部に「U」 字状の隆帯がある資料が認められる点などから、本場の土器を模倣して作

られた可能性を指摘 している (三上1998)。

西日本系

崩越遺跡 1号住 (809)で 出土 した。いずれも諸特徴が船元Ⅲ式土器 B類 とⅣ式土器に類似

する (間壁忠彦・間壁霞子1971)。 また吉野遺跡群98号住 (23)、 崩越遺跡 1号住 (7)で も影響を

受けたと推測される土器がみられる。

以上、地域毎に土器の様相を検討 した結果、吉野遺跡群94098号住段階および並行関係が推測さ

れる住居跡では、伊那谷系土器、八ヶ岳南麓系の曽利 正式土器、関東系の加曽利 EI～ Ⅱ式土器、

東海系土器、西日本系の船元Ⅲ式・Ⅳ式、および上記地域の影響を受けた土器が出土する点が判明

した。このほか崩越遺跡 1号住より北陸系の可能性のある資料 (6)も 出土 しており注意される。

また小池遺跡164号住 0169号住についても、吉野遺跡群94098号住段階と時間差が存在する可能性

を有するものの、八ヶ岳南麓系が出土 し、164号住では伊那谷系が出土する点も判明した。

V 各類型における相関関係について

前項までの検討で木曽地域で主体的に出土する土器と、周辺地域の土器について分類を行い、そ

れぞれ分析を試みた。これらは詳細に検討すれば細分化されるかもしれないが、中期後葉 I期 とい

う大きな枠でみると、形態や文様構成等に幾つかの相関関係が認められる (第 9図 )。

※ A類の一部、D類、関東系との関連性が推測される土器にみられる連弧状の文様とその頂部

の渦巻文。

上記文様意匠の施文部位はそれぞれ異なり、A類の回縁部 (吉野遺跡群98号住 106)、 D類の

胴部 (吉野遺跡群98号住17、 梨久保遺跡 304号住21022)、 関東系との関連性が推測される土器

の口縁部 (吉野遺跡群94号住14)な どにみられる。

※ A類、B類 1種、伊那谷系 I類 との関連性が推測される土器に見られる頸部無文帯と櫛形文。

いずれも井戸尻式から続 く櫛形文土器との関連性が推測される。このほか B類 2種の一部に頸
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部無文帯を有する例や (吉野遺跡群98号住 80金比羅遺跡 1号住 3)、 東海系Ⅲ類の胴部に「U」

字状隆帯を施す例も存在する。

※ A類、B類 2種、C類 1種、D類と伊那谷系Ⅱ類、八ヶ岳南麓系、東海系 I類にみられる縦位

沈線。

いずれも口縁部や胴部の地文に縦位沈線を充填 している。このほかに東海系との関連性が推測さ

れる万場遺跡 6号住 (3)に も同様の特徴がある。

※ B類、東海系Ⅱ類にみられる国縁部の櫂曲文。

いずれも大きく開くキャリパー形の口縁部に隆帯や沈線で櫂曲文を施 している。

※ D類、伊那谷系 I類、東海系Ⅲ類にみられる口縁部突起。

D類 (吉野遺跡群98号住17、 梨久保遺跡 3・ 4号住21022)、 伊那谷系 I類 (吉野遺跡群98号住

18～ 21、 崩越 1号住 3)、 東海系Ⅲ類 (吉野遺跡群94号住17・ 18、 万場遺跡 1号住 6、 崩越遺跡 1

号住12)の 口縁部には突起が存在する。東海系は 5～ 7単位でそのほかは4単位を基本とする。ま

た東海系との関連性が推測される万場遺跡 6号住 (3)の 口縁部にも突起が認められる。

※ C類 と八ヶ岳南麓系にみられる器形と文様構成要素の類似。

C類 と八ヶ岳南麓系については共に円筒形土器であり、口縁部が無文で胴部に隆帯による縦位施

文の意匠がみられる点が共通する。また C類 1種とは隆帯間に縦位沈線を充填する点も共通する。

一方で両者には相違点も認められる。C類 1・ 2種には、隆帯脇の連続押 し引きや、 2種の隆帯

間にある梯子状の縦横位沈線が存在する点。八ヶ岳南麓系には蛇行隆帯や刻目隆帯が存在する点な

どである。このほか C類 3種 とした中には地文に縦位以外の沈線を有 し、頸部に刻目状の施文が

みられるなど両者の特徴が混在する印象の資料もある。

※ C類、八ヶ岳南麓系、伊那谷系 I類にみられる膨らんだ頸部と文様帯。

C類 と八ヶ岳南麓系の共通点は上記の他に膨 らんだ頸部に文様帯を有する点も挙げられる (吉野

遺跡群94号住 5ほか)。 類似 した文様帯は伊那谷系 I類の一部にもみられる (崩越遺跡 1号住 3)。

以上、木曽郡で A～ D類 と供伴する周辺地域の土器については関東地方から西日本まで幅広い

範囲に渡るものが存在 し、それぞれ各型式や地域において変遷するものの、中期後葉 I期 という時

間幅の中でみれば類似点があり、型式を越えた類似文様が存在 し、それぞれ並行関係が認められる

と考えられる。

Ⅵ 中期後葉 I期における段階区分の可能性について

最後に中期後葉 I期における段階区分の可能性について触れてみたい。前項までの検討により、

木曽郡における中期後葉 I期の一様相として仮称吉野遺跡群94・ 98号住段階を設定 した。また近接

地域の資料との比較検討を行う過程で、松本地域の小池遺跡164・ 169号住において、A類・B類 1

種とともに丼戸尻Ⅲ式に特徴的な様相を有する土器が出土する点を紹介した。このほか吉野遺跡群

では、94・ 98号住段階に連続する可能性がある住居跡資料 も存在するため、ここで合わせて紹介
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し、土器の組み合わせからみた中期後葉 I期 における段階区分の可能性をさぐりたい (第 2表 )。

まず中期後葉 I期の初源についての問題点として、小池遺跡164号住 0169号住資料について再び

触れてみたい。 164号住ではB類 (2～ 4)の 口縁部櫂曲文が 1段であり、八ヶ岳南麓系の曽利 I

式 (7～ 9)と伊那谷系 I類 (5)が出土 した。特に 5は頸部が膨 らみ格子目文を施すなど、C類

にみられる特徴を含んでおり、梨久保 304号住や吉野遺跡群94・ 98号住段階とほぼ並行関係にあ

り、その中で井戸尻Ⅲ式的な特徴を有する土器 (10～ 18)が含まれるものと推測される。一方169

号住では、B類 1種の口縁部文様帯が 2帯に区分された資料 (2～ 4)や、井戸尻Ⅲ式的な特徴を

有する土器 (9～21)が 164号住よりも多くみられ、164号住と並行関係にあるかについては即断で

きない。 169号住の資料は中期中葉末～中期後葉 I期にまたがるのか、 あるいは中期後葉 I期 に含

まれるものとして評価すべきであろうか ?。

現在長野県においては、梨久保 B式 と曽利 I式、加曽利 EI式は並行関係にあるとされている

(岡谷市教委1996)。 一方、関東地方では近年加曽利 E式の細分が進められており、その検討の中

で金子直行氏は梨久保遺跡 3・ 4号住より出土 した加曽利 E式土器を E正 式の新段階に位置づけ

る見解を示 している (金子2001)。 仮にこの見解に従う場合、井戸尻Ⅲ式と梨久保 B式 との間に空

白期間が存在することになる。

169号住では、加曽利 E式は存在 しないものの、金子氏の言う加曽利 EI式古段階と対応 したな

らば、先に検討 した同住居跡におけるB類 1種の回縁部文様帯が 2段になる特徴が時間差を示す

可能性も浮上する。この点について金子氏は山梨県一の沢西 4号住出土土器を検討する際に、櫛形

文の系譜を引き、口縁部文様帯が 2帯に区分された初期櫂曲文土器が加曽利 EI式古段階に相当す

る可能性が高いと指摘している (金子2001)。 一方百瀬忠幸氏は長野県山形村殿村遺跡における土

器の変遷を提示 した中で、口縁部に重弧状のモチーフを持つ土器について、口縁部文様帯が 2段に

なるものを 0段階に、 1段になるものを 1段階に位置づけている。金子氏の言う初期櫂曲文土器や

百瀬氏の言 う0段階の重弧状のモチーフを持つ土器と、小池遺跡169号住のB類 1種 (2～ 4)が

対応するなら同住居跡はよりEI式の古段階となる可能性が出てくる。

第10図 吉野遺跡群139号住
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縄文中期後葉土器の一様相

僣曲文と円形文の組み合わせ 渦巻文と連弧文の一体化

■■■■>

吉野遺跡群 139号住 1

第11図  B類 4種における口縁部文様帯の変遷の可能性

木曽郡 松本地域 岡谷地域

小池遺跡169号住

吉野遺跡群94号住・98号住 小池遺跡164号住 梨久保遺跡 304号住

吉野遺跡群139号住

第2表 中期後葉I期における段階区分の可能性

用いて曲線文やクランク文を巡らしており、田中清文氏による仮称「双曲線文土器」と類似する。

田中氏によれば、伊那谷においては中期後半第Ⅱ期に入組文土器が盛行する前に、その初源として

仮称「双曲線文土器」が存在するとしている (田中1984)。 4は胴部に 2本 1組の連弧状の隆線を

巡らし、地文に斜行沈線が施され、次の時期に盛行するいわゆる唐草文土器に連続する可能性のあ

る文様である。 5は 1の 口縁部と同様の意匠が看取される。

139号住では吉野遺跡群94・ 98号住段階にみられる典型的 A～D類は存在 しないものの、 1につ

いては胴部がやや張る器形と文様意匠が B類 4種と共通であり、B類 4種の回縁部にある櫂曲文

と円形文の組合わせが、渦巻文と連弧文の一体化 した意匠に変遷 した可能性が推測される (第 11

図)。 また、隆帯間の連続押引や胴部の縦位沈線についても、吉野遺跡群94・ 98号住段階における

特徴の一つであり、本資料が同段階に近い時期に存在することが推測される。一方渦巻文と連弧文

の組み合わせについては吉野遺跡群94098号住段階において存在するものの、それぞれが隆帯によ

り別々に作られており (吉野遺跡群98号住17な ど)、 139号住 1の文様とは異なる印象がある。渦巻

文と連弧文の意匠についても94098号住段階で別々であったものが、次第に一体化する可能性を推

測したい。この渦巻文と連弧文が一体化した意匠の類例については加曽利 EI式の後半～Ⅱ式にか

けて存在 しており、関連性が推測される (縄文中期集落研究グループ他1995)。

「U」 字と逆「U」 字を

組み合わせた

意匠

崩越遺跡  1号住 1
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上記のとおり139号住 1の資料が B類 4種から変遷 したとするならば、同住居にみられる土器の

組み合わせが、吉野遺跡群94・ 98号住段階の後に続 く可能性を検討する必要があるのではないだろ

うか。 また139号住の資料は、 いわゆる中期後葉Ⅱ期の土器に特徴的な、 口縁部が無段で渦巻文と

楕円区画を有する文様帯を有する典型的な唐草文土器の特徴は存在 しないので、よりI期 に近い時

期に位置づけられる可能性がある。しかし現状では139号住のような組み合わせが段階として成立

するかは、資料不足で不明瞭といわざるを得ない。

中期後葉 I期の初源段階とⅡ期への移行段階については、今後の資料の増加や周辺地域との型式

のすりあわせが重要となってくる点を指摘するに留めたい。

Ⅶ おわりに

本稿では木曽郡下における中期後葉 I期の竪穴住居跡出土資料を基に、主体的に出土する土器を

A～D類に分類 し、仮称吉野遺跡群94・ 98号住段階を設定 した。そしてこれらの住居跡から出土す

る周辺地域の土器が中部、関東、東海、西日本と多岐にわたり存在し、地域を隔ても幾つかの共通

点が認められるため、それぞれの並行関係を推測した。特にこの中にはまだ型式名がついていない

東海系土器 I・ Ⅱ類、在地土器と共に当地で作られた可能性のある北屋敷式類似土器もみられる。

また東海系土器Ⅱ類とした土器は船元Ⅲ式 E類 との共通点 もみられ、分布の中心がどこにあるの

かも興味深い。

また本稿では I期にみられるA～ D類の特徴として、地文に縦位沈線や縦横位沈線が存在 し、

隆帯脇の連続押 し引きがみられる点を指摘 した。一方Ⅱ期になると、地文に綾杉文が登場するほ

か、腕骨文や明確な唐草文も登場 し、樽形の器形が目立つようになるなど、 I期・Ⅱ期の間には多

くの差異が存在 し、 これらの点は既に指摘されているとおりである (小日1998・ 神村1999)。 無論

I期の諸要素の中からⅡ期につながる要素も存在すると思われるものの、両期の間にある諸特徴の

大きな変化を重視すれば、いわゆる唐草文土器の成立についてはⅡ期とするのが妥当と考えたい。

以上、筆者の力量不足で資料紹介が中心となってしまったが、今後も資料の増加を待ち、中期後

葉 I期の様相を明らかにし、周辺地域との関係も鮮明にして行きたい。また本拙稿にたいし叱咤激

励をいただければ非常に幸いである。

本稿をまとめるにあたり、神村透・寺内隆夫・徳永哲秀・野村一寿・三上徹也・水沢教子・百瀬

忠幸の諸氏から御教示・御協力をいただきました。またお名前を列挙できないものの、多くの皆様

から多大な御協力をいただきました。末筆ながら記 して心より感謝いたしたいと思います。
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追記

脱稿後、谷井彪氏 による中期後葉の土器 に関す る論文が発表 された。その中で谷井氏 は中野山越

A2類 (本稿 の A類に一部相当す る)を文様構成要素 と器形 の特徴か ら 4段階 に分 けている。特

に 2段階 には一 ツ屋 2号住 と鳴尾天 白 4号住が含 まれ、共 に中野山越 A2類 の中で も回縁部が胴

部 よりも長 く、胴部の くびれが強いものが出土 している。加えて両住居跡では、 口縁部文様帯が 2

帯 に区分 され、上部文様帯 に櫂曲文を有す る B類の口縁部片が出土 した。同様 の特徴 を有す る土

器 は、 松本地区の小池遺跡 169号住 よ り出土 し、 吉野遺跡群94号住 ・98号住の前段階 に位置づけ ら
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れる可能性が高 く、この土器と口縁部の長い中野山越 A2類が伴う点は、本稿におけるA類の器

形変遷を検討する上で非常に興味深い。

一方谷井氏は中野山越 A2類の器形変化について、次第に縮小化 して円筒状になり、口縁部 も

次第に直線的になる方向性を示 している。これついては吉野遺跡群98号住と万場遺跡 6号住で、大

きさの異なるA類が複数個出土する点。吉野遺跡群94098号住段階におけるA類の口縁部に湾曲

するものが含まれる点などから、木曽郡においては同種の特徴をもって変化の方向性を認識するこ

とはできない。

(谷井彪2001「 中部地方中期後半土器群と加曽利 E式土器」F長野県考古学会誌』97)
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羽状沈線文系土器群初源期の地域相

I はじめに

Ⅱ 段階、器種、述語の整理

Ⅲ 中部高地の古段階

Ⅳ 中部高地の中間段階

V 中部高地の新段階

はじめに

長野県・山梨県を中心とする中部高地における初源期の羽状沈線文系土器群は、当センターで発

掘調査 した八窪遺跡 (塩尻市)[百瀬他1988]の 、 1号ブロックと命名された遺物集中箇所から出

土 した。八窪遺跡に後続するのは石神遺跡 (小諸市)Jl号住居 [花岡弘他1994]で、 これまた良

好なまとまりかたを示 している。いずれも当地方の縄文後期中葉の基準資料として十分な内容をも

っていると評価されてきた。中部高地の独自型式の指標である「つ」の字文・直線文深鉢の成立に

先行し、関東地方西部の加曽利 B2式 と共通性が強い様相を呈するが、概ねそれに並行する時期の

地域相を示す絶好の一括資料と評価できる [百瀬1996a]。 両遺跡に加えて前後する時期の他の遺

跡の資料も対象として、羽状沈線文系土器群初源期、すなわち、独自型式成立前夜の中部高地の地

域相を把握することを目的として、本稿を草する。より具体的には、一括資料を再度吟味して編年

観の基礎を固め直すこと、磨消縄文系土器の変質の過程を明らかにすること、羽状沈線文系土器ヘ

の転換の在り方を考察すること、その技術的背景を探る端緒をつかむこと、などを課題とする。よ

り確かな編年案の模索であると言ってもよい。

山内清男によって設定され細別された加曽利 B式であるが、その並行期における中部高地の土

器については、貧弱な研究史 しかない。資料報告が主体を占める初期の研究の中で、中部高地で加

曽利 B式 という名称が使用されたのは、『北佐久郡の考古学的調査』 [八幡一郎1934]あ たりが最

古の部類であろうか。長坂上条遺跡 (北巨摩郡長坂町)の報告 [大山柏他1941]や 、上ノ段遺跡

(茅野市)の報告 [宮坂英式1941]で は薄手式といった扱いに留まるが、磨消縄文系統・羽状沈線

文系統とも注意されている。特に上ノ段遺跡の報告は、第一群第二類に圧痕なしの隆帯文土器、第

二類に圧痕付きの隆帯文土器、第四類に羽状沈線文系土器を分類 し、隆帯文土器の変遷プロセスに

言及する卓見などを含み、十分な問題提起となった。もうひとつ注目したいのは桑名川遺跡 (飯山

市)の報告だ。東原遺跡の一角かと推測される桑名川遺跡出土資料を 7類に分類 した藤森栄一は、

並行線文の発達 した磨消縄文系統のE類をもって諸器形を完備 した一形式 (マ マ)た り得る資料

羽状沈線文系土器群初源期の地域本目

百 瀬 長 秀

Ⅵ 離山編年との対応

Ⅶ 磨消縄文系統のモデルチェンジ

Ⅷ 羽状沈線文系統の成立と地域相

Ⅸ おわりに

-117-



羽状沈線文系土器群初源期の地域相

とし、『日本先史土器図譜』 [山内清男1939、 1967再版]と対比 して加曽利 B式前半にあたると考

え、太い斜行線文を特徴 とした F類を、同様に加曽利 B式の中・末期にあたると考えた [藤森

1943]。 今日の日で見れば、 E類は加曽利 Bl式、 F類は若干前後の時期を含みつつも主として高

井東式併行期に対応するだろう。

研究史を画することになったのは、中ノ沢遺跡 (南佐久郡南牧村)の報告だろう。その中で、上

ノ段遺跡出土の羽状沈線文系土器は加曽利 B2式のそれとは異なるのを見抜いた向坂鋼二は、上ノ

段遺跡第四類の中にも宮滝式に関連する資料と共伴する例が含まれることを指摘 し、上ノ段遺跡第

四類のほとんどは加曽利 B2式よりも新 しく後期後半に位置づくと考え、それをもって上ノ段式を

設定 した [向坂1960]。 今日の日で見れば加曽利 B3式並行期以降の中部高地の独自型式を見事に

摘出した報告だったと言えよう。向坂の成果は改めて見直され、継承されるべきだろう。

1970年代以降、少なからざる資料報告がなされて来たが、それらのほとんどは事実報告の範囲を

出ず、関東編年に準拠 した年代観を示すだけに終始 してきた。上ノ段遺跡や中ノ沢遺跡の報告を踏

まえ、羽状沈線文系土器などにそれなりの注意を払っている報告もあるが、多 くは具体的な検討に

ほとんど踏み込めていない。一方、関東方面では70年代から安孫子昭二が、80年代に入ると鈴木正

博や大塚達朗が加わって、精力的な研究が進められ大きな進展を見た [安孫子1981、 鈴木1980、

1981、 大塚1983、 1984、 1986、 など]。

中部高地の貧弱な研究史の上に立ちつつも、関東方面の成果に支えられて、1996年 の縄文セミナ

ー 9で は中部高地の様相を俎上に載せることができた [百瀬1996a・ b]。 そこでは加曽利 B式並行

期前後の一括資料を配列 してまとまりごとに変遷を追い、一括資料が欠如する「つ」の字文・直線

文深鉢の段階は、型式的な方法によって編年私案を示 した。 〔姥神遺跡 6号住居一括〕→⇒ 〔八窪

遺跡 1号 02号ブロックー括〕⇒→ 〔石神遺跡 Jl号住居一括〕→⇒「つ」の字文・直線文深鉢の

段階、 と言うのがその変遷案の大筋で、姥神遺跡 6号住居一括は加曽利 Bl式並行期末、「つ」の

字文・直線文深鉢の段階は加曽利 B3式並行期であることが期待された。 しかしこの時の資料集成

では、清水端遺跡 (北巨摩郡明野村)と石原 A遺跡 (更埴市)の良好な一括性に気づかずに見落

とし、肝心の八窪遺跡の分析も不十分であった。こうした欠点をもつ編年私案であるが、本稿はこ

れを叩き台とし、その改定から着手 して、冒頭の課題に迫ることにする。中部高地では良好な一括

資料が少なく、完形品にも恵まれず、資料が弱体であることは相変わらずだが、座 して待つだけで

は何 らの進展も期待できない。縄文セミナー 9のおりには十分認識できなかった磨消縄文系深鉢の

変遷を中心に据える必要上、関東方面の先学の成果を参考にさせていただいたが、誤解 したり理解

が浅かったりする点が多々あろうことを恐れる。

Ⅱ 段階、器種、述語の整理

(1)段階設定と系統の大区分

1996年編年私案で本稿の対象となるのは、 〔八窪遺跡 1号・ 2号ブロックー括〕→→ 〔石神遺跡
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」1号住居一括〕という部分である。この編年観は大きな枠組みとしては異論がないと思われる。

それを継承 し、八窪遺跡 1号・ 2号ブロックー括を中部高地羽状沈線文系土器群初源期の古段階、

石神遺跡 Jl号住居一括を新段階と呼称 して、本稿の出発点としたい。当然、それの改定を目論む

わけである。

八窪遺跡の 2つ のブロックと石神遺跡 Jl号住居の、すなわち、古段階～新段階を通 じての器種

構成は、 3単位把手付精製深鉢に代表される磨消縄文系統の精製土器、精製とは言えない羽状沈線

文系統の土器、無文を原則とする粗製土器の三者に大別することができる。磨消縄文系精製土器と

粗製土器は堀之内式並行期から系譜をたどることができ、明確な系統性が理解できるが、羽状沈線

文系の土器はその系譜が不明確なまま突然登場する。この問題については良好な解決案がなく、暫

定的ではあるが、磨消縄文系精製土器とは別系統として扱いたい。次節で述語の整理も兼ねて、大

別系統毎の器種構成と特徴を概観する。

(2)磨消縄文系精製土器

磨消縄文系精製土器の主要な器種は、深鉢、浅鉢、注目土器に大別できる。なかでも深鉢は中核

となる器種で、器形や把手の有無で幾つにも細別が可能である。視点によってはそうした細別器種

毎の検討が必要となろうが、本稿では検討対象を、質的にも量的にも中心を占める3単位把手付磨

消縄文精製深鉢に絞らせていただく。

最も特徴的な 3単位把手付磨消縄文精製深鉢は、堀ノ内式からの伝統的な器種である。口縁部が

くっきりと内屈 し、当初はなかった体部屈曲が発生 した時点から、本稿の検討対象となる。把手部

分から体部上半へは直線的につながるが、これは長野方面に特徴的な器形であることが縄文セミナ

ー 9で指摘された。この部分は器壁が厚いが、把手と関連 して粘土が貼付されたのだろう。口縁屈

曲部以上は把手や突起が貼付されるものの、また時には突起と置き換えた単位文が飛び込むことは

あるものの、原則的には文様モチーフは描かれず、顕著なミガキが加えられるスペースである。そ

の幅は狭いが、文様帯構成上もつ意味は大きいだろう。このスペースを「口縁 ミガキ帯」と呼んで

おく。
(1)外

傾して開く体部上半が主要な文様帯で、「主文様帯」と呼ぶが、その上下は屈曲で区切 ら

れることになる。主文様帯の上限を画する屈曲部を挟むように、厳密には屈曲部直下に 1条の沈線

を配置することによって、狭い横帯スペースが成立 し、そこに縄文や圧痕が加えられる場合があ

る。関東方面の肩部圧痕帯
°
に対応する部位だが、中部高地ではこのスペースは新段階に至って圧

痕に統一されるようだ。例外なく先行するケズリが明白で、そのケズリは主文様帯と一体的に施さ

れている。このスペースより上位の口縁 ミガキ帯にはケズリがないので、このスペースは主文様帯

に取り込まれていると考える。「主文様帯上限横帯」 と呼ぶことにしたい。主文様帯には把手直下

に逆「の」の字モチーフが祖形とされる(|)状や対弧文系統の単位文、単位文間には区切 りから変化

したかあるいは区切りの位置に転用された縦弧線などが配置され、それらを弧状に変化 した横帯文

がつないでいる。体部屈曲以下は顕著なミガキが施され、無文帯となる。口縁屈曲部周辺の内面文

は衰退 しつつも多用されるが、 2～ 3条の単純な直線ばかりで単位文はないようだ。この深鉢の主

文様帯は、最後には磨消縄文系統のモチーフから羽状沈線文に置き換えられてしまう
°
が、文様帯
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構成は踏襲されるので一系列の器種だと考え、「系」の一字を加えて「磨消縄文系深鉢」 と略称 し

て、稿を進めることにしたい。

口縁 ミガキ帯の在り方の相違から、磨消縄文系深鉢は大きく二区分する必要がある。それは八窪

遺跡でいえば 1号ブロックの第 1図-1・ 8と 第 2図-31の違いである。 1・ 8はより古相を示す

406な どとも同様なのだが、口縁 ミガキ帯は入念なミガキによって著 しい光沢をもち、無文であ

ることが最大限活かされる。把手や突起だけはこのスペースに侵入できるが、それらには光沢を損

なう縄文が併用されることはない。これに対 して31は 口縁無文部にいわゆるソロバン玉深鉢と共通

する上向弧線文を導入 し、標準的な口縁部文様帯に変質させている。それに連動する現象だろう

が、口縁部の幅も拡大している。全面的に光沢をもつスペースだったのが、主文様帯と同様の光沢

部分・非光沢部分のコントラス トを際立たせるスペースに変化 した、と言えよう。もうひとつ重要

なのは、31の 口縁部の屈曲がくっきりせず、むしろ湾曲に近いことで、口縁部は内傾せず直立気味

である。体部の屈曲も緩いのではなかろうか。主文様帯の上限横帯もほぼ例外なく確立 している

が、屈曲の弛緩を補完する現象だろう。内面文やそれを受け継ぐ内面沈線などは描かれない。口縁

ミガキ帯への上向弧線文の充填、屈曲の鈍化、主文様帯の上限横帯成立、内面文の消失を特徴とし

た31は、 108な どの伝統的な文様帯構成・器形から派生 した新たなタイプだと考える。こうした

違いを重視 し、 1・ 8な どに「磨消縄文系深鉢 A」、31な どに「磨消縄文系深鉢 B」 の記号を与え

て区別することにしたい。

これまでは羽状沈線文系のいわゆるソロバン玉深鉢との相違を識別 して来なかったが、磨消縄文

系深鉢 Bは、文様帯構成の一致する磨消縄文系深鉢の一種だと考えたい。その類例の中には体部

下半の屈曲がなく、砲弾形深鉢と同一器形を取る例もあり、それらはさらに区別する必要があるだ

ろうが、繁雑になるので本稿では暫定的に一括する。また、浅鉢の類例もあり、関東方面ではむし

ろ多いだろう。鈴木正博はこれを磨消縄文系深鉢と明快に位置付け、一系列の深鉢の中で、上向弧

線文の有無をもって、加曽利 Bl-2C式 と加曽利 B2式を区分する時期差を見いだす [鈴木他

1980]。 指摘のとおり磨消縄文系深鉢 Aが先行 し、Bは一定の時間差をもって後出するのだが、中

部高地の資料のまとまりかたを重視すると、両者には併存期間がある上、以後の展開過程に差があ

るように思えるので、新器種の派生とするほうがよいと考えて本稿を進める。

磨消縄文系深鉢 Bに は大きな把手が併用される例をあまり見かけないが、その代わりに磨消縄

文系深鉢 Aの把手と把手の中間に配置される小さな突起が、単位文として取り入れられる例が多

い。把手と突起を使い分け、 Aと Bの違いを示そうとしたのかもしれない。磨消縄文系深鉢 Bの

発生を契機に、磨消縄文系深鉢の根幹にかかわる変質が始まると考えるが、その問題は本稿の主要

な課題の 1つ である。

磨消縄文系深鉢 Bの 回縁 ミガキ帯に導入された上向弧線文は、羽状沈線文系のいわゆるソロバ

ン玉深鉢を特徴づけるモチーフとして知 られる。系統を異にする器種間に共通する要素が採用され

たと見れば、異系統間での要素の交換に道が開かれた点でも、この器種が成立 した意味は大きいだ

ろう。
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体部を欠損 した破片に上向弧線文が施文されていても、それだけではいわゆるソロバン玉深鉢な

のか、磨消縄文系深鉢 Bな のかの区分が難 しい。磨消縄文系深鉢 Bだ と断定できる八窪31と 石神

11(第10図)は、口縁の屈曲が曖昧で湾曲に近い。口縁部は外傾 して開く傾向が強い。これに対 し

てソロバン玉深鉢と断定できる石神17018(第 10図)は、口縁部の屈曲がくっきりときつく、鋭角

的である。口縁部は内傾して立ち上がる。そのうえさらにもう一度屈曲して直立する「立ち上がり

部」が追加されるのだが、大塚達朗の編年観 [大塚1984]に 従えば、この「立ち上がり部」は古相

のソロバン玉深鉢には存在 しないので、その有無をもって磨消縄文系深鉢 Bと の系統的な識別と

することはできない。とはいえ、口縁部がくっきりと屈曲して内傾 して立ち上がるのがソロバン玉

深鉢、屈曲が曖昧で外傾気味に立ち上がるのが磨消縄文系深鉢 B、 という傾向があるのは確かだろ

う。破片資料では明瞭に示 しきれず識別に不安を残すが、一応の区分とする。

浅鉢の様相は単純ではないが、破片では深鉢との区分ができないことが少なくない。磨消縄文系

深鉢の変質に対応 して、磨消縄文系浅鉢にもA・ Bの二者が存在するが、中部高地では不明瞭だ。

浅鉢の仲間で最も重要だと思えるのは、 くっきりと屈曲して内傾 して立ち上がり、かなり幅広な口

縁部文様帯が形成される八窪25～30(第 1図～第 2図)である。内面文はなく、屈曲部以下の体部

は無文で ミガキが顕著である。立派な精製土器だといってよい。独自の器形と文様帯構成をもつの

で「屈曲浅鉢」と呼称 して区別したい。口縁部が主文様帯となるのだが、磨消縄文系深鉢・浅鉢と

共通の単位文・横帯文を保有する八窪25な どと、斜行する直線や上下向かい合わせの弧線からなる

モチーフに縄文に代えて刺突文を併用する八窪27～ 30な どの 2者がある。前者を「屈曲浅鉢 a」、

後者を「屈曲浅鉢 b」 と呼んで区別するが、「原ソロバン玉形鉢」 [鈴木1999]に対応 しそうだ。屈

曲浅鉢 aは西関東方面に多 く、屈曲浅鉢 bも いくらかは存在するようだが、後者こそ中部高地で

最も特徴的な浅鉢である。

注目土器は磨消縄文系統の重要な要素であるが、量が少ないうえ小さな破片資料 しかない。わず

かに指摘できるのは、磨消縄文系深鉢や浅鉢とは別種のモチーフで彩られた加曽利 Bl式以前から

の伝統的注目土器が断絶することである。磨消縄文系深鉢などのモチーフとの共通性をもった注目

土器がそれに代わって存在するのは確実で、棚畑遺跡 (茅野市)脇鳥飼幸雄他1990]371号 土坑一括

資料 (第 5図)はその好例である。

(3)羽状沈線文系土器と粗製土器

羽状沈線文系統の土器は、「つ」の字文・直線文深鉢
り
を除けば、離山遺跡 (南安曇郡穂高町)

の分析 [百瀬1999b]な どで既に設定 した器種がほぼ揃っているが、小破片が多く、全体像は不明

な点が残る。ソロバン玉形をした上向弧線文深鉢は、上向弧線文が磨消縄文系深鉢 Bに も使用さ

れており、この名称では器種の相違が区別できないので、不本意ながら「ソロバン玉深鉢」と呼ば

せてもらう。第 2図-41を代表とする国縁部に文様帯をもつ深鉢は、全体像がわからず正体不明で

ある。現在のところ「つ」の字文・直線文深鉢まで系譜がつながりそうもないので、「口縁部文様

帯羽状沈線深鉢」 と呼んで区別 したい。離山遺跡で設定した「素文平縁深鉢」・「波状口縁深鉢」・

「楕円文深鉢」 は内容は同一だが、磨消縄文系統の土器との混乱を避けるため、本稿では「素文平
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縁羽状沈線深鉢」・「波状縁羽状沈線深鉢」・「楕円文羽状沈線深鉢」と呼び替える。呼称が長 くなっ

たがお許 し願いたい。

粗製土器は、堀之内 1式並行期以来の中部高地の伝統である、原則的に無文の土器である。器壁

が厚 く、屈曲をもたずに直線的に立ち上がり、口縁部もほぼ直立する。ケズリが顕著に施される例

を含むが、多 くははナデで仕上げ、光沢はないが半光沢をもつ場合はある。口縁部の断面形は不整

形ながらおおむね丸い。無文、厚手、直口が特徴の粗製土器に、わずかながら認められる装飾要素

は、口縁部付近の隆帯と口唇部の圧痕である。隆帯だけが貼付されるタイプ、口唇部圧痕だけが付

されるタイプ、両者が併用されるタイプの3者があり、検討してみたが一系列であるとは確定でき

なかった。「隆帯付粗製深鉢」の中に併用タイプを含め、「口唇圧痕付粗製深鉢」、装飾要素がない

「無文粗製深鉢」の3器種を設定したい。

Ⅲ 中部高地の古段階

(1)ノk窪遺跡の二つのブロック (第 1図～第 3図 )

中部高地古段階の指標となる八窪遺跡からは、二つのブロックが検出された。 1号 ブロックと 2

号ブロックである。 1号 ブロックの一角からは石囲炉 1基が発見されており、ここが住居跡だった

可能性は高い。ブロック間は20m程度離れ、ブロック間の接合資料は粗製土器に若干認められる

が、 精製土器にはない。 それぞれ独立 した廃棄ブロックだと考える。
Dl号

ブロック・ 2号 ブロッ

クとも良好な一括資料ではあるが、若干古相を示す土器が含まれている。 1号ブロックでは406

など、 2号ブロックでは51な どで、姥神遺跡 6号住居一括資料と同段階だろう。少量の混入は当然

あり得る現象なので、一括性資料からは除外 してよいだろう。

1号ブロックと2号ブロックを比較すれば、器種構成上の相違点と共通点に気づくのは容易だろ

う。 2つ のブロックに共通するのは、磨消縄文系深鉢 Aと粗製土器に、少量の注目土器と、磨消

縄文系浅鉢である。ところが、磨消縄文系深鉢 Bと 羽状沈線文系統の深鉢は 1号 ブロックに偏在

し、屈曲浅鉢もそれに近い様相を示す。 2号ブロックのヴァリエイションが貧弱なのは、遺物量が

少ないので欠落器種が生 じやすいからだとはいえ、羽状沈線文系統がそっくり欠落するのは偶然の

現象だとはとても考えられない。伝統的な磨消縄文系統と粗製の器種だけで構成される2号ブロッ

クと、新顔である磨消縄文系深鉢 Bや羽状沈線文系の器種が加わる 1号 ブロックの相違は、二つ

のブロックに時間差がある事を示しそうだ。単純な引き算が許されるのかどうかが、本章の検討課

題である。

(2)共通する器種

共通する器種の様相は単純ではなく、古・新二相が認められそうなことは報告書作成時に気づい

ていた。磨消縄文系深鉢 Aの主文様帯には単位文が 2種類あったからだ。 1・ 2な ど関東方面で

も一般的な(|】犬の単位文と、その変形として 1対の短直線を配置する8・ 9な どである。後者は中

部高地の特徴であることが指摘されたが、「対短線」 と呼んで区別する。対短線はやたらと太 く直
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線的な短線を広めの間隔をとって対に配置し、周囲の器面と一体的にミガキを施すので輪郭にシャ

ープさを欠 くといった特徴がある。さて、八窪遺跡では(|)状の単位文と対短線の相違が把手の相違

と連動 しているのに注目したい。安孫子昭二の成果に倣って把手の変化を追えば、姥神遺跡 (北巨

摩郡大泉村)6号住居 [櫛原功-1987]段階に位置づくと考えてブロックの構成員から除外 した 4

では、左右から斜め横を向いた面を寄せ、左側の面の延長が頂部となる。 102は 4を受け継ぎ、

頂部の下に鉢巻状の貼付を加えたうえ、 1で は頂部に左向きの突起を加えてし
,ヽ
る。把手全体として

はほぼ左右対称なのだが、頂部に関しては左向きが継承されていると言える。 8の把手は頂部の突

起が正面を向き、 9は ほぼ上を向くに至る。完全な左右対称が達成されたと言ってよい。突起の変

化を並べれば、 4⇒→ 1・ 2⇒→ 809と なろう。 102の単位文は(|)状であるのに対 して 809
の単位文は対短線で、新段階石神遺跡 Jl号住居の直線的な単位文により近いことは否めない。

°

横帯文は直線的な個体と弧状を呈する個体が併存する。(|)状の単位文→⇒対短線文、という変遷は

型式的にも十分成立 しそうだが、石神遺跡 J19号住居には809と 同様の把手と(|)状の単位文が組

合わさる第14図-1がある。安孫子昭二が加曽利 B2式中頃の段階を代表するとして取 り上げた小

仙塚遺跡出土例 も、第14図-1と 同様である。関東方面には 8・ 9の ような対短線は少ないよう

だ。第14図-1な どは地理的にも近い関東方面との関連を考慮 してもよいかもしれない。(|)状の単

位文と対短線の相違は単純な時間差に置き換えてよい訳でもなく、対短線は後出的なが ら(|)状の単

位文と併存するのではないか。すなわち、 102か らの変化は二通りあり、第14図-1と 809は

併存すると考えてみてはどうか。

そのほか、直線的横帯文や主文様帯上限横帯は後出的かと疑われるが、その有無と連動する要素

は見いだせない。連動 して変化する可能性があるのは把手と単位文に限られそうだ。把手と単位文

の関係が判明するのは4個体だけだが、 1・ 2→→ 8・ 9と いう変遷をもって、磨消縄文系深鉢

Aには二相を認めたい。その二相は 1号ブロック、 2号ブロックとも併存する。

粗製土器も同様の二相がある。隆帯付粗製深鉢は西関東でもポピュラーな存在のようだが、隆帯

そのものは中部高地とは異なっている。大森貝塚の分析 [鈴木他1980]に よれば、貼付位置がしだ

いに上昇 し、加曽利 Bl-2式 に後続する加曽利 B2式では、口縁部の高さに至るという。それを

参考にすれば、隆帯の位置は45・ 72→46・ 73と上昇するが、後者は上昇の限界でこれ以上の展開は

望めないことになる。45を古相、46を新相と考えたい。 1号 ブロックには古相の45と新相の46が併

存 じ、 2号 ブロックには古相の72と新相の73が併存する。隆帯の貼付される位置のみでなく、貼付

後の整形、隆帯上や口唇部の指頭圧痕の施文方法など、幾つか相違点が観察できる指標があるが、

それらの間には有意な関連性を見いだせなかった。

口唇圧痕付無文深鉢の回唇にも圧痕が施される。疎らで心持ち横長の圧痕 (70な ど)と 、丸 く比

較的密の圧痕 (47な ど)に区分される。それ以外の装飾要素はないので、これだけではその相違が

偶然なのかどうかもわからない。図示しなかったが、 1号ブロック・ 2号ブロックとも両者が併存

じ、まとまりの中でも何らかの傾向は認められない。

八窪遺跡の二つのブロックに共通する器種には古・新二相が認められそうだ。その相違は磨消縄
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文系精製土器では小さく、粗製土器では比較的明瞭だった。しかし、その古・新二相は 1号ブロッ

クでも2号 ブロックでも併存 じ、ブロック間に相違は見られなかった。それらと新段階・石神遺跡

Jl住居との相違は明白である。

(3)偏在する器種

1号ブロックに偏在するのは、まず磨消縄文系深鉢 Bである。八窪31の 回縁部文様帯上向弧線

文に付随する単位文は、正体不明の不整円形 らしい。器種が断定できない八窪34は屈曲部付近の点

刻とそれに収敏する弧線である。こうした単位文は上向弧線文と組合わさる特有のモチーフなのだ

ろう。縦直線とえぐりによる点とを組み合わせたポピュラーな単位文や、新段階の磨消縄文系深鉢

Bに多用される突起に起源する単位文とは明らかに異なっており、大塚達朗の編年観に従えば、よ

り古相を呈すると言えそうだ。主文様帯の上限横帯が成立し、顕著なケズリの上の狭い沈線間に圧

痕列が加えられる。主文様帯の単位文や横帯文のモチーフは直線的で、縄文は脱落してケズリに置

き換えられてしまっている。 こうした特徴を総合すれば、古相を残しつつも新段階・石神遺跡 Jl

号住居の磨消縄文系深鉢 Bに近づくと考えざるをえない。

次は羽状沈線文系統の深鉢である。 1号 ブロックにはソロバン玉深鉢が確認できない。31は磨消

縄文系深鉢 Bである。34は体部の羽状沈線が確認できず、口縁部は湾曲気味で、磨消縄文系深鉢
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Bの可能性の方が強い。33は 口端部が直立 しないのでソロバン玉深鉢なら古相かもしれないが、破

片が小さくて器種を特定できない。いずれも体部のケズリは顕著である。

素文平縁羽状沈線深鉢には二つの様相が認められる。第一の様相は35° と36で、器外面には施文

に先行する顕著なケズリを残す。工具は細 く、アタリは浅 く、沈線の断面形は三角形又は平たい。

密度が濃いので引き直しや重複が顕著である。沈線の傾斜が小さく、羽状構成が明白でないが、上

段と下段の切 り合いは著 しく深い。第 2種 もしくは第 3種羽状沈線 [百瀬1999b]の 特徴を備えて

いると言える。羽状構成が不明確なのは、器種としての系統的な特徴が未成立であることを示すの

ではなかろうか。とりわけ35は大きく外傾する器形で、内面に 1条の深い沈線を引き、口唇部は外

端が尖り、内端は稜が不明確なまま内面沈線に至ってしまう。回唇部には直交する方向に深い圧痕

が加えられる。こうした特徴をも含めて、中部高地最古の素文平縁羽状沈線深鉢の可能性が高いと

見る。38の 羽状沈線は断面形が丸 く、35な どよりは新相か。

第二の様相は37で部分的なケズリしかなく、第 5種羽状沈線が確立 して羽状構成は明白で、上段

と下段は切り合わない。外傾する器形は同一だが口唇部は外端まで丸みを帯び、内面沈線は省略さ

れて圧痕はなく、その代わり横方向のミガキが顕著である。ヨコミガキと圧痕は口唇部では両立 し

難い手法だろう。第二の様相は新段階・石神遺跡 Jl号住居の素文平縁羽状沈線深鉢よりもさらに

新 しそうである。 1号ブロックのまとまりとしての評価を崩 しかねないが、37は混入ではなかろう

か。

波状縁羽状沈線深鉢39040は波形が低 く、この器種を特徴づける国唇内面の肥厚はかろうじてそ

の傾向が窺える程度でしかない。口端直下の内面に強いナデが加えられるのだが、それは素文平縁

羽状沈線深鉢内面の沈線に通ずるのではなかろうか。羽状沈線は波頂まで及んでおり、各条は引き

直しの重複が著 しい。ケズリは明瞭で波頂にまで及び、器面には当然光沢はない。工具は鋭さを欠

くが、それ以外の特徴をみれば第 2種の範疇に含めたい。羽状構成はこれまた整然としてはいな

い。39・ 40の こうした諸特徴は、波状縁羽状沈線深鉢としてのスタイルをまだ確立 していないこと

を示すのではなかろうか。素文平縁羽状沈線深鉢の35な どと同様に、発生期の波状縁羽状沈線深鉢

だと考えたい。

口縁部文様帯羽状沈線深鉢は41と 43が あり、別個体 らしい。42044も 同類か。破片が小さく、は

っきりとはわからないが、口縁で湾曲して内傾気味に立ち上がるようだ。器壁が厚 くてケズリが欠

如 し、内面にはミガキが施される。精製土器とは言いにくいが作りは良好である。口縁部と体部の

境界は狭い縄文帯を挟んだ 2条沈線で画される。口縁部文様帯に描かれるモチーフは不明だが、磨

消縄文系深鉢に一般的な単位文や横帯文ではないし、上向弧線文でもない。 2条沈線間の点列でモ

チーフを描出し、 ミガキを併用 して光沢を出す。モチーフ、手法とも屈曲浅鉢 bと の共通性が認

められる。体部には半光沢があり、浅いが鋭い工具で、 くっきりとした羽状沈線が密度濃く施され

る。羽状とは言っても不揃いで、特に43は菅谷通保の指摘するパッチヮーク状の構図 [菅谷1996]

と共通点がある。口縁部文様帯羽状沈線深鉢も、羽状沈線は定型化以前の可能性がある。類例のご

く少ない少数派なので、羽状沈線系統の土器が定型化 して行 く過程で、淘汰されてしまった器種か
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と憶測する。

以上の羽状沈線文系土器は、 いずれも新段階・石神遺跡 」1号住居に先行すると推測する。 それ

は定型化以前の様相を示 しているように思われ、初源期の羽状沈線文系土器のまとまりではないか

との期待が十分もてる。

こうなると31や 34な ど磨消縄文系深鉢 Bの位置付けが微妙になる。それらは単位文に独自性が

認められ、新段階・石神遺跡 Jl号住居の様相と同一ではなかったが、全体的にはそれに接近 して

いると判断したからだ。混乱や誤解を恐れずに取り上げれば、実は、31や 34よ りも古相を示す磨消

縄文系深鉢 Bが、石神遺跡 Jl号住居に存在する。主文様帯が八窪遺跡の磨消縄文系深鉢 Aの そ

れとほぼ共通する第10図 1がそれで、同時に主文様帯上限横帯が成立 しており、八窪遺跡共通器種

と石神遺跡との中間的な様相を示していると言える。第10図 2も 同類か。八窪遺跡 1号ブロックの

羽状沈線文系土器と組合わさる可能性が高いと見たい。

磨消縄文系深鉢 Bの評価には問題が残る。 しかし、偏在する器種の主体を占める羽状沈線文系

土器はおおむね単一の様相で、新段階・石神遺跡 Jl号住居に先行 し、その初源期を示す可能性が

あると結論する。

(4)古段階の再設定 (第 4図～第 5図)

八窪遺跡の二つのブロック間の引き算には二つの可能性がある。第一は素直に偏在器種が引き去

られる可能性である。二つのブロックの共通器種からなる段階と、 1号ブロックに偏在する器種を

中心とする段階の、二つの段階設定の可能性が見えてくる。 2号ブロックのまとまりは、絶好の一

括資料だとの評価が下されよう。第二は 1号・ 2号両ブロックの共通器種に見られる古・新二相の

うちの新相が、偏在する器種と組合わさる可能性で、共通器種の古相が引き去 られることになる。

だが共通器種古相は両ブロックにまんべんなく存在 し、一括性が否定されることになってしまう。

先学の編年観とも整合的で、資料操作としても素直な第一の可能性を取るべきであろう事が推察さ

れるが、念のために目を八窪遺跡以外に向けてみよう。

林克彦は群馬県の加曽利 B2式を 3段階に区分 し、その第 1段階に前橋市大道下遺跡 [近江屋成

陽他1991]の 29号住居と118号住居の主体 (第 4図)を あてた [林 1996]。 これらは八窪遺跡 2号 ブ

ロックと近似する内容であるが、118号住居の方は前段で示 した第二の可能性を残 している。118号

住居の器種構成は、磨消縄文系深鉢 A、 磨消縄文系浅鉢 Aと A以外の磨消縄文系浅鉢、屈曲浅

鉢、粗製土器が主体である。磨消縄文系深鉢に見られる小ぶりな対弧文は、八窪遺跡 2号ブロック

より古相かとも疑われ、一方主文様帯上限横帯の出現頻度が高い点はより新相かとも思われるなど

少々気になる点はあるが、おおむねは八窪遺跡 2号ブロックと同一の段階だと考える。粗製土器は

様相を異にするが、それは地域差の可能性が高いだろう。このまとまりに少量加わっている磨消縄

文系深鉢 Bと羽状沈線文系土器が除外できれば、第二の可能性は消去できる。

16は 19と 同一個体のようで、磨消縄文系深鉢 Aの把手を継承するが、文様帯構成から磨消縄文

系深鉢 Bの系譜だと考える。体部は全面的で顕著なケズリの後縄文が施文され、そのうえに羽状

沈線が描かれる。羽状沈線施文部位に縄文が併用されるなど中部高地では考えられない現象だが、
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関東では必ずしも珍 しくはないだろう。羽状沈線はやや深めの第 3種だが、施文間隔が開く。把手

は鉢巻以上の頂部だけに省略されて高さを減じ、把手直下の貫通孔は直線的な対弧文に置き換えら

れるなど、 203と は明らかな時間差を認めることができる。17の把手は16の さらなる低下だろう

か。 203→ 16→ 17と いう変遷が考えられるが、 16は新段階・石神遺跡 Jl号住居と対応するので

はなかろうか。20は素文平縁羽状沈線深鉢で、羽状沈線はアタリの浅い第 3種、16同様施文間隔が

開く。口唇部の圧痕や口縁内面の沈線は欠落する。21の ソロバン玉深鉢は口端部が直立するが様相

は定かでない。大道下118号住居の磨消縄文系深鉢 Bや羽状沈線文系の土器は、 21だ けは何とも言

えないが、それ以外は八窪遺跡 1号ブロックに偏在する仲間よりもはっきりと新 しく、新段階・石

神遺跡 Jl号住居以降に対応する様相である。おおむねこのまとまりからは除外することができる

だろう。

そのまとまりからソロバン玉深鉢を除外できるかどうかが課題となった神奈川県大磯町石神台遺

跡 SX01[鈴木一男他1992]の 主体を、秋田かな子は加曽利 B2式の古段階だと考えた [秋 田

1996]。 その器種構成、磨消縄文系統の土器のモチーフ、磨消縄文系深鉢 Aの把手の系譜と形状な

どは、実測図に示される完形品・準完形品を中心に見れば、大道下118号住居とほぼ一致する。屈

曲浅鉢が少なくない点など、注意 しておきたい。 1点だけ存在する磨消縄文系深鉢 Bは、把手が

高さを大きく減 じ、体部には断面形が丸い羽状沈線が間隔を開けて施文される。写真からの判断な

ので断定は避けるが、恐らく第 5種に近いのではなかろうか。新段階・石神遺跡 Jl号住居よりも

さらに新 しい様相だと推測できる。また、縄文セミナー 9の資料集に採録されたソロバ ン玉深鉢

は、報告書の記述に従えば西拡張区や SK09出 土である。 このように羽状沈線文系にかかわる目立

った土器はSX01か ら除外 してよいと思われるが、拓本で示された破片資料の中には安易に除外を

許さない個体が含まれる。磨消縄文系深鉢 Bは 20片程 も含まれ、上限横帯が確立 している。羽状

沈線の体部破片は5片、正体不明の斜線をもつ破片も10片程あり、それらがソロバン玉深鉢の体部

である可能性は高いだろう。写真からの判断なので限界はあるが、施文密度がかなり濃 く、第 3種

ではなかろうか。注目土器は深鉢等に通有のモチーフを取り込み始めている。石神台遺跡 SX01は

完形品・準完形品が特に意識されて集められているなら、八窪遺跡 2号ブロックと同一の様相を示

す可能性があるが、小破片を加えれば評価は難しくなる。

棚畑遺跡417号土坑 [鵜飼他1990]に は、隆帯付無文深鉢と磨消縄文系深鉢との組み合わせを示

す一括資料がある (第 5図-3～ 5)。 隆帯が口端部まで上昇 しきった隆帯付無文土器の半完形品

と共伴 したのは、磨消縄文系深鉢 Bの破片 2点である。それらは主文様帯上限横帯が確立 してい

るらしく、そこには縄文が充填されるが、これは後述する清水端遺跡 [宮沢公雄1986]での様相に

一致し、新段階・石神遺跡 Jl住居よりはやや先行する様相だと推測する。八窪遺跡の 1号ブロッ

クに偏在する器種にかかわることが期待できる組み合わせである。

西関東方面の資料には微妙な相違点もあり、いずれにも少々問題があって決定的ではないが、八

窪遺跡 2号 ブロックと対応する様相を示唆してくれそうな例を 2つ取り上げることができた。ま

た、 棚畑遺跡417号土坑は八窪遺跡 1号ブロックに偏在する器種のまとまりを示唆した。 決定的と
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第5図 棚畑遺跡 (1.2:371号土坑、 3～ 5:417号土坑)

は言い切れないが、八窪遺跡 2号ブロックー括資料を標識とし、 1号ブロックと共通する器種ばか

りからなる、古段階の存在を認めるべきだろう。姥神遺跡 6号住居一括資料に後続 し、最古の様相

を示す羽状沈線文土器はまだ加わらない。

ところで、この引き算によって、八窪遺跡共通器種のまとまりと1号ブロック偏在器種のまとま

りの間には、系統的につながる要素を求められなくなってしまう、という問題を抱え込むことにな

った。引き算は成立 しているような、いないような状態であるというのが正 しいだろう。偏在器種

の量が少ないこと、偏在する器種が新段階・石神遺跡 Jl号住居に先行する可能性が高いことも、

事態をわかりにくくしている。このままでは偏在する器種は宙に浮きかねない。そこで取り上げた

いのが清水端遺跡一括資料である。

Ⅳ 中部高地の中間段階

(1)清水端遺跡の様相 (第 6図～第 9図)

古段階以前の資料を除外 した清水端遺跡 (北巨摩郡明野村)出土資料を取り上げる。 2号住居出

土土器 (第 6図・第 9図)の主体は浅鉢を含む磨消縄文系深鉢 A、 同じく浅鉢を含む磨消縄文系

深鉢 B、 ソロバン玉深鉢、素文平縁羽状沈線深鉢、粗製土器で、これに屈曲浅鉢 b、 口縁部が内屈

しない磨消縄文の発達した鉢、無文で皿形の浅鉢、注目土器、波状縁羽状沈線深鉢、口縁部文様帯

羽状沈線深鉢が加わる。遺構外出土土器 (第 7図～第 9図)も 体部が張り出す磨消縄文系統の鉢 1

点が加わるだけで、概ね同一の構成比率である。ほぼ同一の様相なので二括するとして、このまと

まりには二つの様相が混在する。一つは次章で取り上げる新段階・石神遺跡 Jl号住居とほぼ同一

の様相、もう一つはあまり類例を知らない様相である。前者を清水端新相、後者を清水端古相と仮

称するとして、清水端古相もって、古段階と新段階との中間的な段階が設定できるかどうかが本章
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の課題である。

磨消縄文系深鉢 Aか ら始めよう。清水端古相では主文様帯上限横帯が確立 し、そこには縄文が

充填されるのが大きな特徴である。直線的で縄文部分の幅がごく狭 く設定された体部横帯文をもつ

26は、横帯文の中に上限横帯の様相が持ち込まれたと言えるのではなかろうか。21も 同様である。

浅鉢 1は上限横帯に縄文に代わる圧痕が付加されるが、これは石神遺跡 Jl号住居においては普遍

的な現象であった。新相に含めてもおかしくないが、体部には磨消縄文が継続するので古相の中に

収めておく。把手の中間に配置される小さなはずだった突起が肥大化 し始めた 3や、内面文が外面

の屈曲と対応 しなくなってしまったり、次に述べる磨消縄文系深鉢 Bと 同一傾向の単位文をもっ

たりする例も、古段階・八窪遺跡 2号ブロックよりは後出的なので、古相に加える。単位文は対弧

もしくは(|)状で、大柄化 [鈴木他1980]の傾向は認められるが、まだ必ずしも明瞭ではない。以上

の古相では把手や突起の様相が不明なので、前後の時期との相違は今一つ明らかにしきれない。口

縁部が内屈しない磨消縄文の発達 した鉢のうち 2や 30は、 単位文や幅狭い横帯文などの特徴が共

通するので、古相に加えたい。

清水端新相と認められる磨消縄文系深鉢 Aは少ない。41は 口縁部が大きく外反 し、上限横帯に

は圧痕が充填され、回端には小突起が並べられるなど、かなり変形 しているが、一応は新相に加わ

ると見る。13や 70は文様帯構成が崩れ、単位文も上向弧線文と共通だったり、大柄化 した突起にさ

らに加飾 したりしているので、新相かとも思われるが、判断は難 しい。

浅鉢を含めた磨消縄文系深鉢 Bは構成比率が上昇 し、磨消縄文系深鉢 Aに対 して優勢となる。

古相と考えるのは主文様帯上限横帯が成立 し、そこには縄文が施文され、強い斉一性が看取できる

4～ 8、 20～ 25、 27～29である。口縁部上向弧線文の単位文は、(|)状かそれが変化 したかと思われ

る3条 1対の縦短線である。この短線はさほど太 くなくミガキも特別ではないので、対短線からの

変化だとは思えない。単位文は総 じて縦方向に長 く、大柄化の傾向は磨消縄文系深鉢 Aよ りは明

瞭だと言えよう。口縁部横帯文は上向弧線文だけでなく、直線化 した406020023な どもあり、

単位文にぶつけている。楕円文羽状沈線深鉢との関連があるのかどうか。浅鉢28029は上向弧線文

を逆さまにして主文様帯に配置し、口縁部のモチーフと相対させている。一般的な横帯文モチーフ

との置き換えだろうが、特徴的な構図ができあがる。これらの磨消縄文系深鉢 Bの体部には、口

縁部と同様の単位文と、直線化 した横帯文が組合わされ、横帯文はミガキと縄文が交互に配され

る。なお、29は縦短線と点刻を組み合わており、単位文だけなら新相に下る可能性があるが、体部

には縄文が明瞭に残るので古相に残す。

新相は11・ 12、 42～47が該当するほか、未報告の半完形資料が 1点ある。上限横帯はケズリのま

まか圧痕を充填 し、体部からは縄文が失われてケズリとミガキが交互に配置される。単位文はやや

大柄な(|)状で、 3条 1対の縦短線は不明である。新相が新段階・石神遺跡 Jl号住居とほぼ一致す

るのは、異論のないところだろう。

屈曲浅鉢は a・ b二者が併存するが、このうち aの 32・ 33に は中心軸になる単位文が欠落した上

向弧線文が描かれる。磨消縄文系浅鉢 Bの様相と共通するので古相と考える。bの モチーフは不
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第 6図 古相 (1～ 10)と新相 (11～ 19)

明で古新は決めがたい。

注口土器のうち35は古相の上限横帯の様相を取り入れていると見たい。それ以外は清水端のまと

まりに含まれるものの、古新は決めがたい。31は口縁部が直立して立ち上がり、体部が張り出すの

で壺形を呈する可能性があり、石神遺跡 Jl号住居に 2点 ほど同類が存在する。鉢の仲間だろう

が、口縁部には直線的な横帯文と、圧痕付縦隆帯の上下に中央をえぐった円板を貼付した単位文を

もつ。横帯文の様相から古相におきたいが、果たしてどうか。

■
■
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第7図 清水端遺跡遺構外 1 古相

以上が清水端遺跡の磨消縄文系土器の中心であろう。その古相で最も注目すべきなのは磨消縄文

系深鉢 Bが確立 していることであろう。 3条 1対の縦短線からなる単位文と上向弧線文の組み合

わせ、縄文を併用 した主文様帯上限横帯の確立、大柄化の方向を示す単位文、直線化に向かいつつ

も縄文を残す横帯文などが特徴的で、上限横帯ゃ単位文の様相は磨消縄文系深鉢 Aに も取 り込ま

れ、上向弧線文の様相は屈曲浅鉢 aに取り込まれた。磨消縄文系統の器種に共通する特徴が確立

しており、古段階と新段階との中間的な様相をもつ、一定の段階設定が可能かと推測する。ただ、

ヽ
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第8図 清水端遺跡遺構外2 新相

3条 1対の縦短線からなる単位文は、離山遺跡にわずかに認められる程度で類例が少なく、ごく限

られた地域の特色なのかもしれないので、この単位文を指標とした段階設定は避けたい。新相では

磨消縄文系深鉢 A・ Bと もに体部を羽状沈線文に置き換えた個体は皆無である。この点では清水端

新相は新段階・石神遺跡 Jl号住居よりも古い様相を示している。

羽状沈線文系統も器種によっては古新の二相が識別できそうだ。ソロバン玉深鉢には明白な二相
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が認められる。古相を見せるのは9と 36で、共に口端部は直立 しない。36は 口縁部の屈曲が甘 くて

磨消縄文系深鉢 Bと の差を認めにくいが、体部の羽状沈線が確認できるので問題はない。羽状沈

線は断面が三角形でやたらと太 く異様で、器面のケズリも定かではない。上向弧線の接点に「えぐ

り」が加えられるが、単位文はない。屈曲部には装飾がない。 9の羽状沈線もそっくりで、口縁部

の内傾がきつく、器形も異様である。モチーフは不明だが上向弧線でないことは断言できる。やは

り屈曲部には何もしていない。 2点とも器種としての特徴が確立 していないと言えようか。これに

対 して14015、 48～ 50は よく見慣れたソロバン玉深鉢で、器種の特徴が明らかである。すべて口端

部が直立 し、上向弧線文に縦直線とえぐりを組合わせた単位文、もしくは関東では珍 しくない入り

組み文が施文される。体上部を無文帯とし、上限を沈線で画 した羽状沈線帯を設定する個体が多い

が、これは山梨県では珍 しくない。口縁部～体部の屈曲部は、縦圧痕、ナデ、縄文と多様な在り方

を示す。

素文平縁羽状沈線深鉢は羽状沈線文系統の中心を成 している。体部上半を水平の境界線で 2段以

上に区分 し、口縁部直下を斜線帯や羽状沈線帯、格子目状沈線帯などとする。外面が全面的に無文

のタイプもあるが、羽状沈線文の省略だろう。沈線による水平分割は体部下半にも及んでおり、そ

の多用は山梨方面の地域的な特徴だと言える。羽状沈線文の全面的な省略は別として、口縁部直下

に無文帯を置く例は少ない点にも注意 しておきたい。外面のケズリは全面的かつ顕著で、第 3種羽

状沈線が施される。口縁部に着目すると、断面形や装飾の仕方で古新二相がある程度見分けられそ

うだ。10037～ 40な どは八窪遺跡 1号ブロック偏在器種と口縁端部形態が近似 し、外端部が尖る傾

向が強い。口縁内面には 1条の沈線を引き、日唇部から内面沈線にかけてのスペースには大きな圧

痕を加えるのが標準的である。これらは前章で見たとおり最古の特徴である可能性がある。これに

対 し17・ 18、 51～56は 口唇部が丸いかむしろ角張っている。圧痕は口唇部の内面側よりも中央に加

えられることが多い。口唇が角張って画面が広がり、中央に圧痕を加えられるようになったという

べきだろう。石神遺跡でも見られた圧痕に代わる粘土粒を貼付する装飾も何点あるが、その口縁部

断面形も角張っている。そうした特徴は新段階・石神遺跡 Jl号住居と共通で両者にはほとんど差

がなく、清水端遺跡では新相だと言ってよい。問題になるのは17や 56な ど口縁部の装飾を欠 く例

で、それはむしろ新段階に後続する様相に連なる可能性があるが、課題を残 しつつも新相の中に含

めておく。

波状縁羽状沈線深鉢は19が唯一である。波頂が尖り、一段目の羽状沈線文は口縁部の波形に沿う

が、波頂は空き気味である。波底部には尖った瘤が貼付される。尖った波頂や波底の瘤が顕著なミ

ガキをもつ点も含め、諸特徴は東北や新潟などに通ずるのではなかろうか。口唇部は内面側が三角

形に肥厚され、系統としての特徴は確立 している。羽状沈線は第 3種である。素朴で素文平縁深鉢

との共通相すら残した八窪遺跡 1号ブロック39・ 40と は少々距離を置きそうなので、新相に加える

べきだろうか。

63・ 64は羽状沈線文の一種をもつ注目土器で、斜線が短いので羽状短線と言うべきだろうか。月ヽ

形で全体像は不明である。図では不鮮明だが各段毎に斜線の角度が異なり、直立に近い段が含まれ
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ていて、きちんとした羽状構成になっていない。こうした特徴から古相としたいところだが、注目

土器が他の器種とどこまで同調するのかわからない段階では、細分は控えたほうがよいだろう。そ

れよりも、これらが中部高地最古の羽状沈線文系注目土器になりそうなことの方が重要だろう。

粗製土器はすべて圧痕付隆帯が貼付されるが、隆帯は裾をナデないうえ、太い指圧痕で器面に押

し付けられるなど、八窪遺跡を始めとする長野県内ではあまり見かけない手法である。八窪遺跡と

は別系譜で、むしろ西関東方面の影響下にありはしないか。隆帯が 2条になる場合があるのもそれ

を裏付ける。近隣の青木遺跡、姥神遺跡などの隆帯付無文深鉢にはこうした手法が多 く、地域色か

と推測する。八窪遺跡の隆帯付無文深鉢の変遷観との対応は直ちにはできない。

磨消縄文系・羽状沈線文系とも、おおむね古・新二相に区分できた。それぞれの古相同士、新相

同士が対応することは推測に難 くない。

清水端古相の磨消縄文系統の器種では主体となる様相がはっきりと示せる。とりわけ磨消縄文系

深鉢 Bに それが顕著である。縄文を充填 した主文様帯上限横帯の確立と、それを受けたかのよう

な縄文を挟んだ直線的な 2条沈線の多用である。その共通相で他の器種をもくくる事ができた。独

自の単位文はあるいは小地域色なのかも知れない。主文様帯上限横帯の確立や主文様帯モチーフの

硬直化、単位文の大柄化傾向は新段階への傾斜を示す現象であるが、体部の横帯文にはあくまで縄

文を充填する点でそれとの相違もはっきり示せる。構成比上も磨消縄文系深鉢 Bの優越は明瞭で

ある。まさに古段階・八窪遺跡 2号 ブロックと新段階・石神遺跡 Jl号住居の中間的な在り方であ

ろう。

羽状沈線文系統の器種の古相では、八窪遺跡 1号ブロック偏在器種で確定できなかったソロバン

玉深鉢の出現が確認できたが、磨消縄文深鉢 Bと の相違が小さく、器種としての特徴が未確立で

あった。素文平縁羽状沈線深鉢は、八窪遺跡 1号ブロック偏在器種とほぼ同様の特徴を示 し、最古

の様相だと推測された。 それらが新段階・石神遺跡 」1号住居に先行するのは疑いないだろう。羽

状沈線文注目土器が加わるのかどうかは判断しにくい。

清水端新相は磨消縄文系統・羽状沈線文系統とも新段階・石神遺跡 Jl号住居との相違はほとん

どない。ただ羽状沈線文系統ではより新 しい様相も見受けられて、その点では問題が残った。

清水端遺跡古相の主体は、地域的な様相差が少々含まれているが、磨消縄文系統の器種の強固な

共通性をもって、古段階と新段階をつなぐ、「中間段階」を示すまとまりだと位置付けたい。キー

ワードは縄文を充填 した主文様帯上限横帯の確立と、それを受けた主文様帯の在り方である。これ

は磨消縄文系深鉢 Bに端を発するのだろうが、磨消縄文系統のすべての器種に採用される。磨消

縄文系統の器種を統一する原理が成立 したと考えるが、羽状沈線文系統の動向とはまだ別々の動き

である。ただ、これらの類例が乏 しいのが気掛かりで、小地域ヴァージョンの可能性が残る点には

留意 しておきたい。

(2)中間段階の課題

第 2章で位置付けが宙に浮いたままの八窪遺跡 1号 ブロック偏在器種だが、それらと類似 した様

相は清水端遺跡古相の中に見いだせた。 しかし、八窪遺跡 1号ブロックには、清水端遺跡を特徴づ
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ける上限横帯が確立 した磨消縄文系深鉢は不明瞭である。偏在器種はすべて小破片なので、磨消縄

文深鉢小破片の中にその類例があるとするのも一法で、ひいき目に見れば八窪13や 18な どはその可

能性無 しとは言えないが、それではご都合主義のそしりを免れないかも知れない。まとまりとして

の在り方には解決できない問題が残っており、当面これ以上の検討の手立てはない。ノk窪遺跡 1号

ブロック偏在器種は、中間段階に属するやや偏ったまとまりだと評価 して、棚上げにするしかある

まい。

大きな課題がもうひとつある。中間段階は古段階・八窪遺跡 2号ブロックと新段階・石神遺跡 J

l号住居の中間的様相をもつ。安孫子編年と比較すれば、小仙塚段階と東谷段階との中間の段階が

設定されることになる。中間段階は羽状沈線文系統の土器を含む中部高地では最古のまとまりであ

る。菅谷通保は東関東の斜線文をもつ土器を立木段階⇒後田段階と編年 し、西関東の東谷段階→平

尾段階に対応させた [菅谷1996、 1999]。 羽状沈線文や斜線文は東谷段階から登場するという見解

は、関東では有力だろう。そうした見解とは整合せず、石神台遺跡 SX01の 評価いかんでは、中部

高地の方が先行 して羽状沈線文が登場することになってしまう。一応の資料吟味を行ったうえでの

中間段階設定ではあるが、不安定な点を拭い去れないのも事実である。

中間段階は清水端遺跡のまとまりから新段階・石神遺跡 Jl号住居との共通様相を引き算 して設

定 したと見ることもできる。その適否は双方のまとまりの評価が適切であるかどうかにかかわって

いる。

V 中部高地の新段階

(1)石神遺跡 Jl号住居の様相 (第10図～第11図)

新段階を画するのは石神遺跡 Jl号住居一括資料 (第10図～第11図)である。 このまとまりにも

より古い時期の資料が若干混入 しているが、除外 して考える。

器種構成は磨消縄文系深鉢 A、 磨消縄文系深鉢 B、 素文平縁羽状沈線深鉢、粗製土器が主体をな

し、 それにソロバン玉深鉢、 楕円文羽状沈線深鉢、 波状縁羽状沈線深鉢、 体部が張り出す壺形の

鉢、無文の皿、注目土器、異系統の土器などが加わる。清水端遺跡の器種構成との相違は、屈曲浅

鉢が欠落することであろう。

磨消縄文系深鉢 A・ Bと も器形は回縁部の屈曲が衰退 して痕跡的な段となり、口縁部は外傾 して

開く形態に統一される。磨消縄文系深鉢 Bの形態に引きずられたと言ってよい。屈曲を補完する

のは主文様帯上限横帯で、縄文ではなく圧痕が充填され、必要不可欠な要素となる。圧痕の工具は

特定できず、工具先端のアタリ痕跡も明瞭ではない。その上位の沈線はやや彫刻的な描かれ方で、

そこが段状となっている。主文様帯は横帯文が直線化 して間隔を開ける。
1単

位文も間隔を開けた直

線となるが、対短線とは異なり細 く縦長で、清水端遺跡よりいっそう大柄である。縄文が施文され

るべき部位はケズリのまま器面を放置する。 ミガキは手抜き気味で甘く、光沢と非光沢のコントラ

ストは著しく低下する。こうした体部の在り方は中間段階からの変化として説明できる。
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磨消縄文系深鉢 Aの 回縁 ミガキ帯の把手は、斜め横を向く面が退化 して円柱を芯とする形状に

変化 し、左右に尖って張り出した鉢巻状貼付が特徴的である。突起の厚みはさほどではないが横幅

が大きくなり、中央をくばめるなど加飾が見 られる。磨消縄文系深鉢 Bの 口縁部の上向弧線文に

は直線化 した個体が目立つ。単位文に直線的に横帯文をぶつけるのと同効果である。単位文は突起

が起源で、磨消縄文系深鉢 Aの突起と近似する。 もっとも別の単位文があってもよさそうで、 様

相は単純ではないだろう。12の ように 8の字のイメージが残る突起は、楕円文羽状沈線深鉢との共

通項でもある。

さて、磨消縄文系深鉢 AOBと も、体部の主文様帯をそっくり羽状沈線に置き換えた個体が少な

からず存在する。これらは型式学的にはさらに後出的で、安孫子編年の平尾段階に相当しよう。 し

かし、そうした二様相が認められるにもかかわらず、清水端遺跡出土資料のように古新に区分 して

かからなかったのには、三つの理由がある。第一点は磨消縄文系深鉢 Aに特徴的な把手に明瞭な

相違点が認められないことだ。磨消縄文系深鉢 Aの完形品である大花遺跡 3号住居の第14図-2
は、把手・突起とも石神 3・ 5と ほぼ同一である。その回縁部は屈曲を失って外面には段が残され

る。内面も屈曲せず 2条の沈線が残される。いずれも屈曲の形骸化である。把手の形態や把手直下

の内外面の単位文は石神 3や 4と 一致 し、
°
中間の突起も石神 506と 一致する。体部の羽状沈線

は第 3種で、先行するケズリが顕著である。磨消縄文系統のモチーフからより後出的な羽状沈線に

置き換わっていても、把手・突起やその周辺の装飾は一致するのなら、同時並行の可能性が残る。

第二点は磨消縄文系深鉢 A・ Bの二様相に対応するような相違が、他の器種には不明瞭なことだ。

素文平縁羽状沈線深鉢の回唇部形態や内面の加飾には二様相が認められるが、それは中間段階との

共通相を引きずっているからであって、新段階で生 じた事態ではない。第二点は、後段で述べるよ

うに、波状縁羽状沈線深鉢の二様相は併存すると考えられるからである。もちろん新段階の細分の

可能性は十分あるが、 7や 14ばかりからなる一括資料が発見されるまでは、それらを区分 しないで

おきたい。
(9)

ソロバン玉深鉢の17018は 、いずれも口端部の立ち上がりが大きそうだ。17は単位文が入らない

が、このまとまりから除外する理由もない。くっきりと厳 しい屈曲は、磨消縄文系深鉢 Bと の著

しい相違点となろう。これらに清水端遺跡新相のソロバン玉深鉢を補ったのが、新段階の様相だと

言えるのではなかろうか。16は屈曲がごく甘 く、羽状沈線はやたらと太く、アタリが深い。清水端

遺跡古相の特徴と酷似しており、中間段階に属すると考えられるので、まとまりからは除外すべき

だろう。

楕円文羽状沈線深鉢19は屈曲が甘く、むしろ湾曲していて、磨消縄文系深鉢と同様相をみせる。

素文平縁羽状沈線深鉢は口唇部の圧痕と内面の 1条沈線の組み合わせが主体的であるが、圧痕を欠

く例もある。口唇部の形態は外端部が尖る例もあるが、丸かったり角張ったりする方が多い。尖る

タイプの22も その圧痕はいわゆるD字状圧痕で、八窪遺跡 1号ブロックの 1つ 1つ 丁寧な直交圧

痕とはやや異なっている。波状縁羽状沈線深鉢の27は 口縁内面が三角形に肥厚され、この系統に特

徴的な形態が確立する。28は羽状沈線でなく磨消縄文系の単位文・横帯文が採用される。系譜の相
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違を越えた転用であるが、珍 しい例ではなかろうか。28の ような例が先行 し、それを踏襲 して波状

縁羽状沈線深鉢が成立するとは考えられない。波状縁羽状沈線深鉢は中間段階に成立 しており、新

段階にはその系譜の中に28の ような転用による変種が成立 し得る、とすべきだろう。波状縁深鉢で

は東谷段階の磨消縄文系モチーフが羽状沈線と併存すると見るべきだ。先に石神遺跡 」1号住居資

料を区分 しなかった理由を述べた三点めが、これである。28の 関東方面に少なくない2段にくびれ

る器形は、中部高地では珍 しく、異系統の影響が窺われるが、まとまりに含めるのは問題ない。体

部が張り出す壺形の鉢29030は位置付け不明だが、まとまりから除外する必要はないだろう。

羽状沈線系統の土器に共通する特徴が二点ある。一つは沈線施文に先行するケズリが顕著なこと

で、 これは第 2種や第 3種羽状沈線 [百瀬1999b]の 特徴だった。清水端遺跡や八窪遺跡でも同様

なので中間段階以来の系統的な特徴だと言えよう。もう一つは羽状沈線の種別で、アタリが浅 く断

面は平たいものや、アタリが深 く断面は丸みが強まるものなど、外見上は多様性があるが、上段と

下段の切り合いがかなり深い。工具の先端の形態は第 5種に接近するかに見えるが、手法は第 3種

だと言える。この点については第Ⅶ章で詳述する。見た目は少々異なるが、手法の共通性を重視

し、羽状沈線は第 3種が卓越すると考える。第 2種の範疇に入るのは 1点に留まる。ところで、顕

著なケズリのもつ意味は大きい。その手法の卓越は、この段階の磨消縄文系深鉢と共通するから

だ。器面の一部をあえてケズリのままとする磨消縄文系統と、ケズリの上に羽状沈線文を追加する

羽状沈線文系統、双方に共通する特徴だとすれば、この段階の主要な土器全体を律する共通手法だ

としてよいのではないだろうか。 しかし、「ケズリ」→→「沈線施文」 という手順は、器面の乾燥

状態を考慮すれば、異常に見える手順であろう。そのことは当然重要な意味をもっており、初源期

羽状沈線文系土器群の変遷を考えるうえで決定的な視点となるので、第Ⅶ章以下で改めて検討 した

い。なお、38は羽状沈線というより密度が濃い斜線で、関東方面の斜線文に酷似する。37も体部が

縄文で、東関東方面と関わりそうだ。20は 当地域の手法だが羽状沈線というより弧線である。石神

遺跡 Jl号住居一括資料は、次に述べる粗製土器も含めて、総 じて関東方面の影響が強 く感 じられ

る。地理的に群馬県に近いためなのだろうが、同じ北佐久郡の浦谷 B遺跡ではそれはさほどには

感じられなかったので、石神遺跡はやや突出した印象を受ける。

粗製土器では八窪遺跡とはっきり相違する35036が注意される。隆帯を貼付するというより、口

端外面が月巴厚すると言ったほうがよく、大きな圧痕も特徴的である。こうした土器は長野県内では

あまり見かけないが、大道下遺跡では主体的らしいので、北西関東方面の要素が取り入れられたの

ではなかろうか。中部高地独自の粗製土器の様相は、このまとまりでは不明である。

石神遺跡 Jl号住居の磨消縄文系深鉢の共通の指標は、 口縁部屈曲の著 しい弛緩と外傾化、圧痕

を充填した主文様帯上限横帯の確立、主文様帯の縄文の脱落とケズリヘの置き換えで、急激な変化

だと言えよう。それに加えて要素の転用や置き換えが進み、器種相互の系譜の相違は不鮮明にな

る。磨消縄文系深鉢体部への羽状沈線の導入はその最たる事象だろう。縄文の喪失と期を一にし

て、粗製土器を除いて、器面の装飾にケズリの効果を利用しようとする意図が卓越 し始める。これ

は磨消縄文系統・羽状沈線文系統を統括する新たな統一原理である。前段階まで徐々に進行して来
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た磨消縄文系深鉢の変質は急激に進み、羽状沈線文系統との共通基盤が形成されたと言えよう。そ

の結果、磨消縄文系精製土器は崩壊の瀬戸際に立った。改めてではあるが、石神遺跡 Jl号住居の

主体をもって、新段階の指標としたい。キーヮードは非光沢部位におけるケズリの効果的利用原則

と、系統を越えた要素交換の全面展開で、その結果磨消縄文系深鉢のモデルチェンジは一気に進行

した。新段階の類例は、いずれも若干前後する時期の土器を含むが、北巨摩郡大泉村金生遺跡 4号

住居と23号住居があり、金生遺跡 4号住居では東谷段階と平尾段階の磨消縄文系深鉢 Aが共存 じ

ていて、大道下遺跡34号住居も近似 した様相を示す。

石神遺跡 Jl号住居の一括性の評価には大きな課題が残されている。磨消縄文深鉢 A・ Bと も、

いわゆる東谷段階と平尾段階が共存 しているからである。古新二相に区分される余地は十分にあ

る。本稿で区分を控えた理由は、磨消縄文深鉢 Aの把手の様相にさしたる相違が認められないこ

と、それ以外の器種には対応する二相が不明瞭なこと、石神遺跡 Jl号住居と同様のまとまりかた

を示す一括資料が 2例存在すること、平尾段階のまとまりが不明瞭であること、などである。次節

ではその類例の様相を見よう。

(2)金生遺跡 4号住居の様相 (第12図～第13図 )

石神遺跡 Jl号住居と同段階で、同様の様相を示すまとまりとして、金生遺跡 4号住居一括資料

を取り上げる。 4号住居には少なからざる未報告資料が存在 しているが、それらも併せて様相を示

したい。
(10)

磨消縄文系深鉢 Al～ 3の主文様帯は磨消縄文系のモチーフをもつ。口縁部は大きく外反 して

開き、屈曲は痕跡化するが内面文は残存する。圧痕を充填 した主文様帯上限横帯が確立 し、縄文を

失った体部モチーフはケズリのままとするべき部位にも部分的なミガキが入り込んでいて、コント

ラストは曖昧である。この 3点の特徴はケズリの徹底と器壁の薄化で、コントラストこそ曖昧だが

立派な精製土器である。相違点を見いだすなら、 1は回縁部の屈曲が残存 して内面文も立体的、 2

は屈曲を失いつつも上限横帯と内面文は対応 して本来の位置関係を踏襲、 3は上限横帯と内面文が

対応せず突起も変形 している。あえて並べれば 1⇒ 2⇒ 3の順に変化すると言えよう。 4と 5は同

一個体の可能性 もあるが、主文様帯を羽状沈線に置き換えている。 4の器壁は薄いとは言えず、外

面全面のケズリは単位間の稜が顕著で器面は滑らかとは程遠く、例えるなら手斧で粗 くはつった木

材の表面のようだ。回縁部の屈曲は失われ上限横帯もないが、ケズリとナデの境界が屈曲部をかろ

うじて意識させている。それと内面文の位置は対応し、本来の在り方を残 していて、その点では 2

と同様である。把手の形状は磨消縄文系の主文様帯をもつ石神 3と ほぼ一致する。中部高地羽状沈

線文系器種の体屈曲部には例外なくミガキ帯が成立して上下の斜線帯を分離 しているのだが、 4は

ミガキ帯が欠落 して上下の斜線が直接切り合っている。これは平尾段階の磨消縄文系深鉢に通有の

特徴なのかどうか。ちなみに大花遺跡第14図-2は体部下半が欠損 して不明である。 6は 口端部外

面と口縁屈曲部に圧痕を加える。ケズリの徹底と器壁の薄化が顕著で、精製土器の仲間だ。

磨消縄文系深鉢 Bの 7～ 11は概 して器壁が厚 く、ケズリも部分的でとても精製土器とは言えな

い。全体像のわかる個体が少ないが、器形も直線的で、11な ど粗製土器に近づ く個体すら登場す
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第13図 金生遺跡4号住居 2(実測図 1:6、 拓影 1:4)

る。21は屈曲浅鉢だが、突起の様相は中間段階以前に位置付きそうだ。

素文平縁羽状沈線深鉢は、口縁部断面形が角張り、内面に太い沈線が 1条巡る。口唇部の圧痕は

ほぼ半数に認められる。器面のケズリは全面的で顕著だが、器面はフラットとは言いがたく、「は

つったようなケズリ」 が目立つ。 器壁も厚めで、 精製土器とはいいがたい。 可可状沈線は全体に細

く、アタリには深浅があり、断面形は三角形が多い。素文平縁羽状沈線深鉢で注意すべきなのは、

口縁部直下に無文帯を設定するタイプがあることだ。15～ 17がそれで、厳密には羽状沈線を使用 し

ておらず、その点でも関東方面の特徴と共通するが、製作技法は当地域と共通する。19だ けは器壁

が薄いが、第 5種羽状沈線を使用するのでまとまりからは外れるか。波状縁羽状沈線深鉢のうち、

30・ 31は波形が低 く、口縁内面の肥厚が確立 し、器面のケズリと羽状沈線の様相は素文平縁羽状沈

線深鉢と一致する。31な どはとりわけ厚 く、接合痕跡すら残す。32～ 34は 口縁内面を肥厚させない

代わりに 1条沈線を巡らし、ケズリが徹底して器壁が薄く、器面はフラットである。より関東風の

37

′基

艤
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特徴が顕著だと言えようか。36は 32な どと同様のつくりだが、波形は高 く、口縁内面は明瞭に肥厚

する。25は ケズリの徹底によるフラットな器面と薄い器壁が特徴だ。ソロバン玉深鉢 は小破片 2

点、口端部が直立する24と 直立しない23が共存する。単位文は縦直線だ。

無文粗製深鉢はごく一部を図示 した。いずれも砲弾形を呈 しく器壁が厚 く、ケズリは部分的で、

口唇部のユビ圧痕が目立つ。39は器形・つくり・口唇部圧痕など、粗製土器そのものだが、口縁部

に 2条の細沈線を巡 らし、体部には斜線が描かれる。砲弾形深鉢とのかかわりを考慮 しておきた

い。

27は丸い体部の鉢 らしく、「つ」の字あるいは「 卜」の字のモチーフが描かれ、低 く小さな丸瘤

が貼付される。関東以北とのかかわりを問うべきだろうか。20は磨消縄文系深鉢 Aか とも思える

が、東海方面で変容 した磨消縄文系深鉢の可能性もあろう。

金生遺跡 4号住居では、磨消縄文系のモチーフをもつ磨消縄文系深鉢 Aに若干の時間幅が感 じ

られる。主文様帯を羽状沈線に置き換えた磨消縄文系深鉢 A・ Bが、単純にそれらより新相とみな

す訳にはゆかない事を示すだろう。また、優勢な素文平縁羽状沈線深鉢や波状縁羽状沈線深鉢に

は、時間幅を見いだすのは難 しく、むしろ製作技法の相違から関東方面の影響が強いという地域差

・系統差の方が目立った。石神遺跡 」1号住居と同様に、現状では一括資料として扱うほうがよい

と判断する。石神遺跡 Jl号住居・金生遺跡 4号住居など、新段階のまとまりはさらなる細分の可

能性を内包 しているが、裏付けがまだないと言ったところだろう。

(3)逸脱する様相と後続する様相 (第 14図～第15図)

新段階から逸脱気味の様相あるいは後続する様相をもつ資料も存在する。

茅野市一ノ瀬遺跡15号住居出土資料 [守矢他2001]は、少量ながら良好な一括資料である。
(11)古

段階の磨消縄文系深鉢破片を除くと、磨消縄文系統の土器は4点あるが、器面のケズリが顕著で、

対弧文が縦位の平行沈線と化 したり、主文様帯上限横帯に刺突が使用されたり、内面文が痕跡化す

るなど、変化が見られる。主文様帯が羽状沈線に置き換えられたものも1点含まれる。

羽状沈線文系統の様相は、多くはケズリがはっきりするものの、それが器面全面には及ばない個

体が出現 し、断面三角形の工具を浅めにあてて羽状沈線を描き、はみ出した粘土屑の処理が不完全

である。沈線の密度はさほど濃 くなく、引き直 しや重複はわずかで、上段と下段の切 り合いは深

い。こうした諸特徴は第 3種でも典型例とは言えない。羽状沈線をもつ22点の中で、例外は第 5種

2点に限られ、様相は均一である。

羽状沈線文系統では波状縁深鉢がまとまっている。大きく発達 した頂部は丸く、口縁部断面形は

三角形に内肥 し、体部の屈曲はくっきりときつい。口縁部文様帯の在り方には三者があり、それら

が併存する可能性が示される。三者とは、口縁部直下から羽状沈線を配するタイプ、口縁部直下に

1条沈線を引きその下に羽状沈線を配するタイプ、口縁部に 2条沈線からなる明確な文様帯が成立

しその下に羽状沈線を配するタイプ、である。第二のタイプの類例は石原 A遺跡10(第 15図)と

同様で、波形に沿って間隔を開けた 2条の平行沈線が一巡 し、沈線間はミガキ、単位文はない。屈

曲がなく単純に外傾する口縁部に、文様帯だけが形成される。前二者は離山遺跡の検討の中で同時
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1三 石神遺跡」19号住居

2:大花遺跡 3号住居

3.4:八幡裏遺跡

5:中越遺跡」19号住居

第14図 個別資料

並行の可能性があると推測 した。第二者は屈曲した回縁部に文様帯を発達させ、突出した波頂部に

把手を加える深鉢に先行する存在だと推測され、八窪遺跡や石神遺跡 Jl号住居の一括資料には存

在しなかったので、前二者より後出的だと推測する。以上の三者ともt波頂まで羽状沈線が及ぶ古

相と波頂が空 く新相が併存する。

無文粗製土器は砲弾形の深鉢で、口縁部に圧痕付隆帯が貼付される例はないが、口端部外面側に

圧痕が付加される例を含む。これが圧痕付隆帯の施文位置を踏襲 しているのなら、八窪遺跡に後続

する様相だと理解できよう。石神遺跡 Jl号住居では無文粗製土器は不明だったが、一ノ瀬遺跡15

号住居はその欠を埋めてくれそうで、古段階よりも後出する様相が明瞭に示される。

一ノ瀬遺跡15号住居一括資料は、石神遺跡 Jl号住居で示された新段階とさして変わらない内容

だが、口縁部文様帯が確立 した波状縁羽状沈線深鉢が加わる点で、それから逸脱する様相を含んで

いる。良好なまとまりの発見を期待 しつつ、新段階に含めて逸脱様相とする。その逸脱様相は

「つ」の字文・直線文深鉢を含む様相べの接近が感 じられた。新段階の後には、「つ」の字文・直線

文深鉢が登場するのではないかと推測する。

新段階に後続するというべきなのが、石原 A遺跡土器集中区出土土器 (第 15図)である。廃棄

のブロックらしく、狭い範囲から出土 した極めて良好な一括資料である。未報告分がかなりある

が、報告された範囲で一瞥する。
(12)

磨消縄文系深鉢にはAか と思われる 1、 Bの 2、 石神遺跡 Jl号住居でも見られた体部が張り出

す鉢 7がある。 1・ 2と も体部は羽状沈線に置き換えられている。 1の 回縁 ミガキ帯は異様に内屈

してミガキも省略され、内面文はない。 2の主文様帯上限横帯は丸棒状工具の縦刺突で、いずれも

新段階とはやや異なっている。 6は楕円文羽状沈線深鉢だろうが、 2と の相違は不明瞭で、両方の
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第15図 石原A遺跡土器集中区

系統が融合 したかのようである。

羽状沈線文系統では、羽状沈線は一ノ瀬遺跡15号住居とほぼ同一の様相を見せ、全面的で顕著な

ケズリを特徴とする器面に、浅く平たい沈線で描かれる。断面三角形の深めの沈線もある程度見ら

れる。両者とも第 3種の範疇で、斉一性が強い。素文平縁羽状沈線深鉢 3は内面や口唇には装飾が

なく、口縁部断面形は丸い。ソロバン玉深鉢 4は屈曲部に縄文が施され、口端部は復元図以上に立

ち上がりの痕跡が明瞭だ。楕円文羽状沈線深鉢 6は直線的な横帯文だが、突起に浅い丸圧と太い縦

沈線を付加 し縄文も併用する。 6の突起への加飾は特徴的だろう。石神遺跡 Jl号住居の突起は、

中央を窪めるだけか 8の字状で、石神12や 29は縦沈線が加わるが形態は異なっていた。波状縁羽状

沈線深鉢は回縁部文様帯がない8と 、屈曲を持たせないまま2条沈線を巡らす口縁部文様帯が成立

した 9010の 両者がある。いずれも口縁内面が全 く肥厚されないのが特徴的だが、これは関東方面

の様相を取り入れたのだろうか。一ノ瀬遺跡15号住居と同様の組み合わせである。さて、最も重要

なのは「つ」の字文・直線文深鉢の参入であろう。報告された 5点が接合 して 3点 (11～ 13)と な

ったが、未報告資料には小破片が少なからずあり、構成比は低くない。口縁部の屈曲が確立 し、縄

文が併用される口縁部文様帯には、さほど太くなく浅めの沈線を4条以上使用したモチーフが描か
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れ、楕円や弧線が組合わされた様子からは「つ」の字文系統のモチーフかと推測されるが、全体像

は不明である。描線にはたどたどしさが感 じられ、縄文部分とミガキ部分の配置が異常な例を含む

など、系統としての特徴がまだ確立 しきっていない初源期の「つ」の字文・直線文深鉢かと推測す

るが、モチーフは少々系譜が異なるかとも思う。14は 口縁部の屈曲がなく器壁が厚いので、砲弾形

深鉢だと推測するが、その最古相である可能性がある。

多量の無文粗製土器の様相は、一ノ瀬遺跡15号住居とほとんど差がない。

石原 A遺跡一括資料は、口縁部文様帯をもつ波状縁羽状沈線深鉢だけでなく、「つ」の字文・直

線文深鉢が組成に加わる点で、石神遺跡 Jl号住居とは明瞭に異なっている。 それ以外の要素には

大きな相違はないが、磨消縄文系深鉢には微妙な違いが看取された。「つ」 の字文・直線文深鉢の

成立を段階区分の指標とすれば、石神遺跡 Jl号住居に後続する段階を示す様相であることは疑い

ない。一ノ瀬遺跡15号住居よりも石原 A遺跡が若干後出すると推測する。「つ」の字文・直線文深

鉢の成立をもって中部高地の独自型式を設定できると考えるので、独自型式め最古相に位置付ける

べきだろう。本稿の対象とする時間幅からはみ出す資料で、新段階に後続する段階・様相である。

上田市八幡裏遺跡出土第14図-4は磨消縄文系深鉢 Aの系統で、体部は羽状沈線 となる。口縁

部は屈曲をほぼ喪失 して直線的になり、内面文は回縁部からかなり下がった位置の 2条沈線に踏襲

される。口縁 ミガキ帯にはミガキが入るが、つながる1巴手はミガキがない。f巴手直下の単位文は 1

条の太い縦の凹線に変わるが、施文後のナデによってつぶれ気味になる。把手直下の内面には弧線

に代わる凹部が残される。主文様帯上限横帯は下位の沈線が省略され、わずかに段の趣を残 した沈

線の下に縦圧痕列を配置するが、一部はD字状圧痕に代わっている。体部はケズリがほとんど残

されず、あるいは省略されたのかとも疑うが、上限横帯部分だけははっきりしたケズリ痕跡が残

る。把手斜め下の上限横帯内には中央が窪んだ円板が 1対貼付される。ケズリ不明の体部には第 5

種羽状沈線が描かれる。把手の形態にもはっきりした相違がある。新段階の典型である大花第14図

2や八幡裏第14図 3と 比較すると、八幡裏 4は軸となる円柱に巻き付 く鉢巻状貼付の位置が口縁部

直上まで下がり、円柱の根元の両脇に辛うじてうずくまるかのようである。その正面側には 1対の

丸いくばみが形成されるが、その中央には爪の跡がついている。大花 2の把手直下の単位文に付随

した 1対の点刻が移動 したのだと推測する。円柱の頂上は少々窪むが飾りはこれだけなので、まさ

に円柱といった趣になる。八幡裏 4が石神遺跡 Jl号住居のまとまりからはみ出すのは確実で、平

尾段階よりもさらに後出だと思われる。石原 A遺跡と同段階ではなかろうか。

Ⅵ 離山編年との対応

中部高地の羽状沈線文系土器群初源期の一括資料を比較 して、古・中間・新の三段階を設定 し、

さらに後続する段階も示 して、まとまりごとの変遷を長々と述べてきたが、それを表 1に まとめ

た。古段階の一括資料は豊富ではないものの、その様相は比較的安定的に思えるもだが、中間段階

は明確な一括資料を欠 く上、清水端遺跡古相は小地域相に留まる可能性なしとは言えず、八窪遺跡
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1号ブロック偏在器種はそれだけでは適切なまとまりだとは言えず、安定 した段階設定かどうか不

安が残る。一方、新段階は安定的だが、個別に逸脱様相を含むうえ、さらなる細分の可能性を内包

する。古段階に先行するのは姥神遺跡 6号住居一括資料で加曽利 Bl式末並行だろう。新段階に後

続する石原 A遺跡のまとまりは、「つ」の字文・直線文深鉢が加わるが新段階の様相をも引き継

ぎ、加曽利 B3式との並行関係が期待される。以上を一応の編年観とするが、未確定な点は少なく

ない。

次の課題は離山編年案 [百瀬1999b]と の対応である。本稿の対象範囲と離山編年案の初めの部

分が重複するからである。離山編年案は、羽状沈線文系統の初源から「つ」の字文・直線文深鉢の

成立に至るまでの間に二段階の変遷を仮定 した。その第 1段階・第 2段階設定の論拠は羽状沈線自

体の様相である。第 1段階は第 2種羽状沈線が主体となって第 1種や第 3種が共存する段階、第 2

段階は第 3種が主体となって第 2種が残存する段階、第 5種が登場 して第 3種や第 4種と共存する

第 3段階には、「つ」の字文 :直線文深鉢の最古相が成立する、 と考えた6羽状沈線文系統の初源

期である第 1段階は八窪遺跡 1号ブロックを、第 2段階は石神遺跡 」1号住居を、 それぞれ念頭に

置いた設定なので、これまでの検討を踏まえて、対応関係を整理する必要がある。

八窪遺跡 1号ブロックの羽状沈線の特徴は、ケズリが顕著な器面に、全般に細 く鋭い傾向が強い

工具を使用 し、引き直しや重複があり、羽状構成が確立 しているかどうか不明確であった。第 2種

を含みつつも第 3種 も見受けられた。第 2段階の様相で第 1段階の様相を残す可能性もあり、小破

片ばかりなので確定 しきれない。清水端遺跡の羽状沈線の特徴は、器面のケズリが顕著で、それが

器面の隅々にまで徹底されている。描線は概ね断面三角形の工具を使用 し、引き直しや重複がある

程度認められる。羽状構成が確立 し、上段と下段の切り合いは概 して深いなど、やはり第 2種を含

みつつも第 3種の様相を示す。離山編年の第 2段階に対応 しそうだ。離山編年の第 1段階はまとま

りとして示される遺跡が不明瞭で、理屈倒れの恐れなしとは言えないが、個別には明瞭な第 2種が

存在するので、暫 くは消去 しないで様子を見たい。石神遺跡 Jl号住居の羽状沈線の特徴は、清水

端遺跡とあまり変わるところはないが、工具の先端が平たくて、アタリが浅い例が少なからず加わ

る。顕著なケズリが先行するので第 3種のヴァリエイションだと考え、やはり離山編年の第 2段階

に対応すると考えたい。石原 A遺跡の羽状沈線の特徴は、石神遺跡 Jl号住居とほとんど違いが

ない。わずかに含まれる第 5種はまとまりから除外される可能性が高いので、離山編年第 2段階の

範疇に対応するだろう。第 3種と第 5種が共存する第 3段階対応とした離山編年の見通 じとは整合

しないが、後述するように、長野県中南部では早々に第 5種に切り替わる可能性があり、地域差を

考慮 して第 2～第 4段階とする。

以上のような対応関係を想定すると、離山編年案変遷図の羽状沈線文第 3段階初頭以前には、か

なり問題箇所が発生する。磨消縄文系統の土器や器種識別をしきれていないソロバン玉深鉢はそっ

くり見直しが必要で、個別にも位置付けが不適な個体がある。だが、全体にかかわって問題なのは

第 3段階の設定で、後章で述べる施文・整形手順の問題を踏まえれば、机上の空論にすぎない可能

性がでて来た。次章以降の再検討だけでは足りず、別途考察する点も残るので、本章では訂正が必
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表 1 編年案の対応関係

段  階 一括資料 離山編年対応 安孫子1981編年対応

先行段階 姥神遺跡 6号住居など 該当なし 加曽利 Bl式末 ?

古段階

八窪遺跡 2号ブロック
八窪遺跡 1号ブロック共通器種
(大道下遺跡118号住居)

(石神台遺跡 SX01)

該当なし 加曽利 B2式小仙塚段階

中間段階
八窪遺跡 1号ブロック偏在器種
清水端遺跡古相

羽状沈線文
(第 1～ )第 2段階

新段階

石神遺跡 」1号住居
金生遺跡 4号・23号住居
清水端遺跡新相
(大道下遺跡28号・34号・51号住居)

羽状沈線文
第 2段階

加曽利 B2式東谷段階

加曽利 B3式平尾段階

(逸脱様相) 一ノ瀬遺跡15号住居 加曽利 B3式平尾段階 ?

後続段階
石原 A遺跡土器集中一括 羽状沈線文

第 2～ 4段階

要になりそうなこ

とを明示するに留

める。
(13)

関東方面の加曽

利 B2式の編年観

との対応は容易で

はない。1981年 の

安孫子編年 [安孫

子1981]はある程

度大づかみな編年

案で、大旨の対応は可能かと思われるので、表 1に も示 した。しかし、より厳密な鈴木編年との対

応はなかなか難 しい。時間軸という視点に限っても、古段階は加曽利 Bl-2式前半の内容にほぼ

対応するものと思われるが、新段階は加曽利 B2式に重なる部分をもつものの相違点もあるように

思われる。設定に不安が残る中間段階は比較が難 しい。

それぞれの器種の変遷の方向性は、先学の成果に倣って概ね把握できたように思われるが、器種

の組み合わせの適否は容易には判断できない。わずかに存在する良好そうなまとまりを重視して組

み合わせを仮定 したが、そのうえに立った本稿の編年観の適否は、それらのまとまりとしての認定

の適否如何にかかることになる。

Ⅶ 磨消縄文系統のモデルチェンジ

(1)系統の乗り換え

羽状沈線文系統は「つ」の字文・直線文深鉢を除く主要な器種を揃えて、八窪遺跡 1号ブロック

偏在器種や、清水端遺跡古相に示される、中間段階に突如として登場する。器種としての系統的な

特徴はまだ未完成だったから、生まれたての系統ででもあるかのようだ。その由来についてはまだ

定見をもてないでいる。ともあれ、中部高地にとっては新たな様相の採用で、巨視的には磨消縄文

系統の衰亡と羽状沈線文系統への乗り換えの端緒だと考える。その変換点である中間段階～新段階

では、前章までに述べて来たように磨消縄文系統の変質が看取された。それは磨消縄文系統の中心

を担って来た深鉢が小さなモデルチェンジを繰り返 しつつ衰退し、やがては羽状沈線文系統とほと

んど変わりがない外見を呈するに至る、という過程であった。それと並行 して羽状沈線文系統の器

種は質・量とも充実 し、系統としての特徴を確立 して行 く。磨消縄文系統のモデルチェンジと羽状

沈線文系統への乗り換えは、一括資料を信ずるならば、同時並行で進行 した。中間段階に開かれた

乗り換えの端緒は、新段階で急速に展開し、それに後続する段階と推測される「つ」の字文・直線

文深鉢の成立をもって完成すると考える。加曽利 B3式並行期に確立すると期待される中部高地の

独自型式は、磨消縄文系統を克服した羽状沈線文系統主体の型式なのである。
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磨消縄文系統は衰退し、やがて克服された、と表現 した。断絶だと考えないのは、変質のプロセ

スを辿ることができることと、組成の一方の中心である粗製土器には目立った変化が認められない

からだ。製作者集団は同一の系譜に連なっていると考える。そうした前提に立って、磨消縄文系統

のモデルチェンジの意味を考えたい6重要な視点は2点あると思われる。第 1点は羽状沈線文系統

と共通の要素を採用 したり置き換えたりして、磨消縄文系統の伝統的な規範が弛緩 し、新たなタイ

プの土器を生み出す素地が形成されたことである。「つ」 の字文・直線文深鉢の成立は、伝統的な

規範の克服のうえに初めて可能となると考える。第 2点は施文技法の次元の問題で、縄文を施文す

べき部位をケズリヘ転換することによって、精製土器の衰退を促 したことである。もちろんこの 2

点は相互に深 く関連 しあっている。

(2)磨消縄文系深鉢 Bの成立

口縁部上向弧線文や体部の羽状沈線文は由来が不明だが、それらは、磨消縄文系統にとっては新

たで異質な要素であることは間違いない。磨消縄文系深鉢の口縁 ミガキ帯は、上向弧線文の導入に

よって文様帯として明確化する。口縁部文様帯を明確化させた磨消縄文系深鉢 Bは、磨消縄文系

深鉢 Aか ら派生 した新たな器種として併存する。体部以下の様相は両者とも共通である。上向弧

線文の導入と期を一にして始まったのが口縁部の屈曲の弛緩で、どちらが主導的な役割を果たした

のかは不明だが連動 した現象らしく、鈴木はモチーフ導入による文様帯幅の拡大と器形変化の関連

を指摘 している [鈴木他1980]。 屈曲の弛緩を補完するべく、磨消縄文系深鉢 Bの主文様帯上限横

帯は、当初からほとんど例外なく確立 している。主文様帯上限横帯は確立と同時に磨消縄文系深鉢

Aに も全面的に取り入れられ、新段階には磨消縄文系深鉢 Aの 回縁部の屈曲も弛緩 してしまう。

中間段階以降の変遷をリードしたのは磨消縄文系深鉢 Bで、主役は交代 したのである。

新たな要素である上向弧線文は、新器種であるツロバン玉深鉢をも飾ることになった。磨消縄文

系深鉢 Bの成立とともに、中間段階に発生 した現象である。この新たな要素を異なる系統の土器

に同時に採用することによって、別系統の土器の間にモチーフが融通される関係が発生する端緒が

開かれたと考える。文様帯構成の変化を含めて、磨消縄文系深鉢 Bの成立によって、磨消縄文系

深鉢が保持 して来た規範の一端が崩されたといってよいだろう。磨消縄文系深鉢 Aも それに追随

した変遷を開始する。異なった系統の土器が同一の要素を共有することによって、系譜の相違は不

鮮明となり、系統毎に存在した約束事も不明確になる。規範の弛緩は磨消縄文系深鉢を中核とした

体系を不安定化させることになるだろう。磨消縄文系深鉢 Bの成立は、そうした現象の端緒とな

った。

(3)縄文の喪失とケズリのままの器面

古段階から新段階にかけて、磨消縄文系精製土器は小さなモデルチェンジを繰り返 し、最後には

主文様帯の固有モチーフを失う個体すら登場する。このモデルチェンジの背景には、精製土器の製

作技法の微妙な変質があるように思われる。新段階に生 じ、一気に普遍化 した縄文の消失とケズリ

ヘの置き換えについて、考えてみたい。

縄文後期後半の瘤付土器を対象として、 ミガキ部位と非 ミガキ部位の強烈なコントラストが意味
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をもつのではないかと考えた [百瀬1999a]が、同一の発想に立ってみよう。磨消縄文系精製土器

はその名のとおり器外面は丁寧に磨きあげられる。卓越 したミガキ手法だと言えよう。モチーフに

従って縄文部位とミガキ部位が交互に配置されるが、当然ながら縄文部位は磨かれず、光沢はな

い。光沢部位と非光沢部位のコントラストは強烈である。新段階で縄文と置き換えられたケズリ部

位は、胎土中の混入鉱物粒子の移動痕跡が明瞭で、 ミガキは入 らない。非光沢部位という位置付け

を継承 していると言える。

では、こうした置き換えはどんな意味をもつのだろうか。施文手順の視点から考えてみよう。縄

文施文とモチーフの下書きは器面が生乾きの段階で行われる作業だ。しかし、ケズリはミガキが可

能な程度に器面の乾燥が進行 した状態でないと効果が現れないという実験結果が報告されている

[三輪1996]。 それに従えば、同一の乾燥段階でケズリとミガキの二つの作業工程をこなさなくては

ならなくなり、手抜きが誘発されやすいだろう。わたしは最初そう考えたが、それは表面的な理解

でしかないことに、やがて気がついた。

凹凸をならし器面をフラットに仕上げるのが、当地域の後期縄文土器にとってのケズリの意味だ

と考える。磨消縄文系統の精製土器の光沢部位の器面はフラットで隙間なく顕著なミガキが加えら

れ、当然ケズリの痕跡は残 りようがないのでその有無は不明というほかはない。化粧土 (ス リッ

プ)を使ったかに見える個体はなおさらである。一方、非光沢部位は、ケズリと縄文が二者択一の

関係で施される。両者は共存する意味がないだけでなく、施文手順上も相いれない関係にあるから

だ。器面が柔らかい段階に縄文原体を回転押捺 しても、一定の乾燥後にケズリを施せば消されてし

まい、ケズリ可能な程度にまで器面の乾燥が進んでしまえば縄文施文は不可能と考えられるから

だ。縄文だけでなく沈線施文も同様だ。ケズリ可能な程度にまで器面の乾燥が進んでしまえば、ア

タリがごく浅 く引っ掻いたような沈線や、光沢をもったミガキと見まがうような沈線ならばともか

くも、器面を切り込む沈線は施文不可能だろう。

ところが現実には、全面ケズリの後、そのケズリの上にかぶさったリケズリを切ったりして、縄

文や沈線を施文する例は北西関東では必ずしも珍 しくないようだ。大道下遺跡118号住居出土土器

(第 4図)を例にとろう。 非光沢部位におけるケズリと縄文は多くの個体では二者択一なのだが、

恐 らく同一個体と思われる磨消縄文系深鉢 Bの第 4図-16と 19に は、先行 して全面的にケズリが

施された後、アタリがやや浅く回転押捺が全面に及ばない隙間だらけの縄文が施文され、その縄文

を切って羽状沈線が引かれている。当然だが、アタリが深い縄文が全面に密に施されれば、先行す

るケズリの痕跡は残 らないので、その有無は不明となる。ケズリと縄文の併用が観察できる個体

は、よほど条件がよい場合に限られ、それが一般的・普遍的な手順なのかどうかは不明である。16

と19は磨消縄文系統の文様帯構成をとりつつも、モチーフを羽状沈線に置き換えてしまった土器で

ある。それなら、こうした手順は羽状沈線文系統に固有で、磨消縄文系統にはない手順なのだろう

か。

ケズリ後の縄文施文という、単純に考えれば不可能な手順を成立させるには、いったんはケズリ

可能な程度にまで乾燥 してしまった器面を再度加湿する技術が不可欠であろう。現代の陶芸では何
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らかの理由で成形を中断せざるを得ないとき、接合面に濡れた布をかぶせて乾燥を防 ぐ方法を取

る。接合面だけでなく器表面全体の乾燥も抑制できるし、布に含ませる水の量を調節すれば器面の

湿度を上げることも可能とのことである。
Cの

素朴な方法で縄文時代でも獣皮や編布を使用すれば十

分可能だと憶測する。成形段階では器全面の湿度調整が必要だろうが、施文や整形の段階では、そ

れは部分的でもよいはずだ。整形・施文 したい部分だけに限定 して湿度を回復するのなら、いくら

でも方法がありそうだし、器全体が乾き切ってしまう前なら、それは何回でも反復できるだろう。

乾燥の進行を抑制 したり器面の湿度を回復させる、 いわば「再加湿技法」 跡寸田1990]を 導入する

ことによって、ケズリ後の縄文や羽状沈線の施文が可能となったと憶測する。だとすれば、そうし

た技法は羽状沈線文系統に限られる訳ではあるまい。

磨消縄文系統の精製土器の光沢部位はフラットで、オサエの痕跡や凹凸は全 くない。丁寧なケズ

リが先行 して施された可能性は大きい。関東方面の加曽利 Bl式の精製土器の中には、稀ではある

が既に縄文とケズリとを置き換えた例が存在する。その場合の沈線施文とケズリとの前後関係は、

沈線が ミガキ段階になぞり直される (ミ ガキ沈線)ので、単純には観察されない。ともあれ、磨消

縄文系精製土器の技術的伝統の中には、 ミガキに先行 して「全面的なゲズリ」という工程が確立 し

ている可能性は高いのだ。

ケズリとミガキが乾燥度合いを共有するなら、ケズリエ程完了後直ちにミガキエ程に移行するこ

とができるだろうが、器面の乾燥が行き過ぎれば、 ミガキが不徹底なままで諦める場合が生 じても

不思議はない。だが、古段階以前では、たいていの個体では光沢部位の隅々まで徹底されていて、

中途半端なミガキは見たことがないほどだ。このことは、必要に応じてミガキのやり直 しや追加が

きく条件の再生が繰り返されたことを示すのではなかろうか。再加湿技法の頻用によって初めて、

先行するケズリと、ケズリ後のミガキはともに徹底でき、精製土器の精度が維持されたのではない

かと憶測する。また、スリップの塗布とそれに関連するミガキは整形の最終工程で、器面の乾燥は

かなり進んでいるはずだから、湿度回復技術と関連性の深い技法だとも言えよう。「再加湿技法」

は磨消縄文系統の精製土器を成立させた技法なのではあるまいか。「器外面光沢部位の全面的なケ

ズリ」→「繰り返される再加湿」⇒「 ミガキの徹底」という手順は、磨消縄文系統の精製土器製作

の根幹をなす技法だと憶測する。それが羽状沈線文系統にも適用され、「器外面の全面的なケズリ」

⇒「再加湿」め「例外的ながら縄文施文」→「羽状沈線施文」という手順が成立 したのではあるま

いか。精製土器のミガキが徹底された器面では、 ミガキに先行するケズリは観察できず、 ミガキに

先行するケズリが普遍的なのかどうかは、確かめようがないし、再加湿技法も器面には何の痕跡も

残さないので、これまた確かめようがない。観察不能なので、縄文部分には先行するケズリがなさ

れない、との保証すらない。このように何の証拠も観察されてはいないのだが、以上の憶測をもっ

て、新段階に生 じた縄文の消失とケズリヘの置き換えは、以下のように説明できそうな気がする。

中間段階までの精製土器は、非光沢部位は手順不明だが最終的には縄文施文、光沢部位は徹底 し

たミガキで仕上げた。 憶測が過ぎるだろうがあえて復元すれば、「生乾き段階に於けるモチーフ線

描と縄文充填による非光沢部位の明示」→「一定の乾燥」⇒「再加湿を利用した光沢部位全面に及
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ぶケズリ」→「再加湿を併用 した光沢部位のミガキの徹底とミガキ沈線によるモチーフの鮮明化」

ということになろう。 ミガキエ程に入る時点では、既に非光沢部位は縄文で埋められているので、

磨 くべき光沢部位がそれによって明示され、再加湿を併用 しつつ隅々まで徹底 して磨かれる、と言

うことができよう。一方、モチーフを示す沈線もその縄文によって保護され、ケズリで消されるこ

とはないだろう。縄文施文による非光沢部位の明示のお陰でモチーフは保護され、 ミガキも徹底で

きるという、補完関係があるのだと推測する。

これに対 して新段階の精製土器では縄文施文が省略され、一定の乾燥後、器外面は全面的にケズ

リが施される。乾燥前にモチーフは下描きされているのだろうが、ケズリによって損なわれるの

で、ケズリ後に復元が必要になる。再加湿 したとしても、乾燥 した器面から工具が跳ね返されがち

ならば繊細な曲線モチーフは描けまい。石神遺跡 Jl号住居の主文様帯の沈線はアタリが浅 く、時

には切れ切れになりかすれ気味で、モチーフは再三指摘 した通り直線的かつ大柄である。器面の乾

燥が進んだ段階での引き直しであることを示す事実ではなかろうか。もちろん下書きの沈線が生き

ている部分は曲線もくっきりとしているだろう。しかしケズリで失われた部分を補狽 した場合、か

ろうじて描けたのは大柄な直線的横帯文・単位文だったので、それを見越 して最初から図柄が大柄

に変化 したとも憶測される。あるいは鈴木の示す図柄の大柄化傾向の延長上に、施文手順の変更が

準備されたのかもしれない。続いて、復元 したモチーフにしたがって、非光沢部位はそのまま放置

し、光沢部位にだけミガキを施すのだがそのミガキは不徹底で、ケズリ痕跡を消し切れていない。

また、非光沢部位にもいくらかはミガキが加えられる場合も少なくない。 ミガキエ程に入る時点で

は、光沢部位も非光沢部位も同様な器面状態で、磨 くべき部位は明示されないため混乱が生 じやす

く、そのためもあって ミガキは不徹底になりがちで、再加湿は手抜きされてあまり併用されず終了

してしまう、と言 うことができよう。復元するならば、「生乾き段階に於けるモチーフ線描」→

「一定の乾燥」→「器面全面に及ぶケズリ」⇒「モチーフの補填再生」→「光沢部位の不徹底なミ

ガキ」、とすることができようか。

こうして比較すると、新段階では縄文からケズリヘの置き換えによって工程の一部が省略できた

ものの、「モチーフの復元」というむしろ不合理な工程が加わり、手順の合理化にはなっていない。

合理的な手順か否かは縄文人にとってはあまり意味がないのだろう。それよりも縄文の省略によっ

て光沢部位の表示が不明瞭になり、それが ミガキの手抜きを誘発し、再加湿技法の大幅な省略を生

んでいる点が重要ではなかろうか。
(15)

縄文の喪失はステイタスの低下につながるだろう。そのうえ光沢部位の明示を怠るのだから、手

抜きの志向性が加わってミガキや再加湿技法の大幅な省略を生み、一方では手順の変化がモチーフ

の硬直化を余儀なくさせる。口縁部の屈曲の弛緩は磨消縄文系深鉢 Bの系譜に連なるが、これも

一連の現象だろう。あるいは、大柄で硬直したモチーフを描きたいのなら、こうした手順変更や手

抜きがあっても可能なので、安易な手法が促進されがちになったという見方もできよう。いずれに

しても、製作技術や製作手順のレベルで生 じた多面的な変化は、土器製作の規範の大幅な弛緩とも

いえる。それらは相乗効果を生み、磨消縄文系土器から繊細さとていねいさが急速に失われるに至
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る。精製土器としての精度は一気に低下 し、光沢の乏 しい羽状沈線文系統と大差がなくなってしま

つ。

磨消縄文系深鉢 Aや Bに生 じた主文様帯の羽状沈線への置き換えは、 ミガキの不徹底によって

コントラス トが低下 した為に、発生可能となった事態だろう。それは同時に、系統を超えて要素を

融通しあう関係の、無制限な拡大だと言うべきだろう。その結果、磨消縄文系深鉢から磨消縄文を

含む伝統的なモチーフが失われるに至る。主文様帯を喪失 したとも言えるだろう。一連の変化の結

果、磨消縄文系統の器種は衰退する。磨消縄文を失った後に残るのは、文様帯構成と把手や突起だ

けを踏襲 した、主文様帯の位置に羽状沈線文を配置する土器である。 しかし、それらも新段階より

後にはわずかな命脈を残すに過ぎない。磨消縄文系精製深鉢は、モデルチェンジの果てに、羽状沈

線文系統に飲み込まれてしまうのである。

一言補足すれば、こうした整形・施文手順の変化は、磨消縄文系深鉢 Bの系譜の口縁部文様帯

については該当しないようだ。口縁部文様帯の下限は成形で形成されたと思われる段で画される。

それ以下はケズリが顕著だが、段が生かされる以上、口縁部にはケズリが及ばない。主文様帯上限

横帯は、ケズリが施されるべきスペースの上限だと意識されていた。主文様帯から縄文が失われた

後も、口縁部文様帯には縄文が併用され続ける。口縁部文様帯は別だと意識されていたことは確実

であろう。

Ⅷ 羽状沈線文系統の成立と地域相

(1)羽状沈線文系統の施文手順

羽状沈線文系統の土器、特にその主体を占める素文平縁羽状沈線深鉢は、中間段階・清水端遺跡

や八窪遺跡 1号ブロックに登場 した当初からケズリが卓越 していた。ケズリのままで放置した器面

に第 2種や第 3種羽状沈線を描いたと言ってよいだろう。波状縁羽状沈線深鉢は量が少なく、破片

も小さくて不明瞭だが、同様の可能性があろう。新段階・石神遺跡 Jl号住居の羽状沈線は第 3種

の範疇であったが、器面にはやはリケズリが顕著であった。その様相は石原 A遺跡土器集中区に

も引き継がれ、初源期の「つ」の字文・直線文深鉢の体部にもケズリは卓越 していた。卓越 したケ

ズリは羽状沈線文系統の特徴の一つであると言えよう。ただし、ケズリが部分的にしか施されない

例、ケズリ後に再加湿してナデたことが推測できる例、器面が粗面を呈 し特に整形の痕跡を残さな

い例も、まま見受けられる。それらの器面は当然光沢はない。実は、離山遺跡や未報告資料の中村

中平遺跡など、長野県の中南部の遺跡では、初源期に属すると思われる素文平縁羽状沈線深鉢や波

状縁羽状沈線深鉢に、ケズリが部分的にしか施されず、粗面のままの個体も少なくない。羽状沈線

文系統の分布域の南西縁における地域的な特徴の可能性があり、以後の中部高地羽状沈線文系統の

変遷過程の中で、一定の意味をもってくる可能性がある事象なのだが、 しばらくは棚上げして論を

進める。

ケズリのままの器面という発想は初源期の羽状沈線文系統では原則的である。一定の乾燥後にケ
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ズリ、そして羽状沈線を施文するという手順が一般的だと考える。ケズリが不明瞭でも器面は粗面

のままで光沢はない。ケズリ可能な程度まで器面を乾燥させた後、ケズリを省略して羽状沈線を施

文 したのなら、ケズリが顕著な個体と原則的には同一の手順をとって製作されたと考えることがで

きる。

再々で恐縮だが、第 2種羽状沈線は細い工具で器面を引っ掻いたような沈線からなる。沈線は密

度濃く引かれ、重複や引き直しが著 しい。ケズリが施された器面に、あるいはケズリ可能なまでに

乾燥 した器面に沈線文を描きたければ再加湿技法の採用は不可欠だろう。再加湿の程度が軽けれ

ば、器面は表面だけは軟化 しても器肉は乾燥 したままで硬いだろう。こうした器面状態では先端の

鋭い工具だけが器壁に食い込むことができ、 しかも器肉からは跳ね返されて引っ掻いたような沈線

になってしまう。あるいは再加湿された器面に湿度のむらがあれば、沈線の引き具合を一定に保て

ない。当然 ミスも多 く、引き直 しが多 くなるだろう。第 2種羽状沈線の特徴がどうして生 じるの

か、実にうまく説明できそうだ。
(16)

第 3種羽状沈線は、引き直しの重複がほとんどないが、沈線の施文密度の低下がその主要因と考

える。間隔を開けて施文すれば重複は避けられ、引き直しの必要性もずっと低下するだろう。第 3

種には浅 く引っ掻いたような沈線ばかりではない。器面へのアタリがごく浅 く、ヘラ状工具でナデ

つけたような、 断面形が平たい沈線などもあり、特に石神遺跡や石原 A遺跡など、 千曲川流域に

それが目立つ。さらに、アタリが深く断面三角形を呈する沈線もある。後者の施文には再加湿技法

の徹底は不可欠だろうが、前二者は中途半端な再加湿でも可能なのではなかろうか。第 3種の外見

上の多様性は器面の状態に規定されて生ずるばらつきに過ぎず、本質的な相違ではないと判断す

る。また、第 2種と第 3種の相違は沈線の密度のみで、やはり技法上の差はないと考える。

一方、第 4種や第 5種の羽状沈線の大半はケズリが部分的にしか観察できない。砂粒の移動痕跡

はごく部分的で、器面にはいわゆる擦痕は部分的にしか残らない。また、第 4種、第 5種は断面が

丸い工具で描かれ、一般的な沈線と何ら変わりがない。生乾きの段階で器厚の調整が行われ、沈線

も描出された事を示すだろう。こうした工程の方が縄文土器にはむしろ一般的だろう。施文手順の

相違が反映されたのだと考える。

第 3種羽状沈線から第 5種羽状沈線へと変遷するのは間違いないが、両者の施文手順は異なる。

その変化はスムースには進みようがなく、ある段階で一斉に変化 したと思われるが、その変化を示

すまとまりにはまだ恵まれない。離山編年の羽状沈線第 3段階の設定は、こうしてみると机上の空

論に過ぎなくなった。

(2)羽状沈線文系統の地域相

中部高地の羽状沈線文は、交互異方向水平多段の構成をとるのが原則で、羽状沈線一色である。

関東方面では羽状の構成も少なくはないが、単純な斜線、格子目の斜線、弧線、パ ッヽチワーク状の

斜線、扇状の斜線など、ヴァリエイションが豊富である。これは一日でわかる相違点だ。関東方面

のこうした類例は、斜線文土器とでも呼称せねばなるまい。

遠部第二類を初めとして南関東東部方面で主流を占める斜線文土器は、器面を水平帯状に区分 し
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た文様帯構成のようだ。その最上位、すなわち口縁部は無文部として顕著なミガキが加えられるス

ペースとなり、底部から斜線帯直下までの間も顕著なミガキスペースらしい。上下を光沢部位に挟

まれた中間が非光沢部位で、そこにはヴァリエイションがある斜線文が描かれる。光沢部位と非光

沢部位のコントラス トの鮮やかさは磨消縄文系統の土器と遜色なく、その点でも精製土器の仲間に

近い。こうした精製の器種は中部高地では成立せず、異系統品として少数が点在するだけだ。中部

高地の初源期羽状沈線文系統の中心を占める素文平縁羽状沈線深鉢や波状縁羽状沈線深鉢は、口縁

部以下外面はミガキが加えられるスペースがない文様帯構成をとるのが原則で、羽状沈線帯より下

位を含めて全体として光沢を欠き、わずかに体部の屈曲部だけにミガキが加えられる。どうみても

精製土器に加えるのは難 しい。光沢をもつべき部位の相違に従って、器形にも相違が出、石神28の

ような器形は中部高地では稀である。非光沢部位には双方ともケズリ痕跡が卓越するので、施文手

順の点では両地域とも共通する。羽状沈線文系統も斜線文系統も、ともに磨消縄文系統の技法を踏

まえて成立 していると言えるだろう。斜線文土器の光沢部位の器面はフラットで、 ミガキが徹底 し

ているようだ。先行する徹底 したケズリの存在が推測され、磨消縄文系統の技法がより忠実に継承

されているのではなかろうか。こうした内容の相違点は、東関東の斜線文土器と中部高地の羽状沈

線文土器の成立の仕方が、少々異なることを推測させる。西関東では遠部第二類のような文様帯構

成は主流ではなさそうで、中部高地の素文平縁深鉢や波状縁深鉢と同一構成の土器が多いように見

受けられる。

大道下遺跡や藤岡市谷地遺跡など、群馬県の資料の幾つかを観察することができたが、施される

沈線は羽状構成とは限らない点を除けば、器面や沈線自体の特徴は千曲川流域とほぼ共通 し、全面

的で顕著なケズリの後に、「ヘラ状工具でナデつけたような、断面形が平たい沈線」が施文される

例が目立って多かった。ケズリは徹底 しており、器面は中部高地よりいっそうフラットで、意図的

なのかどうか不明だが半光沢すら観察できた。器面の乾燥度合いからすれば、ケズリに引き続いて

ミガキを施すことができるのだから、一連の器面整形作業の結果だと考えたい。千曲川流域とは本

質的には同一の技法が行われていたと推測する。文様帯構成に加えて製作技法も一致するなら、中

部高地千曲川流域と北西関東は同一の地域圏に括ることができることになる。ところが、群馬方面

ではそうした特徴的な器面や沈線が初源期に限定されるのではなく、高井東 3式並行期以降まで同

様の技法が継承されている個体が存在することも確認 した。小山市寺野東遺跡では羽状沈線文や斜

線文は多くはなかったが、群馬方面と同様の様相を呈していた。北西関東では息長 く継続する手法

なのだろう。それに比べると、浦谷 B遺跡や長野市大清水遺跡では、高井東式並行期には部分的

なケズリ以外は観察されなくなってしまう。手抜きによってケズリエ程は省略されるようになると

考える。まだ明確にはできないが、独自型式成立後のどこかにその転換点があると推測する。前節

で棚上げした整形や羽状沈線施文手法における小地域差の問題が、ここで浮かび上がる。

初源期の羽状沈線文系統を取り上げると、徹底 したケズリによるフラットな器面の作出こそ北西

関東の特徴であろう。中部高地千曲川流域はこれに準 じ、清水端遺跡や金生遺跡など山梨方面も同

様であった。これに対して八窪遺跡や離山遺跡などでは、全面的にケズリを加えるのは一緒なのだ
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が、結果として不細工で、必ずしもフラットな面を作れておらず、器壁も随分厚いままだ。例えて

言うなら手斧ではつったような、一単位の面積が小さなケズリが特徴で、ケズリ面相互の間には稜

が形成され、極端な場合にはそれが新たな凹凸を形成 してしまう。はっきり言えば下手なのであろ

う。精製磨消縄文土器における技術的な伝統がまともに継承されなかったのではなかろうか。ケズ

リを省略する個体も見受けられるが、中村中平遺跡に至っては省略傾向が強いようだ。中村中平遺

跡では磨消縄文系精製土器が少量 しか出土 していないが、その中には器壁が厚 く、光沢が鈍い個体

が含まれる。 ミガキが不徹底なだけでなく、それに先行するケズリも曖昧なのではないかと憶測す

る。磨消縄文系精製土器分布圏の縁辺では、製作技術までは徹底されなかったことが推測され、そ

うした背景をもって、羽状沈線文系統にもケズリ技法が最初から省略されがちになったのではなか

ろうか。乾燥 した器面状態ではあるが、ケズリは省略される傾向があり、そこに第 2種や第 3種羽

状沈線を施文する、という形で中部高地中南部の羽状沈線文系統は成立したのだろう。施文手順は

北西関東や千曲川流域など皆一緒で、文様帯構成も同一であるが、共通の枠組みの中でも技術的な

優劣があると言える。

断面形が丸い工具を使用 しアタリの深い第 4種や第 5種羽状沈線は、器面が生乾きの段階で施さ

れた可能性が強い。ケズリの省略が一般化すれば、羽状沈線施文は乾燥を待つ理由がなくなる。ケ

ズリ省略圏に於いて、第 4種や第 5種羽状沈線が成立 した可能性が高いだろう。それはケズリの手

抜きが確立 して、羽状沈線施文手順が変更された結果である。後期前半の磨消縄文系精製土器を成

立させた技法や手順は、ここで完全に失われたことになる。中部高地中南部では、遅 くとも「つ」

の字文・直線文深鉢成立時に、第 5種羽状沈線に全面的に切 り替わる。千曲川流域では、最古の

「つ」の字文・直線文深鉢をもつ石原 A遺跡土器集中区では、北西関東と共通の卓越 したケズリを

ベースにおいた第 3種羽状沈線が使用されていたが、遅 くとも高井東 3式併行段階には第 5種羽状

沈線に全面的に移行 していた。山梨方面の様相は千曲川流域と同様の可能性があるが、まだ観察不

十分な点が残る。手順を変更した第 5種羽状沈線は、最終的には中部高地全域に受け入れられるこ

とになる。中部高地独自型式は、日縁部文様帯の独自モチーフだけでなく、第 5種羽状沈線も指標

とすることができるだろう。観察例が少ないので断定はできないが、北西関東方面には第 5種羽状

沈線はほとんど無いらしい。「つ」 の字を祖形とするモチーフがこの方面に皆無なのと軌を一にし

た現象だと言えよう。

話が初源期以降まで進んでしまったが、遅 くとも高井東式並行期には鮮明になる羽状沈線施文手

法の地域的な相違は、初源期の様相の中に既に内包されていることを確認 しておきたい。

(3)系統の乗 り換え

ケズリの全面的な採用、再加湿の採用によるケズリ後の施文工程の成立、さらにその再加湿頻用

に裏付けられたミガキの徹底といった技法上の仮説は、磨消縄文系精製土器の製作手順をうまく説

明してくれた。中間段階から登場する羽状沈線系統の土器も、最初はその技法や手順に則って製作

された。

磨消縄文系深鉢の変遷は、①異系統の要素を取り込んで口縁部文様帯を確立させた磨消縄文系深
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鉢 B(H)の 派生と、主文様帯上限横帯の確立、②施文手順の手抜き的な変更を伴う縄文の消失とケ

ズリヘの置き換え、およびケズリのままの器面の利用という統一スタイルの成立、③磨消縄文系統

のモチーフから羽状沈線への乗 り換え、の三段階を踏む。①の磨消縄文系深鉢 Bは 中間段階に普

遍化する。②の全面的ケズリヘの置き換えは新段階に生 じ、主文様帯から一気に縄文を駆逐する。

③の羽状沈線への乗り換えは新段階に出現 して、磨消縄文系統のモチーフと併存 じ、新段階逸脱様

相では主体を占めることが推測された。①が先行 して発生 したことは確実で、②と③は同時に引き

起こされた現象のようだが、型式学的には③の方が後出的な事柄だと考える。順次生起 し、相互に

関連しつつ磨消縄文系深鉢全体のあり方を大きく変化させ、最終的には羽状沈線文系統モチーフヘ

の乗り換えが完成されたと言えよう。新段階の変化は急激なので、その意味からもさらなる時期的

な細分を考慮すべだろう。

③の羽状沈線への乗 り換えを可能としたのは、磨消縄文系深鉢 Bに全面的にケズリが施されて

いたからだろう。ケズリのままの器面の利用は羽状沈線文系統の成立当初、中間段階か ら確立 して

いたのだが、新段階に至って磨消縄文系深鉢 Bに も同様な事態が生 じた。ケズリのままの器面の

利用という発想は、羽状沈線系統の器種にも磨消縄文系統の器種にも共通 し、新段階を画する統一

的なキーヮードとすることができる。この共通スタイルのお陰で、磨消縄文系深鉢の主文様帯が羽

状沈線へと乗り換える事が可能となったのではないか。磨消縄文系統でのミガキの不徹底が、 ミガ

キをもたない羽状沈線系統への乗り換えを促進 したとも言えようか。この乗り換えは必然的にモチ

ーフの消失につながる。主文様帯としての意義は失われ、羽状沈線文系統にまさに飲み込まれるこ

とになる。

中部高地では磨消縄文系深鉢はモデルチェンジを繰り返 して変質 し、新たに登場 した羽状沈線文

系統は磨消縄文系統の技法を踏襲 しつつも光沢を低下させた。それに引きずられるかのように磨消

縄文系統も手抜きが進行 し、両者が光沢を大きく損ねた時点で、磨消縄文系統から羽状沈線文系統

への乗り換えが発生、最後には羽状沈線文系統へ飲み込まれた。羽状沈線文系統も最初から完成 し

ていたのではなく、幾つかの試行錯誤の中から系統性を確立 して行く。羽状構成の確立までには試

行錯誤の跡が感 じられるし、口縁部文様帯羽状沈線深鉢の中絶もそのひとつだと思われる。中間段

階から新段階への変遷は、そのプロセスを示すのだと考える。その延長として、「っ」 の字文・直

線文深鉢を中心とした独自な土器型式が誕生する。

菅谷通保は、器種を越えて要素を交換する現象が加曽利 B3式期に顕在化する、と説いた [菅谷

1996]。 本稿はその視点に触発されて始めたようなものだが、 それと近似 した性質の現象は、中部

高地では羽状沈線文系土器群初源期中間段階のうちにその萌芽が認められ、新段階には大きく進展

するのではないか。

羽状沈線文系統の祖形は不明のままであるが、土器の製作技法は磨消縄文系統のそれをほぼ忠実

に踏襲 していたと推測する。技術上の断絶はないと考えたい。粗製土器が一貫 した系統性を保って

いたのと整合的である。見かけのうえでは唐突に出現 した羽状沈線文系統ではあるが、磨消縄文系

統の伝統のうえに異質な要素が少 し付け加わっただけとの憶測をもつ。
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Ⅸ おわりに

中間段階の設定は、今一つ明瞭さを欠 く。磨消縄文系精製土器の製作工程と手順は、理屈のうえ

で考えられたに過ぎず、明瞭な裏付けを持ちえていない。このように肝心な点で未解決の課題を幾

つも残 しつつ本稿を進めてきた。関東方面との対比もちょっと触れてみた程度で、正直な所わたし

の手に余る。この時期をテーマとする中部高地の研究者層の厚みができないことには、なかなか成

果は上がりそうもない。理解が浅かったり事例収集が不足 したりして、中部高地の資料的貧弱さに

転嫁できない不都合な点や誤りも多いだろう。忌憚のないご批判をいただき、今後も誤りを修正 し

て行きたい。

謝辞

本稿は1996年 2月 に開催された縄文セミナー 9が出発点になっている。諸般の事情でセミナー当

日は参加できなかったのだが、関係者の皆さんには事前の勉強会で大変お世話になり、構想のヒン

トなどもたくさんいただいた。とりわけ菅谷通保氏の視点に触発されるところ大であった。ケズリ

や ミガキなど器面整形の問題では、徳永哲秀氏との日常的な議論から大きな示唆を得、會田容弘

氏、三輪若葉氏、村田章人氏の業績に学ぶところも大きかった。山梨県立歴史博物館所蔵の金生遺

跡 4号住居出土土器の再実測と掲載に当たっては新津健氏の快諾をいただき、群馬県内の資料見学

には林克彦氏にご配慮いただいた。また、安孫子昭二氏、大塚達朗氏、鈴木正博氏の著作から多大

な啓発を受けた。以下の皆さんや機関にもご教示やご援助を賜った。末筆ながらご芳名を記 して厚

く御礼申し上げたい。

石川日出志、井野誠一、江原英、岡田憲一、倉沢正幸、黒沢浩、小池孝、堺陽子、佐藤信之、

佐野隆、中島誠、馬場保之、福島邦男、守矢昌文、綿田弘実、明野村埋蔵文化財センター、

飯田市教育委員会、上田市国分寺資料館、更埴市教育委員会、小諸市教育委員会、

茅野市教育委員会、長野県立歴史館、前橋市教育委員会、明治大学考古学博物館、

望月町教育委員会、

追記

高井東式並行期の体部で屈曲する深鉢の屈曲部の在り方が、中部高地と関東方面とは異なること

を、第14回縄文セミナーの折に鈴木正博氏に指摘された。中部高地の在り方は既に離山報告 [百瀬

1999b]で 示 した通りで、その相違点の発生は第Ⅷ章 (2)で述べた羽状沈線文系土器の成立時ま

で湖る。この部位の関東方面との相違は重要な視点である事は言うまでもないが、関東方面を一 く

くりにして扱うのは正 しくなさそうで、より詳細な検討が必要だろう。
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再追記

本稿投稿後 に執筆 した「金生遺跡 4号住居縄文後期土器基準資料」『 山梨県考古学協会誌』 13と

「磨消縄文系突起」『長野県埋蔵文化財セ ンター紀要』 9が先 に活字 となった。両方 とも本稿 をベー

スに しつつ も若干の改訂が加わ ってお り、それ ら 2本の変更見解の方が、最新 の見解である。

註 1 文様帯系統論には、「 I。 文様帯は関東では多く口端に縮小し、或いは痕跡的となり突起のみを残す。時に

は内面文様、先祖返り形態を生ずることがある。」 とあり、突起のみを残す例として西ケ原遺跡出土の加曽

利 Bl式磨消縄文系深鉢 (182)が 示されている [山 内清男1964]。 口縁ミガキ帯はI文様帯に該当する。

註 2 肩部圧痕帯の有無は特定の時期や段階を示す特徴にはならない[鈴木他1980]と され、縄文帯と刻文帯が併

存する[鈴木1999]と いう。

註 3 体部の羽状沈線を理由にそれらの系統性を誤認した発言をしたが [百瀬1996a]、 訂正したい。なお、上伊那

郡宮田村中越遺跡出土の第14図-5は、(|)状の単位文施文後に羽状沈線を上書きしている。この単位文は 5

が磨消縄文系深鉢の系譜を受け継ぐ土器である証拠だろう。羽状沈線が上書きされるという順序も当然だろ

う。

註 4「つ」の字文・直線文深鉢で深鉢が確認できるのは、単位文が横長の丸瘤に置き換えられた後のことで、そ

れ以前には今のところ浅鉢しか確認できていない。この点は岡田憲一氏に指摘されているが、大半は体部下

半が欠失して浅鉢か深鉢かの識別ができない個体ばかりなので、当面は深鉢の存否を保留しておきたい。

註 5 1号ブロック出土土器は報告書番号710～ 825、 2号ブロック出土土器は同826～ 874で 、 875以 下はブロック

外出土土器である。誠にお恥ずかしいミスだが、報告書 [百瀬他1988]に 明記されていないので、 ここで確

認 しておく。

註 6 対短線は八窪遺跡を初めとする中部高地に独自の単位文で、石川、群馬、神奈川にも類例が少々ある。石神

遺跡 Jl号住居などの大柄で直線化 した対弧文系統のモチーフにより近いと言えなくもないが、 それは、対

短線を経由せずとも対弧文の変化から直接引き出すことに無理はないように思える。対短線は単位文の地域

的な変種の一つに過ぎず、その後も特別な展開を見せる訳ではない。磨消縄文系深鉢 Aの変遷過程の中で、

特別な位置を占めることはないと考える。

細めの線描による 1対の縦短線を単位文として使用する例が三仏生式に散見され、縄文帯に上書きする斜

線や羽状沈線の存在と併せて注目に値する。八王子式には逆「ハ」の字状になる 1対の短線が磨消縄文横帯

文の中に単位文として使用され、これまた注目に値する。中部高地の対短線との相互関係を検討する価値が

あろう。

註 7 35は接合 しない 3片の土器を同一個体と考え、右側 2片が 1号 ブロック出土なのでまとめて報告 した。再度

見直 した結果、遺構外出土の左端の 1片は別個体である可能性が高いことがわかった。この 1片 はブロック

からは除外 した方がよさそうだ。

註 8 報告書に掲載された実測図には把手外面が示されていないが、実見して確認した。

註 9 この点は多 くの先学の編年観と整合しない。

註10 山梨県立博物館と新津健氏のご厚意により、未報告資料を実測 し、主要な個体を掲載させていただいた。

註11 発掘調査報告書には未掲載である。

註12 石原 A遺跡の報告漏れの資料は、別途報告を企画して投稿中である。

註13 施文手順という重大な視点を欠落させたまま羽状沈線文の段階区分を行っている点を初めとして、ソロバン

玉深鉢と磨消縄文系深鉢 Bを識別 しきれていない点や、磨消縄文系深鉢 Aの末期の位置付けが適切さを欠

いている点など、離山編年案の欠点は多々ある。短期間での見解の変更は誠にお恥ずかしい次第だが、わた

しの認識の深化の過程だと御寛恕願いたい。個別の問題について瞥見すると、27は清水端遺跡の類例なので
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「つ」の字文 0直線文深鉢最古相より古 く、154は一ノ瀬遺跡の類例なので「つ」の字文 。直線文深鉢最古相

以前に、それぞれ変更する必要があり、10018・ 40は改めて見直 しが必要だろう。

註14 徳永哲秀氏のご教示による。

註15「器外面のケズリ」 と「モチーフの下描き・縄文施文」がどのような関係にあるのかは、 にわかには決めが

たいし、そのいかんによっては、復元される工程は少々異なってくる。「器外面の全面的なケズリ」→「再

加湿」→「モチーフの下描き・縄文施文」→「再加湿を併用 したミガキ」なのか、それとも「モチーフの下

描き 。縄文施文」→「非光沢部位に限定 した面的なケズリ」⇒「再加湿を併用 したミガキ」なのか、あるい

はもっと別の手順があるのか。古段階以前の精製土器の縄文はアタリが深 く、隙間なく施文されており、先

行する整形は観察できないことが多い。ナデ整形が先行するように見える個体もあるが、ケズリの有無は簡

単には判断できない。

註16 村田章人は器面の乾燥度と器面整形との関係について実験を行っている [村田1990]が、再加湿を行った場

合も考慮 しており、注目に値する。その実験によると、再加湿 した場合には粘土によって含水率にばらつき

が生 じ、一定の傾向がつかみにくいとのことである。推測するならば、小さな粘土板ですら均一の湿度に再

加湿するのは難 しいのではあるまいか。ましてや製作中の土器ともなれば、器面全体を均一に再加湿するの

は至難の業だったろう。第 2種や第 3種羽状沈線の見かけ上の多様性は、不均一な器面状態に起因するので

はあるまいか。

註17 磨消縄文系深鉢 Bは上向弧線文をもつ土器との相違が当初から曖味であった。ソロバン玉深鉢は器形が特

殊化 して相違が明確になるのだが、楕円文羽状沈線深鉢との相違の曖昧さは、変遷の中でも解消されないよ

うだ。弛緩 した口縁屈曲部は最初から共通だし、磨消縄文系深鉢 Bに少なからず見かける直線的な上向弧

線文は、長方形モチーフに移行 してゆく楕円文羽状沈線深鉢のモチーフと共通性が強い。また、口縁部文様

帯の単位文には、新段階以降に多様化 した突起が採用される傾向が強いが、これは楕円文羽状沈線深鉢でも

同様である。「つ」の字文・直線文深鉢の成立以後に、磨消縄文系深鉢 Bの系譜がどうなるのかは不明だ

が、あるいは、楕円文羽状沈線深鉢の系統の中に吸収されたのかと疑われる。これらは「つ」の字文・直線

文深鉢成立直後の器種構成の中で重要な位置を占めると推測される。 3者の関係は稿を改めて整理 し直 した

い 。
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一一長野市篠ノ井遺跡群新幹線地点墳墓群の分析から一一

I はじめに

Ⅱ 篠ノ井遺跡墳墓群の出土土器

Ⅲ 墓域に残された土器とその背景

I はじめに

箱清水式土器様式は、中部高地における弥生時代後期の土器様式であり、北関東における樽式土

器様式と兄弟様式として捉えることができる (青木和・飯島・若狭1988)。 両土器様式は、 中部高

地型櫛描文を採用し、地域色の濃い土器様式であるが、墳墓様式や装身具および鉄器の流通等にも

東日本的な地域色を認めることができる
(1)(青

木-2001)。

箱清水式土器様式圏では、 円を志向する周溝墓が、 その墳墓様式として盛行する (小山1999)。

本稿では、長野市篠ノ井遺跡群新幹線地点 (田中1998)で明らかとなった集団墓 (以下「篠ノ井遺

跡墳墓群」と称す)を対象とし、墓域から出土 した土器群について整理を行うことによって、同土

器様式圏における墓域内土器の特徴を抽出したい。ま

た、比較対象として、中部高地において隣接土器様式

である座光寺原・中島式土器様式の、墳墓及び集落出

土土器を分析する。

これらの作業によって、箱清水式土器様式圏の墓域

では、煮沸具以外の多 くに赤彩を施す箱清水式土器

が、葬送儀礼に用いられたことを推察 したい。そし

て、赤彩系器種の壺や高外、非赤彩系器種の甕等は、

葬送儀礼のみでなくカミ祭り等の儀礼行為にとっても

重要な祭具であろうことを想定し、土器祭具の共有性

が箱清水式土器様式圏 (第 1図)を形成していたこと

にi旦 りたい。

Ⅱ 篠ノ井遺跡墳墓群の出土土器

(1)篠ノ井遺跡群新幹線地点の円形周溝墓群

箱清水式土器様式圏の墳墓出土土器

土円 木 一 男

Ⅳ 箱清水式と座光寺原・中島式の墳墓供献土器

V 若干のまとめ
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長野市篠ノ井遺跡群は、千曲川中流域の自然堤防上に展開 し、塩崎遺跡群 とともに当地域の拠点

的な遺跡群であり、その東西距離は1。3kmに及ぶ (第 3図― A)。

第 2図 篠ノ井遺跡墳墓群の円形周溝墓

A.篠 ノ井遺跡群 B.塩崎遺跡群 C.横田遺跡群 D.屋代遺跡群
1.新幹線地点 2。 高速道地点 3。聖川堤防地点
4。 川柳将軍塚古墳 5。 森将軍塚古墳

第 3図 篠ノ井遺跡群と周辺遺跡
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北陸新幹線建設に伴う事前調査 (田 中1998)では、当遺跡群の東端 (第 3図-1)を 調査 し、比

較的規模の大きな集団墓を明らかにした。墓域では、54基の円形周溝墓 (第 2図)が調査され、そ

の造墓時期が後期中葉から後葉にかけてであることが明らかとなった。
②
当新幹線地点は、篠ノ井

遺跡群の中でも、聖り|1堤防地点および高速道地点 (第 3図-2・ 3)と は約 lkm離れている。

(2)篠ノ井遺跡墳墓群出土の器種構成

① 墓域と集落域の器種構成

報告書で提示された墳墓出土土器 (田 中1998)は 、土器棺を除くと54遺構から103個体が数値化

できる。提示土器には、報告者の選択が働いており、墓域出土の器種構成を分析する際に有効なデ

ータとならない場合もあるが、ここでは、図版に提示された土器群が器種構成の傾向を示 している

と理解し、分析を進めることにする。

墳墓出土の土器は、壺 (第 4図―A)、 高不 (B)、 鉢 (C)、 赤彩深鉢 (D)、 台付甕 (E)、 平底

甕 (F)等の器種によらて構成され、その割合は第 5図の通りである。壺、高不、鉢、甕が主要器

種として占めており、箱清水式土器の他の器種も一定割合で組成に位置づいていることが理解でき

る。ただし、墓域では蓋や有孔鉢が少ない。器種構成の割合は、篠ノ井遺跡群高速道地点遺跡 (西

山1997)や、松原遺跡後期集落域 (青木-1998)の データと比較すると同様な傾向となり、集落域

で廃棄された土器群と、墓域に残された土器群の構成に大きな変化は認め難い (第 5図 )。

② 墓域における器種構成割合

篠ノ井遺跡墳墓群出土の器種構成割合は、壺が32%、 甕が33%で、その過半数を占めている (第

5図)。 壺とともに甕の比率が高いことを注意 しておきたい。甕については後で触れる。赤彩率の

高い器種には、壺のほかに高不、鉢があり、全体の65%を 占めている。赤彩を行う器種は、貯蔵・

供献型に多い。さらに、甕型のプロポーションを呈し、赤彩が施される赤彩深鉢も赤彩系器種を構

成する。
°
このように、篠ノ井遺跡墳墓群では、赤彩系土器群の過多傾向を指摘することができる。

▽

｀厄夢/c

跡墳墓群出土土器群 (S=1/12)
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新幹線地点
墓   域

高速道地点
集 落 域

篠ノ井遺跡群
墓    域

松 原

集落域

松 原

河川址

|        |

第 5図 墓域と集落城の器種構成 (篠 ノ井遺跡群)

箱清水式土器様式圏の墳墓出土土器

非赤彩系 赤彩系
/       ＼/

篠ノ井遺跡墳墓群に残された土器は、貯蔵

・供献具が主体となり、煮沸具 も一定量を占

めていた。この器種構成について、他の墓域

で検討 してみよう。箱清水期の墳墓群である

長野市・春山 B遺跡墳墓群 (臼居1999)で

は、壺、高不、鉢、赤彩深鉢が72%、 甕が27

%の割合を示 し、篠ノ井墳墓群と同様な傾向

を示 している。一方、箱清水式土器様式と兄

弟様式にあたる樽式土器を用いる群馬県渋川

市・有馬遺跡の墳墓群 (佐藤 1990)で は、

壺、高不、鉢が68%、 甕が32%を示し、やは

り同様な傾向を示す。土器様式の共通性は、

墓域に残された器種構成でも同様な傾向を示

している。
四

③ 墓域における甕の特殊性

墓域に残された土器は、貯蔵・供献具の赤

彩系土器と煮沸具の甕で構成されていた。そ

100%
l          l

第 6図 墓域と集落址の甕の器高

の構成比は、集落域出土と同様な傾向を示すことを前述 した。しかしながら、集落域と異なった様

相を甕に見出すことができる。

第 6図は、長野市松原遺跡集落域出土の甕と篠ノ井遺跡墳墓群出土の甕について、その器高を比

較 した。 墓域出土では、器高15cm以下の小型甕が全体の67%を 占めており、器高25cmを越える

器はない。一方、集落域出土では、器高15cm以下の小型甕の占める割合が18%と 墓域に比べかな

り少なく、器高20cmを越える個体が47%を占めていた。 このように、墓域と集落域では、異なっ

た容量の甕が選択されている。墓域出土の甕は、「/Jヽ さい」 ことが特徴となり、集落域とは異なっ

た用いられ方が想定される。

また、台付甕と平底甕の比率は1:2の割合で、集落域出土の台付甕に対 して墓域での割合が高

いことが特記される。このことは、葬送儀礼において台付甕が必要不可欠な器であったことをも示

していよう。この傾向は春山 B遺跡墳墓群でも指摘することができる。甕に対 して壺、高不は、

集落域と墓域での様相差が見出し難いから、墓で用いられる甕については、一定の選択が働いてい

たと考えて良い。有馬遺跡ではヾ台付甕と平底甕の比が 6:1であり、箱清水式の墓域出土土器と

その構成比が逆転 している。これは、樽式土器における台付甕と平底甕の組成比とも関係しよう。

墓域に残された土器の、器種構成率および甕の特殊性について検討 した。その構成の背景を理解

するためには、墓域での土器出土状況を検討する必要がある。

(3)篠ノ井遺跡墳墓群における土器出土状況

墓域に残された土器群の構成を分析することは、墳墓における土器の使用状況を考察 し、葬送儀

有孔鉢   無圧壺  100%

(cm)
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礼のあり方に迫るためにも有効である。ここでは、出土土器群の背景を分析するため、土器群が一

定量まとまって出土 した墳墓について、器種構成および出土状況を整理 してみたい。 4基の事例を

提示する。

① SM104(第 7図-1～ 3)

円形周溝墓 SM104の周溝では、壺 2個体、甕 1個体がまとまって出土 した (第 7図 )。 いずれも

器高30～40cmの 中型サイズで、完形に近い状態で上層から出土 した。壺は横位と斜位に埋められ

ていた。前者 (1)が底部のみを打ち欠いた状態、後者 (2)が口縁部に打ち欠きを施 し、欠損端

部を内そぎ状に研磨調整を加えている。このような調整手法は、有馬遺跡墳墓群の土器棺群にも認

められる。甕 (3)は、破損 した状況でまとまって出土 し、完形に近い状態に復元された。

復元器高45cm前後の壺 (2)は、斜位で検出され、その状況から土器棺として機育ヒしたと考え

られる。 SM104か ら出土 した 3個体の壺、 甕はヽ その出土状況および個体残存状況か ら、 土器棺

に関連する個体であることが理解される。

② SM216(第 7図-4～ 10)

円形周溝墓 SM216は、墓墳延長上に周溝陸橋部が 1箇所開口する。陸橋部左右の周溝上層には、

6個体の土器群が認められた。器種組成は、高不、鉢、赤彩深鉢、台付甕、平底甕で、赤彩系器種

と甕の比は2:1と なり、貯蔵・供献具が主要構成となる。

土器の大きさは、器高25cmの高不 (4)を除くと他は20cm以下の小型品で占められ、器高 4

cmの鉢 (7・ 8)、 推定器高1lcmの台付甕 (6)は、集落域出土の日常具では見出し難 く、小型

土器として分類される。

6個体は、ほぼ完存状態で陸橋左側の一定空間から出土 したが、台付甕 (6)の脚部は打ち欠か

れて遺存しておらず、高琢 (4)は脚部と外部が打ち欠かれ、脚部が陸橋左側に、外部が陸橋右側

から別れて出土 した。 その状態は、 それぞれ完形で、外部は正位であった。
D小

型土器が完形に近

い状態で出土 し、一部には打ち欠きが行われていることを注意 したい。

③ SM224(第 7図 11～ 18)

円形周溝墓 SM224は 、墓墳延長上に陸橋部が 2箇所開口する。陸橋部右側の周溝上層には8個

体の土器群が認められる。器種組成は壺 2個体 (11・ 12)、 赤彩深鉢 2個体 (13014)、 鉢 (15)、

台付甕 (16)、 平底甕 2個体 (17018)で ある。遺構図版では、 8個体の出土状況図が提示されて

いるが高琢は含まれていない。一方、写真図版では同出土地点に高琢外部が映っている。このこと

から、組成には高不 も含まれていたことが理解される。赤彩系器種と甕との比は 5三 3で、SM
216と 同様に貯蔵・供献具が主要構成となっている。

器の大きさは、器高は27。6cmの 中型壺 (11)を 除くと、他はすべて20cm以下で、 SM216と 同

様に小型品で占められている。13は脚付壺あるいは赤彩深鉢で、集落址からの出土は多 くない。

いずれの土器も、完形に近い状態でまとまって出土 した。出土状況は、横位の赤彩深鉢 (14)、

逆位の台付甕 (16)、 平底甕 (17)の 3個体を接 して据え置き、その上部に壺 (11)を横位に置い

ている。周囲には、鉢 (15)が逆位に、平底甕 (18)、 壺 (12)が横位で出土した。完形に近い状
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第 8図 墓2110214土器出土状況 (土器 S=1/8)

墓214
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況の個体が意図的に集められ、埋められている様子が理解できる。土器群は、その出土状況から、

周溝内に掘り込まれた土墳に埋め込まれたものだろう。

④ 墓2110墓 214° (第 8図-19～ 35)

墓211と 墓214で は、東頭位をとる伸展の人骨が検出され、人骨より20～40cmほ ど上位に土器集

中が認められた。 出土 レベルは、 墓211が一定の高さ、 墓214に上下が認められた。 土器はいずれ

も、棺の上位に埋められたと想定され、その出土 レベルは、棺の崩壊状況と関連 しよう。

ア・墓211

8個体の土器は、人骨脚部の上層40cm付近か ら出土 した (第 8図 )。 器種組成は、壺 2個体

(23024)、 高不 4個体 (19～ 22)、 赤彩深鉢 (25)、 台付甕 2個体 (27・ 28)で ある。赤彩系器種と

甕との比は7:1で、貯蔵・供献具が主体となっている。器高は13～ 35cm大で、中型サイズがほ

とんどである。小型サイズが少ない点は SM216、 224と 様相を異にする。

土器の出土状況は、 SM224に類似 し、完形に近い状態で集塊状況を呈 している。壺 (23)が正

位、赤彩深鉢 (25)が逆位、高不 (20)の外部が逆位で、その 3点が接 した状態であった。高琢

(20)は 、外部と脚部が分離され、それぞれ別の地点に埋められたことが想定される。

イ ・墓:214

7個体の土器が人骨上位に埋置されていた (第 8図 )。 器種組成は、壺 3個体 (31・ 34・ 35)、 高

不 2個体 (29030)、 鉢 (32)、 平底甕 (33)で ある。赤彩系器種と甕との比は6:1で、墓211と

同様な傾向を示す。完形に近い状態で検出された個体が多い。

推定器高60cm前後を呈する大型壺 (34)は、口縁部を欠き斜位で出土 しており、頸部付近の脇

には大型壺胴下半部 (35)が認められた。この 2個体は、合わせ口による土器棺と解釈 しても良か

ろう。墓214の 人骨上位から出土 した土器群は、土器棺 1基と、中型サイズの高不、小型サイズの

壺、鉢、平底甕によって構成されている。土器棺を除くと、小型土器が主体となっている。

Ⅲ 墓域に残された土器とその背景

(1)埋置された墳墓出土土器

篠ノ井遺跡墳墓群における、土器の出土状況および内容について、その具体例を示 した。円形周

溝墓による集団墓を形成する当墓域では、多くの箱清水式土器が出土 した。その出土位置は、主に

周溝と墓墳で、周溝内が主体となっている。これらの土器は、葬送儀礼で用いられた器であると推

定される。筆者は、これらの土器が儀礼終了後、意図的な片ずけ行為によって墓域に残されたと考

えており、周溝内に埋め込まれたと想定する。この行為を「埋置」と呼ぶ。

土器群の出土状態は、土器が集塊状に出土する例や、一定空間に散在する例がある。この場合、

個体の残存状態は、完形で残存、あるいは完形に近い状態が多い。これは、葬送儀礼で用いられた

土器が、儀礼後に完形あるいは打ち欠き行為を経て意図的に片ずけられた結果と見たい。篠ノ井墳

墓群 SM216の周溝内では、一定空間に土器埋置があり、 1点の高不は、打ち欠き行為によって不
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部と脚部が分離され、外部は周溝陸橋部右側に正位に、脚部は陸橋部左側から出土 した。このよう

に、土器埋置には一定の流儀が存在する。その類型化を試みる。

(2)土器埋置の類型化

① 埋置土器の残存状態

墳墓から出土する土器は、完形とか破片というように、様々な残存状態があり、その状態自体が

土器の使用状況から廃棄状況を物語っている。ここでは、篠ノ井遺跡墳墓群における土器の残存状

態を分類する。

I類・完存    土器 1個体が一定空間に残っている例で、現場において完形で取 り上げら

れるか、あるいは、整理作業で完形に復元される状態

・ Ia類  完形で残存した状態

・ Ib類  復元作業で完形となった、破片での出土状態

Ⅱ類・略完存   欠損部がありながらも、ある部分の形状が完存する状態。例えば、高不の

脚部は欠損するが、外部のみがすべて残存 しているとか、壺の回縁部、ある

いは甕の底部は欠いているが他の部位はすべて残存するという状態

Ⅲ類・大型破片 実測図上で、個体が部分的に復元できる大型の破片状態

Ⅳ類・破片   個体復元が部分的にも不可能な破片状態

当分類では、Ⅱ類とⅢ類の差について判別が難解であるため一例をあげる。高外の外部と脚部が

分離 していたとする。外部あるいは脚部のどちらか一方が、すべて残存 した状態がⅡ類、大型破片

で図上復元 した状態がⅢ類となる。

篠ノ井遺跡墳墓群で各類型の状況を検討 したい。

SM104で は、土器棺に関連する壺と甕が出土 した。壺 (第 7図-102)は 、 口縁部あるいは

底部が打ち欠かれ、 Ⅱ類の略完存状態である。墓214の 土器棺 (第 8図-34)もやはり口縁部のみ

に打ち欠きが行われたⅡ類であった。土器棺は、壺を棺身とする場合、口縁部に打ち欠きを行うⅡ

類の状態が多い。

土器が周溝の一定空間から出土 した SM216で は、小型平底甕 1個体 (第 7図-9)が Ia類で

あった外はⅡ類であった。土器が集塊状に埋置されていた SM224、 墓211、 墓214で は、 I類が主

体であり、Ⅱ類も認められた。意図的な埋置行為が行われている場合、土器の状態は、 I類および

Ⅱ類が主体となっている。一方、Ⅲ類の大型破片およびⅣ類の破片状態は、周溝内から万遍なく出

土する土器に普遍的に認められる。これらは、意図的な廃棄行為に関わる遺物も含まれるが、土器

埋置行為以降における人々の営みとも関連 しょう。Ⅲ類およびⅣ類の土器の状態については、出土

状況とともに更に検討 しなくてはならないがここでは遮ゝれない。

② 出土状況

次に、土器の残存状態と、その出土状況について、篠ノ井墳墓群を整理 してみたい。まず、土器

群の出土状況を類型化する (第 708図 )。

A類)土器棺として埋置されているもの  SM104、 墓214-34、 35
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B類)集塊状の土器埋置をなすもの

C類)一定空間の土器埋置をなすもの

D類)そ の他の出土状況をなすもの

土器の出土状況を、A類～D類の 5類型に分類 した。周溝あるいは墓域内での出土状況は、各

類型が単独で確認される場合と、 いくつかの類型が複数共存する場合とがある。墓214で は、一定

空間の土器埋置 (C類)と 、合わせ日の土器棺 (A類)が共存 している。

ア・A類の土器埋置

A類の土器棺は、 SM104や墓214の壺を棺身にするタイプでその一部を打ち欠いており、 Ⅱ類の

略完存状態を示 している。また、胴部に打ち欠き面がある場合や、合わせ日の蓋がない場合は、Ⅲ

類の大型破片で塞いでいることが多い。

イ・B類の土器埋置

B類の出土状況は、 SM224、 墓211に代表されるように、周溝内あるいは墓墳内に I類完形土器

群を中心として集塊状に出土する。その出土状況は、完存する Ia類あるいは完形に近いⅡ類の個

体が正位あるいは逆位・横位状態でまとまることが特徴である。SM224に 認められるように、土

器の上に土器が重ねられていることから、これらは意図的に埋められていることが理解できる。

集∬
45腿

[顧夢il層夏二  ＼
mの範囲であった。これらの土器群は、

周溝がある程度埋没した後、周溝内に掘      上

り込まれた土墳内に埋められたのであろ

つ  ゙                                      A

墓211で は、人骨の40cm上層に土器

群の集塊が認められた。これは、墓墳内

に木棺を納め埋めた時、その上層に埋置

された結果とみたい。群馬県有馬遺跡の

墳墓群では、礫床木棺墓上に小型土器群

が埋置された状況が認められる (第 9

図)。 その状況は、 篠ノ井遺跡墳墓群に

おける墓211と 同様である。時期はやや

下るが、長野市北平 1号墳の 2基の埋葬

主体部でも、やはり棺の上層部に落ち込

んだ土器群が集塊状態で確認されている

(青木-1996)。

集塊状況の土器群は、有馬遺跡例では

小型品く篠ノ井遺跡墳墓群および北平 1 第 9図 有馬遺跡・埋葬主体部土器出土状況
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6号墓 4m 2m

第10図 有馬遺跡・円形周溝墓の土器出土状況

号墳では日常具と同等な大きさであった。器の大きさは、前者では儀礼具の儀器化を、後者では葬

送儀礼で用いられた日常具が埋置されたことを示 してはいまいか。

ウ・C類の土器埋置

C類の一定空間の土器埋置は、A類や B類に比べ例が多い。篠ノ井遺跡墳墓群の墳墓出土土器

で報告された土器の大半は、この埋置である。C類は、一箇所に集中することはなく、そのまとま

りがいくつかに分散する特徴がある。同様な例は有馬遺跡の墳墓群にも認められる (第 10図 )。 周

溝内で散発的に認められる土器も、一定空間に散在することを考慮するならば、単発に埋置された

とは言い難い。 SM216で は、高外の外部と脚部が離れた地点から出土 して接合 した。 また、一方

のまとまりでは、略完存の器と小型土器が長軸1.5m、 短軸0。4mの範囲に集中した。 Ⅱ類の略完存

の状態が多い。C類の埋置は、B類の埋置が I類の完存状態が主体であったのに対 し、 Ⅱ類の略完

存状態が多い。これは、儀礼後の土器群の片付け方が異なっていたことを示 していよう。B類は完

形品が多く一定空間に集塊するのに対 し、C類では土器の打ち欠き行為が想定され、略完存の土器

が分散 して埋置されている。

(3)埋置された土器の背景

B類および C類の土器埋置から、葬送儀礼に用いられた器が一定の流儀で埋められたことを想

定した。ここでは、各事例の器種について、さらに整理する。

B類の土器埋置がみられるSM224で は、壺、赤彩深鉢、鉢といった赤彩器種と、非赤彩器種の

甕によって構成される。甕は、平底甕と台付甕とがある。墓211で は、壺、赤彩深鉢、高琢、台付

甕によって構成される。集塊状の埋置状況は、埋められた器種の一括性が高いため、葬送儀礼で用

6号墓の周溝内土器出土状況
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いられた器の器種構成を考える際有効である。SM224お よび墓211で理解できる特徴は次の通りで

ある。

ア・器種構成は、赤彩系器種と非赤彩系器種で構成され、前者の比率が高い。

イ・赤彩系器種では、壺、高不、赤彩深鉢、鉢が認められ、貯蔵系の壺、赤彩深鉢と、供献系の

高外、鉢がセットとなることが多い。液体と個体を保持する赤彩土器が必要であったと思わ

れる。

ウ・甕は、平底甕と台付甕によって構成され、台付甕の占める割合は高い。

工・土器のサイズは、日常具で用いられる通常のサイズの外に、小型土器も混在する。

これらのことから、葬送儀礼で用いられた土器は、儀礼具としての小型品とともに、日常具サイ

ズの貯蔵具、供献具、煮沸具が用いられている。これらは、日常具が葬送儀礼の場で用いられたと

想定することが可能で、集落における諸儀礼とも共通 していた可能性すらある。円形周溝墓による

墓域では、貯蔵具、供献具、煮沸具すべてで構成される土器群で葬送儀礼が執り行われていた。諸

儀礼が執り行われた後は、日常具であっても生活空間に持ち帰 られることはなく、墓域に埋置され

た。この場合、打ち欠き行為が行われることが多く、略完存状態で一定空間に埋置されることが多

かったと思われる。

篠ノ井遺跡墳墓群の埋置された土器群の背景を考えた。周溝及び墓墳に土器を埋置する傾向は、

篠ノ井遺跡墳墓群に限らず、箱清水式土器様式圏内の円形周溝墓では普遍的に認められる現象であ

る。 これは栗林式土器様式の集団木棺墓では認められない (青木-2000a)か ら、円形周溝墓に伴

う属性と見て良い。また、箱清水式土器様式圏のみならず樽式土器様式圏の周溝墓でも同様な土器

埋置が行われており (第10図 )、 両土器様式圏における葬送儀礼に用いられた土器の処理に関する

共通性を垣間見ることができる。葬送儀礼で用いられ埋置された土器群を、ここでは供献土器とよ

ぶことにする。箱清水式土器様式の円形周溝墓では、葬送儀礼の後、墓域で用いられた供献土器が

墳墓に埋置された。

Ⅳ 箱清水式と座光寺原・中島式の墳墓供献土器

(1)中部高地における土器・墳墓様式の諸相

中部高地は、日本列島の東西南北の結節点にあたる。弥生時代後期の当地域圏の土器様式は、千

曲川・犀川流域を核とする箱清水式土器様式と、天竜川 0下伊那地域を核とする座光寺原・中島式

土器様式が対峙した (笹沢1980)。 土器に見られる交流では、前者が日本海地域の北陸地方と、後

者が太平洋岸地域の東海地方との結び付きが強い。

箱清水式と座光寺原・中島式では、墳墓様式にも差が認められる。両様式ともに、後期に至って

周溝墓を受容 しているが、箱清水式が円形周溝墓であるのに対 し、座光寺原・中島式では方形周溝

墓である (市沢1991)。 墳墓様式の差は、墓域での葬送儀礼のあり方、供献土器等の処理の仕方等

に相違が認められるだろうか。座光寺原・中島式の墓域および集落域の土器群を検討 し、箱清水式
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と対比 してみたい。
°

座光寺原・中島式では、当様式の集落構造 と墓域の様相が明確化されている垣外遺跡 (山下

1989)を 扱 う。この集落址と墓域をサンプルとし、座光寺原・中島式の墳墓供献土器について考え

てみたい。

(2)座光寺原・中島式の墳墓供献土器

① 垣外遺跡のムラと墓

垣外遺跡は、飯田市上郷黒田地籍に位置 し、天竜川の高燥段丘上に展開する。1987年の調査で

は、後期の竪穴住居址20基 と方形周溝墓11基が検出された (山下1989)。 畑作中心のムラと想定さ

れる垣外集落は、竪穴住居址がまばらであり、点在する方形周溝墓が竪穴住居址を切っている。調

査者の山下誠一氏は、その時間的位置付けと構造を、短期間営まれた集落が移動 し、その後、墓域

として利用されたと考察する (山下1993)。 このことは、集落と墓域の時間差を示 している。その

時間幅は、後期中葉から終末に位置付けられよう。

② ムラと墓に残された土器

ア・墓の土器

報告書で出土土器が提示された方形周溝墓は、 11基中の 5遺構である (第 11図 )。 土器の形状が

理解できるのは、方形周溝墓 7と 方形周溝墓 8の遺物群 (第11図-1～ 5)の みで、その他は壺あ

るいは甕の底部破片が図化されている。このことは、明らかに方形周溝墓と関連する遺物は、遺物

が提示された 5遺構でも、方形周溝墓 7と 方形周溝墓 8の 2基から出土 したもののみと解釈するこ

とができ、11基の周溝墓のほとんどに土器が伴っていないことが理解できる。

方形周溝墓 7か らは、形状が理解できる土器が 3点出土 している。壺 (1)と S字状口縁台付

甕 (304)で 、後者は破片資料であり、その帰属が問題となる。
D墓

と関連する土器は、 11基の

方形周溝墓中、壺 2点であろう。方形周溝墓 8出土の壺 (5)は、推定器高55cmの大型品で、口

縁部が欠損する。意識的な打ち欠きが行われているとみたい。胴部にも打ち欠きが認められ、打ち

欠き面を上にむけて、周溝内下層に横位状態で埋置されていた。その形状および埋置のあり方か

ら、大型壺は単棺の土器棺と考えて良い。

垣外遺跡の墓域では、土器棺と一部の土器以外に、葬送空間に土器が残されていない。方形周溝

墓 8か ら出土 している土器棺 (5)は 中島式土器である。このことは、中島式土器様式の方形周溝

墓では、墓域空間に土器が残されないことを示唆する。垣外遺跡の墓域に代表されるように、中島

式の方形周溝墓では、一般に土器が残されていないことが多い。

イ・ムラの土器

墓とは異なり、 集落址からは多くの座光寺原・中島式土器が出土 している (第11図-6～ 17)。

集落址の時期は、その土器様相から、山下編年Ⅶ段階 (山下1992)に あたり、後期中葉に位置付け

られよう。 ムラに残された土器の器種組成は、壺 (6010)、 高不 (9012・ 13)、 小型壺 (7・

14)、 甕 (8011015～ 17)である。組成割合は、煮沸具の甕が60%を 占め、高い数値を示 し、壺

が22%、 高外が11%、 小型壺が 7%と なる。貯蔵 0供献具の比率がやや低いようにも読み取れる。
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第11図 垣外遺跡・集落および墓域出土土器 (土器 S=1/6)
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座光寺原式土器様式を構成する土器様相のうち、高琢および小型壺は東海地方の山中様式にその

系譜を求めることが可能であり、供献具は東海地方の型式を借用 している。垣外集落か ら出土 した

高不は、外部中位に稜をもつ有稜高不 (9・ 12・ 13)が主体となる。この型式は山中系の高外で、

外部下位に段をもつ有段高不は認められない。

後期中葉の垣外ムラでは、在来の貯蔵具、煮沸具を用い、供献具に東海地方の借用具が用いられ

ていたことが明らかである。このことは、集落内での諸儀礼に用いられた器が、座光寺原式独自の

壺 (6・ 10)と東海地方に系譜をもつ高不 (9012013)と 小型壺 (7・ 14)に より構成されてい

たことが理解される。

工・垣外遺跡における儀礼具

座光寺原・中島式土器様式における墓域と集落址の土器様相を検討した。集落址では、座光寺原

・中島式独自の壺と甕に、東海地方を発信源とする高不と小型壺がその器種構成となっており、集

落における諸儀礼で用いられていた。このことは、高堺と小型壺を儀礼具として理解するならば、

座光寺原・中島式土器様式における儀礼の広域的な共通性を読み取ることも可能となる。その場

合、東海地方とのつながりを無視することは出来ないだろう。

また、墓域では、土器棺を除くと土器はほとんど検出されない。集落で認められた東海系の高琢

もない。座光寺原・中島式土器様式では、葬送儀礼に用いられた土器を墓域内に埋置するという行

為は行っていないらしい。この点が箱清水式土器様式と異なる点である。
°

(3)カ ミ祭りの儀礼具としての箱清水式土器

① 箱清水式土器様式圏の墳墓供献土器

箱清水式土器様式圏の墳墓供献土器について、長野市篠ノ井墳墓群の出土土器を分析 し、座光寺

原・中島式土器様式圏の墳墓および集落出土土器と対比 した。

中部高地に位置する両土器様式圏の甕は、 a。 平底で、 b.内外面ヘラ磨き手法を施すという共通

点が認められるが、 C.紋様施文手法に到っては、箱清水式が中部高地型、座光寺原・中島式が畿

内型というように異なっている。その背景には、土器紋様に込められた世界観が異なっていること

を示している (青木-2000b)。

両者の墓域における土器群は、箱清水式土器様式圏で多出するのに対 して、座光寺原・中島式土

器様式圏では、ほとんど認めることができないという特徴を抽出することができた。このことは、

葬送儀礼で用いられた器が箱清水式土器様式圏の墓域に埋置あるいは廃棄されることとは対照的で

あり、両様式の葬送儀礼の様式差をも示している。

箱清水式土器様式圏の墓域に認められる器種は、その主要器種に及んでいる。また、埋置された

セット関係は、特定器種ではなく、壺、高不、鉢、甕という組み合わせで、儀礼具として使用され

ていたことが想定される。儀礼具のセット関係で重要であったのは、壺、高琢、鉢に認められる赤

彩された貯蔵・供献具と、小型の平底甕・台付甕といった煮沸具であった。赤彩された器には、儀

礼行為に関連する品が盛られ、あるいは蓄えられていたであろうし、小型の甕は、儀ネL行為の中で

火の使用とともに用いられたであろう。ただし、遺構でその痕跡を確認 した訳ではない。ここで
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は、墓域内で土器が儀ネL具 として用いられたであろうことを示 しておきたい。

② カミ祭りに用いられた箱清水式土器

筆者はかつて、箱清水式土器様式圏の集落域では、中核となる大型建物址に多量の土器廃棄が行

われる現象を指摘 したことがある (青木-1999)。 多量の土器群は、廃棄された箱清水式土器が壺、

高不、鉢、甕とあらゆる器種におよぶこと、その量がおびただしく多いことや、鉄器、玉類等の特

殊遺物を含むことから、集落構成員に関わるカミ祭りの後廃棄されたと考えた。また、その土器を

用いた行為を共飲共食為と予想 した。

箱清水式土器様式は、千曲川流域を核とする後期土器様式であるが、その後半に至 り型式の定型

化が強まり、赤彩器種の占める割合が高くなる (第12図 )。 その現象と歩調を合わせるかのように、

外部有段高不 (第 7図-4)の 盛行、超大型壺が出現する。土器様式に見出すことができる定型化

現象は、箱清水式土器様式圏では、カミ祭りの定型化に連動する現象ではなかろうかと筆者は考え

ている。

赤彩土器の壺、高琢等は、葬送儀礼のみならず、集落域で執り行われたカミ祭り等の儀礼行為に

とっても重要な祭具であったと考えられる。赤彩された大小の壺と、器高70cmを越える超大型壺

とともに、やはり大小の器高をもつ赤彩された高琢、鉢、そして、小型甕のセットが基本的な祭具

として用いられたとみたい。土器における祭具的な要素を抽出するならば、赤彩とともに、煮沸具

に施文された中部高地型の波状文紋様も重要な意味を持ちえていたに違いない。

③ 儀礼具を共有する中部高地型土器様式圏

箱清水式土器様式圏では、鉄器の普及が認められるものの、青銅器による鐸・剣等の検出は顕著

ではなく、青銅器による祭祀行為の痕跡を認め難い。
QO)こ

れ対 して、赤彩を施 した壺、高不といっ

た器を土器祭具として認識 し、その共有性の背後に共通 したカミ祭りの存在を想定することも不毛

ではあるまい。そして、現象的には、土器祭具の共有性が箱清水式土器様式圏を形成 していたこと

第12図 箱清水式土器における赤彩・非赤彩系土器

を示 してはいまいか。

箱清水式土器様式圏は、中部高地におけ

る弥生時代後期の地域性を示す。中部高地

型櫛描文を用いる地域圏を中部高地型土器

様式圏とするならば、箱清水式土器様式圏

はその一地域にあたる。中部高地型土器様

式圏の各地域には、緩やかに連合する共通

したカミ祭りが存在 し、それが土器様相に

も表現されている。土器様相的に兄弟関係

にある群馬県の樽式土器様式は、中部高地

型土器様式圏の一地域であるが、箱清水式

土器様式と同様に土器祭具をもち、同様な

カミ祭りや葬送儀礼が執り行われていたと

非赤彩系
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考えられる。

V 若千のまとめ

箱清水式土器様式は、中部高地型櫛描文と赤彩手法によって特徴づけられる。本稿では、箱清水

式土器様式圏に位置する篠ノ井遺跡墳墓群の供献土器について整理 し、座光寺原・中島式の墳墓出

土の土器様相と対比を行った。その中で、箱清水式土器様式に伴う墳墓供献土器の特徴は下記の通

りである。

ア・箱清水式土器様式圏では、中期の墓域に土器は少なく、後期に到って増大する。

イ・後期の墓域では、円形周溝墓の周溝および墓墳から土器が出土する。

ウ・土器の出土状況には、土器棺 (A類 )、 集塊状の出土 (B類 )、 一定空間からの出土 (C類 )

があり、これらは意図的な埋設行為によって埋置されたと推定 した。

工・B類では、埋設時の一括性の把握が容易であるが、赤彩系土器の供献・貯蔵具と、非赤彩系

の煮沸具がセットになっていることが理解できる。

オ・埋置された土器群は、葬送儀礼に用いられた広義の供献具であると推定 したが、集落内での

構成と類似する。

力・座光寺原・中島式土器様式圏では墓域に土器が少ないのに対 し、箱清水式土器様式圏の過多

傾向は、葬送儀礼後の土器の用いられ方、処理の方法が異なっていたことを示 している。

箱清水式土器様式圏では、葬送儀礼に用いられた土器群を墓域内で処理を行った。その際、土器

の状態は I類の完存状態は稀で、Ⅱ類の略完存状態であることが多い。これは、儀礼後の器が打ち

欠き行為によって処理されたことを物語る。その場合、土器群の出土状態は、C類の一定空間の土

器埋置であることが多い。また(I類が主体となる状態では、B類の集塊状の埋置であった。双方

ともに供献具が葬送儀礼後に墓域から持ち出されることがなかった状況を示 している。

一方、中部高地内で隣接する座光寺原・中島式土器様式圏では、墓域内に供献土器を残さないこ

とが明らかとなった。両土器様式圏は、土器様式の差のみならず葬送儀礼に様相差が認められ、さ

らには、土器様式を共有する集団が緩やかに保持するカミ祭りの世界観にも相容れない世界があっ

たのではなかろうか。

箱清水式土器様式は、中部高地型櫛描文を採用する。この点は、群馬県の樽式土器様式、埼玉県

の岩鼻式、神奈川県の朝光寺原式と同様である。櫛描文は、本来、横帯・連続型を志向する紋様構

成である。中部高地型櫛描文は、縦位・断絶型の紋様構成を示 し、施文手法の背後に潜む世界観を

評価するならば、地域性を十分認めて良い。よって、筆者は、中部高地型櫛描文を採用する土器様

式に緩やかなまとまりを想定して中部高地型土器様式圏と呼んでいる。

中部高地型土器様式圏の中で、日本海方面に近接する箱清水式土器様式および樽式土器様式は、

円形周溝墓を主体的に採用し、葬送儀礼に用いられた供献具を墓域に埋置する。墓域に残された供

献土器から、両土器様式圏の葬送儀礼の共有志向が理解できる。また、墓域での供献土器の処理の
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方法は、その形態に差はあるにせよ、日本海沿岸地域における処理方法と密接な関連を指摘するこ

とができる。墳墓供献土器のあり方は、その背後に内在する土器様式圏内のカミ祭りに関する共有

性、および、他の土器様式圏との交易・流通ルート関係までをも明らかにしている。

本稿は、篠ノ井遺跡群新幹線地点発掘調査以来、考えてきたことを文章化 したものである。発掘

作業当時、墓域から出土する箱清水式土器の過多傾向と、残存率の高さに注目していた。その後

も、その件について、深い考えを持てたわけではないが気になるところであった。以来、他遺跡の

整理作業、発掘作業の日々が続 くことになった。

そんな日々の中で、徳永哲秀先生とは、地域社会の変貌と個のありかたについて会話をすること

が多かった。そこで、本稿はその一環として、箱清水式土器様式圏の地域性に迫ることを試みた。

しかし、いまだ道遠 しという観は免れない。

註 2

当様式圏の円形周溝墓では、埋葬主体部に鉄器の副葬が比較的に多い。装身具及び武器で、前者には鉄

釧、後者には短剣、鏃がある。特に円環型鉄釧は、東京湾岸地域とともに中部高地型土器様式圏に広 く分布

する。

篠ノ井遺跡墳墓群は、後期 3段階に造墓が開始され、後期 5段階まで継続する。そのピークは、後期 5段

階であろう。後期土器編年は、以下の文献による。 (青木一男 1999年  「長野盆地南部の後期土器編年」

『長野県の弥生土器編年』長野県考古学会弥生研究部会)

赤彩深鉢は、プロポーションが甕に類似 し、平底と台付の両者が認められる。前者が多い。赤彩を施すこ

とが甕と異なるが、甕と同様に頸部に廉状文を持つ例もある。赤彩器種であるが、火にかけられる例 もあ

り、その特殊性が窺える。

有馬遺跡墳墓群では、円を志向する周溝墓と、方を志向する周溝墓が混在する。周溝内の埋葬主体部は、

礫床木棺墓の複数埋葬であり、周溝を除けば中部高地型土器様式圏の弥生時代中期後半の様相に類似する。

一方、周溝内からは多くの土器が出土 し、埋葬主体部に鉄器の副葬が目立ち、箱清水式土器様式圏と共通す

る。

墳墓における高不の埋置行為では、不部と脚部が意図的に分離される例がしばしば認められる。北平 1号

墳墓墳内の埋置高不では、不部と脚部が意図的に打ち欠かれている様子が観察された。篠ノ井遺跡群聖川堤

防地点の円形周溝墓 (SDZ 7)では、墓墳内に不部が押し潰されており、周溝内には、不部と脚部を意図的

に打ち欠いた高不 2個体がまとまって出土 した。 2個体とも不部と脚部は接合 しない。

墓211、 墓214は、報告書では土墳記号 (SK)お よび竪穴住居記号 (SB)が 付され、SB211、 SK214で 報

告されている。両遺構は、報告者も指摘する通り、墓に関連する遺構で、筆者は、並列する 2基の墓墳であ

ると考える。よって、本稿では、SB211を墓211、 SK214を 墓214と読み替えて記述する。

これまで、箱清水式文化と座光寺原・中島式文化との対比は、次の古墳時代前期社会に焦点を当て、古墳

文化成立前夜の弥生時代後期という捉え方も多々あったのではなかろうか。このことは、政治的な中核を求

めるあまり、両地域圏の個性的な地域性に注目することよりも、どちらの文化がより西的な弥生社会スタイ

ルを受容 しているかという議論になりがちであった。両文化圏の何が異なっており、それがどこに起因する

のか考えるための比較検討が重要かと思われる。

方形周溝墓 7は方形周溝墓 8に切られている。方形周溝墓 8か ら出土 した土器棺の型式は山下編年Ⅷ段階

註 3

註 4

註 5

註 6

註 7

註 1

註 8

一-184-一



箱清水式土器様式圏の墳墓出土土器

にあたり、方形周溝墓 8は 中島式期に造墓されたと考えられる。箱清水式土器編年と併行関係を探れば、筆

者の後期 5～ 6段階にほぼ併行する。 (青木一男 1998『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書 5松原

遺跡 弥生・総論 6』 長野県埋蔵文化財センター)

方形周溝墓 7か ら出土 した S字状口縁台付甕の破片は B類である。山下編年では、S字状 口縁台付甕 A
OB類が出現するのはⅨ段階であるから、 S字状口縁台付甕の破片は方形周溝墓 7の造墓より時間的に下る

ものであろう。

註 9  後期終末の山下編年Ⅷ段階 (中島式)では、東海系の借用高不が中島式の高不として模倣される。中島式

土器様式圏のカミ祭りでは、東海系の高不が用いられたことを示 しているが、墓域での葬送儀礼では用いら

れなかった。一方、中島式の方形周溝墓は、型式的に東海地方を発信源とするタイプが多い。これらのこと

から、墓域に土器を残さない地域を追及することにより、中島式のカミ祭りにインパクトを与えた東海地方

の小地域圏を特定できる可能性がある。

註10  従来からの中部高地弥生時代社会の認識では、千曲川・犀川流域に比較的青銅器の出土が多いとされてき

た。これは、希少な鐸・剣に注目したからにほかならない。筆者は、塩尻市柴宮出土の三遠式銅鐸を、天竜

川流域の人々が箱清水式土器様式圏との境界に埋納 したと考える。この境界をもって、鐸を用いるカミ祭 り

の地域圏と鐸を用いることのない箱清水式土器様式圏が対峙したのであろう。

戸倉町若宮箭塚の細型銅剣、大町市海ノ回の広形銅文、長野市松節の広形銅剣は、希少なる青銅器である

が、当地域圏から複数の出土はない。このことは、これらの剣・文が、普遍的に執 り行われていたであろう

カミ祭 りで用いられていたとは一概には言い難い。

私どもは、栗林・箱清水式土器様式圏において、希少な青銅器に目を奪われるあまり、それらの利器に対

して西日本弥生社会的な使用方法を解釈 してきたのではなかろうか。当地域圏ならではの青銅器の用いられ

方もあったに違いない。
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笹沢  浩 1978「 中部高地型櫛描文の系譜」『中部高地の考古学』長野県考古学会

笹沢  浩 1980「弥生時代」『編年』千曲川水系古代文化研究所

笹沢  浩 1988「 中部高地型の櫛描紋土器」『弥生文化の研究』 4 雄山閣
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田中正治郎 1998「篠ノ井遺跡群」『北陸新幹線埋蔵文化財発掘調査報告書4 篠ノ井遺跡群』長野県埋蔵文化財

センター

西山 克己 1997『 中央自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書16 篠ノ井遺跡群』長野県埋蔵文化財センター

山下 誠- 1989『ツルサシ・ミカド・増田・垣外遺跡』上郷町教育委員会

山下 誠- 1992「飯田 0下伊那の後期弥生土器」『長野県考古学会誌』65・ 66 長野県考古学会

山下 誠- 1993『展示概説』飯田市上郷考古博物館

若狭徹・飯島克己 1988「樽式土器編年の再構成」『信濃』第40巻第 9号 信濃史学会

若狭  徹 1998 第 2回特別展図録『人が動く・土器も動く』 かみつけの里博物館

追記

本稿提 出後、飯 田盆地 の周溝墓 を分析 した山下誠一氏 の論文が発表 され た (山 下誠- 2001

「飯田盆地 における周溝墓の動向―弥生時代か ら古墳時代 における墓制の一様相―」『 飯田市美術博

物館研究紀要』 第 11号 飯田市美術博物館 )。 山下論文か らは、 氏が弥生時代後期 と想定す る飯田

盆地 114基 の周溝墓中、個体 として判別で きる土器が出土 した遺構 はその10%程度であることが理

解で きた。器種 としては、壺、甕、高不、鉢が認め られ るが、最 も多い壺で11遺構、高琢 は 2遺構

か ら出土 しているにす ぎない。山下論文 は、飯田盆地 の弥生後期 における墓域 について、 データが

集 め られ、緻密 な分析が行われてお り、座光寺原 ・中島式文化圏の地域性 を考え る時、参考 にな

る。

また、木島平村根塚遺跡の報告書が刊行 され、円形を基調 とする根塚墳丘墓の墳項 より出土 した

土器群が提示 された。 これ らの土器群 は、箱清水式土器 の壺、高杯を主体 とす る赤彩系土器 によっ

て構成 されてお り、 しか も小型サイズである。土器か ら垣間見 る根塚墳丘墓の葬送儀礼 は、中部高

地型土器様式圏内の地域色をよ く示 している。
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集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

――長野県屋代遺跡群出土須恵器 (5世紀～10世紀前半)の分析を通 して一―

鳥 羽 英 継

V 胎土分析結果からみた供給窯跡についての考察

Ⅵ 胎土分析結果からみた全体的考察

Ⅶ 長野県内における須恵器の供給地把握研究と

今回の分析結果との比較

Ⅷ おわりに

はじめに

更埴条里遺跡・屋代遺跡群 (以下、屋代遺跡群と呼ぶ)は、長野県の善光寺平南縁に位置し、縄

文時代から中世まで継続する大集落遺跡である。筆者は、この遺跡の土器・焼き物を中心とした整

理作業に 5年間かかわることができ、その中でおびただしい量の須恵器に接することができた。こ

れらは、須恵器出現期から消滅期まで、とぎれることなく継続 して出土 しており、基礎的な報告

は、『弥生・古墳編』『古代 1編』
(1)に

掲載 した。その報告書の中で、集落遺跡にもたらされた須恵

器の供給先をめぐって若干の考察を行ったが、紙数の関係で十分に述べられない点が多かった。今

回はその反省のもとに、一遺跡の中で出現期から消滅期まで継続 して須恵器を追求できるという屋

代遺跡群のもつ他遺跡にないひいでた特徴を遮、まえ、屋代遺跡群にもたらされた須恵器の供給地を

めぐって、報告の中で十分に触れられなかった点や、分析が不十分であった点について述べてみた

い。そのことを通 して、屋代遺跡群における須恵器の供給先の時期的変化やその範囲の問題、ま

た、供給窯跡の特徴や焼成器種の傾向、さらには県内の未発見窯跡にかかわる問題や今後の課題等

を整理 したい。また、軟質須恵器の焼成にかかわる問題についても触れてみたい。なお、土器の器

種分類と年代は屋代遺跡群の器種分類と編年観に従う (鳥羽2000)。

Ⅱ 屋代遺跡群出土須恵器の概要と生産地把握のための分析方法

屋代遺跡群で出土 した土器は、 7世紀～11世紀の時期幅のものだけでも、テンバコにして2000箱

以上にのぼっている。今回対象とする須恵器の時期は5世紀から10世紀前半までに及ぶが、その総

量は上記のテンバコ数の数割は確実に占める量となっている。この膨大な量の須恵器の内、実測で

きたものから対象をしばり込みく生産地把握のために肉眼観察と胎土分析という2通 りの方法で分

析を行った。

集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

I はじめに

Ⅱ 屋代遺跡群出土須恵器の概要と

生産地把握のための分析方法

Ⅲ 肉眼観察による分析とその結果

Ⅳ 胎土分析の実施
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集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

肉眼観察による分析では、 5世紀～10世紀までの約600点の須恵器を対象にし、 岐阜県各務原市

教育委員会の渡辺博人氏に観察していただいた。もう一方の胎土分析では、前記の肉眼観察におい

て在地産とされたものについて、その具体的な県内の産地を知るために行った。胎土分析資料は、

肉眼観察による分析に使った600点の中から、時期、器種、胎土、その他の特徴を遮ゝまえて130点分

とした。

Ⅲ 肉眼観察による分析とその結果

肉眼観察の結果をグラフ化 したものが図 1・ 2である。図 1は屋代遺跡群出土須恵器の供給先の

時期的変化を、搬入品と在地産の 2つ に分けてグラフ化 したものである。ここで渡辺氏が在地産と

した須恵器の特徴をまとめると「胎土内の粒子が粗いこと、厚みがある器形で、ぼってりした感 じ

をもつこと、黒や自のつぶつぶした粒子を多量に含むこと、 くすんだ色をしていること」等であ

る。図 2は、搬入品とされたものの産地を時期別にグラフ化 したものである。これらの図からわか

ることをあげると以下の様になる。

60

40

20

0
5C～ 6C初頭 7C前半～中葉

6C前半～7C初   7C後半
7C末    8C前半   8C後半   9C前 半

7C最末～8C初  8C中葉  8C末～9C初頭 9C中～後半

図1 屋代遺跡群出土須恵器 供給先の時期的変化 (肉眼観察結果による)
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40

5C～ 6C初頭 7C前半～中葉
6C前半～7C初  7C後半

7C末    8C前半  8C後半  9C前半
7C最末～8C初 8C中葉  8C末～9C初 9C中～後半

図2 屋代遺跡群出土須恵器 搬入品産地の時期的変化  (肉眼観察結果による)

SB5062

第 3図 初現期の

在地産須恵器
S=1:8

『弥生・古墳編』

第 4図 静岡県湖

西の須恵器
S=1:8『古代 1編』

在地産須恵器について

① 須恵器出現期の 5世紀代では、搬入品が圧倒的多数を占めるが、時間の経過に従い在地産の製

品は増加 していく。在地産の量が搬入品を上まわるのは7世紀末 (古代 1期後半)か らである (図

1)。

② 在地産須恵器の初現は図 3に示 した須恵器杯蓋 Hである。暗青灰色の硬質な胎土をもち、鉱

物や直径 lmm以上の岩石鉱物を多めに含む。表面はひび割れをおこし、天丼部には細い溝状の

SX7037
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集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

隙間がみられる。天丼部は2/3以上回転ヘラ削りされ、平坦になっている。外面にみられる稜と

口縁部内面の沈線状の窪みは明瞭である。TK47型式に比定される。

③ 在地産須恵器は8世紀代には、圧倒的な量を誇るようになり9世紀代へと続 くが、10世紀前半

にはごくまれな存在となる (図 1)。

搬入系須恵器について

④ 搬入品が主体を占めるのは、 5世紀～ 7世紀後半 (古代 1期前半)ま でである。搬入品は7世

紀末以降在地産に逆転され、 8世紀前半までは一定量の供給がみられるが、 8世紀中葉以降はごく

まれな存在となってしまう (図 1)6

⑤ 搬入品で主体を占めるのは陶邑産の須恵器である。陶邑産は7世紀最末～ 8世紀初頭まで搬入

品の中での主流を占めるが、 8世紀前半には減少傾向がみられ、逆に尾張 (猿投、尾北)や美濃須

衛といった東海西部系が増加傾向を示す (図 2)。

⑥ 7世紀後半～ 8世紀前半という、在地産須恵器の生産が活発化する時期の前後に、搬入品の供

給先は多様になる (図 2)。

⑦ l例のみであるが、 7世紀末に静岡県湖西からの製品がみられる。フラスコ瓶の頸部から口縁

部にかけての資料である (図 4)。
②

Ⅳ 胎土分析の実施

(1)胎土分析のねらいと概要

今回の胎土分析の一番のねらいは、肉眼観察で在地産とされたものの具体的産地を推定すること

にある。分析と分析値の解読は、い第四紀地質研究所 (所長 井上 巌氏)に委託 し、分析は「X

線回折試験」と「化学分析」という2通 りの方法で行った。「X線回折試験」では「石英 (Qt)一

斜長石 (P2)」 の相関について分析し、「化学分析」では、「Si02~A′ 203」「Fe203~Mgo」 「K2

0-CaO」 のそれぞれの相関について分析 した。分析値解読のための産地の比較資料は、長野県以

外の須恵器窯のデータについてはい第四紀地質研究所の持つデータを用い、長野県内の須恵器窯の

データは、今回独自に資料収集 してデータ化 した資料によった。
°

(2)長野県内の須恵器窯出土資料のデータ化 (各窯跡の領域図の作成)について

県内の須恵器窯のデータ化を行うため、県内各地の須恵器窯の須恵器サンプルを収集 し、0第四

紀地質研究所で上記と同じ方法で分析し、各窯跡の領域図を作成 した。この領域図と屋代遺跡群出

土須恵器の分析値を比較 し、産地の推定を行った。
田
県内の主な須恵器窯と屋代遺跡群の位置関係

は図 5に示 した通りであるが、図中の 4・ 5・ 6を除く窯跡のサンプルについて収集できた。その

数は19遺跡、39窯跡の資料で348点 にのぼる。

(3)長野県内の須恵器窯領域図作成にあたっての問題点と課題

各窯跡のサンプル収集では、 1窯跡10サ ンプルを目標にしたが、最大の問題となったのは、屋代

遺跡群に最も近い窯跡のサンプルが全 く手に入 らなかったことである。具体的には、図 5の 4 松
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7.醤山古窯跡群

く信田立陵面〉

(松 ノ山窯等)

く桑原山麓台地面〉

(上日向窯 等)

3.戸倉 (千曲川左岸)

14日 明科～池田窯跡群

18.鬼戸窯

20.大矢沢窯

集落遺跡にもた らされた須恵器の生産地をめ ぐって

図は 長野県史考古資料編 遺構。遺物 P1043を 一部改変して使用 代古窯跡群、 5 矢ノロ古窯跡、

6 戸倉・坂城 (千曲川右岸)古

窯跡群である。

4の松代古窯跡群は、天王山古

窯跡、滝本古窯跡、牧内古窯跡等

の存在が知られる。これらは『更

級埴科地方誌』 (森嶋1978)に よ

ると、長野市立東条小学校にその

多 くが保管されているとのこと

で、東条小学校内の関連施設を

隅々まで調査 したが、Q該当する

資料を見つけることはできなかっ

た。また、天王山古窯跡について

は、場所の確認はできたものの、

表採で新 しい時代の可能性が高い

資料を 1点のみ収集できただけで

あった。

6の戸倉・坂城 (千曲川右岸)

古窯跡群には、土井ノ入古窯跡、

栗田古窯跡、帆岨古窯跡等が知ら

れる。坂城町教育委員会に保管さ

れている資料があるとのことで、

坂城町教育委員会の助川朋広氏に
第 5図 長野県内の主な須恵器窯と屋代遺跡群の位置関係

お骨折いただいたが、該当する資料は見つけられなかった。栗田古窯跡については、『更級埴科地

方誌』に坂城町の大英寺に一部保管されているとの記述があるため、大英寺に調査をお願いしたが

該当する資料は発見できなかった。帆岨古窯跡についても資料の保管者名は発見できたが、既に他

界されており、資料の行方は確認できなかった。

5の矢ノロ窯跡については『更埴市史』 (森嶋1994)に記載がある。更埴市倉科に存在 し、屋代

遺跡群には最も近い窯跡である。 しかし、『更埴市史』 の執筆時点で既に資料が散逸 してしまって

おり、現在では手のうちようがなかった。

以上みてきたように、サンプル収集については鋭意努力を払ったが、資料の散逸が甚だしいの

が、現状であった。特に、屋代遺跡群の位置する埴科郡内のサンプルを全く手に入れることができ

なかったことは大きな問題としてあげることができる。次項から詳 しく述べるが、胎土分析の結

果、在所不明ではあるが、分析数値に類似性のある資料群が 3グループみられた。これらがこの埴

科郡内の窯跡に特定されることは十分考えられる。今後、この地域で、窯跡の資料が発見または発
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須恵器供 給 窯跡 名 略号

★  …戸倉 (千曲川左岸)古窯跡群 (西洞古窯跡等
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第 6図 屋代遺跡群出土須恵器 分析遺物の実測図と胎土分析結果
(数字は分析番号、供給窯跡名は略号で表示)

-191-



集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

表 1 屋代遺跡群への供給窯跡一覧 胎土分析結果から

推定された須恵器
窯跡名

分析資料数
図 5の
窯跡N0

図 6の
略号

系地
跡

在
窯

ア
戸倉 (千曲川左岸)古
窯跡群

★

イ

聖高原東麓窯跡群
〈信田丘陵面〉
(松 ノ山窯等)

1 ▲

ウ

聖高原東麓窯跡群
〈桑原山麓台地面 ?〉

(上 日向窯等)

●

在地B 回

オ 在地A ◎

カ 在地C △

キ 芥子望子山窯跡群 O

ク 善山古窯跡群 ○

搬入系
窯跡

ケ 陶 邑 ○

猿投 △

サ 猿投 ? △ ?

その他 シ 不 明

合計130

掘された場合、それらの資料の胎土分析を行い、

屋代遺跡群の分析資料 とつきあわせることによ

り、新 しい所見が得 られる可能性は十分に考え

られよう。

(4)胎土分析結果

胎土分析を行 った個体の実測図と分析結果の

概略は図 6に示 した。屋代遺跡群への須恵器の

供給が明らかになった産地は表 1に まとめた。

これらの産地 (窯跡群別)に分析資料の個数を

時期別に書き入れものが表 2である。

表 2 胎士分析結果に基づく屋代遺跡群への供給窯跡と時期別推移 分析した資料数 ○印… 1̈個体 ◎E日 ……2個体 ●印……3個体以上

5C～ 6C初頭 6C前半～中
6C後
～ 7C

初

7C前
半～中

頃

Ｃ
半

７
後

７Ｃ
末

7C最
末～
8C前

8C中
頃～

後半

8C末
～9C
初頭

9C前
半

9C中
頃～

後半

9C後
半～末

10C前
半以降

恵
出
期

須
器
現

古墳 4～ 6期併行 亨婦併行 墳
期

古
８

古墳9期

～古代1

期前半
前葉

代
期
半

古
１
前

代
期
半

古
１
後

代
期

古
２

代

。
期

古

３

４

代
期

古
５

代
期

古
６

代
期

古
７

古代
8期

代
期
降

古
９
以

TK216 TK208 TK23 TK47 MT15 TK10

出鋤

ア
戸倉 (千曲川左岸)

古窯跡群
○ ● ● ● ◎ ● ● ○ ◎

聖高原東麓窯跡群
〈信田丘陵面〉
(松 ノ山窯等)

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○

ウ

聖高原東麓窯跡群
〈桑原山麓台地面?〉

(上 日向窯等)

○ ● ● ◎ ○ ●

在地B ○ ◎

オ 在地A ◎ ◎ ●

カ 在地 C ○ ○ ○

キ 芥子望子山窯跡群 ◎

醤山古窯跡群

搬入系
窯跡

ケ 陶邑 ● ● ◎ ◎ ○ ○ ● ◎

猿 投 ○ ○ ○

サ 猿投 ? ○ ○ ○

その他 ンヽ 不 明 ○ ◎ ○ ○

V 胎上分析結果からみた供給窯跡についての考察

胎土分析結果から屋代遺跡群に須恵器を供給した在地窯と搬入系の窯の具体名が明らかになった。

ここでは、胎土分析のねらいにもとずいて、在地窯にかかわる部分についてのみつっこんで考察す

る。供給先として判明した在地窯は、表 1の ア～クの 8系統の窯跡である。ここでは表 2を手がか

りに、この8系統の窯跡を類似性をもつ (1)～ (3)の 3つのグループに分けて気付いた点を述べる。
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集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐって

(1)屋代遺跡群への供給が多量で、かつ長期間継続 して供給を行う窯跡について

これに該当する窯跡は、西洞古窯跡・郷嶺山古窯跡等に代表されるア 戸倉 (千曲川左岸)古窯

跡群、松ノ山窯跡に代表されるイ 聖高原東麓窯跡群 〈信田丘陵面〉、上日向窯跡に代表されるウ

聖高原東麓窯跡群 〈桑原山麓台地面〉の 3つである。

これらの窯跡の供給開始時期は、アは7世紀前半～中頃、イとウは7世紀後半であり、いずれも

7世紀代に供給が開始される点に共通性がみられる。また、その供給期間も9世紀代まで続き、供

給量も一定の数量を保っており、 7世紀以降の屋代遺跡群への 3大供給窯跡として位置付 く。図 7

は、これら3つ の窯跡の分析資料にしめる割合を時期毎にグラフ化 したものである。 7世紀末以降

は、この 3大供給地で 7割を越える量をまかなっていることがわかる。 7世紀末は、在地産須恵器

の量が搬入系須恵器の量を初めて上まわる時期であるが、その時期に果たしたこの 3つ の窯跡群の

役害Jは大きいといえる。

%

60

40

20

0
7C前半～中   7C末     8C中 頃～後半  9C前半    9C後 半～末

7C後半  7C最末～8C前 8C末～9C初頭  9c中頃～後半 10C前半以降

図7 ア・イ・ウの窯跡群 (3窯跡合計)と他窯との供給量の比較 単位%

また、ウの窯跡群については?

が付くものとなっており、上日向窯

のサンプルで作成 した領域とは厳密

にいうと違う点もあることが指摘さ

れている。前項で述べたように、県

内の比較資料収集時の弱点として、

屋代遺跡群に最も近い埴科郡内の窯

の資料を全 く入手することができなかったことをあげたが、ウの中には、埴科郡内に存在する窯の

資料も含まれている可能性も残されている。その場合は、現在発見されている窯数の関係から、戸

倉・坂城 (千曲川右岸)古窯跡群 (図 5の 6)か、または松代古窯跡群 (図 5の 4)の可能性が高

いと思われる。

供給器種についてみてみると、屋代遺跡群に供給された須恵器は3窯跡とも歴史時代的須恵器が

多くをしめるが、 古墳時代から系譜を引く器種も供給 している (図 6の分析12601201290127・

128)。 供給された器種に窯跡毎の特徴がみられるかという点については、分析資料の限 られた中で

明確に結論付けることはさけたいが、杯 Gの供給先がアに限られている点は指摘できる (図 6)。

また、 アでは杯蓋 Aが確認されていないが (図 6)、 本来杯 Gと杯蓋 Aはセットになるものなの

で、分析資料の少なさが原因しているものであろう。 したがって供給された器種については、杯 G
に一定のかたよりがあるものの、その他の器種については同じ器種が各窯跡からそれぞれ供給され

たことになり、特定器種を供給する窯跡はなかったといえよう。

(2)在所不明であるが、限定的な期間に一定の供給を行う窯跡について

これに該当する窯跡は、 工 在地 B、 オ 在地 A、 力 在地 Cと された 3窯跡である。 これら

は、分析成分値に共通性があるグループで、胎土分析報告書では以下のように指摘 している。「在

地 Aは個体数も多く屋代遺跡群の近隣に所在地があるように思われる。在地 Bと 在地 Cは個体数

は少ないが胎土の組成に統一性があり、これらも近隣に所在地があるように見受けられる」。以下、
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く在地 B〉

5C末～6C初頭

SB5062 `)1奸 21

6C後半～7C初頭

SB6070 `)1奸 5

鋼  非
⑤a区 分析17

く在地 A〉

7C前半～中ごろ

SB6111 分析7

倒   ル
SB6027 分析8

戸倉 (千曲川左岸 )

古窯跡群

7C前半～中ごろ

SB6111 1卜 1肝126

個々についてみていく。

工 在地 Bについて 分析資料で在地 Bと された窯跡の

資料は 3点である (図 8の左)。 いずれも古墳時代の系譜

を引く須恵器ばかりで、歴史時代的須恵器は確認されてい

)曇 焼lゞ】 lず 1皐 I:T灘 憩騨 彙量誓

り、図 8-分析 5・ 17の資料の示す 6世紀後半～ 7世紀初

頭まで供給を行う窯跡である。県内最古とされる松ノ山窯

S=1:8  と同じ頃かやや先行 して供給が始まり、 7世紀末の在地の
第8図  5C～ 7C前半?在

地産須恵器  須恵器生産が活発化する前には供給が途絶えた窯といえ

る。歴史時代的須恵器がないことから屋代遺跡群の不特定階層のために須恵器を供給 したのでな

く、屋代遺跡群に住んだ古墳に葬られるような特定の有力者の要求に基づき須恵器を焼き、供給 し

た窯という様に考えることができよう。図 8-分析21は、肉眼観察の項でも注目された個体であ

り、在地産の須恵器では県内最古となる例である。県内最古のほぼ同様な時期の例として松ノ山窯

跡の例が有名であるが、その領域と明らかに違う領域にこの資料の分析値が位置付 くことは、県内

最古の窯が松ノ山窯以外にも存在することを示す資料にもなろう。

オ 在地 Aについて 分析資料で在地 Aと された窯跡の資料は9点である (図 9)。 古墳時代の系

譜をひく器種 (図 9-分析 70809014015)と 歴史時代的須恵器 (図 9-分析39・ 41045・

119)の両方を供給している。 供給の開始は図 9-分析 708の資料により7世紀前半～中頃であ

り、 供給の終了は図 9-分析450119の 資料により7世紀末～ 8世紀初頭ということになる。 7世

紀末という在地の須恵器生産が活発化する時期にやや先行 して供給を始めた窯跡であり、在地産の

窯の中では先駆的役割を担った窯跡と考えることができよう。そして、在地で須恵器生産が活発化

したのを最後に、自らの役割を果たしたかのように供給を停止 している。

7C前半～中ごろ 1 7C後半

|―
SB6111 サ)1斤 7 1SD8049例卜1斤 9

|

倒 ル 1鋼  〉
SB6027分析 8 1SD7065分析14

7C末～8C初頭 力 在地 Cに ついて 分

析資料で在地 Cと された

窯跡の資料は 3点 である

(図 10)。 歴史時代的須恵器

のみを供給 している。供給

開始の時期は、図10-分析

111の 資料か ら8世紀末～

9世紀初頭であり、終末は

図10-分析71の 資料から9

7C末

SD7046■卜1折15

SD7049 分析39

SD7045分析41

第 9図 在地Aと された土器

世紀後半～末である。須恵器需要の高まりの中で 9世紀代を中心に新たに供給を開始 した窯跡とい

うことができよう。

以上、在地 A・ B・ Cについてみてきたが、それぞれの供給時期及びその継続期間は約100年前

SD7035 +千
へ
分析45

S=1三 8
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8C末～9C初頭 9C中ごろ～後半 9C後半～末  後 と想定され、明 らかに前項で述べたア・イ・ウ

の窯跡 とは異なった特徴を示す。また、それぞれ

SB6086分 析11l SB4009分析68 SB9067分析71 の窯の位置付けも今まで述べてきたようにそれぞ
S=1:8

第10図 在地Cと された土器
｀
    れが異なったものとして考えることができた。

(3)在地の須恵器生産が活発化する時期に単発的な供給を行 う窯跡について

これに該当する窯跡は屋代遺跡群か らはやや離れたところに存在する窯跡である。具体的には松

芥子望主山窯跡群

7C後半

ぐ――刊   カ
SD8049 サ)析 10

SD8049 1卜 1肝11

SD7047 分析103

醤山古窯跡群  本平に位置する芥子望主山窯跡群 (図 5-16)と 善光寺平最

7C末～8C初頭  北端に位置する書山古窯跡群 (図 5-7)の 2ヶ 所である。

第11図 芥子望主山窯跡群・醤山
古窯跡群とされた土器

それぞれ、図11に示 したような須恵器が供給されている。

これらの窯跡群は発掘調査された例も県内では多く、芥子

望主山窯跡群は8世紀～ 9世紀代を中心として、髪山古窯跡群

は7世紀末～ 9世紀代までの操業期間が確認されている。
°

窯の性格としては、屋代遺跡群に長期間、継続的に多量の須

S=1:8

恵器を供給 したことが判明したア・イ・ウの窯跡群と似た性格をもっているものと思われる。 しか

し、これらの窯跡から屋代遺跡群に供給 した須恵器は、ごくわずかであり、その時期も7世紀後半

～ 8世紀初頭に限定されている。 7世紀末という在地の須恵器生産が活発化する時期の前後に県内

各地から須恵器が一時的にわずかずつ供給される状況があったという点に注目しておきたい。ま

た、このことは、在地の須恵器のみではなく搬入系の須恵器についても同様な傾向があることを肉

眼観察の結果からも指摘できる (Ⅲ―⑥参照)。

(4)在所不明の窯跡について

前記の在地 A・ B・ Cを除いて、在所が不明であった資料は 5点である (図 12)。 在地窯ではな

い可能性もあるがこの項に含めて述べる。胎土分析の報告書では「不明の土器はここが 1つ の所在

地を代表するもので、今回の分析では対比されるものはない。」 とされている。時期的にみると 6

世紀後半～ 7世紀初頭に 1点 (図12-分析 6)、 7世紀後半～末にかけて 3点 (図12-分析117・

125・ 130)、
°9世紀後半～末に 1点である (図12-分析30)。 この内、図12-分析30に ついては超

大型品であり、頸部に補強帯を有するという特徴をもち、胎土も明らかに在地産とは異なり、県外

からの可能性が高い。 7世紀後半～末にかけての 3点は在地の須恵器生産が活発化する時期と一致

している。図12+分析125は 瓦であるため除外 して考えると、図12-分析117・ 130は、 それぞれが

別々の窯跡で供給量もわずかであることから、前項 (3)で指摘 した芥子望主山窯跡群や髪山古窯

跡群と似た性格をもつ可能性が考えられる。この考え方でみた場合、これらは、在地の須恵器生産

が活発化する時期にみられた、屋代遺跡群から比較的離れた地域の窯、あるいはより遠方の県外か

ら、短期間のみ供給される類例ということになる。より遠方の県外の例としては、今回分析サンプ

ルを収集 しなかった越後頸城郡の窯跡も考慮に入れる必要があろう (笹沢199701999)。

また、この 2例と、更に 6世紀後半～ 7世紀初頭に位置付く資料 (図 12-分析 6)を別の視点で

考えることも可能である。県内には6世紀代の長野市松ノ山窯、 7世紀代の松本市新切窯、 8世紀
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6C後半～7C初頭 7C後半～末

SB6003  づ)右斤6 SD7048 分析130

⑥区5水田 分析117 SB3022  分析125

人氏が指摘 した在地窯の特徴を広ゝまえることで、在地窯 と搬入系については識別が可能であった

が、それ以上つっこんで在地窯の各窯跡名までを識別できる特徴をみいだす ことは不可能であっ

た。

Ⅵ 胎上分析結果からみた全体的考察

(1)集落遺跡に対する在地産須恵器の供給範囲をめぐって

在地産須恵器について、窯跡名が判断できたものを対象に分析すると、屋代遺跡群の位置する千

曲川流域では、屋代遺跡群より上流にあたる依田窯跡群 (図 5-13)、 八重原窯跡群 (図 5-12)、

御牧原窯跡群 (図 5-11)や、下流にあたる高丘丘陵古窯跡群 (図 5-8)か らは 1点 も該当する

製品を確認することができなかった。また、同じ千曲川下流に位置する書山古窯跡群 (図 5-7)

からも7世紀末～ 8世紀初頭に 1点のみ確認されただけであうた。更に、筑摩山地をへだてた県内

最大規模の芥子望主山窯跡群からも7世紀後半の資料が 2点確認されただけであとは発見されてい

ない。供給されているのは、いずれも屋代遺跡群に近くの窯跡群からだけである。

これらのことから、 7世紀末に在地の須恵器生産が活発化する以前は、陶邑や猿投といった遠方

からの搬入が行われるが、それ以後は屋代遺跡群に近い地域から供給されているということがわか

SQ5002    分布斤30

第12図 在所不明とされた土器 S=1:8

代の塩尻市菖蒲沢窯等にみ られるよう

に、短期間しか操業期間をもたない窯跡

が散見される。これらは、有力豪族が自

分たちに必要な場合だけ工人を招来 し

て、一時的に生産を行わせたものと想定

されているが (原 1997)、  これら3点の

資料も県内のこういった例と同じ性格を

もつ窯跡から供給された可能性も一方で

は考えられる。この場合は、屋代遺跡群

に居住 した特定の有力者が、自分たちの

必要に応 じて工人を招来し、短期間供給

させたということになり、その窯跡の場

所は、屋代遺跡群に比較的近いところが

想定されよう。

(5)各在地窯の特徴

胎土分析により在地窯と判明した窯跡

毎に、分析資料を比較・観察 し、各窯跡

の特徴が抽出できるかどうかの課題に取

り組んでみた。結果は、 2の項で渡辺博

9C後半～末
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る。また、在地の須恵器生産が活発化する時期の前後には、県内のやや遠方の窯跡からも短期間に

わずかの供給が行われ、更に搬入系の製品の供給先も多様になることが明らかとなった。

更に、供給先の窯跡が屋代遺跡群の位置する千曲川右岸の埴科郡ではなく、千曲川をはさんで対

岸にあたる更級郡から多量に供給されていることは、郡を越えての須恵器の供給体制ができあがっ

ていたことを示 している。更級郡と埴科郡は大宝令施行時かそれ以前においては、本来 1つの郡と

して機能 していた可能性が指摘されており、
87世

紀末に 1つの郡の中で須恵器の供給体制が確立

した後、更級郡と埴科郡に分割された後も、 2郡にまたがっての供給体制が引き続き維持されたと

考えられよう。

わかってしまえばあたりまえのことではあるが、集落域により近 くの窯跡から須恵器が供給され

るということが明確になったことを受けて、図 5を再びみてみると、在地の須恵器生産が活発な 7

世紀末～ 9世紀前半までの集落域がそれぞれの窯跡に対応 してみられることがわかる。逆に、木曽

や八ヶ岳山麓等といった窯跡群のない地域には、 9世紀後半以降の須恵器衰退・消滅後に集落跡は

みられるものの、在地の須恵器生産の活発な時期には集落が形成されていないことが理解できる。

集落の展開する実態に応じて、そこへ須恵器を供給するために集落跡の近隣に須恵器窯が作 られて

いったと考えることができよう。

(2)未発見の窯跡について

長野県内で 5世紀～ 7世紀前半に位置付けられる窯の発見例は少ない。具体的に上げるならば、

松ノ山窯 (6世紀初頭～ 6世紀前半)(笹沢1982)、 新切窯 (7世紀前半～中頃)(竹原1997)の 2

窯跡のみである。今回の分析では、 5世紀～ 7世紀前半における在地産の資料が複数確認されたが

(図 8)、 このことは、県内最古の松ノ山窯を前後する時期から7世紀前半までの資料の少ない期間

にまちがいなく在地の未発見の窯があることを示 している。

また、県内最古の松ノ山窯と同じ頃か、あるいはそれに先行 して操業 していた在地 Bと いうも

う1つ の未発見の窯跡の存在をも明確にする結果となった。これまで、県内の松ノ山窯を前後する

時期の在地窯の存在の可能性としては、肉眼観察の結果から複数の事例が報告・想定されてきた

(遮那19740木下19840横山1986・ 飯島1992・ 飯島1993)。 更に、 1遺跡における須恵器出土量の多

さや、供伴する特殊遺物により、在地窯の存在の可能性を想定した研究もみられる (西山1988・ 原

1997)。 これに対 し、胎土分析の結果からは「長野県内には初期須恵器の窯は存在 しないと思われ

る」 (三辻199101987)と いった指摘も行われてきていた。そんな中で、 この屋代遺跡群での分析

結果は、松ノ山窯を前後する時期の在地窯の存在の可能性をより明確にできたといえよう。

窯跡名が特定されたところについては、その存続期間から、まだ未発見の窯跡が相当数にのぼる

ことも確認できた。具体的にあげるならば、アの戸倉 (千曲川左岸)古窯跡群は、胎土分析では7

世紀前半～ 9世紀末までの資料が確認されているが、実際に判明している窯跡については8世紀代

というだけで、
°
その前後の 7世紀や 9世紀の窯の存在は未発見となっている。イの聖高原東麓窯

跡群 〈信田丘陵面〉は、 7世紀後半～10世紀前半までの資料が確認されているが、松ノ山窯を除い

て時期の明らかになる窯は9世紀代のものがほとんどで、
(10)7世

紀後半～ 8世紀代の窯跡が未発見
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ということになる。更に、ウの聖高原東麓窯跡群 〈桑原山麓台地面〉については、 7世紀後半～ 9

世紀後半までの資料が確認されているが、実際に明確になっている窯跡の年代は8世紀代がほとん

どで、
°1)7世

紀後半と9世紀代の窯跡が未発見となっている。今後の調査・研究の進展によりこれ

らの未発見の窯が 1つ 1つ具体的に明らかになっていくことであろう。

(3)軟質須恵器の焼成をめぐって

9C前半   9C中 ごろ～後半  9C後半～末8C末～9C初頭
(硬質)

在地C

料の中に軟質須恵器が少ない (ほ とんどない)と いうことであった。軟質須恵器が増大 し始める 9

世紀中頃の窯が少ないということもあったが、軟質須恵器は窯で焼いていないのではないかという

疑間をもった。そして、硬質の須恵器と直接系譜が続 くのかも疑間に思えた。しかし、今回の分析

の結果、硬質の須恵器を供給する窯跡で軟質須恵器を供給 している状況が複数確認された (図 13)。

軟質須恵器は、硬質の須恵器が時間的経過の中で、質的に低下 して出現してきたものということが

ここからも明確になった。

また、軟質須恵器の生産場所について、山田真一氏は、軟質須恵器は、窯でない「山中の」「土

坑状の遺構で、低火度還元状態で」焼いた可能性を指摘 している (山 田1997a・ 1997b)。 今回の分

析では山田氏の指摘のような遺構で焼いたのかの判断はできないが、硬質の須恵器と同様の土を用

い、その近辺で焼いている点は確認できたとして良いだろう。図13に示した軟質須恵器を焼成する

窯の近辺では、現在のところ土器焼成坑は発見されていない。松本平の上ノ山窯跡群や菖蒲平窯跡

群では、 軟質須恵器の焼成坑と考えられる遺構が多出しているが (山田1997b)、 図13の戸倉 (千

曲川左岸)古窯跡群や聖高原東麓窯跡群の近辺でも、軟質須恵器を焼いた焼成坑が今後発見される

ことであろう。

Ⅶ 長野県内における須恵器の供給地把握研究と今回の分析結果との比較

長野県内の集落遺跡における須恵器の供給地把握の研究は、須恵器自体の肉眼観察や、須恵器窯

の数・分布状況から想定する方法と、胎土分析により想定する方法がある。

胎土分析から供給地を把握 しようとした研究では、屋代遺跡群も含めて管見では13例を知ること

分析111

(硬質)    (ゃ ゃ硬質)

県内の窯跡

領域図作 りの

ため、県内各

地の代表的な

窯の資料に接

する機会を多

くもてたが、

その中で疑問

に思ったこと

は、窯出土資

巽ぶfnJl田 ョフー
分析58

一

「
第13図 同一窯跡における硬質な須恵器から軟質須恵器 (□内)への連続性 S=1:8

分析64
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表 3 長野県における須恵器胎土分析実施状況

ができる。その概要を表 3に まとめた。表 3か ら主な分析結果をみると、長野市の榎田遺跡例 (表

3の N012)で は、須恵器出現期から在地の須恵器生産が活発化する直前の 7世紀後半までの87点

を分析対象としている。その結果は、搬入系の陶邑の占める率が非常に高く、屋代遺跡群との共通

性がみられる。 また、 分析数の少ない他の遺跡例でみても (N02・ 408)、  5世紀や 6世紀と

遺跡名 遺跡調査主体者 掲載文献名 論文名 刊行年度 分析者 分析方法 分析数 結果 分析資料の時期 備考

1 平出遺跡 塩尻市教育委

員会

古文化談業七 胎土分析にお

ける古代土器
の産地推定

三辻利一 蛍光X線
分析

在地  1
県外  2
在地 or県外  1

中野市誌に

掲載あり

森将軍塚古墳 更埴市教育委
員会

森将軍塚古墳

第 2年次概報

森将軍塚古墳

出土甕破片の

胎土分析

三辻利一 蛍光 X線
分析

1 陶邑 1 TK73 5C

平出遺跡

高田遺跡

大村廃寺

明科廃寺

考古学ライブラ

リー14

古代土器の産
地推定法

三辻利一 蛍光 X線
分析

４

２
瓦

瓦

岐阜・愛知県  3
岐阜・愛知県  1
岐阜・愛知県  1
地元産  4

北西の久保遺跡 佐久市教育委

員会

北西の久保 北西ノ久保・

大井城跡出土

須恵器 。埴輪
の胎土分析

三辻利一 蛍光X線
分析

陶邑 4
陶邑 1

5C後半前後
5C末～6C

十二遺跡 御代田町教育

委員会

十二遺跡 十二遺跡出土

須恵器の蛍光
X線分析

三辻利一 蛍光 X線
分析

地元

関東

群馬 ?
尾張 。

湖西 ?

3

美濃
2

8C前半

地元  3
尾張・美濃  1

8C後半

地元 11
関東 1

(須恵 ?1含 )

尾張・美濃 2

(灰釉 1含 )

湖西 ? 1

9C前半

地元  1
不明 1(灰釉 1含 )

9C後 半

上池ノ平 2・ 3

号墳

長野市教育委

員会

陶邑の可能性高い 本村東沖遺

跡の報告中
に記載あり

坂田遺跡 須坂市教育委

員会

坂田遺跡緊急発

掘調査報告

坂田遺跡出土

須恵器の蛍光
X線分析

三辻利一 蛍光 X線
分析

すべて地元

地附山古墳群
前田遺跡

北西久保遺跡

牟礼 B住居跡

古墳時代の研究
6

胎土分析 三辻利一 蛍光 X線
分析

すべて陶邑 すべて初期

須恵器

森将軍塚古墳 更埴市教育委

員会

森将軍塚古墳 森将軍塚古墳出
土須恵器 。埴輪
の胎土分析

三辻利一 蛍光X線
分析

陶邑 6
不明 1

本郷大塚古墳 須坂市教育委

員会

本郷大塚古墳 出土須恵器・

土師器の蛍光
X線分析

三辻利一 蛍光 X線
分析

陶邑 7
陶邑? 1
地元  2

7C後半

中野市内の11窯跡

新潟県小泊窯跡
豊科町上ノ山窯跡

長野県埋文セ

ンター
上信越自動車道14

中野市内その 3。

豊田村内

長野県内窯跡

出土須恵器お
よび瓦の胎土
の化学組成

閉パ レオ
ラポ

蛍光 X線
分析

中野市内11窯跡の窯跡単位の

特定領域は把握できず

新潟県小泊窯、豊科町上 ノ山
窯跡では領域区別可能

榎田遺跡 長野県埋文セ

ンター
上信越自動車道
12

長野市内その10

第 2分冊

榎田遺跡出土

須恵器の胎土

分析

閉第四紀地

質研究所
井上 巌

X線回折
試験

化学分析

時期のわかるもののみ記載する

邑

明

陶

不
5C後半

陶邑 1
不明 2

5C末～6C
初頭

陶邑 6
不明 0

‐３

４

口巴
山明

陶

不
7C

屋代遺跡群 長野県埋文セ

ンター
上信越自動車道26

更埴条里遺跡・屋

代遺跡群

古代1編 本文編

第 8章 第 1節
(6)搬入系土器

―須恵器胎土

分析

欄第四杞地

質研究所

井上 巌

X線回折

試験
化学分析

‐２
瓦

本文表 1・ 2参照
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いった古い時期は陶邑産が多く、 7世紀後半の本郷大塚古墳例 (N010)な どでも地元産はあるも

のの、いまだ搬入系を上まわっていないなど屋代遺跡群と共通している。相違点としては、榎田遺

跡に猿投や美濃須衛産が搬入されていない点のみである。在地の須恵器生産が活発化する時期以降

の代表的な分析例としては、御代田町の十二遺跡例 (N05)が あげられる。 この遺跡では、42点

の須恵器が分析された。結果は、 8世紀前半では在地産と搬入系が入り混 じり、搬入系の方がやや

多く、 8世紀後半以降は在地産が多数を占めるようになる。在地の須恵器生産が活発化する時期が

十二遺跡では8世紀後半からで、屋代遺跡群の 7世紀末とは多少開きがある。編年観からくるもの

か、地域性や遺跡の性格によるものかは今後の課題となるが、須恵器出現期から消滅期までにおけ

る供給先の変化の大きな流れは、前項Ⅵ― (1)で述べた屋代遺跡群での分析結果と共通 している

といえよう。

須恵器自体の肉眼観察による産地の推定の例としては、松本平に搬入された美濃須衛窯製品につ

いての研究 (小平1990)や、飯山に搬入された佐渡小泊窯製品についての研究 (坂井1993)があ

る。また、善光寺平において、上池ノ平 2号墳と本村東沖遺跡を中心に浅川扇状地で出土する浅川

型須恵器についての研究もみられる (風間1998)。 風間氏は、浅川型須恵器は尾張地域の須恵器生

産の影響下に成立 した地方窯で生産されたものとし、現状では、在地窯の生産物とは積極的に考え

ていない。また、須恵器ではないが瓦については、明科廃寺に供給 した桜坂古窯遺跡 (大澤19980

小出1998)、 信濃国分寺僧寺・尼寺跡や込山廃寺跡に供給 した土井ノ入窯跡 (米山1997)、 善光寺創

建瓦を焼いた警山古窯跡群 (米山1997)の関係などが、同じ文様をもつ瓦の出土によって考察され

ている。

従来、胎土分析以外の方法による産地推定のしかたでは、供給 した窯跡の須恵器に著 しい特徴を

見いだせる場合は、肉眼観察での推定が可能である。 しかし、信濃の在地窯の場合、各在地窯を特

徴付ける著しい特徴は今のところ抽出されていないのが現状である。したがって、産地の推定にあ

たっては、須恵器窯の分布状況や数、更にその消長等を加味して検討されることがほとんどであっ

た。この考え方はとても重要であるが、今回の屋代遺跡群における分析は、この視点を遮ゝまえつ

つ、肉眼観察や分布状況のみからでは必ず しも明確にできなかった在地窯の具体的供給のあり方

を、胎土分析の中からより明らかにすることができたことに意義をもとう。

Ⅷ おわりに

以上、屋代遺跡群出土須恵器の分析を通 して、集落遺跡にもたらされた須恵器の生産地をめぐっ

て、様々な角度から考察 してきた。この中で、屋代遺跡群における須恵器の供給先の時期的変化や

その範囲の問題、供給窯跡の特徴、更には未発見窯跡や軟質須恵器の焼成にかかわる問題等につい

て、一定の考えを示すことができ、県内の先行研究との対比の中で、今回の分析結果の位置付けも

行うことができた。

分析対象とした屋代遺跡群出土須恵器がその出現期から消滅期に至る継続 した時期のものであっ
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たことは、考察の視点をより広 くする意味で有 り難いことであった。また、各務原市教育委員会の

渡辺博人氏に御指導いただいた肉眼観察 と、その結果の上に立 ってい第四紀地質研究所の井上 巌

氏に依頼 した胎土分析 という2つ の方向か らの分析は、屋代遺跡群 という集落遺跡への須恵器の供

給のより具体的なあり方を示 して くれた。胎土分析のみによる産地の推定については、肉眼観察結

果と不整合を生み、実態に合わない事例の報告 もなされている (坂井199201994)。 今回の分析は、

その一方のみにかたよることなく両者を統合 して実施できたところに大 きな意味をみいだすことが

できよう。

渡辺氏が観察 した在地産須恵器の特徴の抽出は、今後 も有効な観察ポイントとなるであろう。ま

た、長野県内各地の窯跡のサンプルを収集 して、その窯跡の領域図を作成 した試みは、県内各地の

窯跡の多 くを網羅 した点で、今後の分析に生かせる土台となったと思われる。

最後に、本 レポー トをまとめるにあたり以下の方々に大変お世話になりました。お名前を記 して

感謝の言葉 とします (五十音順、敬称略)。

会田 進、井上 巌、大澤 哲、大塚文人、小口達志、倉沢正幸、小林康男、笹沢 浩、

佐藤信之、塩原俊文、渋谷恵美子、助川朋広、滝沢敬一、鶴田典昭、寺内隆夫、林 幸彦、

原 明芳、福島邦男、増田宗彦、水沢教子、翠川泰弘、宮沢恒之、宮島義和、矢島宏雄、

山口 明、山田真一、横山かよ子、渡辺博人

註 1 同長野県埋蔵文化財センター 1998『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書25 更埴条里遺跡・屋代

遺跡群 弥生・古墳編』

闘長野県埋蔵文化財センター 1999『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書26 更埴条里遺跡・屋代

遺跡群 古代1編 本文・図版』

註2『古代1編』P431で湖西の製品の具体例をSB67-11と したのは誤りで、本項に述べるSX7037-38が正し

い 。

註 3 榊第四紀地質研究所の分析結果と分析値の解読については『古代 1編』P431～ P450に報告 してある。

註 4 各窯跡の領域図は『古代 1編』 P433～ P437に掲載 してある。 各窯跡のサンプルの残 りと分析データの詳細

については、lul長野県文化振興事業団が保管 している。

註 5 資料調査にあたっては、東条小学校長増田宗彦氏と教頭塩原俊文氏に大変お世話になった。

註 6 年代は山田1999の 表を参考にした。暑山窯跡は、山の神窯 (佐藤1987)があるため、操業開始は 7世紀末ま

でさかのぼって考えられる。芥子望主山古窯跡については山田氏は操業開始を 7世紀末までさかのぼって想

定 している。

註 7 分析125の 瓦は10世紀末～11世紀初頭に位置付 く遺構から出土しているが、 雨宮廃寺跡出土瓦と酷似 し、 上

原真人氏の鑑定によると7世紀代までさかのぼる可能性があると指摘されているため、図12で は 7世紀後半

～末のものとして位置付けた。

註 8 1ul長野県埋蔵文化財センター1996『長野県屋代遺跡群出土木簡』P169

註 9 闘長野県埋蔵文化財センター2000『総論編』「周辺遺跡」 の項でこれら近辺の窯跡の年代の推定を行ってい

る。

註10 同上

註11 同上
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「祭具」と「呪物」

一一石製模造品の二つの性格一―

桜 井

I はじめに            Ⅲ 「祭具」としての石製模造品

Ⅱ 石製模造品の出土する遺跡・遺構 Ⅳ 「呪物」としての石製模造品

の分類              V おわりに

はじめに

古墳時代の祭祀において最 も特徴的な祭祀遺物は石製模造品である。そしてこれは基本的には

「祭具」 として用いられていたものである。 したがって石製模造品を用いた祭祀儀礼の復元作業を

進めていくためには、石製模造品はあくまでも「祭具」であることを十分に認識 しなければならな

いであろう。

ところが、こうした「祭具」であるはずの石製模造品が、一種の「呪物」として使用されている

事例も、一方では確認されているである。以前私は石製模造品にはこうした「呪物」としての性格

をもつものも認められるのではないかと提起 したことがあった (桜井1998b)が、今回はその提起

を踏まえ、出土状態を検討することによって、改めて「呪物」として石製模造品について考えてみ

たい。

Ⅱ 石製模造品の出土する遺跡・遺構の分類

まず最初に石製模造品がいかなる場から出土 しているのか、その分類をしておきたい。石製模造

品の出土する場は実に多様性に富んでいる。管見によれば、製作遺跡を除くと、次のような分類が

できるものと思われる。

①古墳

②祭祀遺跡

A山に関するもの

B水に関するもの

C交通に関するもの

Dその他

③豪族居館

④一般集落域

秀 雄
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A竪穴住居跡

B竪穴住居跡外

⑤生産関連域

A水田関連

B畑関連

Cそ の他

以下、各類について主な事例をみてみたい。

①古墳から出土する石製模造品

これについては、 白石太一郎氏の論文『神まつりと古墳の祭祀―古墳出土の石製模造品』 (白石

1985)に 詳 しい。この白石氏論文は、古墳出土の石製模造品の時期的変遷を検討 し、それまで自明

のこととされてきた「葬と祭の分化」論に大きな異議を唱えた画期的な業績である (桜井1995)。

古墳出土の石製模造品については、私も稿を改めて考察 しなければならないものとして痛感 してい

るが、今回は白石氏のこの研究業績に大きく依拠 したい。白石氏は古墳出土の石製模造品の出土位

置に関しては、 白石氏は埋葬施設内の棺内から出土するもの (a類 )、 埋葬施設内であるが棺外か

ら出土するもの (b類 )、 墳丘上から出土するもの (c類)の 3つ の類型にわけけられるとする。

(a類)は棺内に置かれたもので、 白石氏によれば棺端部に置かれている場合が多いといい、二重

県石山古墳、千葉県石神 2号墳、群馬県白石稲荷山古墳 (西椰)、 茨城県鏡塚古墳、岡山県随庵古

墳などが該当する。 (b類)は石室内あるいは土坑内の棺外から出土するもので、滋賀県新開 1号

墳、福岡県塚堂古墳、福岡県飛山 1号墳などが該当する。(c類)は墳丘上から検出されるもので、

墳丘上で行われた祭祀にともなうものと推測されており、奈良県室宮山古墳、岡山県金蔵山古墳、

大阪府古市古墳群墓山古墳などが該当する。

こうした白石氏の 3分類の他に、私はもう2類を加えたいと考える。ひとつは墳丘下の遺構から

出土するケースであり、 (d類)と しておきたい。 これは茨城県公事塚古墳群 1号墳にみられる事

例である (遺跡文献 1)。 本古墳の墳丘下からは墳丘築造前の、長辺5。 3m、 短辺 5mを はかる竪穴

遺構が検出され、少量の土師器片とともに剣形品 2、 有孔円板 5、 臼玉 1が床面から出土 してい

る。また多量の木炭と焼土が認められており、報告者は板葺き屋根を想定している。報告者の茂木

雅博氏は本遺構を「噴屋」として想定している。他に類例をみない事例であるが、ここに1つ の類

型としてあげておきたい。またもうひとつ (e類)の類型としたいのが、群馬県舞台 1号墳にみら

れる石製模造品及び鉄製模造品の埋納施設である (遺跡文献 2)。 これは本古墳の造出中央部やや

東よりにみられ、旧地表面を堀りくばめたもので、長方形状を呈 し、長辺1.4m、 短辺北側0.55m、

同南側0.65m、 深さ 5～ 10mを はかる。石製模造品を埋置した北側部分と鉄製模造品を置い.た南側

部分は仕切りされており、石製模造品は箱状のものに納められていたことが遺物出土状況から想定

されるという。これも類型のひとつに加えておきたい。

②祭祀遺跡から出土する石製模造品

ここでは祭祀遺跡を4分類してみる。
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A山に関するもの

福島県建鉾山が代表的なものだが、他にも奈良県山ノ神遺跡は三輪山に、群馬県櫃石や西大室丸

山遺跡は赤城山に、同じく群馬県正観寺は遺跡は榛名山に、それぞれ対するものであろうと考えら

れる。このうち櫃石や西大室丸山遺跡、正観寺遺跡などでは、磐座とみられる巨石が存在 し、その

周囲から石製模造品を含む祭祀遺物が多量に出土 している。巨石の規模は大きく、なかでも櫃石で

は、高さ約 3mも の輝石安山岩が巨石として用いられている。(遺跡文献 3及び 7)。

B水に関するもの

近年、水辺の祭祀として一層の注目を集めてきているものである。二重県六大 A遺跡の他、 石

製模造品は出土 していないものの二重県城之越遺跡をはじめとする湧水点祭祀、水源をまつったも

のと推測される静岡県天白磐座遺跡、旧河道の湾曲部の河岸に多量の手捏土器をはじめとする祭祀

遺物が認められる滋賀県斗西遺跡などがあげられる。県内でも更埴市屋代遺跡群では導水型の水辺

の祭祀が検出されている (以上、遺跡文献24)。

C交通に関するもの

福岡県沖ノ島は大和政権による大陸間の航海の安全を祈願 したまつりを行っていたと推測され、

石製模造品の出土もみる。峠の祭祀としては神坂峠、入山峠、雨境峠、瓜生坂が代表的なものとし

てあげられ、とりわけ長野県内に多くみられるものである。道に関するものとしては長野県阿智村

の中原遺跡・杉ノ木平遺跡・大垣外遺跡 (遺跡文献20)な どがあげられ、検出された道路跡に伴っ

て石製模造品が出土 している。

Dそ の他

ここでは長野県石川条里遺跡をとりあげたい。本遺跡では幅10～13mの 大溝で区画され、内部

には祭祀行為に関連する廃棄土抗 (大量の土器・炭化物を含むものが多い。)を はじめとする約400

基の土抗群等が認められている (遺跡文献 4)。 出土遺物としては管玉などの玉類、石製腕飾類

(石釧、車輪石)、 筒形石製品、羽口、銅鍬、銅鏡などとともに少量の勾玉・臼玉などの石製模造品

も出土 している。豪族居館のもつ要素 も確かにみられるが、居住域が認められないことを重視 し

て、私は前方後円墳被葬者クラスの首長による祭祀場であると理解 したい。古墳時代前期に比定さ

れよう。

③豪族居館から出土する石製模造品

群馬県三ッ寺 I遺跡や原之城遺跡などをはじめとして、豪族居館からは石製模造品をはじめとす

る祭祀遺物の出土及び祭祀関連遺構の検出をみることが多い。三ッ寺 I遺跡の豪族居館から出土す

る石製模造品は破片個体まで含めて250点にのぼる (遺跡文献 5)。 出土地点は竪穴住居跡、主要な

祭祀場であると考えられる石敷遺構、井戸、柵列、石垣、溝、張出部である。これは居館の内部施

設や外辺を区画する遺構のほとんどから出土 していることを示すと報告者はいう。原之城遺跡では

特別な祭祀遺構はみられなかったが、祭祀遺物の集積が検出された (遺跡文献 6)。 東北隅で検出

された遺物集積は約 2m四方の範囲に手捏土器約400点 を含む土師器、大形高不などの須恵器、石

製模造品約150点、鉄製品などが多量に出土 している。土器の出土状態は「すべて口縁部を上に向
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けて重ねており、その中に石製模造品の日玉や貪J形品などを置いている」という。

④一般集落から出土する石製模造品

i)竪穴住居跡内

竪穴住居跡内から石製模造品が出土する例は極めて多い。従来、住居跡から出土する石製模造品

については、長 く高橋一夫氏の論が有力であった (高橋1971)。 高橋氏は石製模造品を出土する住

居跡は祭祀を執り行なったものであるとし、まず和泉期に出土する石製模造品については従来の世

帯共同体の秩序が動揺 しはじめ、家父長制的世帯共同体への萌芽が始まった頃だと説明する。そし

て鬼高期に石製模造品を出土するものについては家父長制的世帯共同体の家父長クラスによる集落

全体の祭祀であろうと結論づけている。これは石製模造品を出土する住居跡は単位集団内で中心的

な位置を占めているとの考えにたっているわけである。その論拠としては石製模造品を出土する住

居跡は単位集団内で 1、 2軒 しか存在 しないこと、また住居跡の規模が大型であり、伴出遺物も豊

富で須恵器や鉄製品など希少価値のあるものも出土 していることなどをあげている。私はこうした

高橋氏の論に違和感を抱き、かつて長野県内の19遺跡をとりあげて、集落内における石製模造品を

出土する住居跡の比率、住居跡の規模 との関係、伴出遺物 との関係などを分析 してみた (桜井

1990)。 その結果、「石製模造品は確かに集落のすべての住居跡から出土するわけではないが、卓越

した特別な位置にある住居跡からの出土ではない」のであって、高橋氏の論は成立 しないことを論

じた。その後、石製模造品が出土する住居跡の事例は飛躍的に増大 しているが、高橋氏の論を否定

するものが多 くなってきている。

そのため次なる問題は出土状況に基づく石製模造品の分析であろう。というのも住居跡出土の石

製模造品と一口にいってもその出土状況は様々であり、 したがってその性格を一義的に論 じること

はできないからである。石製模造品を出土する住居跡の分析にはそうした出土状況の違いを明確に

把握することが必要なのではあるまいか。私は出土状況に基づいて次のような分類を以前 してみた

ことがある (桜井1998b・ なお本項はこの旧稿に多くを依拠している)。

A床面及び床面直上から出土するパターン

B覆土から出土するパターン

Cカ マ ドの構築土から出土するパターン

D貼床下から出土するパターン

E壺・甕などに入った状態で出土するパターン

F棚にのせられていたと想像される状態で出土するパターン

G貯蔵穴から出土するパターン

このようにひとくちに住居跡出土の石製模造品といっても、その出土状況は多岐にわたうている

ため、「住居跡出土=住居内祭祀」と短絡的に結び付けることはできまい。

ここで各パターンの事例を簡単に紹介 しておこう。Aパ ターンのうち最も多いのは 1～ 2点が

出土するケースであるが、これから即t住居での祭祀の有無を論 じることは難 しい。ただし本パタ

ーンのなかには石製模造品を用いた祭祀行為を街彿させる出土状況を呈するものがあるのも確かで
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上野国分僧寺・尼寺中間地域遺跡
I区 1号祭祀遺構 (遺跡文献22よ り)

御伊勢原遺跡47号住居跡
(遺跡文献23よ り)

第 1図 竪穴住居跡内出土の石製模造品 (いずれも順不同)
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ある。滋賀県高月南遺跡では一辺が 8mと 大型の古墳時代中期から後期に比定できる竪穴遺構が

検出されたが、この西壁中央寄りの床面に 1～ 10cm程 の河原石を直径70cm程の円形に敷き詰め

た施設があり、その周辺で多 くの石製模造品などが出土 している (遺跡文献 7)。 石野博信氏は

「イエの祭壇」としてとらえているが (石野1991)、 私も同様に考えている。類似する事例としては

長野県屋代遺跡群の古墳時代前期に比定されるSB5039が あげられよう (遺跡文献 8)。 本住居跡

は同一プランで 2段階の変遷を追 うことができ、新 しい方から順に第 1段階・第 2段階としてい

る。 このうち第 2段階の床面は灰に覆われているが、南西コーナー灰下と東壁際に5～10cm大の

河原石903点、合計15.85kgを 敷き詰めた礫集中部分がみられている。土器、土玉などが出土 し、

石製模造品は認められていないが、高月南遺跡と同様な事例としてここに触れておきたい。

また群馬県大久保 A遺跡 I区70号住居跡 (古墳時代後半期)では滑石製臼玉 8点 と土製小玉 1

点が床面から出土 している。 このうちピット2の柱穴の北に存在 した臼玉 6点は、「紐を通 して一

まとめにしていたような状態で出土 した」 という (遺跡文献 9)。 同じく群馬県西島相ノ沢遺跡32

号住居跡では住居跡南壁際の45× 45cm程度の範囲から112点 の自玉が出土 している。これらは床

面より若干上の位置から検出されているが、報告者によれば「臼玉が連なるような所もあり、当初

は紐に通されていたと考えられる」 という (遺跡文献10)。 これらの事例は次章で述べる石製模造

品を用いた祭祀儀礼において、臼玉は数点程度の単位で紐に通 していたのではないかとする私の仮

説を裏付けてくれるものと考えている。

Bパターンは事例が最も多 くみられているものであろう。とりわけ覆土中から1～数点程度の石

製模造品が出土する例は相当数におよんでいる。これらの多くは住居廃絶後に投棄あるいは混入さ

れたものと理解することが妥当であり、そこに特別な意識が働いていたとは考えにくい。ただし、

住居が廃絶 し、ある程度埋没 した段階でその凹地を利用して、何らかの祭祀行為が行われたと理解

できる事例も一方では認められている。東京都赤羽台遺跡八幡神社地区は石製模造品の出土はみら

れないものの、古墳時代前期の「祭祀址」としてとりあげられている5か所はいずれも住居跡の覆

土中から検出された土器群や焼土の遺存状態を「単なる遺物 (土器)の投棄の場としてではなく、

何 らかの祭祀儀礼の場」 として把握 している (遺跡文献11)。 報告者は住居の廃絶後に火と土器等

を用いた祭祀の存在を指摘している。覆土から出土する本パターンには単なる廃棄ではなく、こう

した祭祀行為の存在も考慮する必要があろう。

Cパターンはカマドの構築土から出土するものである。埼玉県東猿見堂遺跡、社具路遺跡 (と も

に遺跡文献 7)な どに類例が認められる。本パターンはあくまでも構築土から検出されたものに限

り、長野県小諸市宮ノ北遺跡第 4号住居跡でみられるように (遺跡文献12)、 カマド内部の堆積土

第 2層から計33点の滑石製及び土製の玉類がスクリーニング作業によって出土されたような事例は

含めていない。

Dパターンは貼床下から出土 したものである。長野県佐久市芝間遺跡 (遺跡文献13)な どに事例

が認められる。

Eパ ターンは壺や甕に入った状態で出土するものであり、代表的なものとしては埼玉県番清水遺
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跡があげられよう (遺跡文献14)。 本遺跡の47号 (ホ 号)住居跡のカマ ド左側に置かれてあった甕

形土器の中から、 338点の滑石製臼玉が出土 している。報告者は「これはおそらく甕形土器の中に

収蔵されていたもの」と推定 している。他にも埼玉県御蔵台遺跡、山梨県伊勢町遺跡 (と もに遺跡

文献 7)な どにも事例が認められている。

Fパ ターンは看見の限り、千葉県小室白井先遺跡の事例 しか確認 していないが、棚に載せられて

いたと想像される状態で出土 したものである (遺跡文献15)。 本遺跡の D203号住居跡は一辺8.60m

の B住居跡から一辺10.25mの A住居跡に拡張されている和泉期の複合住居跡であるが、そのA

住居跡の西側中央に0.4～ 1.8mの 範囲に直径約 3cmの 炭化材が並列 した状態で検出され、その付

近より朱彩のある小形増、壺、高不、不等のほか、石製模造品 (勾玉・剣形品・双孔円板・臼玉)、

石製紡錘車、土製丸玉、やりがんな、鉄滓、下げ砥石等かなり多数の遺物が認められた。この炭化

材について報告者は「何かここに祭壇状の施設があったものと推定されるし、また、そこにはこれ

らの遺物が祭祀具としてのせられていたのではなかろうか」と論 じている。私はかつて本事例をも

って「神棚」的なものではないかと論 じたことがあったが (桜井1990)、 現在は古墳時代には「神

棚」的なものはいまだ認められず、本事例は棚の上に祭祀具を保管しておいた痕跡ではないかと考

えを改めている (桜井1998b)。
(1)

Gパターンは貯蔵穴から出土するものであり、千葉県大谷口遺跡、群馬県鶴辺遺跡 (と もに遺跡

文献 7)な どで認められている。

五)竪穴住居跡外

いわゆる集落内祭祀遺構が該当しよう。規模の大きいものとしては長野県内では松本市高宮遺

跡、長野市駒沢新町遺跡、坂城町青木下遺跡などがあげられる。これらはその多量な祭祀遺物、と

りわけ目立つ石製模造品の数量からすれば、集落単位あるいは集落を越えた単位で執り行なわれた

祭祀であると推測されよう。

一方、古墳時代の集落構造の解明に多大な影響を与えている群馬県黒井峰遺跡や中筋遺跡の事例

でみると、前記のものとは別なタイプの小規模な集落内祭祀遺構の存在が浮かび上がってくるので

ある。両遺跡とも榛名山ニツ岳の火山噴出物でパックされるという当時の地表面を明瞭に把握する

ことができた稀有な遺跡である。黒井峰遺跡では、竪穴住居跡・平地住居跡・庭状遺構・畠・祭祀

遺構が 1単位の中に存在 している (遺跡文献16)。 祭祀遺構については、竪穴住居跡のほぼ南に径

2mの ドーナツ状の土盛りがあり、その中心部は径30cm程度の立木の痕跡であるというが、その

周囲に土師器不、甕、臼玉が置かれ、土をかぶせた祭祀であることが判明した。中筋遺跡では、集

落内で 1箇所の大形祭祀 (1号祭祀跡)、 竪穴住居跡・平地式建物・畠などが垣根跡で取り囲まれ

た一単位内で見 られる小祭祀 (2号祭祀跡)、 畠脇にみられる祭祀、立木の根元周辺にみられる祭

祀 (石製模造品のはいった土師器琢 5点が置かれていた。)が確認されている (遺跡文献17)。 また

平地式建物の周辺には土師器外が集中した箇所があったが、この外の中に臼玉 2点の出土をみるも

のも認められた。中筋遺跡 1号祭祀跡は集落単位の祭祀行為の所産と思われるが、その他について

は報告者が指摘する「一世帯単位」とでもいえそうな祭祀といえようか。
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縮尺不同

(遺跡文献15よ り)

第2図 小室白井先遺跡 D203号 A住居跡

このように一般集落内にみられる集落内祭祀遺構も、複数のタイプが認められるのであるが、そ

のいずれからも石製模造品が出土 しているのである。

他にも土坑、溝、井戸から出土 している事例 も認められる。東京都伊興遺跡では井戸址 3基

(SE003か ら臼玉 4点、 SE004か ら臼玉 6点、 SE009か ら10点が検出)、 土坑 4基、溝状遺構 1基の

それぞれから石製模造品の出土をみている。(遺跡文献18)。

⑤生産関連域

A水田関連・B畑関連

群馬県声田貝戸遺跡では水田と畑の両方が検出されている (遺跡文献19)。 調査区の西寄りの部

分には南北に走る上幅10m、 深さ3mを越える大溝があり、これを境に東側に水田、西側には畑

がひろがっている。このうち大溝西脇の土手部分からは不・高琢・大甕などが出土 し、石製模造品

も多数検出されている。水田への給排水路と推測される大溝への祭祀行為の所産と理解できよう。

また畑の一角でも土器にまじり石製模造品が出土 している箇所がみられ、これは畑に関連 した祭祀

に伴うものと推測されよう。

長野県更埴市屋代遺跡群①～③区にひろがる水田においては小型丸底壺、高琢、 ミニチュア土

器、管玉、勾玉などが少量ではあるが出土 し、なかには畦畔上で確認されたものもあり、水田にお

いて行われた祭祀の痕跡と考えられている。 また本遺跡の溝・SD235は灌漑用水路と考えられてい

るが、勾玉・臼玉がまとまって出土 している。(遺跡文献 8)。

Cそ の他
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徳島県日出遺跡、山口県美濃が浜遺跡などのように製塩に関連する遺跡からも石製模造品をはじ

めとする祭祀関係遺物は出土 している。 これらは亀井正道氏が指摘するように (亀井1988)、 製塩

には人力の及ばない自然の力に頼り、その支配を受けることが多かったため、塩の製造が順序よく

無事に終り、期待通りの生産があげられることを祈る祭祀行為が行われたのであろう。

他にも出土する場の類型は存在すると思われるが、現段階で私が把握 し得た主な事例をもって分

類 したのが以上の 5類である。今後はさらに事例を収集 していきたい。

Ⅲ 「祭具」としての石製模造品

さて前章では石製模造品の出土する場を 5類に分類 し、その事例をみてきたが、ここから石製模

造品は古墳時代の祭祀にいかに多用されていたかが理解できよう。次にこうした石製模造品は第一

義的には「祭具」であることをまず確認 してみたい。

私はかつて長野県松本市高宮遺跡をモデルとして石製模造品を用いた祭祀儀礼の復元私案を提出

したことがある (桜井1996)。

高宮遺跡は約1000」 の調査面積から古墳時代の住居跡 3軒、土坑13基、土器集中区15ヵ 所、等が

検出された (遺跡文献21)。 このうち15ヵ 所の土器集中区が古墳時代中期の祭祀に関連 した遺構と

理解できるものである。本遺跡は石製模造品が5000点以上も出土 したという長野県内でも最大級の

規模をもつ祭祀遺跡である。これらの土器集中区のうち最も規模が大きいのが 1号土器集中区であ

る。南北 5m、 東西 8m程の範囲から多量の土器と石製模造品をはじめとする祭祀遺物が出土 し

た。土器は周囲の遺構検出面より高いところから出土 し始め、中央部では渦高 くなるというような

重なり様であり、 lmで約50個体を取 り上げた箇所もある。報告者によれば、掘り込みは確認で

きないとのことである。土器は図化できたもので348点 あり、 高琢や小型丸底壺が特に多 く認めら

れる。土師器では他に甕や壺、 ミニチュア土器など、それに少量の須恵器がみられる。石製模造品

は、臼玉5166点、勾玉16点、管玉 9点、丸玉 1点、算盤玉 4点、剣形模造品 9点、双孔円盤 4点が

検出された。他の祭祀遺物としてはガラス小玉 9点、土製勾玉 1点、土製鏡 1点、鉄製品では鉄鏃

52点、刀子15点など4種87点が出土 している。

このように良好な資料を有する高宮遺跡をモデルとして、私は次のような祭祀儀礼の復元を試み

たのである。

『祭祀を執 り行なう人物が依り代である榊の枝を手に持つ。その榊の枝には石製模造品や「木

綿」などがとりつけられている。そして榊の枝は天に向かって、力強く数回にわたって振 られ

つづけられた。神の依り代になる榊である。最も厳粛な瞬間がここにあった。この儀礼が終わ

ると榊の枝は、小枝にめぐらされた神離の中央に立てられたのであった。』

この作業において私は考古学的事象を軸としながらも、他分野からの研究も援用 した。つまり、

万葉集や日本書紀の記述から、祭祀儀礼には榊の枝が中心的な役割を果たしていたことを指摘 し、
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高宮遺跡1号土器集中区

(遺跡文献21よ り)

第 3図 高宮遺跡 1

石製模造品を用いた祭示巳儀礼の復元

イラスト (画 Jヽ山内 玲子)

(桜井1996よ り)

号土器集中区とその復元私案

さらに万葉集においては、榊の枝は「白香」や「木綿」などをとりつけられ、日本書紀の記述及び

石製模造品には例外なく穿孔が施されている考古学的事象を踏まえて、石製模造品も榊の枝にとり

つけられていたと推測するにいたった。そして民俗学の知見から、そうした榊の枝は「手に執られ

るものであり」、「振ることには大きな意味があった」ことを導き出したのである。

ところで、石製模造品はどのように榊の枝にとりつけられていたのであろうか。私は勾玉・有孔

円板・剣形品は 1点ずつひもに通 してとりつけ、臼玉は数点から十数点程度を単位として、それぞ

れひもに通 してとりつけたものと想定する (桜井1998a)。 臼玉の装着状態については、前節でも

紹介 した群馬県吉岡村の大久保 A遺跡 I区70号住宅跡及び同じく上野国分寺・尼寺中間地域遺跡

I区第 1号祭祀遺構 (遺跡文献22)で みられる臼玉の出土状況が参考になる。

石製模造品は前章でみたように、様々な場から出土 しているが、「祭具」である石製模造品を用

いた祭祀儀礼は、モデルとした高宮遺跡の場合と基本的には同様なありかたを示 していると私は理

解している。そして石製模造品の大半はこうした「祭具」なのである。
D
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ただし、出土状態を検討すると、こうした「祭具」としては理解できないケースも一方では存在

することもまた事実なのである。

Ⅳ 「呪物」としての石製模造品

では次に「祭具」 としては理解できない石製模造品について論 じてみたい。「祭具」ではない事

例は住居跡出土と豪族居館である三ツ寺 I遺跡のものに認められている。

(1)住居跡出土の事例

さて前章では住居跡出土の石製模造品については、その出土状態をもって 7つ に分類できること

を指摘 した。これらの類型を踏まえると、住居跡出土の石製模造品のもつ意味には次のような推測

ができるものと思われる。

ア 住居内で石製模造品を用いた祭祀行為が行われていたと推測できるもの

イ 石製模造品を保管 しておいたと推測できるもの

ウ 住居廃絶後に廃棄されたと推測できるもの

推測アを見極めるには困難さを伴う。何よりも「石製模造品の出土=住居内祭祀の存在」とは短

絡的にはつながらないからである。これはたとえ Aパターンのように床面から出土する類型のも

のでも同様である。出土状態の詳細な検討作業が必要となろう。

またひとくちに住居内祭祀といっても、

a住居建築時に行われた祭祀

b住居機能時に行われた祭祀

C住居廃絶時に行われた祭祀

d住居廃絶後に行われた祭祀

の 4段階があり、住居内祭祀あるいは屋内祭祀を論 じる場合にはどの段階のものかを明確にしなけ

ればなるまい。前述 したように私は古墳時代には「神棚」的なものはいまだ存在 していないと理解

している。 したがって住居内で行われた祭祀においては、祭場はその都度設営されていたのではな

いかと想定 したい。とするならば住居の機能が継続されている限り、住居内に設けられた祭場も祭

祀の終了とともに片付けられてしまうのではないかと考えられるのである。このようにb段階の

祭祀の痕跡をたどることは容易ではない。ところで石製模造品を吊した榊の枝を床面に据えたと推

測される事例も認められている。埼玉県御伊勢原遺跡47号住居跡からは臼玉127点をはじめとする

石製模造品が出土 している (遺跡文献23)。 その出土状態を報告書の断面図から観察してみると、

臼玉は覆土下層から床面の上下に集中していることが理解できる。報告者は「これらに共通 してい

る出土状況は、住居跡から出土 した祭祀遺物のすべてが住居跡に伴うものではないことである。確

かに床面直上から出土 し住居跡に伴うものもあるが、土器の出土状態も合わせて考慮すると住宅廃

絶時になんらかの祭祀が行われたと断定できるとは思えない」と述べているが、石野博信氏は「可

能性としては、実用品として日玉 1連の頸飾りがおかれていたか、臼玉と木製祭祀具などを掛ける
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祭祀が行われていたのかが想定されるが、量産期の滑石製臼玉の実用頸飾 りは考え難い」とし、

「住居廃棄にともなう祭祀」の可能性を提示 している (石野1991)。 私はc段階の住居廃絶時に行わ

れた祭祀行為が終了 したのちに、その場に残された榊に吊された石製模造品がそのまま放置された

ため、時の経過とともにちらばっていったものではないかと想定 したいのである。前章でとりあげ

た群馬県大久保 A遺跡 I区70号住居跡の事例もc段階の同様な痕跡の可能性があるのではなかろ

うか。なお、河原石を床面に敷き詰めた住居が検出されている高月南遺跡や屋代遺跡群の事例は祭

祀専用の住居、あるいは住居廃絶時に祭場を設営 したもののいずれかと想定 している。また前章で

とりあげた東京都赤羽台遺跡の事例などはd段階の祭祀と思われる。

推測イは、典型的な事例として土器内から出土するEパ ターン及び棚 らしきものにのせられて

いたと推測されるFパ ターンが認められる。Eパ ターンの事例のうち御蔵台遺跡のように臼玉 1

点といった少量のケースは、 偶然的な混入の可能性も考慮に入れなければなるまいが、 338点 もの

自玉が出土 した番清水遺跡のケースを踏まえると、土器内に保管するという行為が行われていたこ

とは存在 したと考えてよいであろう。Fパターンは小室白井先遺跡の 1例 しか確認 していないが、

保管のひとつのタイプとしてとりあげておいてよいだろう。また貯蔵穴から出土するGパターン

も、保管の一手段として用いられていた可能性があろう。大谷口遺跡や鶴辺遺跡ではいずれも石製

模造品は 1点のみの出土であるため、偶然の混入品である可能性もあろうが、保管の一類型として

とりあげておきたい。

さて、残るCパ ターンとDパ ターンの事例は、以上の 3つ の推測のいずれにも該当はしないと

いわざるをえない。そこで私はこの 2パ ターンをもって、

エ ー種の「呪物」として使われていたと推測できるもの

という類型を提示 したいのである。

まず本類型の事例をみてみよう。

事例 1(Cパターン)埼玉県上里町東猿見堂遺跡 (遺跡文献 7)

本遺跡では、古墳時代後期に比定される数軒の住居跡のカマドの袖の粘土中から滑石製の臼玉が

出土 している。

事例 2(Cパターン)埼玉県本庄市下田遺跡 (遺跡文献 7)

鬼高期の110号住居跡のカマドから臼玉 1点が、同時期の112号住居跡のカマ ドから臼玉 6点が検

出されたが、これらの日玉はカマドの袖に埋め込まれたものであるという。

事例 3(Cパ ターン)埼玉県本庄市社具路遺跡 (遺跡文献 7)

本遺跡ではカマ ドの構築土を遮ゝるいにかけるという緻密な調査を行ったところ 5軒の住居跡のカ

マ ド構築土に埋め込まれた状態で検出された。つまり、13号住居跡からは日玉 4点、28号住居跡か

らは臼玉 1点、44住居跡からは土製丸玉 1点、62号住居跡からは臼玉 1点、66号住居跡からは土製

丸玉 1点の出土をそれぞれみる。いずれも鬼高期 I期に比定される。

事例 4(Cパ ターン)埼玉県本庄市南大通り線内遺跡 (遺跡文献 7)

本遺跡では7軒の住居跡のカマド構築土中より石製模造品が出土している。鬼高期のものとして
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は、 1号住居跡から臼玉 1点、11号住居跡から臼玉 1点、12号住居跡から臼玉 2点、18号住居跡か

ら臼玉 3点、36B号住居跡から臼玉 1点と円筒形の孔をもたない棒状土製品 2点、61A号住居跡か

ら臼玉 1点が、それぞれ出土 している。また他には時期不明の32号住居跡からは日玉 1点が認めら

れている。

事例 5(Dパ ターン)長野県更埴市屋代遺跡群 (遺跡文献 8)

竪穴住居であるSB5136(5世紀中～後半期)では掘り方は外周部が10cmほ ど深 く掘 られてお

り、この溝状の部分の南側から2点、東側から6点、北側から1点、西側から1点の臼玉がそれぞ

れ検出されている。 イノシシ・ニホンジカ・トリの骨も掘り方からは出土 している。 また SB5189

の掘り方からも臼玉 2点とウマの骨が検出されている。その他には石製模造品の出土はみなかった

もののSB5190の 掘り方からイノシシ・ニホンジカの骨・歯類が多 く出土 している。

事例 6(Dパ ターン)佐久市芝間遺跡 (遺跡文献13)

7世紀中～後半期に比定される 1号住居跡の貼床下から滑石製臼玉 1点が出土 している。

事例 7(Dパ ターン)埼玉県大宮市染谷遺跡群

和泉期に比定されるA-178遺跡 S16号住居跡では貼床下から有孔円板 1点が出土 している。

事例 8(Dパ ターン)山梨県長坂町柳坪遺跡 (遺跡文献 7)

古墳時代後期に比定されるA区 14号住居跡の貼床下からは、臼玉 1点 と小玉 1点が出土 してい

る。

今回、私の管見にはいったものは、以上の 8例であるが、他にも事例は相当数にのぼるものと思

われる。Cパ ターンはカマ ドを構築する際に、またDパ ターンでは床を貼る際に、それぞれ人為

的に埋め込んだとしか理解できない事例である。これらは前章で論 じたような祭祀に用いられた

「祭具」としての使用は考えにくいと思われる。

(2)三ツ寺 I遺跡にみられる「呪物」としての石製模造品

5世紀後半～ 6世紀初頭頃に機能 していたと考えられる三ツ寺 I遺跡においては、石製模造品

は、石敷遺構、井戸、柱列、石垣といった、豪族居館の内部施設や外辺を区画する遺構のほとんど

から出土している。検出された石製模造品は破片個体を含めて250点を数える6内訳は勾玉111点、

臼玉25点、管玉 4点、子持勾玉 2点、鏡 1点、有孔円板 8点、剣形品33点、刀子 2点、斧 5点、鎌

2、 有孔方板 1点、 紡錘車 1点、 不明及び破片 6点である。報告者はこうした石製模造品につい

て、「供献、埋納、投棄」の 3つの出土状態が考えられるとしている。つまり、石敷、井戸に対す

るような特定の遺構に対する「供献」、 西辺第 1ト レンチや西辺柵列でみられた堀形や埋土中への

「埋納」、西辺第 1張出部石垣、南辺石垣から出土したような居館内部での目的を達 して外辺に向か

っての「投棄」、である。

ここで注目したいのが、「埋納」
'で

ある。具体的な遺構の出土状態からみてみよう。 2号井戸で

は榛名山ニツ岳の火山灰 (FA)堆積層の上層の人為的な埋め戻 し土から勾玉16点、臼玉 2点、有

孔円板 1点、鎌 1点の石製模造品が出土 している。また、西辺棚列では48点の石製模造品が柱穴掘

形から出土 している。南辺柵列からは33点、中央棚列からは4点が検出されている。また 1号掘立
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S B5136(a'類 )

屋代遺跡群 (遺跡文献8よ り)

第4図 三ツ寺I遺跡及び屋代遺跡群 (いずれも縮尺不同)

柱建物下の盛土を切った第 1ト レンチからは焼成後に胴部に穿孔された壺に共伴 して椀の中に入っ

た石製模造品 (勾玉 1、 剣形品 2、 臼玉 2)が検出されている。これらはいずれも人為的に埋め込

んだと理解できるものである。報告者は「埋納は、居館の築造や建物、柵列等の構築に対する地鎮

ともとれる一時的な行為である」と論 じている。私はこうした事例も「呪物」としての性格をもっ

たものとして考えたいと思う。

(3)石製模造品と「呪物」

このような石製模造品のなかには、明らかに人為的に埋め込んでいると理解できる類型が存在 し

ているのである。こうした出土状態では石製模造品は3章で論 じたような「祭具」として使用され

たものとは考えられないであろう。つまりこの類型においては石製模造品が本来有 している「祭

具」としての機能は失っているといえよう。私はこのような類型の石製模造品を「呪物」として理

解 したいのである。

「呪物」 とは、「それ自体が超自然的な力を持つとされる物、 あるいは精霊などが宿っているため

超自然的な力を持つとされる物」である (栗田1994)と いう理解のもと論を進めたい。呪符や護符

も呪物の一種であるといえよう。原田敏明氏は「護符にしても呪符にしても、もともとただそのた

三ツ寺 I遺跡 (遺跡文献5よ り)
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めに作られたというよりも、何かの縁故からそれに流用されるとか、そういう意味づけをしている

場合が多い」ことを論 じている (原田1959)。

あくまでも石製模造品は祭具のひとつであり、本来それ自身には呪力的なものは有さないもので

あるはずだが、祭祀に祭具として多用されるにつれて、原田氏が指摘するような「流用」を経て、

一部では「祭具」から「呪物」へと性格の転換が行われた結果、呪物的性格も第二義的に有するよ

うになったのかもしれない。

三ッ寺 I遺跡において報告者は「埋納」という言葉でこうした事象を表現 している。 この用語に

ついて私になんら異論はないが、石製模造品の場合、ただ単に祭祀に用いられた祭具を納めたもの

ではないと思われる。住居跡での事例をみても、カマ ド構築土や貼床下というように住居建築時に

おいて埋め込まれているわけであり、そこには「呪物」としての性格を有 していたことを看過する

ことはできまい。「呪物」として「埋納」されたことを強調 しておきたい。

なお、 貼床下から出土するDパターンの場合は、 住居建築時において祭祀を行い、 その祭具を

放置 したまま床を構築tた という見方もできるであろう。しかしながら私は、仮にそうであったと

しても、貼床下に埋めこまれた段階ですでに「呪物」としての性格に転換 しているものと理解 した

いのである。こうして「埋納」された石製模造品は祭具ではなく、あくまでも「呪物」としての性

格をもつものなのである。

また中筋遺跡のように不等の土器内に石製模造品、しかも多くの場合は臼玉が 1～ 2点入ってい

る事例も少なくないが、これなども祭祀終了後に祭具として用いられたものを「呪物」として土器

内に入れたものと考えられまいか。ここではその可能性を指摘するにとどめたいが興味ある事例で

ある。

V おわりに

以上、石製模造品の出土状態を検討することによってく本来は祭具であるところの石製模造品の

中には「呪物」としての性格をもつものも認められることを指摘 した。今後の石製模造品研究にお

いては、このような性格の相違を認識 しておくことも必要な視点ではないかと考え、屋上屋を架す

かのごとき論を進めてきた。今後は時期的な観点からも迫ってみたいと考えている。

私が「神棚」説を棄却 したのは、①「神棚」 は伊勢神宮の大麻を受ける習慣に導かれて成立 したものであ

り、「従ってその成立は新しく、所詮は御師の活動が活発化した中世以降の事に過ぎなかった」 という民俗

学者石塚尊俊氏の論を重視すること。②「神棚」的なものの成立には神の常在が前提であるが、古墳時代に

はいまだその段階にはないと考えていること。の 2点 による。またAパターンの高月南遺跡や屋代遺跡群

にみられる屋内の祭壇的な施設についても、 それは祭祀の行われた時のみ使用されたものであり、「ネ申棚」

的な性格を有するものではなかったものではなかったと考えている。

古墳出土の石製模造品についてはあらためて考察する予定ではあるが、一部の事例を除くと基本的には、祭

具として用いられたものと考えている。白石氏は前掲論文 (白石1985)の なかで石神 2号墳の出土状態から

註 1

註 2
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「樹枝などにかけられ、 そのまま棺内に納めにれていたもの」 と考えられるといい、 同様に随庵古墳や久津

川車塚古墳なども同様に考えられている。私はこれらの事例も3章で論 じたような祭祀儀ネLを行ったのちに

納めたものと理解 している。石製模造品を用いる祭祀は出土する場はさまざまであるが、その儀礼スタイル

は変わらないと私は考えている。
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遺跡文献 1 茨城県行方郡麻生町教育委員会・公事塚古墳群発掘調査会『常陸公事塚古墳群』1989

遺跡文献 2 群馬県教育委員会『舞台・西大室丸山』1991
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(平成 12年 7月 31日 脱稿 )

付記

私 は『信濃』第 54巻 8号 (平成 14年 8月 発刊)に「峠祭祀 と石製模造品」 と題 した小文を発表 し

た。 ここでは本稿で論 じたように石製模造品には「呪物」 としての性格がみ られることを踏 まえた

上で、 峠 に関す る遺跡での出土状況をかんがみるに、「呪物」 としての性格 は認めがたいと理解 し

た。そ して この観点 に基づ き、峠祭祀 における石製模造品はあ くまで も「祭具」であることを確認

し、石製模造品 は「 幣」ではないとの指摘を行 った。 あわせて参照 していただきたい。

(平成 14年 10月 7日 )
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下伊那の古墳群形成と伊那郡衛の成立

西 山 克 己

Ⅵ 下伊那地域出土の甲冑

Ⅶ 文献にみえる科野 (信濃)の重要性

Ⅷ 富本銭と和同開称銀銭

Ⅸ 伊那郡衛の成立

X おわりに

はじめに

1999年 1月 20日 に奈良県飛鳥池遺跡出土の「富本銭」が最古の鋳造流通貨幣であることが報道さ

れた。これを受けて、 3月 23日 には長野県下伊那郡高森町の武陵地 1号墳の石室からも1枚の富本

銭が出土 していたことが改めて公表され、さらに6月 7日 には飯田市座光寺地域でも以前に富本銭

が発見されていたことが報 じられた。

なぜ高森町武陵地 1号墳の石室より富本銭が 1枚出土 したのか、この点について、今回の論考を

まとめるにあたっての予察を簡単にまとめたが (文献 1)、 当論では前方後円墳を中核とする古墳

群形成や甲冑・馬具などの出土遺物などから推察 しうる、 5世紀後半から7世紀後半頃にかけての

地域統合の推移や在地有力豪族達の盛衰を通 して、下伊那地域の先進性と重要性について考察 して

みたい。

Ⅱ 前方後円墳を中核とした5世紀後半以降の古墳群形成

下伊那地域には現在 5世紀中頃以降の帆立貝形古墳を含めた前方後円墳が29基確認されている。

これらは天竜川東岸の郭 1号墳を除いてすべてが天竜川西岸に分布 し、立地状況などから前方後円

墳を中核とする古墳群を 6群に分けることができることから、天竜川西岸の様相を中心に考察 して

みることとする。

6群とは、北から座光寺地域 0上郷地域・松尾地域・駄科地域・桐林地域・川路地域である (第

1表・第 1図)。

これらの古墳群形成にあたって核となるのが以下の 5点である。

① 5世紀中頃から在地豪族達が武人的地域統括者として成長 し始めるが、そのあらわれが、大形

円墳や帆立貝形古墳への甲冑の副葬化である。

下伊那の古墳群形成と伊那郡術の成立

はじめに

前方後円墳を中核とした5世紀

後半以降の古墳群形成

5世紀後半以降の集落形成

横穴式石室の導入と地域差

馬の殉葬と馬具
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図No 古 墳 名 所  在 規  模 石  室 時  期 文 献 備  考

高岡 1号 飯田市座光寺 72、 3m 横穴式 6C前 30、 55

新井原12号 飯田市座光寺 36、 Om 竪穴式 5C中 30、 55 帆立貝形

北本城 飯田市座光寺 28、 Om 横穴式 6C初 30、 55

4 雲彩寺 飯田市上郷飯酒 74、 5m 横穴式 6C前 30、 55

番神塚 飯田市上郷別廂 ? m 6C? 30、 46 伝・ 消滅

溝回の塚 飯田市上郷別痢 50、 Om 竪穴式 5C後 4、 30

7 御射山獅子塚 飯田市松尾 63、 Om 竪穴石榔 6C前 30、 55

茶柄山 3号 飯田市松尾 ? m 横穴式 6C?

八幡山 飯田市松尾 28、 5m 横穴式 5C末～6C初 30、 46 帆立貝形 ?

代田山狐塚 飯田市松尾 42、 Om 横穴式 4C後 30、 55 前方後方墳

おかん塚 飯田市松尾 41、 8m 横穴式 6C後 30、 55

上溝天神塚 飯田市松尾 45、 Om 横穴式 6C前 30、 55

姫  塚 飯田市松尾 35、 Om 横穴式 5C末～6C初 30、 55

羽場獅子塚 飯田市松尾 44、 3m 横穴式 6C? 30、 55

代田 1号 飯田市松尾 61、 Om 横穴式 6C前 30、 55

水城獅子塚 飯田市松尾 50、 Om 6C前 30、 55

塚越 1号 飯田市駄科 72、 7m 横穴式 6C後 30、 55

権現堂 1号 飯田市駄科 60、 Om 5C末 ～6C初 30、 55

丸  山 飯田市桐林 35、 Om 5C後 30、 55

大 塚 飯田市桐林 56、 Om 5C後 30、 55

兼清塚 飯田市桐林 63、 6m 竪穴石椰 ? 5C中 30、 55

塚原二子塚 飯田市桐林 67、 5m 5C後 30、 55

塚原 3号 飯田市桐林 38、 Om 竪穴石椰 5C後 30、 55 帆立貝形

鏡  塚 飯田市桐林 33、 Om 横穴式 ? 5C末～6C初 30、 55 帆立貝形

鎧 塚 飯田市桐林 50、 Om 竪穴石榔 5C後 30、 55 帆立貝形

金山二子塚 飯田市桐林 後円20m? 横穴式 6C前 30、 55

27 馬背塚 飯田市上川路 46、 4m 横穴式 6C前 30、 55 黄穴式石室2

御猿堂 飯田市上川路 66、 4m 横穴式 6C前 30、 55

正清寺 飯田市上川路 約 60、 Om 横穴式 6C初 15、 30、 55

郭 1号 喬木村阿島 38、 2m 横穴式 6C前 30、 55

第1表 下伊那地域の前方後円墳 (前方後方墳・帆立貝形含む)

②前方後円墳が古墳群構成の中核をなす。

③中核となる古墳の石室は竪穴式石室から横穴式石室に移行し、横穴式石室は当初から在地有力

豪族達の埋葬施設として採用される。

④馬の生産・管理による畿内豪族層との紐帯関係が背景となる。

⑤馬の生産・管理などの新来文化の受容に渡来人あるいは渡来系の人々が見え隠れしている。

これらのことから、
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第 1図 下伊那竜西地域の前方後円墳分布図 (前方後方墳・帆立貝形含む)

(地図=国土地理院 1/25000 飯田・時又より)A=武陵地 1号墳 B=畦地 1号墳
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5世紀後半からの前方後円墳の築

造や、 6世紀初頭以降の前方後円墳

への横穴式石室の採用は、大和政権

における東国支配の拠点づくりによ

る結果であり、この拠点づ くりに

は、畿内豪族層のみならず 5世紀後

半代より馬生産を中核とした畿内豪

族層との紐帯関係によって力を蓄え

てきた下伊那地域の地方豪族達、さ

らには′馬生産に直接関わった渡来人

・渡来系の人々によるものであるこ

とは、当地域の今後の成り立ちを考

える上で非常に大きな意義があるこ

とと言える。

これらの様相を踏まえて、各古墳

群の性格について、簡単に触れてみ

ることとする。

座光寺地域の特徴は、甲冑が副葬

された全長36mの 帆立貝形古墳で

ある新井原12号墳を中核とした 5世

紀後半代からの古墳群形成と (文献

2)、 6世紀初頭から前半頃の前方

後円墳である北本城古墳に下段 (腰

石)に平石を立て、上段には平石を

1・ 2段平積みにした横穴式石室が

構築され、同様な石室が、近接 しほ

ぼ同時期の円墳である畦地 1号墳や

前方後円墳である高岡 1号古墳にも

採用されることである。白石太一郎

氏は、韓国全羅北道の錦江河口南岸

付近の沃溝将相里屯 1号墳やいくつ

かの横穴式石室に類似していること

を指摘している (文献 3)。 また 5

世紀後半代から古墳群形成と期を同

じくして、馬の殉葬が行われるよう 第 2図 溝国の塚古墳竪穴式石室内の副葬品出土状況 (文献 4)
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になる (文献 2)。

上郷地域の特徴は、 5世紀後半の竪穴式石室を持つ全長約60mの溝回の塚古墳が造 られ、石室

内には衝角付冑や横矧板鋲留短甲・三角板鋲留短甲などが副葬されていた (文献 4)(第 2図 )。 溝

回の塚古墳築造以降、前方後円墳である雲彩寺古墳や番神塚古墳が散発的に造られることとなる。

また 5世紀後半代から前方後円墳築造と期を同じくして、宮垣外遺跡 (文献 5)で馬の殉葬が行わ

れるようになる。

松尾地域の特徴は、 4世紀代に前方後方墳で全長42mの代田山狐塚古墳が築造されるが、善光

寺平での状況のように以後継続 して前方後円墳が造られる状況とはならず、 5世紀中頃に眉庇付冑

が副葬されていた径29.5mの 大形円墳である妙前大塚古墳が畿内豪族層との関係を示す初現的古墳

として築造され (文献 6)、 6世紀代に入り姫塚古墳や上溝天神塚古墳などの横穴式石室を持つ前

方後円墳が継続的に多 く造 られることとなる。この地域でも妙前大塚古墳築造以降の 5世紀中頃か

ら後半にかけて、寺所遺跡 (文献 7)や茶柄山古墳群 (文献 8)・ 物見塚古墳 (文献 9)な どで馬

の殉葬が行われるようになり、これを受けて、以後前方後円墳が 6世紀代を通 して継続的に築造さ

れ続けることとなる。前方後円墳の築造数では、南隣の竜丘地域と三分することとなる。

竜丘地域は本来駄科地域・桐林地域でのそれぞれの在地豪族達の存在を示 していたが、桐林地域

が上り|1路地区へ拡張展開し、さらには駄科地域を吸収することによって成立する。

駄科地域では、当地域の在地豪族達と畿内豪族層との繋がりの中で、 5世紀末葉から6世紀初頭

頃に長約60mの権現堂 1号墳が築造され、 6世紀後半に全長72.7mの 塚越 1号墳が築造される。

権現堂 1号墳築造以後、畿内豪族層との紐帯関係が継続せず、 6世紀前半には桐林地域の在地豪族

に吸収され、その後北域の松尾地域を牽制するように大形石室を持つ塚越 1号墳が築造される。

桐林地域では5世紀中頃以降、帆立貝形古墳、そして前方後円墳が築造されることとなる。 5世

紀中頃以降の畿内豪族層との関係の中で、ようやく5世紀後半になって竪穴式石室に横矧板鋲留短

甲が副葬されていた全長約50mの鎧塚古墳などの帆立貝形古墳が築造され (文献10)、 これらの下

地の上に竪穴式石室に斜縁式二神三獣鏡・変形四神四獣鏡変形・四獣鏡・内行花文鏡他が副葬され

ていた全長63.6mの 前方後円墳である兼清塚古墳が畿内豪族層との関係を示す古墳として築造され

る (文献11)。 以後 6世紀代に入り横穴式石室を持つ前方後円墳が造られるようになる。 6世紀前

半以降、南隣の上川路地区に畿内の影響を受けた東濃型大形横穴式石室を持ち四仏四獣鏡が副葬さ

れていたとされる全長66.4mの御猿堂古墳 (文献12)や後円部と前方部にそれぞれ一基ずつ大形横

穴式石室を持つ全長46。4mの馬背塚古墳が続 く (文献13)。 6世紀代に入り大形の横穴式石室が前

方後円墳に継続的に造られる状況は、畿内での動向に類似 している。このように前方後円墳は桐林

地域のみならず、川路地域を意識 して南隣の上川路地区に、松尾地域を意識 して北隣の駄科地域に

展開することとなり、竜丘地域では桐林地域や駄科地域での 5世紀後半から6世紀初頭にかけての

古墳群形成期と竜丘地域として成長する6世紀前半以降の古墳群拡張期が見られる。この結果前方

後円墳の築造数では、北に隣接する松尾地域と三分することとなる。

川路地域では、 5世紀後半に地域南端に位置する月の木 1号墳が築造される。月の木 1号墳は径
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27mの 円墳で、横矧板鋲留短甲他が木棺直葬内に副葬され (文献14)、 武人的な地域在地豪族の存

在を示し、この系譜の中で前方後円墳の正清寺古墳が築造されることとなる。正清寺古墳は5世紀

末葉から6世紀初頭頃に集落を移動させて墓域が設定され築造された二重の周堀に造出しを持つ全

長約60mを測る古墳である。周堀を含めると全長約90m以上の規模を有することとなる。二重の

周堀も何 らかの都合で、造り替えられたことが調査から判明している。以後 6世紀後半まで正清寺

古墳を中心に古墳祭祀が行われ、 6世紀後半に至っては北に隣接 して径約26mの大型円墳である

閻魔王塚古墳が築造され、祭祀域が閣魔王塚古墳周辺にまで拡大するものの竜丘地域に吸収されて

行く過程が想定される (文献15)。

Ⅲ 5世紀後半以降の集落形成

東国古墳時代の大陸や朝鮮半島からの新来文化の受容の時期は、大きく2時期に分けることがで

きる。その 1つ は 5世紀中頃から6世紀前半頃にかけてのことであり、その内容はカマ ドの構築と

使用および住居構造の変化・馬の飼育と活用・須恵器生産と使用・日常使用する土器組成の変化・

金銅製品の使用・横穴式石室の受容と埋葬観念の変化等があげられ、もう1つ は7世紀代における

律令国家誕生前夜の頃と言えよう。

ここでは5世紀中頃から6世紀前半頃にかけての竪穴住居構造について広ゝれて見たい。

シナノでのカマ ドの出現については、すでに西山克己が明らかにしているが (文献16・ 17・ 18・

19)、 あらためてその具体例を見てみたい。 下伊那地域でカマドを早い段階で多 く取り入れた遺跡

として、飯田市鼎地域の天伯 B遺跡 (文献20)や 山岸遺跡 (文献21)を あげることができる。両

遺跡は遺跡名は異なるものの、松川右岸沿いに細長 く続く同一段丘上に位置する集落である。ここ

ではカマ ドが付設された住居跡が63件 (天伯 B=30件・山岸=33件)確認され、このうち 5世紀後

半の時期と考えられる住居跡は45件 ほど見られる。集落全体に早い段階でカマ ドが付設された特筆

すべき遺跡であり、当地域における 5世紀後半から6世紀前半にかけての拠点集落と考えられる

が、近接地域には前方後円墳を中核とする古墳群は確認されていない。この他にシナノにおいて 5

世紀後半に多 くのカマ ドを付設した集落は長野市本村東沖遺跡例だけである (文献22)。

下伊那地域における天伯 B・ 山岸遺跡以外でのカマドの初現例としては、飯田市伊賀良小垣外遺

跡25号住居跡や26号住居跡 (文献23)、 飯田市龍江大平遺跡 3号住居跡などがあげられ、龍江大平

遺跡 3号住居跡では 2枚の床面が確認され、初めの床には炉が付設され、作り替えられた後の床に

はカマドが付設されていた。炉からカマドヘと移行する良好な資料となっている (文献24)(第 3

図)。 このような炉からカマ ドヘと移行する良好な資料は善光寺平での更埴市屋代遺跡群 SB5136

号住居跡でも確認され、SB5136号住居跡では同一床面に炉とカマ ドが併設されていた (文献25)。

このように下伊那地域や善光寺平南域の 5世紀後半から6世紀前半にかけての先進文化を積極的

に受け入れたいわゆる拠点集落と考えられるムラでは、須恵器 TK208型式、年代的には 5世紀第

3四半期から第 4四半期の移行期頃には確実にカマドが付設され始めている。シナノの集落全体に
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カマドが波及するには

6世紀に入 らねば実現

しないことを考えれ

ば、下伊那地域や善光

寺平南域の先進性をう

かが うことがで きよ

う。

カマドの付設と同様

に住居内構造の変化と

して、間仕切り構造を

持つ住居があ らわれ

る。ここで言う間仕切

り構造とは、住居床面

に壁から柱穴にかけて

浅い溝を掘り、その溝

に間仕切り材を据えた

と考えられるものであ

る。

この間仕切り遺構に

ついては、善光寺平に

おける長野市本村東沖

遺跡において多 くみら

れる (文献22)。 本村

東沖遺跡では 5世紀後

半と考えられる多くの

住居にカマ ドが付設さ

れ、これらの住居跡か

らは地元で生産された

とも考えられる須恵器

が多くの出土 し (文献

26・ 27)、 また調査 さ

れた住居跡の約半数か

ら間仕切り遺構が確認

されている。下伊那地

域でも点々といくつか

|¬

第 4図 間仕切 りを持つ竪穴住居・

下伊那の古墳群形成と伊那郡衛の成立

|¬

第 3図 炉からカマ ドヘ 。大平遺跡 3号住居跡 (文献24)
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確認されているが、その中でも特に良好な資料としては 5世紀末葉頃と考えられる飯田市伊賀良殿

原遺跡88号住居跡 (文献28)(第 4図)や飯田市桐林前の原26号住居跡 (文献29)を あげることが

できる。このようなことから渡来系の人々やその末裔、あるいは新来文化を積極的に摂取 した在地

豪族達の集落とも考えられ、このような例は善光寺平での本村東沖遺跡や下伊那地域の殿原遺跡や

前の原遺跡などの数例以外ではほとんど確認されていない。

このように間仕切り構造はカマドとともに家屋構造の一つとして同じ頃に伝えられたものと考え

られる。

以上、住居構造に関わる先進性を示 したが、古墳群との関連はどうであろうか。

長野市本村東沖遺跡での 5世紀後半の集落については、西に近接する長野市地附山古墳群との関

連が指摘されている。地附山古墳群上池ノ平 2号墳や 3号墳の周溝内からは須恵器が多量に出土

し、また 5号墳の合掌形石室からは鎌轡が出土 している (文献27)。

下伊那地域では前の原遺跡が桐林地域に位置し、古墳群形成との関わりが直接的に理解 し得るも

のの、天伯 B・ 山岸遺跡や殿原遺跡、さらには天竜川を挟んだ龍江地域にある細新遺跡 (文献58)

での 5世紀後半から6世紀代のカマ ドの付設や須恵器の搬入を考えれば、 5世紀後半以降の帆立貝

形古墳や前方後円墳を築造 しえた座光寺地域、上郷地域、松尾地域、桐林地域の在地豪族達は、か

なり広い範囲を治めていたものと考えられる。

また、現段階では詳細な検討はできないが、飯田市教育委員会作成の飯田市内遺跡分布図によれ

ば (文献30)、 6世紀代から8世紀代にかけての集落分布は座光寺地域、上郷地域、鼎地域、松尾

地域、桐林地域に集中し、特に7世紀代から8世紀前半にかけては座光寺地域の恒川遺跡群に集中

していることがわかる。

Ⅳ 横穴式石室の導入と地域差

これまでに下伊那地域の横穴式石室の分類や系譜については白石太一郎氏、楠本哲夫氏によって

論じられている。

白石氏は石室を 4分類 し、 6世紀前半期においては美濃 (東濃)的な石室の影響下によるものを

含めて少なくとも5系統の石室が導入されたとしている。また 6世紀中頃から後半にかけては畿内

中枢部の影響によって、畿内的な石室が構築されていることを明らかにした。これらについて異な

る系統の石室や技術集団の影響によるものであるとし、また畿内と関東を結ぶ東山道ルートにおけ

る拠点としての重要性を論 じた (文献31)。

さらに楠本哲夫氏は下段 (腰石)に平石を立て、上段には平石を 1・ 2段平積みにした横穴式石

室が北本城古墳・畦地 1号墳・高岡 1号墳の座光寺地域だけに見られる特徴的な石室 (第 2図)に

ついての分析を行い、これらの石室を朝鮮半島の大邸飛山洞古墳群に類例を求めている。またこれ

ら3石室は、 6世紀初頭には構築され、これを持ち込んだ集団個々の出自 0本貫なりを象徴してい

るものとし、これらは馬匹生産や流通を含めた地域諸開発、さらには東国支配の再編に参入した畿
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内豪族 0地方豪族・渡来人等々各集団の錯綜を反映したものであるとした (文献32)。

また白石太一郎氏は、北本城古墳・畦地 1号墳・高岡 1号墳の 3古墳の横穴式石室について韓国

全羅北道の錦江河口南岸付近の沃溝将相里屯 1号墳やいくつかの横穴式石室に類似 していることを

指摘 している (文献 3)。

以上のことから、 6世紀初頭以降の前方後円墳への横穴式石室の構築は、大和政権における東国

支配の拠点づくりによる結果であり、この拠点づくりには、畿内豪族層のみならず 5世紀後半代よ

り馬生産を中核として畿内豪族層との紐帯関係によって力を蓄えてきた下伊那地域の地方豪族達、

さらには馬生産に直接関わった渡来人・渡来系の人々によるものであることは、当地域の今後の成

り立ちを考える上で非常に大きな意義があることと言えよう。

白石氏の分類 (文献31)を参考に地域相や石室の地域的変遷をみてみたい (第 5図 )。

座光寺地域では、 6世紀初頭から前半頃と考えられている北本城古墳に下段 (腰石)に平石を立

て、上段には平石を 102段平積みにした横穴式石室が構築される (白石氏 d類 )。 同様な石室

は、ほぼ同時期の円墳である畦地 1号墳 (第 7図)や前方後円墳である高岡 1号墳にも採用され

る。この 3古墳以外の石室構造は、近接する武陵地 1号墳を含め、大型の自然石を架構 した無袖式

の細長いもので、平面的には玄室と羨道の区別がなく、立面的に羨道部の天丼を下げて玄室との区

別をしているものである (白石氏 a類 )。

いずれにしても北本城古墳などに見られる石室は、下伊那地域の他所では確認されておらず、当

地域での最も特徴的な石室であることはまちがいない。

また、北本城古墳はじめ他 2古墳の石室は、白石氏が指摘するように、朝鮮半島の錦江河口南岸

付近の古墳に付設された石室に系譜を求められそうであるが、錦江河口南岸付近の古墳よりも北本

城古墳はじめ他 2古墳の年代が古いという問題点も残 している。

上郷地域では、小型の河原石あるいは河原石に近い石材を用いた両袖式石室で、平面的にも立面

的に玄室と羨道が区別され、玄室に対していちじるしく細い羨道をもつ横穴式石室 (白石氏 c類)

が当地域で最大級の全長74。5mを測る前方後円墳である雲彩寺古墳に採用される。雲彩寺古墳は 6

世紀前半から中頃の構築と考えられ (第 7図 )、 羨道から玄室にかけてすべてが人頭大の河原石に

よって構築され、玄室の長さ約 5m、 羨道の長さは約 8mも ある長大な横穴式石室が構築されて

いる。雲彩寺古墳以外については、白石氏 a類の石室が一般的であろう。

松尾地域では、白石氏 c類と考えられる石室が姫塚古墳に採用されている。姫塚古墳の石室は当

地域での初現的な石室であろうと考えられ、 6世紀初頭から前半頃の構築と考えられる。また大型

の自然石を用い、両袖式で平面的にも立面的にも玄室と羨道の区分が明確な石室 (白石氏 b類 )

が、おかん塚古墳に見られ、 6世紀後半代の構築と考えられる。

駄科地域では、塚越古墳がおかん塚古墳に近い構造をしている。

桐林地域では横穴式石室を持つ古墳は顕著ではない。むしろ南へ墓域を拡張させてからの上川路

地区に特徴的な石室が構築され、他地域の石室に比べ非常に大型の横穴式石室が構築されている。

まずは御猿堂古墳に玄室長さ10。 25m、 幅2.3m、 高さ2.85m、 羨道長さ2.7m、 幅2.15m、 玄室と羨道
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の高さの差が0。75mの石室、いわゆる白石氏 a類の石室が採用され、次いで馬背塚古墳後円部に玄

室長さ8。4m、 幅2。 lm、 高さ2。 7m、 羨道長さ3.3m、 幅1.8m、 高さ1。4mの石室が採用される。時期

的には6世紀前半から中頃にかけて構築されたと考えられる。また 6世紀後半になると馬背塚古墳
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前方部に白石氏 b類の玄室長さ6。 4m、 幅3。 3m、 高さ3。 3m、 羨道長さ5。 5m、 幅2。 Om、 高さ1。6mの

石室が構築される。

御猿堂古墳石室 (白石氏 a類)、 馬背塚古墳後円部石室 (白石氏 a類)、 馬背塚古墳前方部石室

(白石氏 b類)に見られるこれほど巨大な石室は下伊那地域のみならず、 シナノにおける横穴式石

室採用古墳には見られず、畿内豪族層との関係や御猿堂古墳石室や馬背塚古墳を築造 しえた在地豪

族達の力量が想像されよう。

川路地域では 5世紀末葉から6世紀初頭にかけて正清寺古墳に横穴式石室が構築される。古墳の

墳丘および周辺調査から下伊那地域における出現期の横穴式石室であることはまちがいなさそうで

あるが、江戸時代に石室は破壊されたため詳細はわからない (第 8図 )。

V 馬の殉葬と馬具

それでは馬についてはどうであろうか。

竪穴住居にカマドや間仕切り構造が採用された頃、すなわち 5世紀後半代に下伊那地域に馬の墓

が集中して造 られるようになる。

現在、長野県における最も古い馬の存在は、長野市篠ノ井遺跡群 SK6042土墳から出土 した 4世

紀後半の馬歯から考えられる馬の存在である (文献33・ 34)。

この発見と相前後して山梨県甲府市塩部遺跡の方形周溝墓からも同時期の馬歯が確認され (文献

35)、 中部高地においてはすでに4世紀後半には馬が存在 したことがわかってきている。 しかしこ

の馬はどのような目的で人間と接 していたかについては不明な点が多く、今後の類似例の発見に期

待が寄せられる。

それでは伊那谷の馬の存在はどのようなものなのであろうか。

シナノでは日本全国から出土 している馬具の 2割以上が出土 しており、またこの内の 3割以上が

飯田市を中心とする下伊那地域に集中している (文献36)。 このような馬具の出土に注目し、東国

舎人との関係で論 じた岡安光彦氏の論考や (文献36037)、 科野国造と馬の生産や管理を論 じた桐

原健氏の論考 (文献38)は注目すべきものである。

また、さらに注目したいのが座光寺地域・上郷地域・松尾地域と言った 3地域に、 5世紀中頃を

初現とし、 5世紀後半代に集中して造られた28例 もの馬の墓 (埋葬)である (文献 5・ 39040)。

この馬の墓は殉葬されたものであろうと考えられている。これらについての研究は、全国的視野か

らの桃崎祐輔氏 (文献41042)や松井章・神谷正弘氏 (文献43)の 業績があり、これらの研究を参

考に下伊那地域の馬の埋葬について簡単に応ゝれてみたい。

これまで日本全国で確実に古墳時代の馬の殉葬と考えられている資料数は60数例に過ぎず、下伊

那地域以外での発見例では熊本県に20例ほどが集中し (文献44)、 残りが他地域に散在 している状

況である。いずれにしても全国での発見例の半数近くが下伊那地域に集中していることについては

非常に注目しなければならないことである (第 2表・第 6図 )。
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註  A=馬 具伴出

B=馬具 (f字形鏡板付轡・ 剣菱形杏葉・飾鋲・責金具)伴出

C=馬具 (轡 〉伴出

D=馬具 (三環鈴 )伴出

第 2表 下伊那地域の古墳時代馬の墓

遺   跡 遺   構 出土部位 所 在 地 時 期 文 献 註 図No。

新井原遺跡 馬の墓 1

馬の墓 2

S K47

歯

歯 0骨

歯

飯田市座光寺

飯田市座光寺

飯田市座光寺

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

56

56

7

A

新井原 2号古墳 周溝内70号土墳

70号土墳

71号土墳

歯

歯

歯

飯田市座光寺

飯田市座光寺

飯田市座光寺

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

新井原12号古墳 4号土墳 歯・骨 飯田市座光寺 5世紀後半 B

高岡 4号墳 周溝内 1号土墳 歯 飯田市座光寺 5世紀後半

宮垣外遺跡 S K10

S Kll

SM周溝

SM周溝

SM周溝

歯・骨

歯

歯

歯

歯

飯田市上郷別府

飯田市上郷別府

飯田市上郷別府

飯田市上郷別府

飯田市上郷別府

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

7

7

7

7

7 A

物見塚古墳 周 溝 歯 飯田市八幡町 5世紀後半 C

寺所遺跡 S K04

S M02周 溝

S M03周 溝

S M04周 溝

歯

歯

歯

歯

飯田市松尾新井

飯田市松尾新井

飯田市松尾新井

飯田市松尾新井

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

7

7

7

7

茶柄山 9号古墳 周溝内馬の墓 1

周溝内馬の墓 2

周溝内馬の墓 3

周溝内馬の墓 4

周溝内馬の墓 5

周溝内馬の墓 6

馬の墓 7

馬の墓 8

歯 0骨

歯

歯

歯

歯

歯

歯・骨

歯

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

5‐世紀後半

5世紀後半

5世紀後半

８

　

８

　

８

　

８

　

８

　

８

　

８

　

８

茶柄山古墳群 馬の墓 9

馬の墓 10

歯

歯・骨

飯田市松尾上溝

飯田市松尾上溝

5世紀後半

5世紀後半 D

北林 5号古墳 溝内土墳 歯 高森町 7~世糸己
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第 6図 下伊那地域の馬の墓分布図 (地図=国土地理院 1/25000 飯田 0時又より)
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この馬を埋葬する行為は 5世紀初頭に東北アジア諸民族から高句麗を経て、新羅や加耶諸国に波

及 し、日本には 5世紀中頃から後半にかけて伝えられたと考えられているが、これらの馬の埋葬

は、基本的には死者の埋葬に伴う殉葬と考えられている (文献41:42043)。

日本国内における古墳時代の馬の殉葬例を簡単に見てみるならば、南は宮崎から北は青森にまで

およぶが、 5世紀後半代と言う限られた時期に、一地域の古墳および周溝墓の周溝内・周溝内土墳

・周溝近接土墳と言った限られた類似方法で殉葬が行われ、さらには一部に馬具を装着 したまま殉

葬 している例が見られることは、熊本県でも類似 した傾向が見られるものの (文献44)、 下伊那地

域の特異性を示すものであろうと言えよう。この中で特に良好な資料としては新井原12号墳隣接 4

¨
・．
・‐一一

1～4=畦地 1号墳  506=雲彩寺古墳
(文献53)

第 7図 下伊那古墳出土馬具①

9

7～13=御猿堂古墳
(文献53)

10

(文献53)
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〓正清寺古墳 (文献

下伊那古墳出土馬
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下伊那の古墳群形成と伊那郡衛の成立

第 9図 新井原12号墳と第 4号土坑 (馬の墓)① (文献53)・ 第 4号土坑と復原案① (文献41)
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第10図 茶柄山古墳群及び馬の墓 (文献 8)

第11図 物見塚古墳及び周溝内出土遺物 (文献 9)

け
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-

０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞

い
い

0                10cm

4～ 6物見塚古墳1・ 2=新井原12号墳 4号土坑  3=茶 柄山土坑10

(文献53)     (文 献 8)     (文 献 9)

第12図 下伊那地域馬の墓出土遺物
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号土墳墓より馬の骨・歯とともに 5世紀第 4四半期頃と考えられるf字形鏡板付轡・剣菱形杏葉・

飾鋲・責金具が出土 し (文献 2039045)(第 9図・第12図 )、 茶柄山古墳群・馬の墓10か らは馬の

下顎骨の下部より5世紀後半頃の鉄製輪金具と三環鈴が出土 している (文献39・ 45)(第 10図 0第

12図 )。 また新井原 2号墳周溝内土墳 3基からは馬の歯が見つかり、 同周溝内から5世紀第 3四半

期頃のものと考えられる木芯鉄板張輪鐙が出土 し (文献39045)、 物見塚古墳周溝からは馬の歯と

5世紀第 3四半期頃の鎌轡が出土 し、装着されていた状況が想定されている (文献39・ 45)(第 11

図・第12図 )。

さらに馬を殉葬する風習は朝鮮半島を経由して日本に伝えられたことは先にも述べたが、新羅や

加耶における殉葬例は馬具などは付けず、皆裸馬のままでの殉葬であることが確認されていること

から、下伊那地域の例を含め、馬具を装着 した殉葬の在り方は日本における大きな特色であると言

えよう。

当時、鉄と馬をより多く入手、保有することは、軍備的優位な立場におかれることから、畿内大

和政権にとっては重要な任務であったにちがいない。軍馬の調達を目的とした大和政権の指示のも

とに派遣された馬生産に秀でた渡来人あるいは渡来系の人々は、当地域の政治的・経済的効果を向

上させる大きな手段となる馬生産に関わり、新来文化を積極的に摂取 しようとした在地豪族達と密

接な紐帯関係を保つことにより、より在地化することとなり、在地豪族達同様に渡来人あるいは渡

来系の人々も政治的・経済的に力を蓄える結果となったと考えられる。以上のことから、当時軍備

品あるいは交通運搬手段として貴重品であった馬にあでやかな馬具を装着させて殉葬させたこと

は、その主体墓に埋葬された人物との寵愛関係を示 し、また彼らの威信を示すための行為であった

と考えられることから、馬の殉葬を伴う古墳や周溝墓の埋葬者は、当地域の政治的・経済的効果を

向上させる大きな手段となる馬生産に関わり、新来文化を積極的に摂取 しようとした在地有力豪族

達や、畿内大和政権の指示のもと、馬生産に関わって当地に派遣され馬生産に積極的に関わって力

を蓄えた渡来人あるいは渡来系の人々の墓と考えられる。

渡来人あるいは渡来系の人々については、倭人化することにより威信財としての馬具を装着させ

たままでの殉葬を試みたとも考えられる。またこの末裔達の一部が馬生産に関わる主導権を握るこ

とにより新興在地豪族化 し、本来の在地豪族達とともに東国舎人の中心的存在として成長 していっ

たものと考えられる。

Ⅵ 下伊那出上の甲胃

下伊那地域では現在までに43領の甲冑が発見されている (文献46)(第 3表・第13図 )。 天竜川を

挟んで北は喬木村の井ノ上古墳の横穴式石室から冑が出土 し、南は飯田市立石地区 (立石寺蔵・出

土古墳不明)か ら三角板鋲留短甲と横矧板鋲留短甲が出土 し、地域的には広範囲にわたっている。

また時期的には 5世紀中頃から後半にかけて集中している (第 14図 )。 形式的にはわかっているも

ので甲が三角板鋲留短甲 6点と横矧板鋲留短甲 8点 となり、冑が眉庇付冑 1点で衝角付冑が 4点で
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図No 古 墳 名 所  在 出 土 甲 胃 墳  形 規 模 石  室 時期 文献

石行 2号 飯田市座光寺 三角板鋲留短甲 円 18、 7m 直葬 5C後

新井原 2号 飯田市座光寺 三角板鋲留短甲 円 40、 Om 竪穴式 5C後

衝角付冑

新井原 7号 飯田市座光寺 三角板鋲留短甲 円 ?  In 5C後

新井原12号 飯田市座光寺 横矧板鋲留短甲 帆立貝形 36、 Om 竪穴式 5C後 1004

畦地 1号 飯田市座光寺 桂甲片 19、 8m 横穴式 6C]打 1004

溝日の塚 飯田市上郷別廂 横矧板鋲留短甲 前方後円 50、 Om 竪穴式 5C後

三角板鋲留短甲

頚 甲

肩 甲

衝角付胃

(伝 )つ くね塚 飯田市上郷別廂 鉄の胃 半壊(円 ) 18、 2m

高  田 飯田市東野 甲 消滅(円 ) 13、 Om 石  室

妙前大塚 飯田市松尾 眉庇付冑 円 29、 5m 5C中 10・ 5

権現堂 1号 飯田市駄科 甲 (A地点 ) 前方後円 竪穴式 5C後

胃 (後円部 )

神送塚 飯田市駄科 三角板鋲留短甲 円 ? m 石  室 5C中

メし LLI 飯田市桐林 短甲片 前方後円 35、 Om 竪穴式 5C後

梶垣外 飯田市桐林 由
日 円 H、 2m

兼清塚 飯田市桐林 甲 前方後円 63、 6m 竪穴式 5C中

塚原二子塚 飯田市桐林 由
円 前方後円 67、 5m 5C後

鎧  塚 飯田市桐林 横矧板鋲留短甲 帆立貝形 50、 Om 5C後

塚原H号 飯田市桐林 短甲片 円 18、 2m 5Cr,

塚原古墳群内 飯田市桐林 短甲片

久保尻 2号 飯田市桐林 甲片 円 ? m 横穴式

金山二子塚 飯田市上川路 由
日 前方後円 後円20m 横穴式

御猿堂 飯田市上川路 桂甲片 前方後円 66、 4m 横穴式 1204

権現 3号 飯田市上リ路 横矧板鋲留短甲 帆立貝形 18、 5m 5C後

もりの塚 飯田市竹佐 短 甲 円 15、 Om

島垣外 飯田市伊豆木 甲片 円 16m

石原田 飯田市伊豆木 短 甲 円 (9)m 6C?

桂甲片

衝角付胃

高松 3号 飯田市伊豆木 横矧板鋲留短甲 消滅 ? m 5C後

衝角付胃

高松 4号 飯田市伊豆木 横矧板鋲留短甲 消滅 ?m 5C後

立石寺蔵 飯田市立石 三角板鋲留短甲

横矧板鋲留短甲

明殿脇10203号 飯田市川路 短 甲 円

由
日

丸  山 飯田市川路 由
同 円 ? m 横穴式

月の木 1号 飯田市川路 横矧板鋲留短甲 円 27、 Om 木棺直葬 5C後 1

井ノ上 喬木村 由
日 円 (7、 1)m 横穴式

第 3表 下伊那地域出土の古墳時代甲冑
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銹

第13図 下伊那地域の甲冑出土古墳分布図 ●甲冑出土 ■甲出土 ▲冑出土

(地図=国土地理院 1/25000飯田・時又より)
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ある。

5世紀中頃から後半にかけての甲冑の古墳石室への副葬化は、当時代に古墳に埋葬される人々の

社会的性格・階層を示すものであり、武人的統治者が全国的に多 くいたことを示すこととして、当

時の世相を反映 しているものであるが、下伊那地域においては第 3表・第13図 のような分布を示

す。 しかし、 それぞれの地域豪族 (武人)達による畿内豪族層との個々の紐帯関係の強化によっ

て、地域豪族 (武人)達に格差が生 じてくることとなる。

下伊那地域での畿内豪族層との個々の紐帯関係の強化の現れは松尾地域の径29.5mの 円墳である

妙前大塚古墳における眉庇付冑の副葬化であろう (文献 6)(第15図 )。 ここに、埋葬された人物は

武人としていち早 く畿内豪族層と紐帯関係を結び、美 しく高価な冑を入手 しえたものと考えられ

る。

松尾地域に並んで早い段階での甲冑の入手を見せるのが桐林地域での三角板鋲留短甲が副葬され

ていた円墳の神送塚古墳 (文献53)の埋葬者や、座光寺地域の三角板鋲留短甲が副葬されていた円

墳の新井原 7号墳 (文献10)の埋葬者であろうと考えられる。

このように、下伊那地域での在地豪族達の武人的成長による畿内豪族層との紐帯関係による甲冑

類の入手は、まずは大形円墳築造者、そして帆立貝形古墳築造者へと築造 レベルの推移が見られ、

在地豪族達の成長ぶりがうかがえる。

2-① 2-②

三穂地域は川路地域の西

に位置し、河岸段丘上の小

盆地状の地形をなすが、当

地域より石田原古墳や高松

3号墳・4号墳から衝角付

冑や横矧板鋲留短甲が出土

し (文献47)、 在地豪族達

の武人化および畿内豪族層

との紐帯関係の芽生えが見

られる。 しかしその関係は

継続せずに終わり、他地域

のような前方後円墳は造 ら

れずに統合されていってし

まう。

また、川路地域において

も南端の径27mの 円墳で

ある月の木 1号墳に横矧板

鋲留短甲が副葬され (文献

14)、 この後桐林地域を牽

/｀一 ― ヽ

1。 鎧塚古墳出土

(① =外面 1、 ②=外面2)

(文献54)

2.立石寺蔵
(① =外面 1、 ②=外面2)

(文献54)

3.立石寺蔵 (外面)(文献54)

5

第14図 下伊那の短甲

1-①
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制するように新たな埋葬施設の初期横穴式石室を持つ

前方後円墳である正清寺古墳が築造されるが、やがて

桐林地域を中核として拡張した竜丘地域に吸収されて

いく。

以上のように、武人としての象徴たる甲冑類の入

手、そして入手以後の各地域の前方後円墳築造の動向

を見ると、畿内豪族層との紐帯関係や在地豪族達の盛

衰による地域統合の過程の一端が見えてくる。

第15図 妙前大塚古墳出土眉庇付冑 (文献53)

Ⅶ 文献にみえる科野 (信濃)の重要性

7世紀後半代における科野の重要性については、壬申の乱に関連して、

天武元 (672)年 6月 「東山の軍を発す。私記に曰く(安斗智徳の日記を案ずるに云はく、信濃

の兵を発さしむと。」(文献47)と 繹日本紀には記され、この記載から東山軍とは科野兵のことであ

り、大海軍と合流すべく国司とともに神坂峠を下り、科野兵は東山軍として勝敗を左右するほどに

活躍 したとされている (文献48)。

また天武13(684)年 2月 には「是日、三野王・小錦下果女臣筑羅等を信濃に遣はじ、地の形を

看じむ。将に此の地に都せむとするか。」 (文献47)や、同年潤 4月 「三野王等、信濃國の図を進

む。」(文献47)、 さらには天武14(685)年 10月 「信濃國に行宮を造らしめ、東国の温泉に幸せんと

擬す。」(文献47)と あるように、科野を副都候補としたことからも科野が大和 (飛鳥)政権にとっ

て重要な地域であったことがうかがえる (文献48)。

さらに、天平宝字 8(764)年に天皇に直結するかたちで牧を管理し、馬 (特に騎馬)の生産か

ら飼育・管理まで行う内厩寮が設定され、まずは信濃に設置されることとなった (文献49)。

類衆三代格による神護景雲 2(768)年の記載では、「………略 …̈…正月廿八日の格に俗 く、内厩寮

の解に構く、信濃國牧の主営伊那郡大領外従五位下勲六等金刺舎人八麿の解に俗 く、課欠駒は数を

計り決すべし。………略………」 (文献47)と あり、内厩寮の管理に信濃牧主当伊那郡大領金刺舎人八

麻呂があたっていたことがわかる (文献49)。 この金刺舎人八麻呂は伊那の在地豪族と考えられる。

また、延喜式による弘仁14(823)年 の記載には、武蔵・甲斐・上野・信濃の 4国より240疋 もの

馬が貢馬されたことが記され、その内訳を見ると武蔵 (牧 4・ 馬50)・ 甲斐 (牧 3・ 馬60)・ 上野

(牧 90馬 50)・ 信濃 (牧160馬80)と あり、信濃が他地域よりも馬生産が盛んであったことがうか

がえる (文献49)。
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以上のことから、下伊那地域の在地豪族達は5世紀後半代からの畿内豪族層との紐帯関係を土台

に、馬 (騎馬)の生産・管理を通して、より東国舎人としての成長を重ね、畿内豪族層にとって機

動力のある非常に頼もしい存在であったものと考えられる。

また、科野あるいは信濃においては、馬の生産・管理は重要なものであるが、さらには伊那の在

地豪族金刺舎人八麻呂が信濃牧主当となり、内厩寮の管理にあたったことを考えれば、下伊那地域

は科野のみならず、東国支配を視野に入れた意味での重要な拠点であったと考えられる。また、信

濃牧主当となった伊那の在地豪族金刺舎人八麻呂は、 5世紀後半以来、下伊那地域で馬の生産・管

理にあたった渡来人あるいは渡来系の人々が新興在地豪族化 した子孫ではないかと考えられる。

Ⅷ 富本銭と和同開弥銀銭

武陵地 1号墳からの富本銭出土に続き、隣接する座光寺地域からも富本銭が出土 した。古墳の石

室からの古銭の出土例は、奈良時代の皇朝十二銭の石室への追葬として茅野市乞食塚古墳での和同

開称 4枚 と萬年通賓 1枚の出土例が知 られる。また下諏訪町一の釜古墳からもその可能性が指摘さ

れているように、一古墳 (横穴式石室)か らの複数追葬品であったことを考えれば、座光寺地域か

ら出土の富本銭 も武陵地 1号墳からの出土とも考えられる。また座光寺地域の恒川遺跡群の竪穴住

居跡より和同開珠銀銭が出土 していることを考慮すれば (文献50)、 座光寺地域出土富本銭は座光

寺地域の他古墳への追葬品であった可能性も考えられる。いずれにしても推測の域は出ない。

また、富本銭や和同開弥銀銭が鋳造、使用された 7世紀後半から8世紀初頭にかけて使用された

藤原宮期の畿内産土師器が恒川遺跡群から杯・皿・蓋などの器種セットとして出土しており、この

ような状況は長野県内の他地域には見られない (文献51052)。 都の生活を嗜好する都人が富本銭

や和同開珠銀銭を土器とともに持参 して来たものと考えられる。また、飯田市松尾の天神塚古墳か

らも追葬品として同時期の畿内産土師器が出土 している。

富本銭 (貨幣)や畿内産土師器 (藤原の都の食器)を追葬品とするにあたっては、貨幣や食器を

副葬するという行為を理解 していなければならない。このことを思えば、武陵地 1号墳や天神塚古

墳に都の貨幣や食器の追葬行為を行ったのは都人でり、葬られていた人物は大和 (飛鳥)朝廷から

派遣されて当地で亡 くなった人物であったと考えられる。

Ⅸ 伊那郡術の成立

これまで現在の飯田市の天竜川西岸地域を中心とした下伊那地域の 5世紀後半以降の古墳群形成

や横穴式石室の採用、新来文化をいち早 く受容した集落、馬の殉葬や馬具、甲冑の出土状況、文献

にみえる科野 (信濃)の重要性、富本銭や畿内産土師器の出土意義などについて見てきた。

下伊那地域では、 5世紀中頃から後半になり大和朝廷が東国を視野に入れるための中継拠点とし

て、さらには、騎馬を中心とする馬の飼育や管理に適 した場所として、大和朝廷の国づくりのため
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の重要拠点として認識されることとなる。そのあらわれが天竜川を挟んで北は喬木村の井ノ上古墳

の横穴式石室からの冑の出土である。南は飯田市立石地区 (立石寺蔵・出土古墳不明)か らの横矧

板鋲留短甲と三角板鋲留短甲の出土である。これらの状況から多 くの在地豪族達がそれぞれの畿内

豪族層との紐帯関係を結ぶ中で武人的な様相を強めて行 く過程がうかがえる。しかし馬の飼育や管

理を中心とした新たな文化や社会システムの変化の中で、 しだいに地域統合の動きが見え始める。

これまで見てきたように 5世紀中頃以降広範囲に武人的在地豪族達が台頭する中で、前方後円墳の

築造、 横穴式石室の採用、 馬の飼育や管理と言う事象から、 6世紀前半には座光寺地域、 上郷地

域、松尾地域、駄科地域、桐林地域、川路地域の豪族勢力にまずは集約され、さらに 6世紀中頃に

は座光寺地域、上郷地域、松尾地域、竜丘地域 (駄科地域、桐林地域、上川路地区、川路地域)の

4地域の豪族勢力に集約されることとなる。

座光寺地域、上郷地域、松尾地域、竜丘地域の 4地域のうち、 6世紀中頃以降にはさらに上郷地

域が松尾地域に吸収されて行 く様相を見せる。座光寺地域、上郷地域、松尾地域については直接的

な馬の飼育や管理による畿内豪族層や渡来系の技術者達との関係がさらに密接になって行 く過程が

見られるが、竜丘地域についてはこれまで馬の生産などを考えさせられる資料が確認されていない

ことや、 6世紀中頃に始まる御猿堂古墳や馬背塚古墳の大形横穴式石室の構築を考えれば、直接的

な馬生産や管理による畿内豪族層との関係とは異なった下伊那地域の保守的な在地有力豪族達の存

在があったようである。

7世紀代に入ると律令国家建設のために全国的に新たな国造りが行われるが、下伊那地域も例外

ではない。北本城古墳などにみられる横穴式石室や馬の飼育と管理など新来文化を積極的に受容 し

力を蓄えた新興在地豪族達の台頭、さらには平坦な土地が下伊那地域の中では広 く、東西交通の中

継点としての地理的環境によって座光寺地域がしだいに大和 (飛鳥)政権に注目されることとな

る。 7世紀中頃以降、新たな大和 (飛鳥)政権による律令体制整備に伴う状況からか、下伊那地域

においては突然集落が減少 し、古墳数も激減 しほとんどが追葬状況となる。しかし座光寺地域は下

伊那地域での集落密集地となり、飛鳥諸京や藤原京からの都人が多 く往来 したようである。そのあ

らわれが畿内産土師器や富本銭・和同開弥銀銭の出土であろう。

下伊那地域は 5世紀後半以降、畿内豪族層とのつながりの中で、馬の生産や管理を中心に新来文

化を積極的に取り入れることにより、在地豪族達の盛衰を横目にしながら地域振興に成功 した地域

であったのである。そして 7世紀後半から8世紀前半にかけての東国の律令国家整備に大きな役割

を担うが 8世紀中頃以降には新たな時代を迎えることとなる。

X おわりに

シナノにおける前方後円墳を中心とする古墳築造や古墳群形成は、千曲川水系の善光寺平におい

て 4世紀前半頃開始される。そして 5世紀中頃を境に天竜川水系の伊那谷南域 (下伊那地域)に移

行する。このような 5世紀中頃以降の前方後円墳を中核とする古墳群形成の地域的移行について
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は、武蔵における南武蔵地域や比企地域から埼玉地域へ、美濃・尾張地域での濃尾平野や犬山扇状

地地域から名古屋台地方面への移行ほか、下野や三河などでもみうけられる。

それぞれの地域における様々な状況によるものと考えられるが、シナノにおいては大和政権が国

造りを進めるにあたり、「赤い土器」 に象徴される箱清水式土器文化圏の弥生時代以来の有力者達

による大和政権への自己主張的権威表現の結果、地域有力者達の高遠山古墳や森将軍塚古墳を初め

とする善光寺平の前方後円墳が築造され、さらにその地域有力者達の善光寺平南域への集約化によ

り順次前方後円墳が築造されたものと考える。(第 1期大和政権における国造り)

しかし、 5世紀中頃以降の下伊那地域での前方後円墳築造は、その前段階の大形円墳や帆立貝形

古墳の築造段階から、東国を視野に入れるための大和政権独自の地域有力者の創出・擁立による結

果であり、 大和政権が意図的に指名 した在地勢力の有力者達の墓であったと考えられる。 (第 2期

大和政権における国造り)

7世紀代に入ると律令国家建設のために全国的に新たな国造りが行われるが、下伊那地域も例外

ではない。(第 3期大和政権における国造り)

これに伴い、座光寺地域では新来文化を積極的に受容 し力を蓄えた新興在地豪族達が台頭 し、さ

らには先にも述べたような地理的環境によって当地域は急成長することとなる。

以上、下伊那地域の前方後円墳を中核とする古墳群形成の背景を簡単に推察 した。

最後にあらためて下伊那地域の 5世紀中頃から8世紀初頭頃の考古学的資料から読み取れる歴史

動向について簡単にまとめて見たい。

5世紀中頃以降、座光寺地域、上郷地域、松尾地域、駄科地域、桐林地域、川路地域、三穂地域

では武人的性格の在地豪族達が、騎馬を中心とする馬の生産・管理や東国を勢力視野に入れようと

する畿内豪族層との個々の紐帯関係の中で成長するが、それぞれの成長の中で、 5世紀後半から6

世紀前半頃にかけて、まずは三穂地域が川路地域に吸収され、さらに 6世紀中頃以降には川路地域

も桐林地域に吸収されることとなる。また駄科地域も6世紀後半頃には完全に吸収され、広範囲な

竜丘地域が形成されることとなる。

しかし、このように勢力拡張した竜丘地域では直接的に馬の生産や管理に関わる遺構・遺物が確

認されていない。

座光寺地域、上郷地域、松尾地域は須恵器の搬入や馬の殉葬などの遺物や遺構を考えれば、騎馬

を中心とする馬の生産・管理を核とする諸々の新来文化を積極的に受け入れ、それぞれの地域振興

を遂げ勢力を維持していたものと考えられるが、 6世紀中頃以降には上郷地域が松尾地域に吸収さ

れていく結果となる。

座光寺地域や松尾地域は、直接的に馬の生産・管理を核としながら地域振興を果たし、竜丘地域

とはまったく異なった新興在地豪族達の勢力の台頭が進められたようである。

この結果、 7世紀代に入り下伊那地域での畿内豪族層との直接的な紐帯関係による在地豪族達は

座光寺地域、松尾地域、竜丘地域となり、それぞれがかなり広い範囲を手中にする大きな勢力範囲

を維持することとなっていたようである。しかし、座光寺地域は7世紀中頃以降、これまでの畿内
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豪族層との直接的な紐帯関係による馬の生産・管理を核とした地域振興の結果、蓄えてきた地域経

済や文化に加え、下伊那地域の中では広い緩やかな平坦地であり東国ルー トヘの拠点とするに適 し

た場所として大和 (飛鳥)政権に理解され、新たな律令国家建設に向けての思惑と一致することな

どから、 7世紀後半には大和 (飛鳥)政権が東国を視野に入れる拠点として座光寺地域が選択され

たものと考えられる。

7世紀後半以降の恒川遺跡群を中心とする座光寺地域からの富本銭・和同開称銀銭や畿内産土師

器の出土や武陵地 1号墳からの富本銭の出土、さらには恒川遺跡群での調査結果や 7世紀後半代の

天武朝期における日本書紀などの記載から、座光寺地域に伊那郡衛が置かれたことは疑 う余地はな

く、伊那郡衛が律令国家建設の初期段階では、科野 (信濃)のみならず、東国を視野に入れるため

の重要拠点であったことが理解されよう。

そして奈良時代での伊那の在地豪族金刺舎人八麻呂が信濃牧主当となっていることを考えれば、

おそらくは 5世紀中頃以降に下伊那地域に馬の生産・管理に携わる専門工人として当地を訪れ、地

域の中で経済的にも政治的にも本来の在地豪族達に変わり成長 した新興在地豪族化 した人々の末裔

であったことが想像されるのである。

これまで 5世紀中頃以降の甲冑、馬、前方後円墳、横穴式石室、文献記載などの事例を紹介 し在

地豪族達の盛衰を見ながら、なぜ 7世紀末葉から8世紀初頭頃に座光寺地域に富本銭、和同開弥銀

銭、畿内産土師器が持ち込まれるに至ったかを論 じてきた。

以上のことから下伊那地域における5世紀中頃から8世紀初頭頃にかけての考古学的な動向や文

献記載から当地域の重要性を理解 していただけたものと考える。

最後に、当論を書 くにあたり、飯田市教育委員会の小林正春氏、山下誠一氏、馬場保之氏、渋谷

恵美子氏、国学院大学大学院の片山祐介氏には多くの御教示等をいただきました。心よりお礼申し

上げます。

2000年 7月 29日 稿了

追記

2000年 11月 、土生田純之氏は、高岡 1号墳、畦地 1号墳、北本城古墳石室の系譜について、白石

氏の言う韓国全羅北道の錦江河口南岸付近の古墳に付設された石室に系譜を求めることにく時代背

景など解決 しなければならない事柄が存在することを指摘 し、竪穴式石椰をもち 5世紀代と考えら

れる漆谷郡の若木古墳や 6世紀前半に下るが板石を同様に隙間なく縦位に並べ、天丼石との間に若

干の平積み石材を置いたことが窺える竪穴系横口式の石室をもつ金泉の帽岩洞古墳 1号墳例をあげ

て、より高岡 1号墳、畦地 1号墳、北本城古墳石室の石室の形状に近い事を指摘 し、竪穴、横口を

問わず板石をほとんど隙間なく縦位に並べた構造が、大邸周辺の古墳石室の特徴的構造であること

から、その系譜を大邸周辺の加耶古墳に求められる可能性を指摘 した (文献57)。

この指摘は、高岡 1号墳、畦地 1号墳、北本城古墳石室系譜についての、これまでの楠本氏や白

石氏の研究での石室構造や築造時期と言った問題点を解決 しうる方向性を示 したものと言えよう。

原稿提出期限後での土生田氏の指摘であったことから、当論ではあえて土生田氏の指摘を踏まえ
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ての書き換えはしなかった。

土生田氏の指摘を踏まえての論は後 日に譲ることとしたい。
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地方における古代祭祀の展開 1

一一大宝律令制定以前の様相一―

I はじめに

Ⅱ 古墳時代の様相

Ⅲ 7世紀の様相①

Ⅳ 7世紀の様相②

はじめに

近年の発掘調査の成果では「祭祀」に関連した事例が非常に目立つ。特に古墳時代における「水

(湧水)」 に関わる祭祀を行ったと考えられる遺構が各地で報告され、大きな注目を浴びた。古い例

では、愛知県一宮市八王子遺跡で 2世後半から3世紀前半に属する井泉が検出され、隣接する旧河

道からは彩 しい量の土器と武器形等を含む木製品が出土 した。
(1)こ

の他、二重県城之越遺跡、 六大

A遺跡、 岐阜県砂行遺跡、奈良県南郷大東遺跡、阪原阪戸遺跡、南紀寺遺跡、群馬県三ツ寺 I遺

跡など、祭祀に関わる湧水点や井泉、導水施設などを有する遺跡が数多く存在し、大阪府狼塚古墳

ではこのような祭祀施設を象ったと考えられる埴輪が出土 した。
②

現時点では城之越遺跡、三ツ寺 I遺跡、砂行遺跡、六大 A遺跡の他は報告書が未刊であるため、

正式な報告を待望するが、これらの遺跡は、それまで竪穴住居から石製模造品が出土 したり、溝や

河川跡に多量の土器が廃棄された状況などから、漠然と祭祀の痕跡を窺っていたのに対 し、祭祀を

行うための施設や場が確認された点、「水」 という限定された要素が祭祀行為に大きく関わってい

たことが明らかになった点、施設の規模等から祭祀の主体が首長層であることが予想される点な

ど、古代祭祀のあり方を知る上で貴重な資料を提示したものといえる。

以上の事例は6世紀以前までのものであり、特に地方においては7世紀以降の資料が非常に少な

い。祭祀関連遺物が出土する事例はあるが、祭祀施設や祭祀が行われた場を特定するに至る遺跡は

ほとんどみられない。このような中で長野県更埴市屋代遺跡群で重層的に確認された祭祀遺構は 5

世紀代に端を発 し、特に7世紀後半から8世紀前半までの地方における祭祀の実態を知る格好の資

料である。古代の地方における祭祀がどのように展開したのか。大宝律令という国家的法律の制定

は、それまで地方で展開していた祭祀にどこまで影響を与え得たのか。信濃国埴科郡の一地域であ

る屋代遺跡群の遺構と遺物を主として、文献史料も交えながら考察 していくこととしたい。
°
その

第 1と して本稿では、古墳時代から大宝律令制定以前を対象として述べていくこととする。

地方における古代祭祀の展開 1

宮 島 義 和

V 考察

1 古墳時代の導水型祭祀と祭祀主宰者の性格

2 湧水坑型祭祀の開始 と祭祀主宰者の性格

3 木製祭祀具と祭祀

Ⅳ 総括
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Ⅱ 古墳時代の様相
A 古墳 5～ 6期の集落と祭祀域 B 竪穴住居内の石製模造品出土量 (時期別 )

Z臼 玉

□管玉

□土玉

目勾玉

□勾玉模造品

田倹1形模造品

ガラス玉

古墳 1 古墳 3 古墳 5 古墳 7

古墳 2 古墳4 古墳 6 古墳 8

C SB5190出 土石製模造品 (1/2)

S

□□

　

　

‐

第 1図 古墳 5期～ 6期の集落と祭祀域

♂ Q≠ 7

漱:qがヽ月1
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屋代遺跡群の土器編年古墳 5期～ 6期 (5世紀中頃～ 6世紀初頭)に属する段階で、集落北側の

千曲川旧河道の傾斜面に木樋を伴 う祭祀施設が造営される (第 1図―A)。 当時の集落は自然堤防

上の最高所域に立地 し、これより南側には存在 していない。その一帯では小区画畦畔をもつ水田が

検出されているが、古墳 5期～ 6期の集落に属するものかは不明である。集落は竪穴住居によって

構成されており、他の時期と比較 し大型の建物が目立つ。またこの段階において、住居内で出土す

る石製模造品類の量がピークとなる (第 1図―B)。 量的には日玉が主体であるが、 SB5190か らは

これに加え、剣形模造品、勾玉模造品が 2点ずつ出土 しており (第 1図―C)、 さらに湧水点から

持ち込まれたと考えられる摩耗 した土器片が認められ、祭祀施設と本住居との関連を示唆する。

河道傾斜部の祭祀施設は小木樋に大木樋を連結 して設置 した溝 SD7068と 、堤状の集礫を伴う円

形のテラス状施設 SX7o38に よって構成される (第 2図 )。 集落域の調査との進行関係で湧水点を

SD7068導冽K施設 O SX7038 SD7068出 土遺物   確認することはできな

かったが、木樋によっ

て導水を行いテラスに

貯水 し、河道に流れ出

るという構造をもち、

これを導水型祭祀施設

と分類 した。周辺には

遺物が多量廃棄された

状況はみられず、植物

遺体の分析からこの一

帯は樹木を欠き、水湿

地の草本や多年生草本

がはびこることのない

開けた場所であったと

考えられる。おそらく

祭祀域であることを意

識 し、周囲の樹木は伐

採され、恒常的に除草

が行われていたものと

推察される。

SD7068か らは刀形木製品と須恵器題が出土 した。武器形木製品の存在は八王子、城之越、六大

A、 南郷大東、三ツ寺 Iの各遺跡と共通 しており、水に関わる祭祀と武器形木製品の関連性が注目

される。 また須恵器題は胎土分析の結果陶邑産 (TK23型式)であることが判明しており、畿内と

の交流があったことが窺われる。このことは、集落内で出土する石製模造品類が急増することとも

無関係ではないだろう。

4コn

(1/6)

第 2図 古墳 5期～ 6期の導水型祭祀施設

(1/8)
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地方における古代祭祀の展開 1

祭祀施設の設置場所およびその規模から考えても、小規模なムラの単位で行われた祭祀とは考え

にくく、やはり広範囲を統括する首長層のもとでの祭祀を想定することが可能と思われる。

古墳 7期、 8期 (6世紀前半～ 7世紀初頭)の状況については不明であるが、 SD7068を切り込

む状態で湧水坑を起点とする溝が検出されている。後述する7世紀の遺構によって削平されている

ため、全容を捉えることができず、

遺構の時期を特定することもできな

いが、 6世紀～ 7世紀前半の間にお

いても湧水に関わる祭祀は継続され

ていたものと思われる。

Ⅲ 7世紀の様相①

屋代遺跡群の土器編年古代 1期前

半 (7世紀後半)の段階で集落には

変化が認められる (第 3図 )。 それ

は 2面庇を有する大型掘立柱建物

ST4201を 中心とした官衛風の配置

をみせる建物群が出現する点であ

る。この段階に至るまでの間千曲川

は北にその流れを変え、埋没した旧

河道の離水域一帯には水田が造成さ

れる。造成時期は層位的にみて 1期

前半の可能性もあるが、建物群の主

軸方向と、畦畔の方向から類推する

と、次の 1期後半 (7世紀末)の段

階である可能性が強い。

集落域 と水田域の中間に位置す

る、支流状の東西流路に臨む傾斜面

には再び祭祀施設が造営される。

SX7035(第 4図)は、埋没 した古

墳時代の導水型祭祀施設 SD7068・

SX7038直上に設置されていること

から、祭祀の場が伝承されていたこ

とが窺える。SX7035に は木樋は設

置されていないが、湧水坑から湧き

祭祀具集中
●廃棄地点

魃ミ

(SQ)

SB5090

SB5177

√¬19」

こ_

SB5019

二調 t。 、J
ST4201 SB4217

閾
濠機、、

sB6119

ざ
[〕

S丁5003

第 3図 古代 1期前半の集落と祭祀域
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地方における古代祭祀の展開 1

出る水を水門で堰き止めて貯水 し、水口から流路方向へ流し出す構造をもつ。湧水を制御 して流 し

出す仕組みをもつ点から、導水型祭祀施設として分類でき、やはり古墳時代の祭祀の伝統を受け継

いだものと理解される。湧水坑中からは木製鍬身と臼玉、管玉、土錘が出土 しており、周辺から木

製の浮子が出土 した。

この導水型祭祀施設の東側には新たな祭祀施設が確認された。それは大規模な素掘の溝を東西自

然流路に連結する形で掘削 したもので (SD8032)、 その底部には複数の湧水坑が南北に配列する

(第 4図 )。 溝を掘削する目的の第 1は湧水ポイントヘ到達するものと考えられ、導水を行うための

特別な施設は存在 しない。しかし、湧水坑中からは卜骨や獣骨、石製模造品類が出土 しており、祭

祀に関わるものであったことは明瞭である。 7世紀後半の段階で出現するこのような祭祀遺構を湧

水坑型祭祀施設と分類する。湧水坑は埋め戻された状況が認められ、おそらく祭祀終了後に、使用

した 卜骨や石製模造品類等を含め意図的に埋めたものと考えられる。その後は溝自体 も自然堆積と

交互に土器や木器といった集落側からの廃棄物を含む堆積物によって埋没していく。この埋没過程

は、導水型祭祀施設には遺物の多量廃棄がみられず、自然埋没 していった状況とは対照的といえ

る。おそらく導水型祭祀施設は周辺を清浄に保持 しながら一定期間存続 し、継続的に使用されてい

たのに対 し、湧水坑型祭祀施設の湧水坑は祭祀を行うのに先だって掘削され、祭祀の終了とととも

に役割を終えたものと考えられ、ここに 2つの祭祀の相違点を求めることができるだろう。

SD8032の 湧水坑に関して特に注目され

るのは、第 4図中の P2出土の 卜骨とSX

7036出 土の 卜骨が接合する点 とSX7036西

側に廃棄されていた須恵器大甕の残りの破

片が P3、 P4、 P6に 分割 して入れ られ

ていた点である。前者は卜占が行われた後

に分割されたものか、同一の獣骨を分割 し

て 卜占を行ったものか判断することはでき

ないが、 2つ の湧水坑には関連性があった

ことを強く示唆している。同様に後者も3

つの湧水坑の関連を示す。大甕の大部分が

湧水坑外に一括廃棄されていた状況からみ

ても、これらの湧水坑は同時に掘削され、

祭祀が行われた後それに関わった大甕の破

片を入れて埋め戻されたことが想像され

る。この 3つの湧水坑からは 卜骨が出土 し

ていない点でも共通しており興味深い。こ

のように、出土遺物に相違があったり、

SX7036の ように坑内に礫を敷き詰めたも

馬形 (B類 )

馬形 (A類 )

斎串

※蛇形は全体の形状が斎串と類似

するが、側面を左右交互に切 り ~
欠いたもの

※馬形は仮分類。鞍状の作 り出し

のあるものをA類とし、ないも
のをB類 とする。B類が実際に

~

馬を象ったものかは一考を要す
る。

∩

――

―‐

―‐

樹

剛

―‐

ｕ

Ｖ
舟形

o     10cm
ｈ

欄

脚

―‐

―‐‐

Ⅲ

υ

蛇形

第 5図 古代 1期前半の木製祭祀具
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地方における古代祭祀の展開 1

のが存在することなどから、各湧水坑にはそれぞれの役割があったことが推察される。

この祭祀施設で行われた行為では卜骨を使用 して占う=神意を伺うことが重要なポイントであっ

たことは明白であり、須恵器甕の破砕、破片および石製模造品や 卜骨を湧水坑に埋めるという儀礼

的行為が伴っていたことがわかる。なお、集落内の SB5090(第 3図)か らも1点 卜骨が出土 して

おり、湧水坑での祭祀との強い関連があったことが窺える。

さらにもうひとつ、祭祀域における新たな動きとして注目されるのは、武器形木製品以外の木製

祭祀具が登場 してくる点である (第 5図 )。 一般的に斎串、人形、馬形、舟形と呼称される各器種

が登場 し、そこに蛇形と分類 した木製品が加わる。これらが出土したのは全て東西流路内で、いず

れもある種の祭祀行為の過程で廃棄されたものと考えられる。出土状況としては、単体で検出され

たもの以外に、形状が類似 した同一器種が一括 して廃棄されたものの存在が特筆される (SQ8001

～80040第 6図 )。 この内 SQ8001は 斎串が折 り重なった状態で出土 し、SQ8003は 鞍をもつ馬形

(A類)が 3点、腹部に装着された串と共に出土 した。SQ8004は蛇形と斎串が扇状に重なって出土

している。また、以上の祭祀具集中はいずれも獣骨 (ウ マ大腿骨、下顎骨)を伴っており、祭祀に

おいては木製祭祀具とともに獣骨 (獣肉?)も重要な役割を果たしていたことが分かる。これらが

廃棄された段階の東西流路は湿地状の堆積物に覆われる状況から、ほとんど水流がなかったことが

わかり、出土地点と廃棄場所はほぼ一致していると考えられる。

SQ8001

田 5

SQ8‖4(生

)

SQ8003

[      ″ヽ―――――――_===r三
 899

ウマ下顎卓

892      891     .

889 890  891 892  893 894

lm

第 6図 木製祭祀具集中廃棄 SQ8001.8003.8004
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地方における古代祭祀の展開 1

Ⅳ 7世紀の様相②

屋代遺跡群土器編年古代 1期後半

(7世紀末)の段階では、 主軸方位

に変化がみられるものの、大型掘立

柱建物群の存在が確認され、 1期前

半の集落構成を引き継いでいる。前

述のようにこの段階で水田が造成さ

れた可能性が高 く、祭祀域では再び

変化がみられる (第 7図 )。 1期前

半の導水型祭祀施設 SX7035は 埋没

し、その地点からやや集落寄りの傾

斜面に新たな施設 SD7049が 造営さ

れる (第 8図 )。 湧水坑 SK 7029を

起点とする南北方向の溝とそれに接

合する、湧水坑 SK7027、 7028を も

つ東西方向の溝によって構成される

が、東西方向の溝は後述する導水型

祭祀施設 SD7042(第 12図)造営の

段階で付設された可能性が高い。南

北方向の溝は底部に礫を敷き詰めた

状況がみられ、やはり湧水を流すこ

とに施設の主眼があり、それが祭祀

における重要なポイントであったこ

とが理解される。導水部先端には斎

串が まとまって廃棄 された地点

(SQ8012)が 確認された。

さらに、新たな湧水坑型祭祀施設

が調査区西側 に造営 され る (SD

7062、 第 9図 )。 やはり東西流路に

接合するように南北方向に深い溝が

●祭澤E具集中
廃棄地点
(SQ)

掘り込まれており、底部では複数の湧水坑が確認された。南端に位置する湧水坑 SX7037は 、坑内

に礫が敷き詰められている点、石製模造品類が出土 した点で SD8032最北端の湧水坑 SX7036と 類

似している。 しかし、その北側に隣接する湧水坑 Plか らは多量の獣骨がまとまって出土 している

第 7図 古代 1期後半の集落と祭祀域
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地方における古代祭祀の展開 1

SX7037出土石製模造品

◎   ◎

◎ ◎
□  ロ

◎  ◎
ｍ

Ｏ

Ｏ
◎

⑪

＠

ｏ
　
‐

SD7049

第10図 木製祭祀具集中廃棄 SQ8005.8013
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地方における古代祭祀の展開 1

ウマ・ウシとは異なり頭蓋骨や下顎骨なども

含まれ、シカには焼骨もみられることから、

食肉の結果廃棄されたものである可能性が高

い。

この段階で東西流路内の中州に2カ 所の木

製祭祀具集中廃棄が確認できる (第 10図 )。

SQ8005は 1期前半のものとは異形の馬形

(A類)と 斎串の集中で、ウマ下顎骨を伴

う。SQ8013は 蛇形と斎串の集中である。や

はりこの段階でも、木製祭祀具の集中廃棄に

伴 う獣骨は頭部の骨であることが注目され

る。

l期後半においては、祭祀域がさらに変化

をみせる (第11図 )。 前述のように湧水坑型

祭祀施設 SD7062が 埋め戻された後の南端部
第11図 古代 1期後半における祭祀域の変化

には湧水坑が存在せず、 この段階で SD7049に湧水坑をもつ東西溝が付設され、 そこから流れ込ん

SD7042準妻ラ水髄]言支 SD7042木 樋北側出土遺物

灯明具受皿 ?(1/8) 木製品 卜骨 ｍ
卜

　

‐）
　

　

　

螂

岡
］
　

　

　

　

　

日

第12図 導水型祭祀施設 SD7042

だ水を木樋によって導水する構造が作り上げられたようである。木樋を流れる水は、溝北端部の窪

みに一旦貯水され、東西流路に流れ出ていたものと考えられる (SD7042 0第 12図 )。 木樋周辺の遺

/
ウシ撓骨

マ中足骨

＼`
ウマ圧骨

纂軍出

7-m胴雨明
―

●祭祀具集中廃棄地点 (SQ)

一-262-一



地方における古代祭祀の展開 1

物は皆無に等 しく、木樋先端の窪み付近で 卜骨片や斎串、刀形木製品、櫛などの木製品が確認され

た。また窪み内では、ウマ頸骨、中足骨などが出土 している。さらに、木樋先端東脇で灯明具の受

SQ8007

け皿の可能性をもつ窪み石が出土

した。この時点の祭祀域には導水

型祭祀施設が連結 して形で 2つ存

在し、湧水坑型祭祀施設は確認で

きない。

もうひとつの変化として、木製

祭祀具集中廃棄 (SQ)の増加が

あげられる (第11図 )。 東西流路

内以外に、SD8032が埋没 した窪

地に集中する点も以前とは異なる

点である。東西流路内の中州で確

認 された SQ8014は 蛇形 の集中

で、この真下に前述の蛇形・斎串

集中の SQ8013が 埋没 しており、
第13図 木製祭祀具集中廃棄 SQ8007

廃棄地点が継承されていたことを示唆する。他は斎串の集中が主であるが、 その内 SQ8007は ウシ

頸骨を伴う (第13図 )。 伴う獣骨がウシであること、 さらに頭部の骨以外の頸骨であることが、 こ

れまでの集中廃棄と異なる点である。また、用途不明の板状部材の破片が一緒に廃棄されている

が、他の破片が SQ8008に 伴って出土 している。祭祀において使用されたある種の道具が破砕さ

SQ8011
れ、分害Jし て祭祀具とともに廃棄されたこと

を示すものと言える。このことは、双方の集

中廃棄の関連を示すものであり、これらも含

め同じ窪地に集まる斎串の集中は、同一の祭

祀の中で使用され、一定のまとまりごとに廃

棄された可能性 もある。SQ8011(第 14図 )

は両側面に 2本ずつ串を装着する、鞍をもた

ない馬形 (B類)と 斎串が集中し、曲物側板

が伴うものである。

1期前半に出現する、武器形木製品以外の

木製祭祀具は、斎串が 1期後半の導水型祭祀

施設で出土 した以外、馬形、蛇形、人形など

は湧水に関わる祭祀施設内からは一切出土 し
第14図 木製祭祀具集中廃棄 SQ8011

ていない。その反面、斎串自体は馬形、蛇形などと供伴 し、同じ祭祀の中で使用されている。斎串

と呼称される祭祀具は、古 く6世紀からその存在が確認されており、
°
使用される場面が多様であ
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ったことがわかる。また、藤原宮や平城宮で出土する木製祭祀具の主体をなす人形は、屋代遺跡群

の 7世紀の段階では馬形、蛇形に比べ非常に出土量が少なく、祭祀具の集中廃棄の中にも伴うこと

がない。このことは、人形が、他の祭祀具とは使用される場 (あ るいは祭祀)が異なっていたこと

を示唆するものでもある。

この後、千曲川の洪水に伴う浴流堆積によって、水田および東西流路、集落北側斜面は砂によっ

て覆われることになる。 しかし、ほとんど断絶期間をみせず水田が再び造成され、傾斜面には新た

な祭祀施設が造営される。前述のように木製祭祀具の出土量が急増 し、この段階で人形が、木製祭

祀具の集中廃棄の中に登場することになる。木簡も文書木簡を中心にその量を増 し、新たな局面を

迎えることとなる。屋代遺跡群土器編年 1期末～ 2期初頭 (7世紀最終末～ 8世紀初頭)であり、

大宝律令制定直前直後の時期にあたる。

V 考察

以上、報告書での記載に基づき、屋代遺跡群の古墳時代 (5世紀中頃)以降 7世紀後半代の集落

とそれに隣接する祭祀域の推移を施設や出土遺物の変遷を中心に述べてきた。集落が立地する自然

堤防北側に位置する千曲川旧河道域は明らかに祭祀域として認識され、継承されていたことが理解

できると思う。

ここで遺跡の状況に若干の史料を加味して、屋代遺跡群で行われた祭祀について私見を述べてみ

たい。

l 古墳時代の導水型祭祀と祭祀主宰者の性格

古墳時代に多くの類例をもつ、湧水を導水する構造をもつ祭祀施設は、その規模から類推 して首

長的な立場にある人物のもとで造営され、祭祀が執行されたものと考えられる。このことは、先に

示 した狼塚古墳に同様の施設が埴輪として存在 している点からも十分に類推できるだろう。水は生

活においても生産 (農耕)においても欠かすことのできない主要な要素であり、水の湧き出る場所

(水源)は井戸も含めて古来から祭る対象となってきた。 この水源を掌握することは、 その水を生

活や生産の源として存在する人々を掌握する事に等 しいとも言え、首長の支配の一要素となってい

たものと考えられる。

ただ、屋代遺跡群の導水型祭祀施設の場合、立地点が集落北端部の河道に面する傾斜地にあた

り、そこで湧き出る水が生活及び生産の水源となっていたかは定かでない。これは旧河道内に水田

が造成された後も同様であり、湧水が水田の灌漑等に使用されていた痕跡は、調査区内では認めら

れなかった。やはり、水を制御するというイ予為自体が祭祀における重要な意味をもっていたのでは

ないかと思われる。この点で少なくとも屋代遺跡群の導水型祭祀施設は、儀礼行為を行うことを目

的に造成されたものであり、このことが逆にそれを主宰 した首長の力を示 しているものとも言え

る。 4世紀の森将軍塚古墳の築造以来、この一帯には規模の大きな前方後円墳が連続 して築造され

ている。さらに千曲川左岸の長野市石川条里遺跡で検出された、溝による方形区画内では葬送儀礼
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(首長交代儀礼)が行われた可能性が示され、川柳将軍塚古墳の被葬者との関連が指摘されてい

る。
Dさ

らには SD7068出 土の陶邑産の須恵器砲の存在や石製模造品の増加など、当時の畿内地域

や政権の影響を窺い知ることができる。 しかし、機能的には水を流す仕組みを持つ点で共通する祭

祀施設 (導水型祭祀施設)に限ってみると、使用される祭祀具類には共通の要素があるものの、立

地点や施設のあり方には相違がみられ、全てが体系化された祭式に基づいて行われたものとは言い

切れない点が存在する。ここに、大きな政権に統括されながらも、それを後ろ盾として在地支配を

強固にする首長の姿と、在地に根ざした独自性を維持 しようとする首長の姿という2面性を読みと

ることができるのではないだろうか。

2 湧水坑型祭祀の開始と祭祀主宰者の性格

湧水坑型祭祀が開始される7世紀後半の段階で遺跡内に大きな変化が認められた。それは集落内

の官衛風建物群の建設と旧河道域

の水田の造成である。官衛風建物

群自体の性格を判断することは難

しい。ただ、それを探るひとつの

てがかりとして木簡の出現があげ

られる (第15図 )。 1号木簡は出

土層位としては屋代遺跡群出土木

簡中最古のもので、古代 1期前半

(7世紀後半)に対応する。 これ

以後の木簡群と比較すると書体が

やや異風であり、文意は不明であ

る。また、 8世紀前半の層位で出

土 した46号木簡には 0「乙丑年十

二月十日酒人・「『他田舎人』古麻

呂の記載がみられる。記載様式が

大宝律令以前のものと同じである

ことから、「乙丑年」 は天智天皇

4(665)年 である可能性が高い。

このように、官衛風建物群の出現

にほぼ対応する時期に木簡の使用

が確認されたことは注目される。このことは屋代遺跡群一帯の支配構造に画期が訪れたことを示す

ものと捉えてよいだろう。ただ、官衛風建物群が木簡の発給元であると短絡的に結びつけることは

できない。さらに自然堤防上の調査が進み周辺の状況が明らかになることを大いに期待するところ

である。

しかし画期が訪れた支配構造の中で、この建物群に存在 (居住 ?)し た人物が重要な位置を占め

46号木簡

1号木簡
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ていたこは十分に予想できる。特に祭祀域との位置関係からみて、この人物と祭祀が密接に関連 し

ていることは想像に難 くない。

祭祀にも新たな展開 (湧水坑型祭祀の開始、木製祭祀具の使用)がみられるが、導水型祭祀も並

行して行われており、古墳時代の伝統が否定されているわけではなく、ここに、建物群の人物を含

むこの一帯を支配する存在の性格が投影されているものと考えられる。すなわち官衛風建物群建設

や木簡の発給といった、中央政権の支配構造に影響されながら、反面古墳時代以来の伝統的な祭祀

を伝承する2面性を有する点で、支配者の性格は古墳時代の支配者と一致する。やはりこの段階の

首長的存在は古墳時代の首長の系譜を引くものであると考えるのが妥当だろう。

さて、 湧水坑型祭祀であるがく纏向遺跡の辻土坑や八王子遺跡、六大 A遺跡の井泉などは木樋

や貼石を行った溝などの導水施設はともなわず、湧水ポイントが祭祀の対象 (あ るいは場)と なる

点で共通する部分が認められる。ただ、これらに比べ屋代遺跡群の祭祀遺構は大きく時代が下る。

重要な点はなぜ 7世紀後半の段階で、古墳時代以来の伝統的な導水型祭祀に加えてこの湧水坑型祭

祀が登場するのかということである。これを支配構造の画期と結びつけると、中央政権の影響によ

り導入された祭祀という理解も成り立つ。 しかし、『日本書紀』皇極元 (642)年 7月 年戊寅条「群

臣相語之日。随村々祝部所教。或殺牛馬祭諸社神。或頻移市。或薦河伯。既無所効。」の記述が注

意をひく。すなわち大宝律令制定以前の朝廷サイドの祭祀において、すでに「牛馬を殺 して諸社神

を祭る」行為は否定されるべきものであったわけだ。屋代遺跡群の湧水坑から出土 した多量の獣骨

は、この事実と相反するものであり、 7世紀後半に始まった湧水坑型祭祀は中央政権にとっては排

除されるべき要素を多分にもつものであったことがわかる。やはり、在地首長主導のもとに行われ

た祭祀と考えることができるだろう。

導水型祭祀施設は、周辺を清浄に保ちながら一定期間存続 しており、そこで行われた祭祀にはあ

る程度の定期性や連続性があったのではないかと思われる。これに対し湧水坑型祭祀施設は、複数

の湧水坑の同時使用の可能性とその埋め戻しからも理解されるように、恒常的に使用されたもので

はなく、短期間でその役割を終了している。このことは、湧水坑で行われた祭祀は連続的あるいは

定期的に行われる性格のものではなく、ある種の必要に応 じて行われたものだったことを示すので

はないだろうか。

ここでもう一度、前掲の『皇極紀』に立ち戻ってみる。このいわゆる殺牛馬信仰の重要な史料と

される言己事で注目されるのは、ここで行われた祭りが「雨乞い」を目的とするものであり、干ばつ

という偶発的な自然現象に対処するための行為であったという点である。古代においてはこのよう

に、ある種の事態に対応するための臨時的な祭りが行われていた。例えば『肥前国風土記』佐嘉郡

条にみられる「此川上有荒神 往来之人 生半殺半 於並 県主等祖大荒田占問 干時 有土蜘蛛

大山田女・狭山田女 二女子云 取下田村之土 作人形馬形 祭祀此神 必有応和 大荒田 即

随其辞 祭此神散々此祭遂応和之」の記述に代表されるように、風土記に記載された在地における

祭りには以下のようなモチーフが存在する。
°

A.荒神や祟りによる人々の苦難
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B.そ の原因、祭る方法、祭る人を 卜定する

C。 卜定の結果に随って祭りを行い、荒神、祟りを鎮める

F風土記』にみられるこのような祭りの形態が、地方における古来からの祭祀のあり方を反映して

いるという前提に立つと、やはり雨乞いに類似するある種のマイナスの事象に対処するための祭り

が多 く行われていたことが理解される。在地首長にとっては、自らの支配域内を平穏に保つことが

その権力を安定させる重要な要素であり、主宰する祭祀もその一翼を担っていたものと思われる。

湧水坑型祭祀はこのような性格をもつものだったのではないだろうか。

3 木製祭祀具と祭祀

湧水坑型祭祀の開始とともに、武器形木製品以外の木製祭祀具が登場 した点もひとつの画期とし

てあげられる。特に祭祀具が組み合わせによって使用されていたことが集中廃棄の状況から認めら

れる点は注目される。これらの木製祭祀具は、湧水坑型祭祀施設内からは一切出土 していない。導

水型祭祀施設からは 1期後半の段階で出土するようになるがく斎串、刀形に限定され、馬形、蛇形

などのいわゆる動物形は出土 しない。また集中廃棄の場所に着目すると、各段階ともにその当時存

在した湧水関連の祭祀施設より東側の一帯に限られることが第 3図、第 7図、第11図から見て取れ

る。これは8世紀前半に至るまで一貫 した傾向である。

各器種の内、蛇形は現在のところ他に類例がなく、鞍をもつ馬形木製品も管見では7世紀後半の

段階では他に例をみない。屋代遺跡群では7世紀末葉から8世紀前半にかけてこれらの木製祭祀具

の出土量がピークとなり、一括廃棄 (SQ)の量、種類とも豊富になる。 このような木製祭祀具は

天武・持統朝に国家的な祭祀が体系化され、その中で特に「祓え」の儀式において重要な役割を果

たす人形に関わる道具立てとして、中央から地方に波及 したとする説が一般的である。
°
木製祭祀

具については、律令期のものも含め新たに稿を起こして詳述する。
問

しかし少なくとも図 5で示 し

た祭祀具類は、藤原宮で出土 したものとは形状を異にしている点、その使用に際しては獣骨を伴う

場合がある点、祭祀具の組み合わせの中に人形が存在 しない点を考慮すると、 7世紀後半代の屋代

遺跡群における木製祭祀具のあり方は、都城からの波及によるものとは考えにくい。この点、 7世

紀後半を含めそれ以前の段階に属する可能性をもつ資料が出土 した、京都府石本遺跡、徳島県観音

寺遺跡、静岡県伊場遺跡、神明原・元宮川遺跡
°
などについてもこの観点に立って検討 していく必

要がある。

それでは、 7世紀後半における木製祭祀具を使った祭りとはどのようなものだったのだろうか。

前述のように、祭祀具が集中廃棄される場所は湧水に関わる祭祀施設の東側一帯に限定される。さ

らに、湧水坑からは一切木製祭具の出土がみられない。このことは、湧水に関わる祭祀と木製祭祀

具を使用する祭祀が異なるものであることを示 していると受け取ることもできる。しか し、湧水坑

型祭祀施設の出現と木製祭祀具集中廃棄の出現が時期を同じくしている点がどうしても無関係とは

思えない。例えば SD8032の 湧水坑から出土 した 卜骨は、「占う」という行為あったことを示す。

現在の各地の神社で行われている占いの神事のような、いわゆる予祝的な祭祀とすれば、占いによ

って神意を聞くことによって祭祀の主眼は達成される。すなわち岡田精司氏が提示 した、以下のよ
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(10)
うな祭りのパターンが当てはまるのかもしれない。

ア.祭場=ヤ シロは、村里から少 し離れた清浄な場所に設定する。

イ.祭 りを行う人たちの秋ぎ・祓えを行う。

ウ.神を迎える。

工.神をもてなす (酒食・衣装・乗馬等を供え、神楽・舞などの芸能を奉納する)。

オ。祝詞 (祈願の趣きをのべる)。

力.神意を聞く (卜 占・託宣・夢占など)。

キ.神を送る。

しかし、『風土記』 にみられたような祭祀には卜定の後その結果に基づいて行われる祭祀が存在

する。前掲の佐嘉郡条では「下田村の土で馬形、人形を作り、神を祭る」ことであり、他に「馬は

鈴をかけ、人は猪頭を蒙りて、駈馳て、祭祀なして」 (『山城国風土記』逸文)な どのように、 卜定

の結果行われる祭祀の内容は多様なものであったことが窺われる。木製祭祀具の集中廃棄はこのよ

うな祭祀が行われた結果を示すものと受け取ることもできる。

Ⅵ 総括

屋代遺跡群で行われた 7世紀後半以前の祭祀は、時の中央政権の影響をその支配の中に色濃 く受

けなが らもその独自性を保持する在地首長による在地主体の祭祀であったと位置づけられる。 この

時代においてはこのような祭祀のあり方が一般的であったものと思われるが、ひとつの遺跡の中で

その状況を推察できたことは意義深い。「屋代」 とはまさに古墳時代以来継承されてきた祭祀の場

=「ヤシロ」を示す ものと言 っても過言ではないだろう。

天武・持統朝以後大宝律令制定に至る中で体系化されいく「律令的祭祀」は、各地で行われてい

たこのような古来か らの祭 りの風習や伝統の存在を前提 として、必要なものを残 し、あるいは導入

し、不必要なものを排除 し、そこに新たな儀礼を付加 しなが ら、祭祀の対象、祭祀の時期、儀礼、

祭具などを指定 していったものと考え られる。

それでは、大宝律令制定は在地首長の支配や祭祀にどのような影響を与えたのか、屋代遺跡群の

7世紀末葉以降の遺構や遺物から検討することを次の課題 としていきたい。

註 1 岐阜県博物館 1999『 水とまつり～古代人の祈り～』 名古屋市博物館 2000『 川と遺跡』に資料が紹介さ

れている。なお、愛知県埋蔵文化財センター樋上昇氏からご教示をいただいた。

註2『発掘された日本列島 '99』 文化庁編に資料が紹介されている。

註3 屋代遺跡群の遺構と遺物については、『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書23 長野県屋代遺跡群出

土木簡』『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書25 更埴条里遺跡・屋代遺跡群―弥生・古墳時代編―』

『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書26 更埴条里遺跡 。屋代遺跡群―古代 1編』での報告に基づい

ている。

註 4 奈良県天理市和爾・森本遺跡出土の例がある。 (橿原考古学研究所 1983『和爾・森本遺跡』)ただ、斎串と
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いう遺物はポピュラーなものでありながら、その発生や形態、機能については十分に研究がなされていな

い。古代祭祀を考える上で欠 くことのできない遺物であるため、今後の詳細な検討が望まれる。これによっ

てはさらに時代が遡る可能性がある。

註 5 市川隆之 0日居直之 1997『中央自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書―長野市内その 3-石川条里遺

跡 第 2分冊』遺構の性格については各説が存在するが、今後さらに議論が高められることを期待 したい。

註 6 これについては関和彦氏の研究を参考にした。関和彦 1994「第四章古代社会の諸様相一宗教・生活編」

『 日本古代社会生活史の研究』

註 7 金子裕之 1980「古代の木製模造品」『奈良国立文化財研究所学報第38冊 研究論集Ⅳ』、1985「平城京と祭

場」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 7集における指摘を主とする。

註 8 馬形木製品については、宮島義和 2001「馬形木製品に関わる祭祀の考察」『古代学研究』152号を参照され

たい。

註 9 神明原 0元宮川遺跡出土の木製祭祀具については、佐藤達雄氏が、伴出した土器には 8世紀に下がるものが

存在することから、年代の再検討を要することを指摘 している (佐藤達雄1998「 神明原元宮川遺跡再考」

『静岡の考古学』)。 しかし屋代遺跡群の遺物も含め、製作技法上の形態分類が類似 していても、藤原宮、平

城宮出土の人形や馬形と比較 して見たときの遺物そのものから受ける印象は大きく異なるものが多 く存在す

る。この点はさらに詳細に研究する必要がある。

註10 岡田精司 1992「神と神まつり」『古墳時代の研究 12 古墳の造られた時代』での指摘による。
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北安曇郡南部の山城

I はじめに

Ⅱ 長野県の山城検討

Ⅲ 地形・歴史的環境

はじめに

長野県にはさまざまな山城があるが、三島正之氏は防御施設のあり方から時期が異なる数類型を

提示 し、
(1)類

型別に分布が異なることを示唆した。時期差のある類型が分布域を違えることは時期

毎に山城利用状況が変化したことを示 し、ここに山城のあり方を明らかにしえる可能性がある。そ

こで、本論はこの指摘を受けて北安曇郡南部地域の山城分類と分布から山城のあり方と地域性を考

えてみるものである。なお、当地域を選択 した理由は支配関係が複雑でなく、神社造宮関連文書か

ら郷を視野に入れられること、三島正之氏等の先行研究があることによる。

Ⅱ 長野県の山城検討

長野県では古 くから山城に関心が払われてきたが、地域史資料として扱うべき方向性は故一志茂

樹氏によって示された。
②
一志氏は地域史資料として城館跡を扱うべく地名・形態など多岐にわた

る観察観点を示 したが、具体的方法を模索する研究が継承されずに遺構検討は進まなかった。その

後、1970年代には城郭遺跡の発掘調査が増加 し、山田瑞穂氏によって県内発掘調査例の成果と課題

がまとめられた。発掘調査が埋没遺構と周辺の関連遣跡を扱える可能性を示すと共に、その限界を

踏まえて総合調査のなかに位置づけようとしたものである。
°

しかし、山城調査が断続的であった

ことからも考古学的検討は低調となる。1980年代に入ると日本城郭体系
四

(1982)、 長野県中世城郭

分布調査報告 9(1983)の 刊行により各地域の情報がまとめられ、「山小屋」論争など新たな山城像

をめぐる模索も始まった。
°
そして、1980年代後半には全国的な城郭遺跡への関心の高まりから組

張図検討が増加 し、なかでも細張図を用いて具体的な遺構検討を進めた三島正之氏の論考は県内に

多大な影響を与えた。
mと

ころが、1990年代には組張図検討も他研究成果を当地域に適応的に用い

る検討と組張図作成に偏る方向に分化 し、
°
1990年代後半では県内の検討自体が低調となる。長野

県では地域の山城検討の少なさや、検討の方向性の議論不足が原因に挙げられるが、福島克彦氏が

指摘
°
するように文献史料などから提起される課題に遺構検討が対応 しきれていないこと、膨大な

組張図を前に方向性を見いだせなくなったことも背景にあろう。

北安曇郡南部の山城

市 り|1 隆 之

Ⅳ 北安曇南部域の山城分析

V おわりに
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ところで、発掘調査は現地表面でわからない埋没遺構や遺構変化を読み取れる可能性をもつ。近

年さまざまな成果を挙げてきており、地表面観察と発掘調査成果を組み合わせる新たな方向も模索

されている。県内では山田氏がかつてこうした方向を模索 したが、近年では河西克造氏が組張図と

発掘調査成果の検討を進めている。
CO)た

だし、長野県では発掘調査自体も少なく、総合的な見通 し

を立てられるまでにはいたっていない。地域的な課題に応えるにはまだ暫 く時間がかかろう。その

一方で発掘調査は万能でなく、事実認識と解釈の間に曖昧さを伴ったり、認識されない事実は記録

に残らない欠点もある。こうした欠点を補うためには課題や観点を明確にすることが必要であり、

その点では現地表面観察からの検討を第一に深化させていくことは必要だろう。また、一律同レベ

ルで扱える地表面観察による検討は地域性を扱う上で有効と思われる。
CD

なお、北安曇南部周辺の具体的な山城検討であるが、当地域では三島正之氏が中心的に分析

し、
Qの

削平地群をもつ山城を古形態の在地武士系、横堀・放射状竪堀をもつ城が武田氏系、主郭背

後の連続縦堀をもつ城を後期小笠原氏系の特色とした。さらに、坂北村青柳城から戦国時代末期の

後期小笠原氏の時代に桝形虎口と在地の技術による高石垣の採用があったとした。これらの検討を

通 して、構築主体者と形態変遷の見通 しが提示され、併せて形態別分布差が指摘されている。この

三島氏の検討は具体的な防御施設から山城の変遷観と構築主体を想定した点で注目されるが、県内

研究者の検証作業や発言はあまりみられない。

また、近年注目されている民衆・聖地と山城の問題も触れておく。長野県ではかつてこの問題が

山小屋論争で扱われ、井原今朝男氏は階層別に籠る山城が異なる説、笹本正治氏はアジールとして

の山小屋像を提示した。
(13)こ

れらは民衆と戦争の関わりに着目した新視点であったが、井原氏が例

示 した遺構は下位階層の城と断定しきれず、近年では笹本氏も神仏名を冠する山に立地する山城の

多さからアジールに山城を構築 した可能性を述べている。
(1の

対する具体的な遺構検討は少ないが、

三島氏はいくつか遺構解釈にこの視点を導入している。例えば、笹本正治氏説を参考に、削平地群

をもつ山城はいくらかアジール性が残存 して籠 った時点で戦闘が終了 したのではないかとし

た。
(15)ま

た、塩尻市本城の堀切を伴いながらも郭として判然としない平坦地を未整形空間と名づけ

て在地武士主導で民衆が山城に籠った可能性を想定し、小谷村黒川城、塩尻市本山城も類例に挙げ

ている。
C①

しかし、このような視点は重要ではあるが、遺構自体からの検証は難しい。遺構と対比

させて積極的に評価しようとした三島氏の指摘も、削平地群と未整形空間の関係が不明瞭であるこ

と、未整形空間の位置が多様な点は問題が残る。また、長野県では山城の少ない地域もあり、こう

した問題を山城 (非拠点的城郭)に限定して捉えるべきかも議論する必要があろう。

Ⅲ 地形・歴史的環境の概要

今回検討する地域は長野県北西部の松本平と呼ばれる盆地北部にあたる。西側は北アルプスとそ

の前山の急峻な山地、東側は低い山地に区切られ、北端は狭陰な谷で日本海に連絡する。盆地内は

北から南へ緩やかに傾斜 して中央東よりに高瀬川が南流し、東側山麓には河岸段丘、盆地西山麓に
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は広大な扇状地が発達する。なお、東側山地は第 3紀堆積岩からなる崩れやすい岩相であるが、意

外と狭いながら平坦地が点在し、小規模な畑・集落・水田も認められる。

次に歴史環境の概要を紹介する。
(1つ

平安末期、大町市周辺には仁科厨 (仁科庄)、 穂高町周辺に

矢原厨 (矢原庄)が成立 しており、仁科厨では庄全域に影響力をもつ仁科氏が成長 したが、
(1の

矢原

厨は細萱氏などの中小武士が散在する地域となった。仁科氏は鎌倉時代の承久の乱以後の動向が不

明ながら、南北朝期～室町時代に府中 (現松本市)の守護小笠原氏勢力伸張に対抗する一揆衆の盟

主となり、大塔合戦でも反守護方として大町市周辺から矢原庄北部の地名を冠する武士と共に戦っ

た。
(1の

そして、仁科氏は守護小笠原氏の内紛に乗じて勢力を拡大するが、
°①

穂高で小笠原氏に戦い

敗れ、姻戚関係を結ぶ。こうして小笠原氏とのバランスが保たれることになるが、この時期以後に

一族を南部周縁部へ分出させている。
(21)と ころが武田氏の侵攻を迎えて様相が一変する。小笠原氏

は敗れて逃走し、武田氏に従った仁科氏も反抗の嫌疑から切腹させられて滅亡する。
°2)そ

の名跡と

旧来の家臣団は武田一族から迎えた仁科盛信に継がれるが、盛信も伊那高遠で織田軍に敗れる。そ

の後、織田信長 も滅亡 して混沌とした時代のなかで府中を回復した小笠原貞慶は一部を除く旧仁科

氏家臣団を支配下に組み入れ、
(2の

北信から侵入 してきた上杉景勝との戦いを繰り広げていく。やが

て小笠原氏移封を迎えて旧仁科家臣団の武士たちも転出していった。

上記が歴史環境の概要であるが、このなかで戦闘が激化 したのは南北朝期、守護小笠原氏と仁科

氏が争う室町時代、武田氏の侵攻時期、後期小笠原氏支配波及期、後期小笠原氏支配時代の上杉氏

との戦闘期である。なかでも武田氏侵攻時と武田氏滅亡後～小笠原氏復帰前後が最も緊張した時期

であり、仁科氏一族内も対応がバラバラとなった。

Ⅳ 北安曇南部域の山城分析

ここでは山城を分類 し、各分類の分布状況から山城のあり方を考える。今回は限定的な地域を扱

うにあたり、対象地内の山城をできる限り取り上げた。
(2の

(1)山城の分類

防御施設は山城に最も特長的な遺構で、地の利を生かした個性的な山城を分類する上で有効な観

点ではあるが、今回の調査で郭構成が類似する山城が複数認められたことから郭構成に注目してみ

た。これは郭が山城機能を具体的に表現 し、地表面観察でも比較的認識しやすい利点があると考え

たことにもよる。ただし、中型以上の山城では郭構成からの細分類も可能なものの、それ以外の山

城は構成郭数の少なさなどからあまり有効ではないところがある。そこで、不明瞭山城・小型山城

・中型以上山城に3大別した上で考えてみた。
(25)

① 山城の分類

ア 不明瞭山城

主郭部にあたる人工平坦地のみか、若干の削平地状施設を付設する単純な形態である。単純な構

成故に認定に問題を残すものも多く、ここでは疑問視されるものや遺構が不明瞭なものも触れてお
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第 1図 不明瞭山域
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く。これらの遺構は盆地東縁部の

大町市南東部～池田町にかけて多

く分布するが、大町市飯綱城・松

川村鼠穴城のように単独で存在す

るものもある。尾根上の小 ピーク

に立地するものが多く、形態的に

は田の入城 Bの ような主郭にあ

たる頂部平坦地のみの城、中島城

・白駒城・飯綱城・鼠穴城のよう

な長方形・楕円形の人工的平坦地

に若干の削平地状整地を付設する

20   30   40   50   60   70   80

第 2図 主郭規模グラフ
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長軸

もの、城の峰城のように平坦地内中央に堀を配置 して 2つ の空間に分割されるものがある。ただ

し、城の峰城以外は防御施設が不明瞭であり、山中の堂跡・神社・祠の可能性も残る。
(26)ま

た、関

係は判然としないが、 この形態は堀切・土塁を加えると中型以上 Ib類に類似 し、中型以上山城 I

・Ⅱ・Ⅲ類の尾根先端に本類と類似 した壇状郭が認められる例 (駒沢城・観勝院山城・西山城 B

など)がある。なお、本類は付属する削平地群が少ないために全体規模は小さいが、主郭部にあた

る平坦地は中型以上山城の主郭規模と遜色ない。

次に山城とされるが不明瞭なものである。主郭部にあたる平坦地が不明瞭で山腹の削平地のみが

顕著に認められる例として鵜山城 B・ 滝沢城・田の入城 Aがある。鵜山城 Bは宮坂氏によって山

城の可能性が指摘された
(27)も ので、 南側斜面が崩落したと思われる狭い尾根に立地する。主郭に

あたる平坦地はなく、尾根直下に細長い帯状削平地のみがある。滝沢城は山腹に道状の帯状削平地

があり、その上部付近に狭い削平地群が連続する。主郭は崩落で滅消したとされるが、山腹の削平

地群と尾根頂部中間に遺構が認められない。一般的に主郭前面には何らかの遺構が連続的に配置さ

れることからするとこの遺構は城郭遺跡ではなく、畑跡の可能性もある。田の入城 Aは半分以上

が崩落して頂部付近にわずかな帯状削平地が残る。これらは城郭遺跡なのか判断に迷うが、残存部

からして中型以上山城とは明らかに形態が異なる。また、池田町鵜山城 Aは長野県中世城郭分布

調査報告書
(28)ゃ

池田町遺跡分布図
°9)で

山城とされるが、山頂部は自然地形の広い平坦地のみで遺

構は判然としない。平坦地中央に 1辺 4m前後の方形基壇があるが、これは祠跡と思われ、尾根

続きにある土塁状盛りあがりも先端は自然地形の尾根に続 く。余り手を加えない臨時の城かもしれ

ないが、山城と断じる材料もない。

以上のように本類は堀切・削平地などの防御施設が不明瞭で単純な構成が多 く、山城との認定が

難しいものもある。山城とすれば頂部平坦地を中心とするもので、堀切・削平地といった防御施設

が少なく、その配置にも空間処理の思想を余り感 じない。

イ 小型山城

小型城郭施設は細い尾根途中の小 ピークに立地 し、背後を堀切で遮断した主郭を中心に前方に虎

一-275-―



北安曇郡南部の山城

ン
大崎城 B

▼
清水城 猿ケ城0                      100m

第3図 小型山城

口施設 ? と削平地若干を付属させるもので、単独存在の小型山城と、中型以上山城の支城と捉え

たものがある。ここでは前者のみを小型山城とするが、支城も併せて触れる。小型山城は大町市南

西部常磐地区の清水城・大崎城 Bの 2城、大町市北部木崎湖近 くの猿ケ城 1城があるg削平地は

尾根上のみでなく、斜面いずれかに偏って展開し、尾根左右が対称にはならないものもある。類例

が少なく細分は難 しいが、削平地が尾根上に比較的単線的に展開するもの (清水城・大崎城 B)

と、斜面側に大きく展開するもの (猿ケ城)があり、後者では長大な連続堀切を伴って主郭直下の

虎田部周辺の造作がやや複雑である。防御施設のあり方は中型以上 I～Ⅲ類の山城に類似 し、特に

猿ケ城のような連続堀切は中型以上山城Ⅲ類にもある。この小型山城は数が少ないことから特殊な

機能や条件下に構築された可能性がある。

次に支城と思われる城郭施設であるが、大町市木舟城と松川村観勝院山城、千見城などに認めら

れる。木舟城には枝尾根上に離れて位置する城郭施設 (G・ F)、 広大な城郭内部に取り込まれた副

主郭的な施設 (E・ D)、 主要部背後の尾根上に離れて位置するもの (H=青木城と呼称される部

分)がある。木舟城自体は南側尾根に主郭、北側に広い平坦地を配置する構成であり、G・ Fが南

側に、 E・ Dが北側に配置される点は山城全体の構造に規定されたものだろう。支城と判断した理

由もここにある。 G・ F支城はやや独立 した体裁をとるが、削平地の数は小型山城より少なく、 E

・Dは北城の平坦地を取り囲んだ尾根上にあって城郭外側 (尾根先端側)に堀切を配置し、Eの場

合は城郭内部側に削平地をもつ。観勝院山城は中型山城背後のやや離れた枝尾根分岐地点に小型城

郭施設があり、木舟城背後の城郭施設 (青木城)に類似する施設である。いずれも背後に土塁と堀

切を付設 した平坦地からなり、城本体側は削平地などがあまりない。山城本体側の防御施設が弱い

ことから中型以上の山城背後の防御を補完する施設と判断した。また、千見城は沢に最も近い枝尾

根に小規模な城郭施設を配する。城本体とは急傾斜地と大きな堀切で遮断されるが、かつて民家の

あった平坦地への降り口にあたっている。 なお、 大崎城 Bは中規模以上の大崎城 Aの尾根先端に

あって、防御施設も個別に配置されることから異なる山城と捉えた。

ウ 中型以上の山城
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北安曇郡南部の山城

中型以上の山城は全長約80m以上で、主郭と類似規模の郭 2つ以上よりなる。今回、尾根を若

干直線的に修正 した郭配置図を作成 して比較 してみたところ、郭配置が類似する数グループが想定

しえた。以下には郭配置による細分類を述べる。

I類  削平地・広郭を連続的に配置するタイプで、大規模な堀切や切岸で城郭内を分割しない。

さらに 3種に細分 してみた。

― a.削平地群と広めの郭を連続的に配置する。ただし、尾根先端に広めの郭を配置し、全体

として削平地群一広郭―削平地群―広郭・主郭というように規模の異なる郭が繰り返 し現れ

る。また、木舟城では狭い部分に土塁を付設させた虎口状施設が認められる。削平地の多さ

からも相対的に規模が大きく、 特に木舟城は支城を複数配置した突出した規模を誇る。 (大

町市駒沢城・大町市木舟城 B)

― b.広い主郭部と2～ 3のやや不明瞭な削平地状の郭で構成される。主郭は大部分が緩傾斜

地で、削平地群も特定方向以外は不明瞭である。全般的に Ia類に類似 した形態であるが、

郭内をやや不明瞭な堀状遺構で区切る様相はⅡ類にも通 じる。池田町花商城の 1例のみで分

類に不安があり、 Ia類かⅡ類の変形かもしれない。(池田町花商城)

一 C.主郭周辺は若干の広郭からなるが、大部分は多数の小郭・削平地群で構成される。堀切

・切岸で城内を区切らないが、削平地群はいくつかの部分に分けられるようだ。 1例のみで

分類に不安を残すが、 Ia・ b類 と異なる様相から1分類とした。(穂高町小岩嶽城)G①

Ⅱ類  Ia類 同様に削平地群と広めの郭を連続的に配置するが、複数の堀切で内部を区切る特色

をもつ。しか し、堀切で区切 られた尾根上の郭間に大差なく、主郭の特定に迷 うものもあ

る。本類の立地する尾根は高低差があまりないために堀切を多用したのだろうか。大町市南

西部から松川村にかけて分布 して一群をなす。なお、西山城 Bは Ⅱ類的様相を残 したⅢ類

とみられる6(松川村観勝院山城・大町市大崎城 A)

Ⅲ類  城内中間に設置された 1本の堀切を挟んで、上方に若干の郭と主郭からなる主郭部、先端

側に削平地群を配する二大別構成の城である。大町市南部から穂高町・堀金村・池田町の南

部に散在して数も多く、郭構成が規則的で広域に認められる特色がある。主郭部は主郭と 2

～ 3の付属郭からなり、主郭直下に比高差が小さい郭を併設する場合もある。また、主郭部

周辺に虎口施設として小平場をもつ例が多い。西山城 Bは Ⅱ類と重なる特色をもつが、構

成から本類に含む。なお、三島氏は本類に含まれる丹生子城の検討から前面の削平地群が古

形態を残 した部分で、主郭部が改築部分とした。 これについて後に検討する。 (大町市丹生

子城・同西山城 B・ 松川村布上城・池田町渋田見城・堀金村岩原城)

Ⅳ類  本類もⅢ類同様に堀切で城内が三分され、下方に削平地群を配置する。ただし、主郭部前

に堀切で区切られた小郭があり、主郭周囲を横堀で画して広めの付属郭を主郭背後に置く。

主郭へは尾根上を直線的に登らず、横堀で一旦背後郭へ迂回させて主郭に至るルートかもし

れない。 この横堀はV類と本類のみに認められる。本類は西山城 Aのみあるが、 I・ Ⅲ類

とV類の中間的様相である。(大町市西山城 A)
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北安曇郡南部の山城

V類  Ⅳ類同様に主郭周辺を横堀で区切るか、離れて位置する広郭二つからなる。削平地を伴わ

ないか少なく、周囲を堀などで区切って城郭範囲が比較的明瞭である。虎口施設も明瞭で、

主郭部には土塁が全周せず入口側に顕著に配置される。 防御施設は竪堀が顕著である。 (大

町市木舟城 A、 白馬村三日市場城)

Ⅵ類  削平地群を伴わない広郭のみで構成される。V類同様、尾根先端に堀切を配置するなど城

域を明確にする特色を併せ持つ。千見城のみがある。主郭の両脇に広郭を隣接させ、尾根先

端側に大きな切岸で隔てた長 く広い郭を配置する。主郭と隣接 した郭を主郭部、大切岸で隔

てられた尾根先端側の長い郭が削平地群に対応 しえるならば、Ⅲ類と類似 した郭構成と見 ら

れなくもない。なお、各郭内部は土塁などで細分されており、多様な諸施設が配置されてい

たと思われる。(美麻村千見城)

② 防御施設との関係

上記の郭構成分類と防御施設には厳密ではないが、緩やかな関係が窺える。まず、 I類は背後を

堀切で遮断して先端側に削平地群を配置し、規模の大きな木舟城 Bではこれが 2回繰 り返される。

Ⅱ類は I類に堀切を加えたものとなる。 I・ Ⅱ類の主郭背後の堀切は 1本と2本があるが、 2本設

置される場合では連続せずに若干距離をおく。また、堀切と小削平地を併用する例も多い。 I・ Ⅱ

類の虎回は判然としないものが多いが、 Ia類木舟城 Bに は狭い尾根部分を土塁で遮断し、その脇

から入るようにした箇所がある。

Ⅲ類は先端の削平地群と連続堀切が特長的であり、背後の堀切は大規模で一部は斜面に垂下 して

竪堀となるものがある。丹生子城・布上城・岩原城では主郭側面に複数の竪堀が認められるが、西

山城 B・ 渋田見城も側面に竪堀状の複数の溝状落ち込みがある。遺構か侵食か判然としないが、遺

構ならばⅢ類に普遍的な施設となる。Ⅲ類の削平地群は古形態の残存とされるが、
(15)同

時存在の施

設か、機能を喪失 した施設かは判断がつかなかった。なお、千見城先端の連続堀切はⅢ類岩原城に

も認められる。Ⅳ・V類は主郭や付属郭周辺に配される横堀が特長的ながら、Ⅳ類は削平地があっ

て竪堀がなく、V類は放射状の竪堀が顕著ながら削平地がない。Ⅲ～Ⅵ類虎回は主郭部や直下郭に

狭い平場を設けたものが多 く、V類三日市場城では桝形とも思われる小郭がある。なお、今回検討

した山城に石垣は認められない。

以上のように郭構成分類と防御施設には一定の傾向が認められ、三島氏が指摘したように本分類

も時期差・構築主体差を表現 している可能性がある。しかし、防御施設と本論分類が一致 しない例

もある。それは I・ Ⅱ類に似た背後の遮断施設をもつⅢ類布上城、Ⅱ類に多い城内堀切をもつⅢ類

西山城 Bな ど改築によると推測されるものもあるが、それ以外に判断のつかないものがある。例

えば、 Ic類小岩嶽城には浅いながらもⅢ類・Ⅵ類に多い連続堀切がある。一方、Ⅲ類渋田見城・

布上城は他のⅢ類のような連続堀切を伴わない。これは防御施設の選択によるか、
(31)Ⅲ

類型郭の配

置と防御施設には時期差かが考えられ、Ⅲ類の構造解釈の問題に関連する。また、次に述べるよう

に郭構成分類相互の関係で比較すると防御施設との関係では若干ずれもある。これらの問題と三島

氏の防御施設分類との対比については後述する。
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③ 郭構成分類相互の関係

先の各分類は全 く異なるものはなく重なりあう類似点がある。これは時代性や系統関係を表現

し、山城の改築を考える材料になると思われるので整理 してみたい。上記分類を通 してみると構成

郭と、城域設定・登城ルートに関わる郭配列に一定の傾向が窺える。まず、不明瞭山城は主郭部に

あたる平坦地が主要素であり、城域も不明瞭で登城ルートに重点的な防御施設の配置もない。これ

に対して小型・中型以上山城は背後を遮断し、尾根・斜面いずれか側に遺構が偏って配置されるよ

うに、主郭部に至る一定の郭配置の流れがある。さらに、前面に削平地群―広めの郭を配置するも

の (I～Ⅳ類、小型山城)と、横堀・縦堀・堀切などの遮断施設で城周囲を区切るもの (V・ Ⅵ

類)があり、前者では更に階梯的に主郭に至る構成ながら、削平地群―広郭の組み合わせが繰り返

される I・ Ⅱ類と、掘切で主郭部と削平地群に 2大別されるⅢ OⅣ類に分けられる。また、周囲に

遮断施設を配置して城範囲を明示するV・ Ⅵ類は相対的に広郭で構成される共通点がある。

一方、防御施設との関係でいえば、Ⅳ・V類は横堀をもつ共通点があり、Ⅲ類の一部とⅥ類に尾

根先端側を連続堀切で区切るものがある。上記の郭構成分類との比較でもI・ Ⅱ類は近い関係とす

る点は問題ないが、郭構成が類似するⅢ・Ⅳ類やV・ Ⅵ類も、防御施設からみるとⅣ・V類、Ⅲ・

Ⅵ類がより近いというずれを生 じる。このずれをどのように捉えるか問題となる。いずれにしろ、

ここでは上記の関係を次のように捉えておく。

正面が不明瞭 不明瞭山城

正面が明瞭 Ⅱ類

周囲に遮断施設― 広郭で構成

(2)分布状況の検討

当地域の山城は分類毎に固有の分布域があり、一方で異類山城が集中する地点も認められる。こ

こでは分布におけるこの二つの特長に注目してみたい。

① 同類山城分布にみられる小地域

当地域では各分類毎に山城の分布域が異なる。不明瞭山城は大町市南東部～池田町に多く、中型

以上の Ia・ b類 は現大町市の高瀬川東北部、Ⅱ類は大町市南西部から松川村西部に集中する。Ⅲ

類は池田町～松川村以南の南部域に散在的に分布 し、一部不明瞭山城やⅡ類山城と重なって分布す

る。小型山城は普遍的に分布せず、大町市南西部 2例 と北部 1例 のみある。これ以外は単独存在

で、 Ic類 はⅡ類分布域南部、Ⅳ類はⅡ類分布域内、V類は Ia類分布域内にある。なお、 V類の

一部とⅥ類は分類のために取り上げたものの、検討対象地域から離れている。

上記の分布状況から3つ の地域が想定 しえる。まず、高瀬川以北を中心とする現大町市北東部で

中型以上V類
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ある。ここは木舟城を代表とする大規模

Ia類山城が中心で、相対的に山城が少

ない (A地域)。 次に、高瀬川東側の大

町市南端～池田町である。全体的に不明

瞭山城が多く、曖昧な山城も含めると 2

km以内に 1基づつ分布する (B地域)。

この B地域の中型以上の山城は北部に

Ib類花商城、南端付近にⅢ類渋田見城

のみがある。最後は高瀬川西側の大町市

南西部から松川村・穂高町・堀金村であ

る。ここは中型以上Ⅱ・Ⅲ類の山城が多

く、逆に不明瞭山城や I類山城が少ない

(C地域)。 この C地域 はⅡ類山城・小

型山城が 1～ 2kmご とに分布する北部

と、Ⅲ類・ Ib類が 2～ 3km毎 にやや

離れて分布する南部に区分 しえる可能性

もある。上記地域区分は時期差を考慮 し

ておらず境界線も曖昧ながら、一定の共

通様相をもつ小地域と認定 しうると思わ

れる。

② 異類山城の集中地点

一定距離をおいて単独で存在する山城

が多いなかで、同一尾根や隣接尾根に山

城が近接する例がある。これは異形態の

山城が併存 じ、同一山城を改変せずに新

たに別城を構築したと思われるものであ

る。組み合わせは数種類ある。まず、低

位に小型の大崎城 B・ 高所に中型以上Ⅱ

類大崎城 Aを配する大崎城例である。

低位に小型山城を配する例は他になく、

付近に単独小型山城の清水城があること

から、中型以上Ⅱ類と清水城・大崎城 B

小型山城は異時期の可能性が高い。な

お、同 じC地域の観勝院山城は高所に

小型山城があるが、これは支城 と捉え

口

個

ヽ
A

無 23ロ
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＼ヽ
ヽ
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(調査分のみ記入)

一-286-一



北安曇郡南部の山城

た。

次に中型以上の類似規模で異形態の山城併存例である。高所 AにⅣ類、低位 Bに (Ⅱ →)血類

を配置する西山城、支城や副主郭的な小城郭を有 しながら下位 Bに Ia類、高所 Aに V類山城を

配置する木舟城がある。いずれも系統的に近いと思われるⅣ・V類が高所に位置する。このⅣ・V
類は数も少なく立地も独特で、特殊な山城と思われる。木舟城が A―B地域、西山城が A―C地域

境近 くに立地する点も示唆的である。 また、木舟城と近接する丹生子城を加えた Ia・ V・ Ⅲ類の

組み合わせは西山城の (Ⅱ )・ Ⅳ・Ⅲ類にほぼ対応させてみることができる。

このように異形態・異規模の山城の集中地点は先の小地域境に多 く、異なる構築者が何 らかの理

由で近接地点にそれぞれ山城を構築 した可能性があり、同じ山城を改築せずに新築 したと思われる

点は注意される。同一、あるいは関連 した構築者でない限り、古い山城を直接利用 しない約束があ

ったのだろうか。
(32)な

お、Ⅵ類千見城は郡境=大地域境にあってⅣ・V類のあり方に近 く、文献記

録では同城を上杉氏と小笠原氏が取り合っている。

③ 史料からみた地域性

上記の地域性を歴史的背景から考えてみたい。明応十年 (1501)『三宮穂高社御造宮定日記』 に

は旧矢原庄内にある穂高神社造営郷名が記載されるが、このなかで最北にあたる池田町正 (庄)科
・大町市常磐菅 (須)沼が旧矢原庄域北限とされ、

°3)こ
の旧矢原庄域北隣の現大町市高瀬川北・東

部が国人仁科氏の本拠地―旧仁科庄域である。武士の名字からすると旧矢原庄北部には大塔合戦時

に仁科氏に従った在地武士が分布 し、その南の矢原庄中部には16世紀前後に分出した仁科一族 (渋

田見・穂高・堀金・古厩氏)が点在する。このように武田氏侵入以前には仁科氏の本拠地を中核と

し、周囲に仁科氏に従う武士、その外縁部に分出した仁科氏一族が点在する同心円構成ができたよ

うだ。ただし、天正六・七年下諏訪春秋宮造宮帳では仁科氏に従う等々力氏の「等々力」は「矢原

庄」と記され、仁科一族などの拠点郷が「仁科之内」「仁科領之内矢原庄」「仁科領矢原庄之内」と

記されるのと異なる
(34)点

は注意される。これは武田時代の記録なので往時の状況そのままとはい

えないが、同心円構成は仁科氏の一円支配を示すものではなく、多様な集団領域をモザイク状に含

む緩いものであったのだろう。なおく同文書では「仁科領」と記される古厩・耳塚・大穴も、先立

つ長享二年 (1488)『春秋之宮造宮次第』では何も記されないが、同文書で大和田・松川 (現松川

村北部)が「仁科之内」と記される。15世紀末では大和田・松川まで仁科氏が直接影響を及ぼせる

範囲であったことを示すのだろう。

上記は門外漢ゆえに十分理解できていないところもあるが、山城分布からみた小地域と対比する

とA地帯は仁科氏本拠地、B・ C地域北部は旧矢原庄内で仁科氏と関連が深い土豪分布域、B・ C

南部が戦国時代に分出した仁科氏一族の散在地域に当たる。 BOC地域の差については、 C地区北

部の大和田・松川が早い段階から仁科氏の関連する地域で、須沼・矢口・清水・大和田等の武士も

知られるが、B地域では堀内氏以外は判然としないことも関連するのだろうか。
(3D

また、穂高氏や等々力氏など平地を本拠として周囲に対比 しうる山城がない武士もいるが、B0

C地域の中型以上山城は仁科一族などの一定以上の武士分布に対応 しているようにみえる。一方
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※黒丸は穂高神社関連
文書のみに現れる郷

古厩

古厩

Ａ
地
域

で、有力武士が少ない B地域に不明瞭山城が

多く分布する傾向はパラレルな関係とも思われ

る。ただ し、中型以上の山城が卓越するC地

域では郷と山城の分布は必ずしも対応 しておら

ず、郷が固有の山城を保有するという一般論は

想定 しえない。むしろ、C地域では郷が中型以

上の山城を保有 した武士 と関連をもっていた

か、一方の不明瞭山城はより下位の武士 ? の

所産で郷は固有の城を持たないと考えたほうが

良いように思われる。また、天正六・七年の諏

訪大社関係文書で「仁科之内」とされる渋田見

周辺郷には不明瞭山城と中型渋田見城が近接す

るが、渋田見城が渋田見氏の所有とできるなら

ば、不明瞭山城は渋田見城以前の可能性もでて

くる。
(36)

上記でみたように室町～戦国時代前半は微視

的には多様な郷がモザイク状に分布 しなが ら

も、国人仁科氏を中核として親類・土豪などが

同心円的構成を取って分布 し、この地域社会の

あり様が山城の地域性に反映されたと思われ

る。また、このような多様な集団の存在を反映

して最も多くの山城が構築されたのではないだ

ろうか。

(3)山城の時期比定

次に、分布状況を時期別に整理するために山

城年代を検討する。当地域では山城の発掘調査

例がなく、遺構・遺物からの年代推測はかなわ

ない。そこで、いくつかの仮説から各分類の前

後関係を導き出すと共に、歴史的背景と分布状

況から年代を推測したい。

正科

堀の内

中島

滝沢

渋田見
笏

中之郷

Ｂ
地
域

Ｃ
地
域

第11図 郷分布と山城小地域

① 相対的時間差

主郭は山城内最高所に位置する中心部であり、改築に際しては手が加えられる確率が高く (=新

しい)、 逆に主郭から離れる先端部等ほど古形態を残す可能性が考えられる。Ⅲ類西山城 Bは内部

にⅡ類と共通 した堀切、尾根先端に I類や不明瞭山城と類似 した壇状部があるが、主郭周囲はⅢ類

の構成である。このことからⅡ類山城がⅢ類に改築されたと思われ、(壇状部→ ?)(I)Ⅱ 類→Ⅲ

ミ松jil
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類の変遷が推測される。また、布上城は主郭背後に大きな堀切をもつが、その尾根続きにやや不明

瞭な削平地状の平地と浅い堀切がある。 この施設はⅡ類や Ia類に多く認められ、改築の残存とす

ると Ia・ Ⅱ→Ⅲ類と推測される。これらは先端部の削平地群を古形態とした三島氏の指摘にも一

致するが、
°7)血 .Ⅳ類に改築された時に削平地群が機能を喪失 していたか断じきれない。ここでは

主郭部周辺の改築の可能性から (I)Ⅱ類→Ⅲ類への変遷を推測しておく。

なお、同一尾根に複数山城がある例では高所ほど防御的に優位であることから、低位城郭より後

出する可能性が想定されるが、他の観点から矛盾を生 じるものもあって参考程度にしか扱えない。

まず、大崎城は下位に小型城郭、高所にⅡ類山城がある。上記からすると低位の城が古いと思われ

るが、類例がないため積極的に断定する根拠は弱い。木舟城は高所にV類、低位に Ia類があり、

両者は連続的に位置するので Ia→V類 と予想される。西山城もV類 と系統的に近いⅣ類が上位に

あってⅡ→Ⅳ類と推測される。Ⅳ・V類が高所に位置する例が 2例あり、後述する他の観点からみ

てもIa・ Ⅱ類に後出する推測は矛盾ない。 しかし、西山城は低位 Bが Ⅱ類→Ⅲ類に改築された後

に高所Ⅳ類が新たに構築されたとするのは問題である。すなわち、三島氏は後期小笠原氏の特色と

した連続堀切はⅢ類に多く、武田氏系と思われるⅣ類が後出するとなると年代的矛盾を生 じる。と

ころで、 西山城はⅡ→Ⅲ類の Bと Ⅳ類の Aが近接するが、 類似 した配置は木舟城・丹生子城の関

係に当てはめられる。何れもIa・ Ⅱ類と背後にⅣ・V類、古山城を改変 したⅢ類中型以上山城が

近接する山城の集中地点にあたり、組み合わせの類似は同様の変遷をたどった可能性を示す。木舟

城の場合、 Ia・ v類の連続的位置関係からIa→ V類へ継続的関係とみられ、 Ia類が古い所産と

推定 しうるので、離れて位置するⅢ類丹生子城は Ia→ v類木舟城に後出する可能性が高い。 この

推測を西山城に当てはめると、Ⅱ→Ⅳ類からⅡ類山城部分がⅢ類に改築 した可能性が浮かび、この

ほうが矛盾はない。

上記からI・ Ⅱ類→Ⅳ・V類→ (Ic?0)Ⅲ 類の変遷が想定 しえると思われる。ただ、 I・ Ⅱ

類、Ⅲ・ IceⅥ類の関係や小型山城・不明瞭山城の時間的位置の詳細は不明である。

② 山城の改築

先の改築状況や前後関係の推測からすると、すべての山城が改築を経て通時的に維持されていな

いことに気づ く。例えば、A地域やBOC地域北部に多い Ia・ Ib・ Ⅱ類山城は古形態のままと

なり、改築されず廃絶したと考えられる。また、木舟城では Ia→ V類、西山城ではⅡ類山城の背

後にⅣ類山城が構築されたと推測 したが、Ⅳ・V類は Ia・ b、 Ⅱ類を直接改変せずに背後に新築

したことになり、
(38)こ のⅣ・V類 はⅢ・Ⅵ類へ改築された形跡もなく、継承もされなかったよう

だ。Ⅲ類は形態解釈の問題があって改変のあり方や古形態はよくわからないところがあるが、西山

城や布上城はⅡ類が前身とみられる。このなかで I・ Ⅱ類→Ⅲ類へ変化する山城が比較的長期に改

築・維持された山城とみられることになる。このような同一山城の改築は同一 (関係)構築者の可

能性が高く、数の多さからもI・ Ⅱ・Ⅲ類は在地武士が構築主体と思われる。ただし、Ⅲ類は B・

C地域南部に多 く、 I・ Ⅱ類の分布と若干ずれている点は注意される。これに対 して継承性が窺え

ないⅣ・V・ Ⅵ類は異質な存在で、在地武士固有のものではないと考えたほうが良い。
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③ 山城の年代

ここでは中型以上山城を中心に、相対的時間差の推定に加え、文献史料や山城分布と歴史状況の

対比から概略の年代を推測する。 tt a・ Ib・ Ⅱ類は改変されずに古形態のまま廃絶 したと推測 し

たが、これらが主体的に分布するA～BOC地域北部は仁科氏本拠地とその周囲にあたることから

仁科氏の所産で、その滅亡によって山城が廃絶された可能性が浮かぶ。仁科本家の盛政が武田信玄

に切腹させられたのは永禄十年 (1567)～ 同十二年 (1569)と され、 Ia類 はそれ以前の可能性が

ある。
(39)Ⅱ

類の年代は、背後にⅣ類をもつ西山城例が類似系統のV類を配する Ia類木舟城とほぼ

同じ変化をたどったとみられること、分布域のあり方からIa・ b類 と近似時期と思われる。

Ic類小岩嶽城は天文二十年 (1551)武田氏による宿城放火、同二十一年の落城、天正十一年に

小笠原氏が古厩氏を遊殺 した後に城内 (宿城 ?)の兵糧を搬出した記録がある。また、先述 した長

享二年 (1488)『春秋之宮造宮次第』では古厩氏の関わる古厩・耳塚には但し書きがないが、天正

六・七年の諏訪関係文書では「仁科領」と記される。このことから古厩氏が仁科氏から分出したの

は長享二年 (1488)を 遡らないように思われ、近世家系図で古厩氏が仁科盛国の三男―盛兼を祖と

して永正年間 (1503)～ 大永年間 (1531)に 分出したとする点は矛盾ない。
(40)上

記史料からIc類

小岩嶽城は16世紀中頃には何らかの山城が存在し、それは遡っても古厩氏が分出したと思われる15

世紀末～16世紀前半を上限とするだろう。

次に後続すると捉えたⅣ・V類である。V類木舟城 Aは Ia類木舟城 Bを前提に構築されたと

考えると、 Ia類下限の永禄十年 (1567)～ 同十二年 (1569)を遡らないとみられる。また、三島

氏の指摘するように類似山城が仁科・小笠原氏支配域を越えて分布 し、広域政権=武田氏系とする

点も賛同できる。従って、下限は武田氏滅亡の天正十年 (1582)と 思われる。ただし、竪堀が顕著

でなく削平地群主体のⅣ類と、削平地群がなく竪堀が顕著なV類は若干時間差が考えられる。

続くⅢ類である。先述 したようにⅣ・V類より後出する可能性から、上限は武田氏滅亡の天正十

年 (1582)と 思われる。Ⅲ類の岩原城先端の連続堀切はⅥ類千見城にもあり、千見城が天正十年～

十七年 (1589)前 後の文献に頻繁 に現れることも矛盾がない。ただ、丹生子城 は天文二十年

(1551)村上氏によって攻撃を受け、 渋田見城の渋田見氏は16世紀前半に仁科氏から分出した可能

性からするとⅢ類丹生子城・渋田見城は16世紀前半に何 らかの城郭施設が存在 していたようだ。な

お、古厩氏の Ic類小岩嶽城は天正十一年『古厩小屋』 (宿城 ?)の記載が知 られ、小岩嶽城がⅢ

類へ改変されなかったとすればⅢ類は天正十一年以後に出現することになる。 しかし、山城利用状

況が不明であること、小岩嶽城の分類上の問題があって断定は保留 したい。

Ⅵ類千見城は遺構自体から実年代を導きだせないが、小笠原・上杉氏の戦闘激化する天正十一年

(1583)～天正十七年 (1589)に 古文書に数多く現れ、天正十四年には小笠原氏によって普請が行

われている。このことから城の最終形態は16世紀末と推測 しておく。

小型山城は時期を特定しえなかったが、普遍的な存在ではなく、多様な時期の所産があると思わ

れる。猿ケ城は防御施設の類似からⅢ類に近い時期とみられ、清水城・大崎城 Bは子細不明なが

らⅡ類と同時存在せず、形態的特長からIa類よりも遡ることはないとしかわからない。また、不
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明瞭山城はB地域に多 く、中型山城 と相対的に分布

することや、Ⅲ類渋田見城が B地域に所在する点か

ら、 I・ Ⅱ類と近似時期ながらやや先行する時期を含

む可能性がある。

④ 三島氏の防御施設変遷との比較

最後に三島氏の指摘 した防御施設の変遷と比較 して

みたい。本論の分類は三島氏と異なるが、氏の削平地

群主体の I・ Ⅱ類が在地武士系、Ⅳ・V類が横堀と放

射状竪堀をもつ武田系にあたり、古形態の山城が後期

小笠原氏系に改変されたとする丹生子城はⅢ類に含ま

れる。
Cの

本論の上記までの検討で削平地群が時代と共

に喪失傾向にあること、 I・ Ⅱ類が古形態の在地系武

士の城、Ⅳ・V類が武田氏系の城とする点はほぼ支持

北安曇郡南部の山城

I     I     l     l       ＼

第12図 武田系山城 ?古海城 (信濃町)

しうる。削平地群を伴わない山城はV類が最も古いと推測され、武田氏時代のⅣ―V類間に出現画

期があると思われるが、本論ではV類より後出すると想定 したⅢ類に削平地群を認めるのは型式変

化の方向性から矛盾 し、ここに三島氏の指摘との関係が問題となる。

三島氏はⅢ類丹生子城が削平地群主体の古山城を小笠原氏時代に主郭部を中心に改変 したものと

捉えた。これは城内の堀切を挟んで尾根先端側が多数の削平地群、主郭側が若干の郭と背後の連続

堀切・縦堀が顕著に発達する形態差から導きだされたものである。本論のⅢ類は城郭内を堀切で区

切って前面に削平地群、背後に若干の郭と主郭からなる主郭部を配置する二大別構成を特長とし、

三島氏が後期小笠原氏の特色とする連続堀切や主郭部側面の竪堀が認められる山城も確かに多い。

また、Ⅲ類西山城 Bが Ⅱ類形態を残 したと捉えたように、改築でも古形態部分が滅消 していない

点は三島氏の指摘も肯首 しえるように思われる。 しかし、三島氏が例示した丹生子城は二大別構成

と連続堀切・竪堀がセットになるものの、必ずしも二大別構成と連続堀切・竪堀がセットとは言い

切れないところがあり、削平地群のあり方や二大別構成と連続堀切・竪堀の関係は個々に検討する

必要があると思われる。

まず、削平地群は新 しい時期に喪失 していく傾向が推測されるが、一方でこうした傾向が確認で

きるのは戦国大名のかかわる城である点は注意 したい。Ⅲ類は在地武士の所産が多いと推測 した

が、構築主体が異なることから単系的発展と理解 してよいか不安も残る。更に、近似時期に削平地

をほとんど持たないⅥ類山城がありながら、Ⅵ類のような前面を遮断する施設を設けずに削平地を

残した理由に疑問もある。特に岩原城では削平地群の先端に連続堀切があるが、この堀切は位置的

に削平地群と関連して設置されているようにもみえる。このように削平地群が古段階に限定 しうる

との断定は躊躇されるところがある。

次に二大別構成と連続堀切・竪堀の関係でいえば、Ⅲ類すべてに連続掘切は伴わない。そのた

め、連続堀切が選択的な場合と、両者に採用時期差がある場合も考えられ、採用時期も小笠原氏時
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代か武田氏滅亡直後の混乱期かによっては評価が異なる。これは浅いながらも連続堀切があるもの

の、二対別構成と認めにくい小岩嶽城からすると、二対別構成は連続堀切に後出するように思われ

る。しかし、一方でⅢ類の主郭側面に連続堀切に続く竪堀が認められる例があり、二大別構成は主

郭部の改築によるとすれば、主郭部側面の竪堀は主郭改築以後でなければならなくなる。このよう

に現時点ではいずれとも推測 しうる材料があるが、現時点では決定的な根拠を示し得ない。また、

仁科氏から分出した古厩氏の小岩嶽城がⅢ類でなく、同じ分出した渋田見氏の渋田見城がⅢ類であ

ることからするとⅢ類の成立は古厩氏が小笠原氏に遊殺された時期以後の可能性も浮かぶ。ただ、

この推測からすると小笠原氏は在地武士固有のⅢ類山城と、Ⅵ類のような戦略的城を併用 したこと

になるが、在地武士の山城も改築・維持させる二重構造の理由が説明しにくい。特にⅢ類が在地武

士の所産ならば、武田氏同様に広域的な支配を志向する小笠原氏時代で在地武士の固有山城を肯定

したか疑問も残る。むしろ、武田氏滅亡後の混乱期のほうが妥当かもしれない。Ⅲ類が武田氏滅亡

直後とするとⅢ類の系譜は武田氏系山城にもとめることになる。

上記の問題を解決する鍵は削平地群を伴わないⅢ類主郭部のみの郭構成の山城の有無、
(43)広

域的

にみたⅢ類山城の分布状況にあるだろう。もっとも、本論で前提としたⅢ類がすべて近似時期の所

産かどうか、月ヽ岩嶽城がⅢ類か、同城の背後の堀切が連続堀切・竪堀でないかといった基本認識も

問題が残る。

(4)ま とめ

上記までに北安曇群南部域の山城を分類 し、その分布状況を検討 した。その結果、山城のあり方

からA～Cの小地域が想定され、 そのなかに特定の集中地点があること、 中型以上の山城は Ia・

Ib・ Ⅱ類、Ⅳ→V類、Ⅲ・(Ic)・ Ⅵ類という3段階
1に

変遷すると想定 した。以下には時期毎に

整理 し時期毎の山城のあり方を考えてみたい。

① 16世紀前半以前 (永禄十年 (1567)～ 同十二年 (1569)以前)

中型以上の Ia・ b、 Ⅱ類 (・ 不明瞭山城)山城の時期である。 国人仁科氏が中核的な役割を担

った時期と思われるが、当該期の上限時期は不明であり、細分 しうる可能性も残る。
(44)分

布では仁

科氏本拠地の A地域には中型以上 Ia類、それに隣接 したB地域北部に Ib類、中南部には当該

期か以前と思われる不明瞭山城がある。C地域北部は古 くから仁科氏に従う武士がいた地域である

が、 ここにⅡ類が分布し、南部の仁科一族の分出した地域に Ic類小岩嶽城がある。また、Ⅲ類山

城はⅢ類以前の古形態で存在 していたとみられる。この時期は数郷や単郷を本拠とする武士や国人

仁科氏が個別に山城を構えたことにより数多くの山城が出現 し、
°5)併

せて山城の小地域性が顕在化

したと思われる。

国人仁科氏の本拠地 (A地域)は、少ないながら突出した規模の木舟城とA地域境周辺に若干

の中型山城を配置する特色がある。不明瞭山城は飯綱城 1城含まれるが、単独存在で山城認定を含

めて位置づけは不明である。木舟城は複数支城や副主郭的な施設を内在する巨大な山城で、A地

域の山城の少なさも巨大山城に家臣団共々立て籠る体制によるとみられ、本拠地大町周辺での仁科

氏の支配力の強さを表現している。 また、 A地域境にある駒沢城 (・ 丹生子城)は仁科氏本拠地
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に含まれる可能性があり、仁科家臣や一族の個別山城というより支配域内で一定の役割を担ってい

た可能性がある。西山城 Bも その可能性があるが、西山城 Bは古形態がⅡ類である点で A地域の

I類系とはやや異なる構築背景によると想定される。西山城 Bは仁科氏に従 うC地域北部の武士

集団が構築・維持に関わったのだろうか。このように大規模山城を中核とし、境目周辺に中型山城

を配置する様相が16世紀の国人領主仁科氏の直接支配域での城のありかたとみられる。

一方、有力武士のいないB地域では不明瞭山城が多数分布 し、B地域の一部・C地域では仁科

氏一族・有力武士が中型以上の山城を個別にもったようだ。この B・ C地域ではA地域のように

境目周辺に城を構築せずに一構築者一城と思われる。 もっとも、C地域北部ではⅡ類の分布からす

ると、武士は独立性を保ちながらも何らかの結合もあったと想定しうるもつまり、武士間の繋がり

からⅡ類構築技術の共有があり、この結合の延長に西山城 Bの ような城の構築があるのかもしれ

ない。このような B・ C地域での個別山城の保有は独自性の主張ともいえ、武田氏に反抗 した古厩

氏が小岩嶽城に籠ったこともその一端を示すものだろう。避難のための城であったとしても積極的

にみれば軍事的独立の主張、あるいは自力救済の手段である。こうした独自性を主張 した多様な集

団がモザイク状に分布 したのがこの時期の特性ではないだろうか。もっとも、仁科一族でも山城を

持たない武士もいた。例えば、一族の穂高氏は平地部を拠点としていたが、地形的にも山城は想定

しえない。こうした武士は軍事的緊張が高まった時どのように対応したのかは明らかでないが、独

立性の主張や自己防衛に山城が必須条件でもなかったのだろう。また、不明瞭山城の多いB地域

では下層の武士たちが山城を構築 したと考えたが、中型以上の山城が卓越するC地域では郷の数

に比して不明瞭山城は極端に少ない。このことから村落が独自の山城をもつとは一般化 しえない。

山城を構築するには地形条件の他に、何らかの社会条件があったのだろうか。
(46)

上記の様相は武田氏の支配が及び、仁科氏本家滅亡で転換期を迎える。すなわち、仁科氏本家本

拠地 A地域や BOC地域北部の山城の大部分は古形態のまま廃絶 し、木舟城と西山城背後にはⅣ

・V類山城が構築された。本拠地 A地域境の駒沢・丹生子城背後にⅣ・V類山城は構築されない

が、山城の位置付けが変化 したのだろう。また、Ⅲ類に改変・維持される山城は多いとはいえ、 I

a・ Ib・ Ⅱ類よりも数少なく、山城を継続的に維持 した武士は数が限られ、特に仁科氏本拠地周

辺は軒並み山城が廃絶されたようだ。

② 16世紀後半 (永禄十二年 (1569)～天正十年 (1582))

Ⅳ・V類山城の時期であり、武田氏支配時代にあたると捉えた。Ⅳ・V類は在地に系統をたどり

にくいもので、前段階の山城背後にある特異な立地や、以後の改変がないことも在地武士の所産で

はないと考える。Ⅳ・V類以外の山城や古形態のまま利用された山城の存在は明らかでないが、特

長的な横堀・縦堀は他に認められない。少なくとも武田氏からの直接的技術供与によって在地武士

が固有山城を改築することはなく、武田氏も必要な山城は独自に構築した可能性が高い。Ⅳ・V類

山城は国人仁科氏の中核木舟城や本拠地境の西山城 Bな ど前段階の山城背後に所在するものと、

三日市場城のような前段階の様相が不明瞭なものがあるが、いずれも広域的支配のなかで選択的に

山城を設けたものであろう。
(47)
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また、Ⅳ類とV類の郭構成は大きく異なっているが、広域支配の発展のなかでⅥ類からV類が生

成されたと想定する。Ⅳ・V類の形態差は竪堀と削平地群の有無にあるが、この変化の背景は良 く

わからなかった。憶測ながら、接近戦主体の段階では削平地群が有効であったが、鉄砲などの一定

距離を置いての戦闘が主体となると、できる限り距離をおいて対峙しうるように周囲を遮断する施

設と侵入路を限定する施設の発展と捉えられるかもしれない。いずれにしろ、武田氏時代にⅣ類→

V類 という削平地群を付設しない城郭の出現があったが、Ⅳ類山城が認められるように取捨選択的

に山城を改築・維持 したのかもしれない。もちろん、Ⅳ類の形態も武田氏主導―在地武士施工によ

る変形、武田氏滅亡以後の在地武士山城の部分的な防御施設採用も考える必要があるが、基本的に

Ⅳ・V類山城はⅢ類に改変・継承されず、Ⅲ類の時期には存在意味を失って利用されていないと思

われる。さらに、木舟城や西山城のように古山城背後に所在する独特な立地は在地武士の山城をま

ったく否定していないようにもみえる。
(48)

以上のように武田氏時代は特定機能の山城が限定的に構築されたとみられるが、Ⅳ→V類への形

態変化もより広域的に検討する必要がある。また、長野県では武田氏のかかわるとされる城には長

沼・松代・牧ノ島・松本・岡・高遠・大島城などの平地の政治拠点となる城と、三島氏が指摘 した

Ⅳ・V類などの中型山城、的場城のような大規模山城などがあるが、各種城の機能差についても今

後検討する必要があろう。

③ 16世紀末 (天正十年 (1582)以後)

Ⅲ・Ⅵ類の中型以上の山城と小型山城の一部 (猿 ケ城)が該当し、武田氏滅亡直後から後期小笠

原氏支配時代と推測 した。このなかで類例が少ない小型山城猿ケ城と大規模なⅥ類千見城は領域境

や中間の重要地点にあたる立地場所からも、小笠原氏時代に戦略的な役割を担った城と思われる。

その一方でⅢ類山城の位置を明確にしえずに多くの問題を残 した。すなわち、先述 したように武田

氏滅亡後の混乱期か、後期小笠原氏の所産とするかによっては評価が大きく異なる。このⅢ類は

A―BOC地域境周辺の西山・丹生子城を北限として以南に分布 し、数の多さや I・ Ⅱ類を改築 し

た可能性も残ることから在地武士の所産が多いように思われる。先述 したようにⅢ類が小笠原氏時

代の所産とすれば小笠原氏は在地武士の城と独自な戦略的城の二者を併用 したことになり、一方で

武田氏滅亡後の混乱期とすれば極めて類似 した郭構成の山城がそれぞれ構築されたことになる。こ

れらの問題は郭構成に注目した本論の分類と防御施設から分類する三島氏の観点の違いもあり、子

細は今後の検討によりたい。

V おわりに

長々と地表面観察に基づいて北安曇郡南部域の山城について考えてみた。地表面観察を材料にで

きるだけ矛盾の少ない解釈を手探りで進めてみたが、課題や憶測も多いため実態にどれほど迫れた

か不安が残る。また、筆者の勉強不足から触れられなかった点や誤解、あるいは矛盾も多いのでは

ないかと危惧する。今回の分析では中型以上の山城の大部分が戦国時代前後の所産ながら、室町～
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戦国時代前半の国人仁科氏支配時代 に多様 な集団領域が関係を もちなが らモザイク状 に分布す るな

かで、最 も多 くの城が構築 され、 それを基礎 として戦国大名支配の発展のなかで陶汰 ・新築 された

と捉えた。山城 は戦国時代を通 じて恒常的に維持 されないよ うだ。ただ し、本論で述べた具体的様

相 は広域的に捉え直す必要があ り、 どの地域 に も当てはめ られ るとは言 いがたい。 また、山城 は山

とい う地形的条件 に加え、山があって も普遍的に構築 されない様相 もあ り、必ず しも当時の集団全

般 に不可欠 な施設 とまではいえないように思われる。従 って、山城が どの程度 の往時の普遍的な様

相を体現す るかを考える必要があ り、 こうした条件を踏 まえて検討を進めるべ きか もしれない。

また、今回は三島氏の検討 と対比する形で進めたが、三島氏 の山城の変遷観 は大筋では支持で き

るよ うに思われた。 しか し、 山城の分類観点 の違いか ら微妙 な差を生 じ、 残 した課題 も多 い。 特

に、 Ⅲ類 については山城 の形態が単線的に発展せず、防御施設 も選択余地があった可育レ性も残 る。

さらに、三島氏が小笠原氏の特色 とした諸要素 も複数系統の蓄積 として分解 しうる可能性があ り、

一部 は武田氏時代 に求めるべ き要素 もあるか もしれない。今後、山城 の分類方法を含めて多 くの地

域的な検討のなかで検証が進め られることを願 う。

なお、本論を草す るにあたり、井原今朝男・原明芳 ・小山丈夫 ・島田哲男 ・西山克己 0市川桂子

各氏 にはさまざま便宜 ・助言 ・資料提供 いただいた。記 して感謝の意を表 したい。

註 1 三島正之氏は安曇 。松塩筑地域の山城をめぐる一連の論考のなかで各形態別分布と戦国時代武士の支配領域

の関係に触れている。(文献17～ 21)

註 2 地方領主を偶像的にみたり、軍人などによる戦略史的研究が主体であった戦前の研究を克服し、戦後の観念

的な社会史・経済史的研究の発展や敗戦による軍閥の跛尼に対する嫌悪感から研究対象から外れつつある城

館址を地方史研究の資料に活用する目的が述べられている。(文献 5)

註 3 山田瑞穂氏の論考は、開発に伴う発掘調査という現実対応のなかで生まれた。ここでは具体的調査を通して

の限界と可能性がまとめられ、総合的な調査のなかで欠点を補ってより豊富な情報を引き出していく必要が

説かれている。考古学は直接遺構 :遺跡検討を進められる可能性があったが、発掘調査という方法に限定し

た理解により以後の調査事例の少なさから検討自体が低調になる。(文献24)

註 4(文献25)

註 5(文献22)

註 6 これは山城の位置付けに階層性の視点を導入した井原今朝男氏の論考 (文献 6)に端を発し、「山小屋」は

戦乱から逃れるアジールの場であるという笹本正治氏説 (文献13・ 14)、 山小屋=山城とする小穴芳美氏説

(文献 8)が発表された。 この議論はある意味で山城研究の可能性を広げたが、具体的な山城遺構の議論に

は発展しなかった。

註 7 三島氏は雑誌『信濃』で組張図を用いた検討をいくつか発表し、その有効性を具体的に示した。細張図は地

表面観察という限界があるものの、個別城郭全体、あるいは地域の城郭遺跡を相互に検討しえる点で構築主

体者の系統別整理などには有効性を具体的に提示しえたように感じられる。

註 8 近年、市町村誌や個人による組張図の公表が増加した。しかし、県内における検討不足により他地域の検討

成果を個別城郭の解釈に当てはめようとする傾向も生じている。例えば、山城と民衆の視点が提起された以

後では根拠不明なまま、民衆も立てこもった城、あるいは施設とする記述が散見される。こうした記述は個

別事例の解釈で用いる場合が多く、「民衆」 を支配者と対置した漠然とした概念で用いているように感じら

れる。
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註12

註13

註14

註15

註16

註17

註18

北安曇郡南部 の山城

註 9(文 献23)

註10 例えば河西克造氏 (文献10・ 11)な どがある。発掘は地下に埋没 した部分を明らかにしえるが、調査のやり

直 しは利かない。 しかも調査蓄積のなかで明らかになってくる部分や課題もあり、個別遺跡の調査ですべて

解明できるものでもない。特に短期的な成果として個別遺跡の構造解釈はできても、考古学自体からより広

い範囲の地域的な様相を描 くには現段階では困難が伴う。このような状況のなかで、方向性をどのように設

定するかは大きな課題であろう。また、発掘調査での課題や観点は考古学のみで組み立て得るものでもなく

なっているように思われる。

註11 中世集落遺跡の発掘調査例も断片的でしかなく、こうしたなかで遺跡を地域内でどのように位置付けるかは

困難を伴 う場合が多い。断片的な材料 しかない場合、例えば地域全体の社会構成という概念的な枠でしか議

論 じえず、内部の住みわけなど小地域性などは描きにくいところがある。今回、山城を取 り上げてみて、山

城が地表面で確認できる中世遺跡であり、ある部分で小地域性を考えていける有効性をもっているように思

われた。

(文献17～ 21)な どによる            .

註 6参照

(文献14)

(文献18)

(文献21)

歴史的環境の記述は以下の文献を参照した。 (文献 1～ 3、 9、 15)

仁科氏の史料初出は大町市隣りの八坂村藤尾覚音寺千手観音像墨書銘である。像の接合部に仁科と墨書さ

れ、胎内より大施主平朝臣盛家、治承三年 (1179)等 と記載された木札が発見された。治承三年段階に仁科

氏が仁科厨に居たことが知られる。なお、近世の文書のなかに仁科氏配下の関・八木・八町・野口氏は伊勢

国から御供申参るという伝承が載せられているという。

註19『大塔物語』では駿河守盛光、千国鬼八郎、沢戸五郎、穂高、戸度呂木、池田、庄科が仁科一党とされる。

註20 仁科神明宮には永和二年 (1376)以 来の20年毎の遷宮棟札が残されているが、康正三年 (1456)・ 文明八年

(1476)に 矢原庄の武士細萱氏が記載されている。 15世紀中頃を中心に矢原庄に影響を及ぼすようになった

ために、細萱氏も仁科神明宮の造宮に関わったのだろう。また、『親元日記』寛正六年 (1465)、 伯父若狭入

道が押領 した池田郷堀の内の地を堀内七郎へ返却するように若狭入道への働きかけを依頼する書状が幕府か

ら仁科氏へ出されている。仁科氏本拠地に近い場所ながら、堀内氏は仁科氏ではなく幕府へ訴えており、幕

府が間接的に仁科氏へ働きかけを依頼 している点では仁科氏の直接支配ではないことを示す。やがて文明十

二年 (1480)、 南の府中にいた小笠原長朝と穂高で衝突して敗れ、仁科盛直は小笠原氏の女子を子息の妻に

迎える。以後はしばらく小笠原氏との勢力範囲のバランスが保たれることになる。なお、細萱氏は文明十五

年 (1483)～ 天文十八年 (1549)ま で矢原庄内の穂高神社の大旦那であったが、天文二十四年 (1555)に は

仁科氏一族の穂高氏に代わられている。

註21 近世の小倉藩『渋田見氏系図』はいくつか問題点が指摘されるが、仁科盛国から仁科盛明 (一盛能の誤 りで

はないかとされる)・ 穂高大進 0古厩盛兼 0仁科長盛―渋田見源助正直が分かれたとされる。この系図で盛

国の母が小笠原清宗の女と記載 される点は矛盾ないとされ、盛国自体は仁科神明宮棟札の永正十三年

(1513)に みえる。なお、穂高大進が穂高神社の大旦那を勤めるようになるのは天文二十四年 (1555)か ら

であり、渋田見氏は長生寺ともよばれ天文二十年 (1551)と 天文二十二年 (1554)の 盛政文書、弘治二年

(1556)仁科神明宮棟札などにみえる。古厩氏は後述するように16世紀前半には分出したとみられる。 いず

れにしろ、16世紀前半に一族を分出させたようであり、小笠原氏との戦闘以後に勢力範囲の確定が行われ、

それに伴って一族の分出が進められたのだろうか。

註22 仁科盛政が切腹させられた経過は子細不明ながら、『大町市史』 (文献 2)ではその時期を生島足島神社起誓
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文の永禄十年 (1565)以 後から、仁科支配域内の郷士曽根原氏や井口氏へ武田方跡部氏から直接書状が出さ

れている永禄十二年 (1567)ま での間と推測している。なお、生島足島神社起誓文に仁科本家盛政と名を連

ねる武士は一族の渋田見政長 0古厩盛次・穂高盛棟・堀金盛広・沢渡盛則と、被官等の野口政親・関政直 0

小宮政知・等々力定厚である。このなかで渋田見氏は仁科神明宮棟札に名を連ねるように他の親類とはやや

異なった位置をもつようで、『大町市史』では渋田見氏が大町・丹生子関の監督者とする。 また、武田信玄

の五男が受け継いで仁科盛信として記録に現れるのは天正四年 (1576)仁 科神明宮棟札であるが、ここにも

渋田見氏が併記される。

註23 小笠原貞慶が府中を回復 した後に仁科一族の日岐氏は上杉景勝に通 じて日岐大城に籠るが、弟は小笠原氏に

従って、兄は景勝の元へ逃亡する。また、古厩氏は赤沢 。塔原氏と組んで「逆心の企」の嫌疑をかけられ松

本城へ呼び出されて殺されてしまう。それ以外は小笠原氏に従ったようである。沢渡氏も一旦は反抗の嫌疑

をかけられるが、嫌疑が晴れて所領安堵されている。

註24 今回は各市町村誌・遺跡分布調査報告書・長野県中世城館跡分布調査報告書により大町市から池田町・堀金

村北部までの盆地に面 した26城 に白馬村三 日市場城・美麻村千見城を加えた28城を取 り上げた。このなか

で、木舟城の続きにある青木城は木舟城の支城とし、木舟城・大崎城 0西 山城は異なる山城の併存と考えて

高位を A、 低位を Bに区分 した。 また、文献によって異地点となる鵜山や田の入城もA・ Bを用いた。今

回取り上げた山城の一部には認定に不安が残るものもあり、認定の根拠が問題と思われるものもいくつか含

まれる。ちなみに、近世の地誌『信府統記』や明治期の『長野県町村誌』に記載がないものは池田町鵜山城

B、 田の入城 A・ B、 松川村鼠穴城、大町市飯綱城・駒沢城であり、駒沢城を除くといずれも不明瞭山城で

ある。もっとも近代以前の地誌の山城と実際の遺跡比定が必ずしもあっている確証はないが、上記以外は基

本的に近世から城と認識されていたものといえる。なお、各山城の組張図は各市町村誌や長野県中世城館跡

分布調査報告書 (文献22)、 三島正之氏 (文献17～21)や宮坂武男氏の公表図 (文献16)を参考に1997～

1999年 に筆者が作図したものである。

註25 この大別は形態・郭配置から想定したが、厳密な検討を経ておらず、機能差や性格の違いを十分明らかにし

えていない。 しかし、分布からも一定の傾向をもつグループとして認められるようなので本論では仮に設定

した。なお、不明瞭山城は他地域ではあまり普遍的な存在とはいえないようで認定自体に問題があるか、地

域的に偏在するものか検討を要する。また、小型山城は当地域では数少なく、普遍的な存在とはいえない。

しかも分布が限られることから特定機能を担った山城か、ごく限られた条件下で構築された可能性がある。

特に主郭の小ささは大勢の人間がこもるものではないことを示す。中型以上の山城はごく一般的に山城と認

定されるものであり、必ず複数の広めの郭がある。

註26 山城は基本的に里山にあるが、里山にはさまざまな時期の宗教施設があった。特に「堂」を関する地名が山

中にあったり、かつて山中にあったが後に里へ下りたとの伝承をもつ寺も多い。さらに、近世以後では里山

に寺社を設ける場合もあったようで、こういった施設と山城施設との識別が難 しいものもある。なお、山城

の麓に寺社がある例がいくつかある。駒沢城一大澤寺 (文明年間仁科氏再興か)、 観勝院山城―観勝院 (大

澤寺二世開山 (1502～ 1509)、 三日市場城―沢渡神明社 (天正十六年沢渡盛忠再興)、 木舟城―浄福寺 (創建

年代不明、現位置へは近世に移転か)な どである。これらは城のアジール性を示すとして安易に結びつけら

れないが、類似 した状況が認められる。

註27(文献16)

註28(文献22)

註29(文献 4)

註30 小岩嶽城山麓には居館跡 (宿城)があるが、削平地が最も顕著に展開するのは居館側ではなく、北側の沢方

向である。この方向を「前」としてみると削平地―堀切―若干の郭・主郭の配列となり、Ⅲ類と類似 した郭

構成とみられなくもない。また、居館跡側の尾根も削平地群と主郭部周辺との間に若干距離があいている

一-297-一



北安曇郡南部 の山城

が、この間には巨岩があって堀切に代る遮断施設とみられ、こちらもⅢ類に近い郭構成ともみえる。このよ

うにみてくると本分類が成立するか不安もある。Ⅲ類とすれば防御施設のあり方は他と矛盾なく、年代的に

はⅢ類の郭構成が武田氏滅亡直後に遡る可能性や居館跡の構築よりも古い時期に山城が最初に構築された可

能性が浮かぶ。ただし、この北側削平地群の認定の問題もあり、子細は後考をまちたい。

註31 註30参照

註32 当地域ではこうしたあり方が武田氏系の山城に多い傾向があるようである。三島氏は戦闘の大規模化に伴う

ものとされる (文献17)が、むしろ城郭の所有にかかわるものではないかとも思われる。

註33(文献 1)

註34 天正六年『下諏訪春秋両宮御造宮帳』で「仁科之内」と掲載されるのは古厩・耳塚、大穴・中之郷 。鵜山・

渋田見 0瀧沢、大和田・松川、「矢原庄之内」は多田井・堀金 0等 々力・重柳・狐島 。針俣、「矢原庄」は矢

原・細萱・柏原・細野・池田・庄科である。同年『下諏訪秋宮造宮帳』では「仁科領矢原庄之内」が矢原・

細萱・柏原 0細野・池田・庄科 0古厩・耳塚が現れる。天正六年『下諏訪春宮造宮帳』では「仁科之内」は

大穴・中之郷・鵜山 0瀧沢 0渋 田見、「矢原庄内」 は多田井・堀金・等々力・重柳 。狐島 0針俣である。 こ

のなかで一貫 して「矢原庄」 と記載されるのは多田井・堀金・等々力・重柳・狐島 0針俣であり、「仁科之

内」と記載されるのは古厩・耳塚、大穴・中之郷・鵜山・渋田見・瀧沢、大和田・松川であり、矢原庄なが

ら文献によって「仁科領内」ともなるのが矢原・細萱 0柏原・細野・池田 0庄科である。このなかで「仁科

之内」古厩 。耳塚が仁科一族の古厩氏の本拠地、大穴・中之郷・鵜山・渋田見 0瀧沢が渋田見氏の本拠地周

囲となる。大和田・松川については領主不明ながら大和田氏に対比しえようか。このなかで仁科一族の堀金

や穂高が「仁科之内」と表記されない理由は不明である。また、仁科之内と表記されない郷には郷名を冠す

る代官が記録されている。 ちなみには天正七年『春宮御柱諸 [ ]』 の代官名は細萱一代官細萱源助、矢原

―矢原孫右衛門、柏原―柏原道中、白金一白金中嶋、あゝるまや一古屋、ほその一細野惣左衛門、池田―中島

七郎左衛門である。ただし、このなかで古厩は「仁科之内」にも現れており、古厩も仁科一族の古厩氏が領

した部分とそうでない部分があったのだろうか。

註35 松川村周辺の土豪には近世の地誌『信府統記』に観勝院山城城主として仁科氏一族とする大和田大蔵丞盛

久、西山城城主として矢口知光が記される。大和田氏はあまり史料に現れず実態がわからないが、松川道文

が天正八年に大和田神社へ納めた願文には「殿様御前・正衛門尉」の名がみえる。これが大和田氏か、仁科

氏を指す可能性が指摘されている。 (文献 3)ま た、矢口氏は「矢口備後守知光」が明応十年 (1501)に 穂

高神社の大旦那をつとめたことが知 られ、名に「知」を用いるように細萱氏関係者のようである。次に隣接

した大町市南西部の武士には須沼氏や清水氏が知られる。須沼氏は天正九年の伊勢御師の『道者之御祓 くば

り日記』に「すのま殿御しそく」とあり、近世の沢渡氏系図では沢渡氏と飯森氏の祖とされる。この系図で

は仁科の内族とされるが、永禄十年の生島足島神社起誓文などの他史料に現れず、戦国時代にどの程度の力

をもっていたのかは明らかでない。 なお、『信府統記』では須沼地籍に須沼氏の居館 2か所を挙げている。

清水氏は『信府統記』に大崎城城主と伝えるが、明応十年 (1501)に矢口氏と共に「清水岩見守盛好」が穂

高神社大旦那を勤めている。名の「盛」からすれば仁科氏関係者と思われるが、矢口氏と組んで穂高神社の

造営に関わっている点では矢口氏と関連をもつ武士だろうか。これらの武士には仁科関係者とそうでない者

がいるらしいが、大塔合戦関係文献や戦国時代の文献にあまり現れない。これらに対 して B地域池田町周

辺では堀内・渋田見氏以外は判然としない。伝承に滝沢氏もいるが、実態は不明である。本文中に記 したよ

うに、これらの武士の分布域する松川周辺では布上城・西山城を除いてⅡ類山城のまま廃絶 してしまい、同

様に池田町では花商城もIb類で廃絶する。ある程度独立性を保持していたと思われるものの、仁科氏の滅

亡と直接同じ道をたどる可能性がある。この廃絶の仕方は仁科氏と在地武士の何らかのつながり方を表現 し

ているように思われるが、今回は十分検討できなかった。

註36 先の天正六年『下諏訪春秋両宮御造宮帳』に「仁科之内」と記される渋田見氏本拠地周囲の渋田見・瀧沢 0
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中之郷・鵜山・大穴郷のなかで瀧沢・鵜山に不明瞭山城がある。これらの不明瞭山城は城郭遺構と断定でき

ていないが、C地域のような中型山城卓越地域では不明瞭山城が顕著でないことから両者のセットで地域的

な防御体制が形づ くられていたとは考えにくい。むしろ時間差と理解 しえる可能性があり、渋田見氏が近世

前夜まで一定の力を有 していたとみられることから不明瞭山城は渋田見氏が分出する時期よりも古いと推測

しえる。ただし、不明瞭山城が城郭遺跡でなかったり、臨時の城とするとこの推測はなりたたない。

註37(文献18)

註38 Ⅳ・V類は三島氏が武田氏系とした山城に対応するが、同様の例が松本市山家城でも認められる。この武田

氏系とされる山城は別形態山城と併存 じ、古城の背後に構築されるものがいくつかあるようだ。

註39 註22参照。実際の使用年代はこれより遡る可能性が高い。

註40 註21参照。古厩氏の領域にある穂高町の重要文化財松尾寺薬師堂は大町市社地籍にある重要文化財盛蓮寺観

音堂と極めて似た規模 。構造であることから関連性が指摘されている。松尾寺薬師堂は大永二年 (1528)建

立と伝え、大旦那は古厩氏とされる。この推測が古厩氏の分出上限時期の根拠にされる場合がある (文献

9)。

註41(文献21)

註42 ただし、西山城 Aと類似 した形態の山城は類例が少なく、むしろ横堀 0放射状が顕著な山城のほうが多い。

ここでは削平地群を喪失する方向性からの推測から時間差と考えたが、防御施設の形態的発展を総体的に検

証 したものではない。 なお、 西山城 A同様に削平地群を付属させた塩崎城について、 河西氏は竪堀の存在

から武田氏系と推測 している。 (文献10)縦堀・横堀のいずれかが先に発達 したのか、複数系統あるのかは

検討の必要があろう。

註43 三島氏がすでに指摘 している (文献21)。 三島氏は削平地群を残す城の多さから推測されているようであり、

年代は15世紀中頃ころとやや遡った時期からの様相と捉えているが、本論では遡及年代を明らかにしえなか

った。また、今回は居館跡は検討できなかったが、大町市市街地周辺に居館跡が密集 し、不明瞭山城が多い

B地域では居館跡も少ないなど山城分布と対応 しているようにもみえる。ただし、C地域北部の様相はやや

密度が高 く、検討が必要と思われる。今後、具体的な地域的な社会のあり方を対応させて考えていく上で居

住遺跡や居館跡からの検討も必要である。

註44 当地域のⅢ類には削平地群が顕著に付属するが、削平地群を伴わないⅢ類と類似 した構成の城が長野県内に

広域的に分布する可能性もある。例えば、須坂市竹山城・長野市鞍骨城 0豊野町大倉城などはいずれも主郭

と小郭若干からなる主郭部前面を一本の堀切で区切 り、その前にやや不明瞭な細長い郭を配置 して先端を連

続堀切で遮断している。城先端連続堀切や削平地群の欠落を除けば、Ⅲ類と類似した郭構成ではある。大倉

城は天正十年、織田氏配下の森長可に反抗 した芋川氏が籠ったことが文献から知られるが、天正十年に廃絶

した確証はないものの、年代的に本論のⅢ類推定年代と近い点、さらに北信でも本論のⅢ類と類似 した構成

の城があること、立て籠ったのが在地武士であったことは注意 したい。大倉城がこうした特色をもつ城であ

った場合、Ⅲ類のモデルはやはり武田氏段階にあってⅢ類の郭構成自体は武田氏滅亡直後の所産とみられ、

Ⅲ類郭構成は後期小笠原氏独自のものではないとみられるか。なお、Ⅳ類千見城は城内部に堀切を伴わない

が、基本的な郭構成は北信のⅢ類類似城郭に似ている。

註45 C地域北部にはⅡ類山城が分布するが、大きくは土豪の城と思われる観勝院山城・大崎城 Aな どと仁科氏

の領域支配にかかわる位置付けをもっていた西山城 Bに分けられるように思われる。これらの城は近い位

置にあり、若干の時間差があるのかもしれない。C地域北部では西山城以外の城は以後利用されていないと

推測 したところからすれば、個別土豪が城をもつ時期から土豪集団で城をもつように変化 したのかもしれな

い。根拠のない推測ながら、こうした様相が C地域北部でⅢ類へ変化する城が少ない理由に関係するよう

に思われる。

註46 本論で検討 したように山城の分布からすると郷が独自の山城を保有するとは思われない。古厩氏が武田氏に
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攻められた際に小岩嶽城では足弱が多数打ち取られているように武士以外も籠っていたとされ、この例から

すれば C地域では村落と武士が結びついていた可能性もある。ただ、郷の数からすれば圧倒的に城の数は

少なく、一方で平地にいる武士には山城が想定 しえないなど小岩嶽城のようなあり方が普遍的といえるか即

断はできない。また、三島氏は山城が戦国時代を通 して普遍的に維持されておらず、多い時期と少ない時期

があったとしている (文献21)。 この見解は筆者も賛同したい。武田氏侵入以前に最も多くの山城が存在 し

たと推測 したなかで郷が山城と関連するならば武田氏侵攻以前にこうした傾向が強からたように思われる。

これらの郷と山城の問題は階層関係や時期ごとの変化のなかで考える必要があると思われる。

註47 三島氏は横堀と放射状竪堀を武田氏の特徴と捉えたが、この特徴を有する山城は新潟県にほど近い信濃町

(古海城)か ら高遠町的場城まで広域に分布 し、 この分布範囲を支配 した戦国大名は武田氏 しかいないこと

からも武田氏の所産という点は賛同できる。ただし、三島氏の指摘 した特色をもつ山城は松本市周辺では最

も多く知 られるが、北信や伊那谷は数が少なく、東信では実態が不明瞭である。また、下伊那や木曽では中

信の武田系山城とされる城と類似 した郭構成ながら横堀・放射状竪堀が顕著でないものがある (例―木曽妻

籠城、飯田市茶臼山城)。 現地表面観察の限界もあるが、同じ武田系山城のなかに複数系統か、複数型式=

時期差が含まれる可能性は高い。特に本論でもⅣ・V類を型式差として捉える可能性を想定 したように武田

系山城内でも構築時期が異なるものが含まれることは十分予想され、黒川城も削平地を付設するタイプとし

て構築された可能性もあるように思われる。こうした時期ごとの変化があるとすれば、武田氏もすべての山

城を維持 したわけではなく、必要に応 じて改築・廃棄 したことになる。今後は武田系山城の系統 0型式変化

も検討されるべきと思われる。

註48 文献では「城割」「鋤立」の後に新たな守備兵を当てる例もあったようである。 こうしたあり方と当地域で

みられるⅣ OV類 山城のあり方の差については十分検討できていない。もちろん、こうした事例も武田信玄

と勝頼時代ではあり方が異なっていたことは考えなくてはならないと思われる。
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近世近代遺構の調査・保護・活用

一―長野県内の事例を中心として一―

I はじめに

Ⅱ 近代遺構の現況事例

Ⅲ 単一・複合調査事例

はじめに

発掘調査に際 して不思議な程に問題視されないものに、現地表上に建つ建物、つまり上物があ

る。地表下に刻まれた先人の足跡はどの様なものでも埋蔵文化財としてひとたび認められれば、懇

切丁寧な調査がなされ、報告書 (紙面)上に記録として残される。が、上物は日本の近代化を担っ

たであろう歴史的文化的遺産 (建造物等を含む)で あってもその保証がない。
(1)こ

れまで、文化財

指定外にある歴史的建造物等の大半は、図上記録もされず取り壊されるのを供手傍観 してきた。 し

かし、1990年度から地域社会の近代化に係わった建造物等の「近代化遺産」と、1992年度より近世

以前の伝統的な技術や工法などを継承 し意匠を含め施設を維持する伝統的産業を「近代和風建築」

とした分布調査が文化庁建造物課により開始された。そして、1996年度からは「近代遺跡」の所在

調査が文化庁記念物課により進行する。そこには、1995年 の文化財保護法の一部改正による指定基

準の見直しもまた、不運であった上物、特に近代遺構 (建造物等を含む)を取り巻く環境に変化を

もたらした。それは、従来の国指定重要文化財を地域社会においてより積極的に活用することを目

的に文化財保護に関して地方への一部権限委譲の措置を決め、更に登録文化財制度 (1996年 10月 発

足)を取り入れたことである。
②
このことは、広域的なまちづくりの中で、歴史的文化的遺産を保

護 し、活用する事例が全国的にも増加する近年において、それをより推進 しようとする行政側の方

向性が示されたものと解釈する。

ここでは、長野県内の近代和風建築を含む近代化遺産及び近世近代遺構の現況事例を示す。更

に、地表上と地表下を相互に関連付けた調査 (以下、「複合調査」 とする)と、 そうでない調査

(以下、「単一調査」とする)の比較事例を取り上げ、他県の事例を交え複合調査の意義を示すもの

である。そして、近世遺構及び近代遺構の調査、保護と活用のあり方を発掘担当者としての立場か

ら探りたい。

近世近代遺構の調査・保護・活用

伊 藤 友 久

Ⅳ 比較事例に見る調査のあり方

V 広域的なまちづ くりへの活用

Ⅵ おわりに
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第 1表 近代遺跡種別表

近代遺跡 (史跡となり得るもの)

鉱業

鉱山 。銅山・金銀山 。その他各種鉱山 炭鉱 採掘場 隧道
抗口など

工場 作業所 事務所など

電力
(鉱業を除く)

炭坑 。油田 (石油)。 ダム 隧道 水路 水門 道路 貯水
池電力 水車 発電所 変電所など

工場など

工業 製鉄・冶金・機械・造船 。自動車・石油コンビナー ト

紡績・製糸 。その他繊維産業 。食品 。化学・窯業・セメン
ト・地場産業

産業 (倉庫 。工場)

食品 (事務所・作業所 。精米所・製粉工場 。倉庫
など)

化学 (煙突・工場など)機械 (事務所・住居 。工
場など)

自動車製造 (事務所など)

冶金 (作業所など)鉄工 (作業所など)

窯業 (事務所・工場など)

建設 (学校・門柱・タンク・工場 。事務所など)

交通 。運輸
・通信

軌道 道路 橋梁

飛行場 郵便

隧道 港湾 灯台 運 河 河川

堤防 電信 電話

駅舎 事務所 倉庫 車庫  車両(蒸気、電気、
客車)

工作機械など航空機工場
給水タンク

特定郵便局の事務所なと

商業・金融 会所 商館 商店・百貨店 市場 会社 金融機関 (銀行、
証券取引所等)な ど

店舗 店舗兼住居 料亭 倉庫
事務所 工場 旅館 (公衆浴場)

給湯施設など

農林水産 農業 (灌漑施設、干拓施設、農業試験場等)牧畜 開拓 林
業 (貯水場、製材所、森林軌道等)漁業 (漁湾、番屋、養殖
施設、水産加工施設等)養蚕業 (蚕室、蚕種製造所、繭集荷
場等)製塩業など

水門 水路 隧道
灌漑施設塔 園芸 (農園)

林業 (事務所 。試験林)

漁業 (養殖場)

倉庫 作業所 学校 乾燥室  作業道具 蚕具
住居兼倉庫 事務所 住居   (催青器)な ど
蚕農家 社屋 風穴など

事務所 工場 作業所 倉庫
寄宿舎 住宅 乾繭場 井戸
煙突 水門など

長屋門 住居 倉庫
水車小屋 作業所 宿舎など

製材機など

社会 上下水道・共同水道施設 都市開発 集合住宅 公衆浴場
講演 保健医療施設 (病院、診療所、療養所等)社会福祉施
設 (孤児院、養老院、保健所、授産施設等)娯楽 。観光施設
映画館、芝居小屋、遊園地等)災害 公害・労働争議等 灯
台生活社会運動に関する遺跡 水車製氷池 ポンプ場など

医院 病院 診療所     塀 医療機器など
事務所など

洋館 公衆浴場 倉庫 問屋
店舗 旅館 事務所 鐘楼
民家 質屋 配水塔など

政治 行政 (郡役所、地方自治体の庁舎、官庁)立法 (議事堂等)

司法 (裁判所、刑務所等)政党 。政治結社等政治的活動およ
び政治的事件に関する遺跡 外交 (税関、領事館等)軍事に

関する遺跡

官公庁 (県庁 市町村役場  高射砲陣地
群役所 戸長役場など)   火薬工場跡土累用
工場 事務所 研究所    水路 退避壕など
クラブ 官舎 倉庫(火薬)

など

文化 学校及び研究施設 (研究所、試験場、実験場、天文台等)文
化施設出版・報道に関する施設 競技場等のスポーツ施設

学校 集会所 事務所 倉庫   煉瓦塀 門
図書館 研究所 講堂など    など
文庫 美術館 博物館 音楽堂  時楼 ラジオ
集会所 劇場 図書館 会館など 館など

宗教 教会
など

寺院 奉安殿 住居 塔

その他 上記に属さない分野 道具・機械 。記念碑 。出版物 。写真 。衣服・履
物・楽譜・設計図

(ソ フト的なもの、ノウハウまで含む一切)

註 近代遺跡の分野区分は『月刊文化財』432号を、また近代化遺産の分野区分は

『文化財月報』304号を基にしている。
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Ⅱ 近代遺構の現況事例

「近代遺跡」や「近代化遺産」及び「近代和風建築」として認知すべき対象は多種多様な分野にお

よぶ。第 1表「近代遺跡種別表」は、近代遺跡に近代化遺産を関連付けて分類 したもので、個々の

区分は更に細分化される。例えば、「政治」種別の「軍事に関する遺跡」は、更に軍施設、軍需工

場の他に勤労動員学生寮、病院、飛行場、外国人強制収容所、地下壕、墓碑、慰霊碑、忠魂碑など

に分けられる。この内、県内に遺存する代表的な軍施設には、長野師管区司令官官舎 (現在の「信

州会館」、長野市三輪田町に遺存)や信州大学医学部敷地内の明治41年 (1908)に建築された旧陸

軍松本歩兵第五十連隊の炊事場・浴場棟 (松本市旭三丁目)、 それに松代及び安茂里小市の地下壕

等が知 られる。陸軍省は昭和19年 (1944)の 10月 に極秘裏に「マー100ズ エ事」を発令、実施に

至った。 これが松代地下壕である。 この地下壕は、 イ・口・ハの三地区を設定する。「松代イ地区

象山地下壕」 は松代町清野で政府機関等を収容 (通称「象山地下壕」)、 「松代口地区象山地下壕」

は松代町西条の舞鶴山で天皇御座所等大本営を設置 (通称「舞鶴山地下壕」)、 「松代町ハ地区象山

地下壕」は松代町西条の皆神山で食料倉庫を設置するためであった (通称「皆神山地下壕」)。 計画

では、約20km四方に地下都市を建設するものであった。基盤の安定 している口地区は現在気象庁

地震観測所として再利用されている。大本営はこの口地区地下壕に設置されたが、今ではこの三地

区の地下壕を「松代大本営地下壕」と総称する場合もある。現在、一般公開は「松代イ地区象山地

下壕 (象山地下壕)」 の恵明寺 (四条)口 より500m程の進入路とする。 また、小市の軍事施設に

あたる地下壕は、昭和20年 6月 、第二百設営隊により大本営海軍部用防空地下壕を目的とした施設

であった。その建設工事期間は、昭和20年 6月下旬～8月 中旬と短く、未完成に終わる。現在は崩

落の危険があり閉鎖される (『長野市民新聞』2000年 6月 20日付)。

この他、中野市深沢の十三崖地下壕跡及び須坂市坂田の鎌田山地下壕跡は、金沢師団命令による

軍弾薬庫用洞窟として構築されたことが知られる。鎌田山地下壕跡は現在京都大学地震観測所とし

て再利用される。長野市松岡の旧長野飛行場付属の掩体壕は、宅地化が進行 し遺存状態は極めて悪

い。一方、個人が構築 した地下壕ではあるが、長野市大豆島の町田邸敷地内の防空壕 (昭和20年建

造)は、松代町原産の柴石を積み上げ屋根部を形造る。頑丈な造りであったため、遺存状態が極め

て良好な遺構である。また、上水内郡小川村高府公民館敷地内の火の見櫓は、以前に旧長野飛行場

の鉄塔として長野空襲に遭い被弾 した痕跡を残 したまま現位置に移築遺存する。下伊那郡松川町元

大島防空監視哺 (シ ョウ)跡地内の「防空監視壕」は、町資料館が町役場内に保管されている監視

哨関係書類を1999年 8月 に展示公開、翌年 7月 に発掘調査によりその遺構を確認 している。県内に

おける防空監視哺の建造は戦時中に集中するが、いずれも遺存状態が悪 く、戦争遺跡としての保護

にない。このため、松川町の防空監視哺は全国的にも保存が望まれる。ちなみに、群′馬県勢多郡東

村のものは1995年 12月 に村の文化財に指定されている。地下施設は、軍事遺跡としては高い評価に

あるが、保護活用には崩落の危険等が問題となる。以上の内、現在までに保護 し一般的に活用する
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ことが正式に決まった軍施設は、信州大学医学部が医学記念資料館として残すことにした旧陸軍松

本歩兵第五十連隊の炊事場・浴場棟のみである。

代表的な軍需工場には、名古屋三菱航空機製作所の疎開工場とした里山辺地下軍事工場跡 (松本

市里山辺)や、日本焼結工場跡 (写真 1、 上水内郡信濃町柏原仁之倉)な どがある。日本焼結工場

は採掘された赤土から酸化鉄を還元 し製鉄工場 (兵庫県伊丹市所在)へ鉄道輸送するもので、 1年

間稼働 した。また、工場跡地に近接 して付属勤労動員学生寮跡がある。勤労動員学生寮の飯山・須

坂中学校の生徒 らに地元の柏原国民学校 (現、柏原小学校)の生徒が加わりこの労働に従事 した。

現在、日本焼結工場跡及び勤労動員学生寮跡は、基礎部のコンクリートが露出状態にあり、その配

置は復原できよう。 なお、鐘淵紡績 (鐘紡)株式会社長野工場 (長野市若里)及び犀北館旧本館

(長野市南長野県町、現長野ホテル犀北館)は 占領軍関連施設として使用される。鐘紡長野工場は

上田工場と同様に駐屯地とされた。戦後は紡績工場として再開したが、長野冬季オリンピックのメ

ディア村としての利用を最後に1999年 に取り壊された。犀北館旧本館は昭和 5年の建築で、内部装

飾に画家東郷青児に中川紀元の原画を元に制作されたステンドグラスがはめ込まれるなど当時とし

ては豪華であった。この建物は、第96歩兵師団砲兵隊の先遣隊宿舎として提供 した。1997年 に取り

壊されている。
°

「社会」種別の「社会運動に関する遺跡」として、上田市横町伊勢宮の神職合議所 (昭和26年から

東横映画劇場として開設)は、明治16年 4月 に神社詰所として建築 したが、その後信濃自由大学の

発祥の建物遺構となった (写真 2)。 明治20年代、 この神職合議所で開かれた青年会において、久

米由太郎は書 籍 館 (公共図書館)の設置の必要性を主張 している。 また、 大正 9年 (1920)に

「信濃黎明会」を結成、更に翌年の「信濃自由大学」(大正10年 11月 創立)の舞台となったのもここ

であった。
m上

田市別所温泉安楽寺境内にはこの信濃自由大学の開講に深 く係わった高倉輝及び非

業の死を遂げた山本宣治の記念碑 (昭和 5年造立)が並んで建立される。山本は飯田市の信南自由

大学の設立にも深く係わる人物として知られる。毎年10月 の碑前祭は、県内外の参加者が集まり執

り行われる。神職合議所は、全国的にも日本の近代史の中で自由大学運動の発祥地の遺構と位置付

けられていたが、1998年 に取り壊された。近年、上田地域では、自由大学運動が発起 した各地と連

携し、自由大学研究会が活発な研究活動をしている。
D

「工業」種別の「繊維産業」として、松本市中央の煉瓦棟「カフラス」は、下着製造工場として昭

和初期に建築された。この建物は、昭和初期の工場建築の特徴を留める遺構として注目されたが、

隣接する百貨店の駐車場として1999年 には三棟の内二棟が取り壊された。今回、一棟は取り壊 しを

免れたが、この建物もこのまま保存される保証はない。また、飯田市鼎東鼎の組合製糸天竜社は自

動繰糸機 (ソ ウシキ)一式を途上国に無償で寄贈して、1998年 5月 に解散 した。

複合的施設としては、長野駅構内の遺構として、仏閣型旧長野駅舎 (長野市南長野末広町)、 駅

東口構内に旧国鉄長野工場 (長野市栗田)な どの近代化遺産が在った。 旧長野駅舎は、 昭和11年

(1936)に鉄筋コンクリート造一部木造小屋組の銅板葺として建築された。当時、国鉄名古屋鉄道

局技手として設計を担当した城俊一氏によれば、本社からの意向で「善光寺門前町に相応 しい駅
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舎」として仏閣型を採用 したという。そこには、当時の情勢にあっても皇国風の造 りは強要され

ず、平和目的で建設されたことが明らかな貴重な歴史的建造物であった。また、旧国鉄長野工場

(写真 3)は、南棟の塗装工場 (明治35年頃建設)及び北棟の木工工場 (明治43年頃建設)の二棟

は1993年 12月 までに取り壊された。煉瓦造で、壁体の煉瓦にはその刻印により埼玉県榛澤郡上敷免

村 (現、深谷市大字上敷免)の 日本煉瓦製造株式会社上敷免工場のホフマン式輪窯 (フ リー ドリッ

ヒ・ホフマンが考案 した大量煉瓦焼成窯)で焼かれた製造品であった。ちなみに、同工場製の煉瓦

は東京駅舎など関東一円の主要な建造物に使われている。同工場敷地内に遺存するホフマン式輪窯

6号窯は明治40年に築造されたもので、国指定重要文化財に指定されている。また、小屋組はプラ

ット型 トラスの二連式、その鉄骨材は日本初の建築用鋼材製造工場として明治34年 に開業 した八幡

製鉄製 (北棟)と イギリスの ドルマン・ロング社製 (南棟)と 判明するなど当時の日本政府の政策

に沿う歴史的建造物であった。 1994年 12月 には解体調査報告書が刊行された。
°
それによれば、 こ

の煉瓦棟基礎部の発掘調査は実施されたが、長野駅構内の転車台などの他遺構は未調査に終わる。

なお、構内施設は「交通・運輸・通信」種別の遺跡に位置付けられる。

小林一茶旧宅をはじめ小林一茶関連施設を持つ上水内郡信濃町一帯においては、近年他にもまし

て歴史的文化的遺産の取り壊 しが進み、危機的な状況にある。例えば、戦前からの石井伯亭
°
ほか

画人文人ゆかりの別荘は次世代の所有となり、次々と改築される。また、野尻湖ホテル (写真 4)

は、野尻湖檜ヶ崎半島の突端に位置する長野県営ホテルとして、経営委託された長野市県町の犀北

館 (現、長野ホテル犀北館)が十代田三郎の設計により昭和11年に建設した。長野県内における昭

和初期の官主動のリゾートホテル産業を知る上で貴重な存在で、「商業 (商館)」 種別にあり、文化

遺産として移築保存に値する建物といえる。が、取り壊 しが決まっている。また、東洋化学工業株

式会社柏原工場の煉瓦棟と煙突 1基 (写真 506)は 大正時代の化学工場の施設で、「化学工業」

種別の遺産であることはあまり知られていない。
Bこ の遺構は煉瓦棟付属の棟札文書により大正 6

年 (1917)12月 に上棟 した化学工場である。その役割は電気分解による医薬品の製造にあり、煉瓦

棟は耐火及び耐酸を考慮 したもので電解曹達工業にあった。第一次大戦中に新興企業として勃興 し

た化学工場で、国産技術の未熟さや資本の後援薄弱ゆえに地域社会に進出したものの利益を上げら

れずに閉鎖した。揺笙期の産業遺産であり、その希少性からも貴重な存在といえる。 しかし、煙突

は倒壊の危険があり、知らぬ間に取り壊される可能性がある。ちなみに小県郡丸子町上丸子の「カ

ネタ (金太製糸場)の煙突 (大正 9年頃建造)」 は、地元住民の熱意により辛うじて基礎の一部に

しろ当時のモニュメントとして留めることができた。完全保存ではないが、丸子町教育委員会は製

糸業全盛期のシンボルとして町有形文化財に指定した。

また、信濃町地域には、軽井沢地域と同様に外国人開拓者の足跡がある。カナダメソジスト教会

宣教師ダニエル・ノルマン、宣教師 A・ R・ ストーンの日曜学校や長野県の建築史を語る上で欠か

すことのできないWOM・ ヴォーリズ (一柳米来留)に係わる遺構がある。 この内、 ヴォーリズ

は、明治41年にヴォーリズ合名会社 (近江兄弟社の前身)、 同43年 には近江 ミッション (近江基督

教伝道団)を設立した人物として知られる。が、信濃町地域を軽井沢と並ぶ避暑地として開拓した
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ひとりでもあり、野尻湖周辺の主要建物の建築に携わったことはあまり知 られていない。ちなみ

に、1999年 8月 17日 に取り壊された更埴市屋代の長野県立歴史館にほど近い旧日本基督教団屋代教

会 (昭和元年建築)は、 一粒社ヴォーリズ建築事務所の設計による (写真 7は取り壊 し中の同教

会)。 この教会は「宗教」種別にあたる遺産であった。

一方、復原保存の事例もある。木曽郡南木曽町では、妻籠宿本陣の復原事業に先駆けて桃介橋の

修復工事が、「大正ロマンを偲ぶ桃介記念公園整備事業」 として実施された。木曽川に架かる桃介

橋は鉄筋コンクリート造の主塔を三基建て、 補剛木製 トラス組を鋼索で吊る構造で、「日本で最大

長の最古の木造の補剛吊橋」とする。この吊橋は、山間地を繋 ぐ鉄筋コンクリート造二連アーチ式

の柿其水路橋とともに関西電力読書発電所の関連施設「読書発電所施設」として1994年 に国の重要

文化財に指定された。この施設は、「電力」種別の近代化遺産である。
°
この様な事例は長野県内に

おいて希である。

最近では、特に市街地中心部に遺存する歴史的建造物が、機能的にその価値を失い、老朽化と見

なされたものは都市再開発事業などにより取り壊される。この様に、県内の近代遺跡や近代化遺産

を取り巻 く環境は極めて悪い。県外においては、文化庁からの事業費用の補助と共に調査報告に係

わる指導及び助言を受け、都道府県単位で編集された「近代化遺産 (建造物等)総合調査報告書」

及び「近代和風建築総合調査報告書」が次々に刊行される。これら既存の報告書には、日本の近代

史を語る上で欠 くことのできない遺産の事例が幾つも掲載される。産業分野の遺産を調査研究する

「産業考古学」は、産業史に留まらず、稼働中の「産業遺産」をも対象とする。 この調査を契機と

して、地域社会の中で近代化を担ってきた近代化遺産を見直す風潮が興っている。 しかし、県内、

自治体に依頼された「近代遺跡」及び「近代化遺産」と「近代和風建築」の調査は、悉皆調査 (第

一次調査)に留まり、未だに所管の事務の範囲内にある。このため、遺産を個別に調査報告 (第三

次調査)し たものではなく、その歴史的な価値も「近代化遺産 (建造物等)総合調査報告書」及び

「近代和風建築総合調査報告書」以前の内容に過ぎないのである。

Ⅲ 単一・複合調査事例

長野市若穂綿内菱田前山田地籍に所在する前山田遺跡は、高速道路建設に伴う発掘調査として実

施された。用地内に所在 した観音寺本堂 (釈迦堂)と 羽生田家住宅はそれ以前に建物調査 してい

る。
(10)観

音寺本堂は (第二次近世社寺調査関連として)1990年 3月 に、羽生田家住宅は同年 9月 に

平面及び痕跡調査を実施した。羽生田家は痕跡図を加えたことにより建築当初の姿を復原できる。

これは発掘調査地点において建物調査が別件として実施された事例である。しかし、本来は歴史的

建造物自体が何 らかの理由により取り壊わされる場合、やむを得ない措置として記録調査される。

例えば、岡谷市銀座の吉田繭倉庫 (明治26年建築)は、1993年 に取り壊されたが、その直前に実測

調査が行われ、図上記録として残された。文化財建造物の解体修理においては、発掘調査事業と同

様に (修理事業)報告書の作成が義務づけられる。この報告書を担当する専門技術者は、この時を
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写真 9 雪止め金具 写真10 滝沢家住宅
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写真13 小林一茶史跡内家屋 写真14 松代城跡

写真15 祢津東町歌舞伎
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好機として捉え、上物に係わる下部施設の有無の判断材料を得る目的で発掘調査手法を取り入れる

ことが、今日においては当り前となりつつある。屋根葺替えなど屋根廻りの修繕程度が主目的であ

るならば行われないが、全解体あるいは半解体となればその必要性は増す。長野県内においても文

化財建造物の解体修理時に行われた発掘調査の事例が幾つもある。長野市の国宝善光寺本堂の屋根

替及び部分修理では1991年 に、
CD長

野市松代町西条西楽寺の重要文化財真田信重霊屋では1998年 に

濡縁外廻りの トレンチ調査を行った (写真 8)。 この内、真田信重霊屋の トレンチ調査は、建築当

初には建物周囲に堀を囲み霊屋正面中央に表門を設けたとされ、その痕跡を確認するためであ

る。
(12)こ の他、県宝旧松本高等学校講堂 (1921年建築)の発掘調査では雪止め金具が出土 してお

り、修復に活かされた (写真 9)。 これらの発掘調査は、国宝、重要文化財等の建造物の修理事業

にとって重要な調査手段となる。

三水村の滝沢家住宅は、長野県立歴史館常設展示室内に移設展示するために1992年 に解体された

(写真10は、移設前の同住宅)。 この時、発掘調査と痕跡等の建物調査が実施された。館内公開展示

の注目点は、ザシキとネドコは展示スペースの関係により省略されたが、正面より左手側チャノマ

とカッテまでは建築当初に復原 (ザ シキ及びネ ドコに係わる建築部材は保管)し たことである1の

また、美麻村の旧中村家住宅は、中村家「年代記」によれば、元禄十一年 (1698)二月棟上の江戸時

代中期の民家である。1996、 1997年度解体修理事業を経て国の重要文化財建造物に指定された。こ

の時、 トレンチ発掘調査を実施する。
Q4)こ の調査は、現状の土間とチャノマの下部構造の把握を主

目的とする (写真11012)。 調査は第 2図の通り下部施設を想定 した数本の トレンチを設定 した。

Aト レンチは、現土間の下部遺構と、ここに備える地焼炉の位置とその性格を明らかにするため

のものである。この土層からは、地面を叩き締め固めるタタキは版築層として、地焼炉はその位置

と版築層の構築後に切 り込むことが読み取れた。チャノマに設定 した Cト レンチでは、版築層を

認める。チャノマからコザシキにかけて設定 した Dト レンチでは、チャノマ内ゴザシキ境の仏壇

前南よリタタキが 2枚に分層でき安定した層として確認された。この層は、貝殻破片が混入する白

灰色粒が筋状に形成する。ウマヤの状況を把握するために設定 した Eト レンチでは、ウマヤとし

て機能 していた時の浅鉢上の床面と、この掘り込みを外来の礫により埋め戻 した状況が明らかとな

った。

この双方の住宅建築に係わる発掘調査は、主屋床部分の解体の折りに実施されたものである。上

屋が組まれた状態で行われた トレンチ調査は、下部施設や下部遺構を確認するためのものであっ

た。この様に トレンチによる発掘調査は重要な成果を上げた。解体修理の場合、滝沢家住宅の様に

移設 (移築)でなければ解体後に再び同じ基礎の位置から部材を組み直すため、 トレンチ位置は建

物の間取りを充分に考慮 した上で必要最低限の箇所に設定する。調査は、建築当初の形態復原資料

を得ることを主目的とする。このため、下部遺構の面的な発掘調査は行わず、現状の維持も考慮 し

ながらの基盤層までの手掘りによるトレンチ調査が有効な手段となる。この発掘調査においては、

間取りとトレンチ設定位置の関連を把握できるものと、囲炉裏や室、土間及び土座の面的な広がり

と、版築層の状況がわかる土層断面がセットとして記録されなければならない。その成果は、修復
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に活かすからである。ちなみに、旧中村家住宅の修復事業は、不定期にしろ一般公開 してきた。

この他、文化財建造物の修復時の発掘調査事例としては、木曽郡南木曽町妻籠宿本陣跡、
CD信

濃

町小林一茶旧宅史跡内保存家屋保存修理工事の下部施設 (写真13)、 御代田町の真楽寺二重塔縁廻

り及び周辺樹木による被害の確認、
(16)松

本市馬場家住宅の土間馬屋跡 (屋敷地内主要建物は江戸時

代末期の建築年代)の確認、
°つ

宮田村宮田宿本陣旧新井家住宅 (宝暦年間建築)移築に伴う基礎部

の施設確認、
(18)禾

口田宿本陣 (旧長井家居室棟)の「和田宿本陣遺構発掘調査団」による下部遺構の

確認
(19)な

どがある。

以上は、地表上と地表下双方の遺構を互いに関連付けた「複合調査」とそうでない「単一調査」

の実例である。地表上と地表下の遺構が区別されるのは、発掘調査と建物調査が事業別に実施され

るからに他ならない。長野市の観音寺本堂と羽生田家住宅は、建物調査後に同一地点において発掘

調査が行われた事例である。結果的には「複合調査」と思えるが、実際は別事業として実施されて

おり、調査時期や担当者も異なるため、個別に実施された「単一調査」 ということになる。 しか

し、前述の通り文化財建造物の修理解体の実施にあたっては、発掘調査を当初から関連付けた調査

が行われる。それは、修理事業時に発掘調査を実施する「複合調査」である。その成果をみれば、

同一地点での建物調査とその下部施設とを関連付けた調査の必要性はおおいにある。

最近は、歴史的建造物の取り壊 しにある時、現状保存、移築保存とまではいかないが、地元住民

らの要望を少 しでも反映させようと、建築専攻で特に建築史の専門家によるいわゆる「記録保存」

が実施される様になった。図上記録は、建造物の構造、意匠形式を再び復原するための必要不可欠

な資料となるからである。

Ⅳ 比較事例に見る調査のあり方

東京都港区東新橋に所在する汐留遺跡は、汐留地区区画整理事業に伴い1998年度に発掘調査が実

施された旧汐留貨物駅跡地内の遺跡 (明治時代)である。
(20)特

出する遺構は、機関車用及び貨車用

の転車台で、土台の基礎部にあたる摩擦杭上にコンクリートによる総基礎が張られ、煉瓦が円形状

に積まれ壁面を形成する。また、新橋停車場 (明治44年以前)構内では、火力発電所 (明治35年建

設)跡が確認される。特に同施設内煙突基部の煉瓦は理路整然と積まれ一見の価値がある。更に、

新橋工場として確認された遺構は、鋳物・鍛冶・組立・旋盤・挽立・製罐・修車の各工場跡とす

る。いずれの遺構も現存する駅構内平面図が重要な決め手となった。これらの遺構は、明治期の官

設工場を含む駅構内施設の構造を知る上でも貴重なもので、それを記録に留められた意義は大き

い。ここは、1996年 に「旧新橋停車場跡」として、落札条件には用地売却先に史跡指定の範囲内を

保存の上、一部施設を復原 し、その関連史料の展示公開を義務付ける。なお、大正 4年に大井町に

移築された旧新橋工場機関車修復所及び旧新橋工場乙木工場は、愛知県犬山市の明治村内に移築復

原 (昭和43年)する。また、京都府京都市下京区の旧梅小路機関車庫 (大正 3年建造)は、鉄筋コ

ンクリー ト造の扇形機関庫の形状を保存 じ梅小路蒸気機関車館として昭和47年 に一般公開される。
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静岡県天竜市の天竜浜名湖鉄道機関

車転車台及び機関車扇形車庫 (他に

運転区事務室・運転区浴場・運転区

休憩所がある)は、昭和15年に東海

道本線のバイパスニ俣線の施設とし

て建設された。1998年 に当時の国鉄

機関区の様子を知ることができる施

設として登録有形文化財に指定され

た。1999年度に発掘調査された兵庫

県姫路市の豆腐町遺跡においては、

姫路駅構内の転車台の発掘調査が実

施された。しかし、その遺存内容か

らも先見事例となり得た長野駅構内

においては駅東回の旧長野工場の解

体に伴う記録調査は実施 したが、駅

構内施設の一括調査はしていない。

この長野駅舎構内の再開発事業にお

いて、近代化遺産の保護は考慮され

なかった。

近世近代遺構の調査・保護・活用

第 1図 発掘調査による縦断面と社殿の関係図

/

l.

第 2図 旧中村家住宅遺構想定位置図 S=1

敬応寺は、大阪府枚方市招提元町

に所在する。山門の調査は1990年度

01991年度 (追加調査1992年度)に

枚方市教育委員会が行った社寺建築

に関する調査において実施された。

その評価は、報告書『枚方市の社寺

建築』に掲載される。
CDそ

れによれ    第3図 旧中村家住宅主屋構造図

ば、この山門は一間薬医門の形式で、切妻造本瓦葺とする。親柱と二軒繁垂木に配された垂木も新

材に替えられる。古材として控柱、その柱頭を繋 ぐ「虹梁型頭貫、冠木、男梁、女梁、軒桁、棟木

を支える間斗束上の大斗肘木」を認め、これらを当初材とするならば様式より江戸時代末期の建立

を推定する。その後、招提寺内村遺跡の第80次発掘調査は、敬応寺山門の改築に先立ち、その下部

遺構の状況を把握するために実施されたり この時、山門は社寺調査報告書を判断材料とし、発掘調

査の実施に先駆けて取り壊 した。この様に、独自に判断する「単一調査」は危険をはらんでいるこ

とを理解すべきであろう。

一方、八幡宮来宮神社社殿は「複合調査」の好例である。この社殿は静岡県伊東市八幡野に所在

する。1996年 8月 23日伊東市の有形文化財に指定された。本殿は、二間社流造。拝殿は入母屋造、

(修理前)
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向拝一間取付、幣殿 は両下造

で、いずれも屋根は板葺に銅板

(修理後)を載せている。 置札

より本殿は寛政七年 (1795)、

拝殿が文政七年 (1824)の 建立

とされる。修理事業では、基礎

部の組み直しもあり、本殿と拝

殿はジャッキアップにより吊り

上げ、幣殿は全解体された。発

掘調査は、 トレンチ掘りとし、

本殿、幣殿から拝殿に掛けた中

心軸と建物直下より交差させて

設定した。調査の結果、山側を切込み平坦面にした地山上を版築 し、切石の石垣により本殿を設置

するための方形の基檀の構築が判明した。また、拝殿の四方に通る側柱列を支持する土台の基礎

は、地盤の大改良が判明した。概報
(23)に

おいて、第 1図「発掘調査による縦断面と社殿の関係図」

は、拝殿から幣殿と本殿にかけた縦断面図と地表下の土層を対応させて図化する。 トレンチ調査に

より、これら三棟の建物の基礎構造を把握 し、拝殿と本殿の地業が寛政期に特定できたとされる。

また、本殿基礎部の下層より確認された地鎮具の出土位置を建物と関連付けて示 した。

上記八幡宮来宮神社社殿の通り下部施設把握のためには、有効な トレンチを設定する必要がある

(第 2図「旧中村家住宅遺構想定 (下部施設)位置図」)。 また、構造図は平面図に軸組構造を関連

付け把握することができる (第 3図「旧中村家住宅主屋構造図」)。 そして、痕跡図 (第 4図「滝沢

家住宅痕跡図」)は、建築当初からの増改築等の変遷過程が読み取れ、建築当初に復原できる。民

家の複合調査は、羽生田家住宅、滝沢家住宅、旧中村家住宅の様な痕跡調査を含めたものが好まし

い。なお、断面図は必要不可欠な納まりの箇所を取ればよろしい。
(24)ま

た、場合によっては、矩計

図とすれば充分である。 ちなみに、 第 5図は長野市大星古墳群 2号墳の「木造祠」 の実測例であ

る。解体修復にある場合は基礎部分の把握は将来の建物復原に生かせるが、取り壊 しに至るなら

ば、下部施設との関連付けは必要となる。別件として先に建物の単一調査が済んでいるならば、そ

の調査内容を把握 し、発掘調査にあたって下部施設と関連付けた価値ある調査を心掛けたい。事業

は異なっても、同一の建物遺構に係わる調査なのだから。

ただ、発掘調査の担当者が上物の価値を実物に照らし正当な評価ができないとすれば、上物処理

の仕方が発掘調査のそれとは大きく異なることが要因として上げられる。それは、今、取り壊そう

としている歴史的建造物で、時代判定の文献史料などがあり、建築の構造形式や意匠様式が評価に

値するとしても、そのものの調査方法が分からないからである。 しかし、痕跡図と現状平面図など

は少なくとも建築当初の復原資料となる比較的容易な調査であり、記録することを望みたい。

S==1 :200
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V 広域的なまちづくりへの活用

長野県内において、歴史的文化的遺産を広域的な

まちづくりに活用しようとする試みは近年ことに増

加 している。例えば、須坂市は市街地の土蔵造の建

物の維持を目的に修景費用を補助 している。これ

は、市街地を「蔵の町」に整備 し、観光資源として

地域の活性化を図ろうとするものである。2000年度

は歴史的建造物の活用を調査研究する「信州すざか

蔵の町事業」が決められた。また、美麻村の旧中村

家住宅は、県道白馬麻績線と県道長野大町線が連絡

する地点に隣接 しており、道路拡幅事業に伴う復原

修復工事を契機として村の文化の中核施設 (歴史民

俗資料館)に位置付け、保存活用を目的としたコミ

ュニティー施設の整備を行い、習俗の継続、展示公

開、観光案内及び広報や集会への活用計画がある。

あるいは、更埴市稲荷山地区や白馬青鬼地区など

は、伝建地区 (重要伝統的建造物群保存地区)を念

頭に置いたまちづくり整備を検討 している。以前、

伝建地区の指定を目指 した長野市松代地域の試みは

最近の事例として興味深い。長野市教育委員会は、

都市計画の専門家を招き1982年 に松代の街並み保存

の円滑な推進を図りながらまちづくりを行うための

基礎資料作りを行った。この時、武家屋敷と街路と

の関係において付属する庭園及び松代城花の丸御殿

第 5図 「木造祠」の実測例

第 6図 「昌龍寺鐘楼」断面実測例

(三之丸御殿)や国史跡旧真田邸 (新御殿、 1981年 4月 史跡指定)の庭園等を活用 した「庭園都市

・松代」 を提唱した。 しかし、 その都市計画は壮大なものとして映り、 実現 しなかった。
CDそ

の

後、 1996年度からの主要幹線道路の国道403号線拡幅工事による道路整備に伴い、 中心商店街の店

主 らを含む住民 らの「木町まちづ くり協議会」は景観に配慮 したまちづくりへの住民景観協定を

1998年 に結ぶ。この景観協定は、家屋や商店舗の新築改築の期を捉え瓦屋根に壁面を自壁基調にす

るなどの和風建築を心掛けた造りとする。統一 した形式により城下町を演出することにある。この

ことは、この期を捉えて城下町としての景観に配慮 したまちづくりを目指もので、一体の電柱を廃

止 し電線類の地中化工事の決定は行政側へのアプローチの成果である。また、松代城跡の整備 (写

真14)で は、絵図と発掘調査の成果による復原整備事業が進められる。旧白井家表門 (市指定文化

一-315-―



近世近代遺構の調査・保護・活用

財)は、2000年 に修理され、文武学校隣へ移築。無料休憩所及びガイ ドボランティアの詰所として

再利用される。点在する史跡や文化財施設内における説明活動はこの施設を拠点とする。ガイドボ

ランティアの育成を手掛けたのは、真田宝物館である。同館を中核とした各文化財施設との連携

は、養成講座を受けたガイ ドボランティア (現在、約100名登録)により結ばれる。ボランティア

は文化遺産の新たな活用を生み出した。また、地元への経済波及効果など付加価値が見出されはじ

めた。そして、既存の文化遺産の把握は、それを基に新たな文化財の掘り起こしにも繋がる。例え

ば、江戸時代末期まで松代城下町のほぼ中央に位置する片羽町の鐘楼に隣接 した火の見櫓の位置確

認の発掘調査は、周辺地域との連携を伴い有効な手段といえるテーマを持ち得ている (第 6図「昌

龍寺鐘楼」断面実測例)。 この火の見櫓は、明治時代初頭に長野市稲里町の昌龍寺に売却され鐘楼

として移築したとするからである。
(26)こ の他、「真田まつり」の「大正ロマン行列」 は、近代演劇

女優松井須磨子を記念 したものである。松井須磨子は松代町清野出身で、大正時代初期には芸術座

の島村抱月演出によるトルス トイ原作の『復活』でカチューシャ役となり、全国の211場を廻り公演

し一世を風靡した (後述する熊本県山鹿市の八千代座では大正 6年に同劇を公演している)。 松井

須磨子は、文化文芸面においての広域的なテーマと成り得る。また、前述の「松代大本営地下壕」

は、平不口目的に再利用しようとする活動が幾つかある。例えば、「まつしろ平和夏まつり」 は毎年

8月 に開催する (今年で 5回目)が、松代大本営平和祈念館建設実行委員会はこの地下壕の保護活

用を目指すものである。更に、篠ノ井旭高校では、郷土研究班の生徒達が地道な史跡保存活動を

し、他県の高校との交流を呼びかける。これらの遺産や史跡等を総合的に活用した城下町の整備と

は、他には類例がなく地域活性化のための方策は多様といえる。松本市ではあがたの森文化会館

(旧制松本高等学校校舎、 1919年本館竣工)と講堂を含む敷地の一部を国から購入して市民のサー

クル活動などに利用する教育文化施設を目指す。本館には図書館や地元公民館機能を持たせた。現

在、旧制高等学校校舎が良好に遺存する事例は全国的にも珍しく、その価値は高い。
(27)ま

た、内田

の馬場家住宅は文化中核施設としての活用事例、他に松本城下町の町並み及び歴史的文化的遺産の

保存活用を目的とした市民有志による「城下町の歴史と文化財を守ろう研究会」が2000年 8月 21日

に発足する。飯田市には、座光寺麻績学校校舎の事例が新 しい。麻績学校校舎は、明治 5年の学制

発布により小学校の校舎を建設するにあたり、地域文化として盛んであった歌舞伎舞台を併用 した

特異な形態を持つ建物である。報告書によれば、「修理工事終了後の利活用」として、「麻績校舎建

築当時を偲ぶことで、地域芸能史、教育史において特異な位置を占める座光寺地区の教育文化の香

り高い歴史を探訪する」
(28)と

した。伊那谷地域は、早稲田人形芝居 (下伊那郡阿南町早稲田地区、

国無形民俗文化財)を はじめとして、黒田、今田人形芝居などを生んだ地域であり、飯田市におい

ては、1979年 より人形劇の里として毎年 8月 開催の飯田人形劇フェスタ (前、人形劇カーニバル飯

田)へと活用範囲を広げる。これは、全国的規模での開催を希望 し、人形劇イベント会場を探して

いた人形劇人の有志の呼びかけに応じたもので、行政・人形劇人・地元市民が運営主体となった催

し物である。これに麻績学校校舎もまた取り込むことが可能である。南佐久郡南相木村の南相木村

舞台は、天保三年 (1832)に廻り舞台を備えた農村舞台として建築された。その後、明治時代には
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南相木尋常小学校校舎と

して使用、大正 2年から

平成 5年まで村役場庁舎

として使われた。同年 4

月の新役場庁舎の完成に

ともない、翌年から保存

研究委員会を組織 し検

討、廻り舞台を復原し、

村の民俗資料館とするこ

とを決め、農林水産省の

「山村振興等農林漁業特

別対策事業」として改築

した。
(29小

県郡東部町大

字祢津においても、健事

近世近代遺構の調査・保護・活用

③ ハ午代座市民見学会
=(」

蠅 醜轟場ll里 挿聯 :灯

第 7図 「八千代座市民見学会」の資料

神社境内の「西宮の歌舞伎舞台」は西宮歌舞伎保存会が、東町の日吉神社境内の「東町の歌舞伎舞

台」は東町歌舞伎保存会が再活用する。また、地元祢津小学校では子供歌舞伎クラブが「祢津東町

歌舞伎」公演を学習の場として取り込んでいる (写真15)。 これらは、農村歌舞伎芸能の可能性が

地元の意気込みにあることを示す。
(30)演

じる舞台あっての活用といえる。東部町では、慶長年間に

定めた北国街道の宿場町として海野宿 (東部町海野宿伝統的建造物群保存地区)が在り、明治時代

には宿場から養蚕業へと生活の形態が移り変わる。民家は蚕室造となる変遷が読み取れる。国重要

文化財の春原家住宅 (17世紀末の建築)や江戸時代の名力士雷電為右衛門の生家及び墓など文化芸

能に根ざした地点が点在する。これらは、舞台上で演ずる芝居の題材としても活用できる。下伊那

郡下條村では、2000年 8月 を「下條歌舞伎第一回体験講座」として、下條村歌舞伎保存会による体

験講座を実施 した。下伊那郡大鹿村では、市場神社舞台、葦原神社舞台、大蹟神社舞台、野々宮神

社舞台にて定例 (葦原と野々宮は7年に一度)の大鹿歌舞伎が大鹿歌舞伎保存会 (昭和49年設立)

により運営される。同保存会はく昭和61年から財団法人として村民全員を会員とした。農村舞台

は、お互いの地域に根ざした芝居芸能を活用し、連携することも可能である。その広がりは県内に

留まらない。地域に活用できるテーマを持ち得た文化財や史跡が多いからである。

史跡を視野に入れた整備事例としては、長野市浅川真光寺、市街地より飯縄高原へ向かう真光寺

ループ橋 (オ リンピック関連道路事業)を通過 した道路沿いに「 日本近代石油産業の発祥地」とす

る場所がある。この地に石油の埋蔵を知った石坂周造 (北石堂町)は、明治 4年 (1871)に「長野

石炭油会社」を設立し、この会社は日本初の石油精製会社となった。その後、幾つもの石油井戸が

この地域に掘 られた。今回、整備された石油井戸は、昭和22年 (1947)に掘 られ、近年までガラス

エ場が使用 したものである。道路整備を契機として、長野県建設事務所は地元の要望を受けて2000

年 4月 に「日本近代石油産業の発祥地」として整備 した油井である。地元では、将来はこの油井周
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辺を史跡公園にしたいとする (『長野市民新聞』2000年 4月 15日 付)。 この場合、油井の汲み上げ施

設は近代化遺産、あるいは文化庁美術工芸課が「科学・産業技術文化財の保存と活用」を目的とし

た「近代歴史資料」の調査対象の内の「産業技術の所産である機械」
(31)に

該当させられるが、その

周辺一帯は「電力」種別の油田 (石油)に相当する。近代遺跡としては、記念物 (史跡)整備が望

める。いずれも、遺存状態からの脱却を経ての整備が必要である。

熊本県山鹿市の八千代座は、温泉地として栄えた地域に明治43年に建築された江戸時代の歌舞伎

小屋の伝統形式を伝える劇場である。八千代座は終戦後閉鎖 していたが、市民による復興運動で興

業が復活 し、建物は1988年 に国の重要文化財に指定された。やがて、歌舞伎公演は定期公演として

定着 し、観光客誘致にも繋がり、地元商店街をはじめ活性化として現れたという。 しかし、1996年

から2001年 5月 までの予定で解体による保存修理工事が行われることになり (写真16)、 修理工事

期間中の対応が問題となったという。それは、ようやく軌道に乗った復興運動に水を差 し、集客減

が地元商店等に与える悪影響がノ己ヽ配される中で、老朽化 した劇場の修理工事を地元住民にいかにし

て理解 してもらうかということであった。山鹿市教育委員会文化課の担当者は、奈良県平城京跡の

朱雀門の復原現場や札幌市の時計台の修理現場に足を運び公開のあり方等の研修をした。
(32)そ の結

果、「八千代座の様々な公開事業を通 して、 市内の建築関係者や市民の間に少 しずう文化財の意義

や活用の考え方が浸透 してきた」という。第 7図「八千代座市民見学会」の資料は山鹿市教育委員

会文化課担当者の企画によるが、山鹿八千代座桟敷会発行の「山鹿八千代座桟敷会かわらばん」な

どはその表れだという。八千代座は修理現場を定期的に一般公開してきた (が、発掘調査の場合は

それを一歩進めた体験可能で生きた教材となり得る)。

前述の南木曽町の「読書発電所施設」は、町が地元の文化資源 (近代化遺産)と して積極的に活

用する事例である。桃介橋と関連施設を結ぶ遊歩道の整備は、散在するこれらの文化施設を繋げる

ことを目的としたものである。10回 目を迎える桃介橋周辺のウォーキングは毎回テーマを持ち、企

画されている。また、中部電力飯田支店は、2000年 3月 5日 には、泰阜村門島の泰阜発電所の一般

公開を実施 した。この発電所は、昭和11年 (1936)の操業開始で、稼働する水力発電所としては平

岡発電所に次ぐ古さを誇る。一般公開は、築造後60年以上が経過 し、今年度からダムのゲートの取

り替え等の工事着工を機会に、「地域にある発電所や変電所について理解 してもらう」 ことを目的

とした。今回の公開は、第一回の駒場発電所、第二回の伊那松島変電所に次ぐ現地説明会となるも

ので、ダムエ事の現況や発電所内外の電気設備を公開施設にあてた。参加者は門島と阿南町富草大

島の住民が大半であった。これらは、現在も稼働中の産業遺産である。

この様に、近年において近代遺産や近代遺跡は今日の我々の生活にも身近な関心事となり、見学

の機会は学習の場として小中高の児童生徒、大学生のみならず地元住民の参加や見学などの機会は

常に保たれるべきであろう。広域的なまちづくりにおいて、歴史的文化的遺産をどの様に活用すべ

きか。小学校においては、2002年から「総合学習」の授業が始まり、また学校週休二日制を考える

時期に来ているという。他県においては、子供達がひとつのテーマを持ち「目的のある学び」を

通 して身につけるものとは何か。学校は校内から出て地域社会に参加することを望んでいるとい
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う。そのひとつに歴史的文化的遺産を活か した市民参加による町並みワークショップがあるとい

う。
°の

折 しも長野中心市街地においては、空洞化と少子化の影響により6校の小学校の統廃合を検

討 している (「中心市街地のまちづくりと小学校の適正配置研究委員会」)。 廃校の跡地利用は、「 こ

の期を捉え、市民参加による充分な検討による魅力あるものでなければならない。」との声は多 く、

コミュニティー施設への移行が求められる。

散在する歴史的文化的遺産は、それを繋げる物語が地域に根ざしたまちづくりになるとしたら、

それぞれ地域に合わせた活用手法があるはずである。長崎市では、残す・伝える・魅せるを目的と

して「長崎歴史探訪路構想」を町並み整備事業に位置付けている。そのひとつが「寺町・伊良林地

区」で、坂本龍馬ゆかりの地域とする。「鳴滝地区」ではシーボル ト宅跡をはじめとした史跡を、

また「西坂・諏訪の森地区」では寛永年間キリシタンの禁制にまつわる地域として、それぞれの地

域はストーリー性を持たせた整備とする。財団法人和歌山県文化財センターにおいては、既存の史

跡や文化財などの分布調査と、その地域における歴史的文化的遺産の整備及び活用事例を把握 し、

それぞれをいかに連携させ、地域活性化に繋げるかを目的とした総合的な「町並み調査」を実施 し

た。そこには、長期的にせよ文化資源を活かした地域活性化に向けた方策が示される。今後は、地

元住民や商店街主動により、これらの成果を参考としたまちづ くりへの方向性を見出すことにな

る。
°°

ちなみに、県内においては「日本海から太平洋を結ぶ地域連携軸の形成に資することを目的

に」したいわゆる「塩の道」が2000年度事業として上げられる。それは、周辺の歴史的文化的遺産

を活用した広域的な地域交流による方策をにらみ総合的な踏査を進めるもので、今後の活用が他県

からも注目される。このことは、埋蔵文化財を調査研究する担当者としても、どのように遺跡の調

査研究を行い、 (保護のための整備を助言 し)地域社会にそれを還元できるのか。地域の特性を活

かした文化創造と地域社会の連携が広域的なまちづくりとなることを示 している。

Ⅵ おわりに

本稿における「上物処理」とは、発掘調査に際し、近世近代遺構に係わる上物の存在に直面 した

場合の実務上の対応のことである。

今のところ各都道府県に依頼された「近代遺跡」 の分布調査は、 文化庁建造物課の「近代化遺

産」及び「近代和風建築」の分布調査と同様に、自治体から吸い上げられた結果を報告する。この

調査は比較順位を付けたに過ぎず、個別調査ではない。このため、この調査を経てもこれまで未登

録であったものが、ここ数年の都市開発などにより次々と取り壊される現況から脱 したわけではな

い。それは、近代化遺産の全国的な分布調査をする契機となった群馬県近代化遺産総合調査におい

て、「踏査を始めてからすぐに困難に感 じたことは知識不足から建物の建築時期が見分けられない

ことであった」とする。
(35)確

かに、建造物等の実測調査や研究には建築学がその基礎に必要で、考

古学の延長線上から判断することに限界を感ずる。それは、これまで地表面あるいは地表下に刻ま

れた考古遺構の調査は行われてきても、地表上に留まる建物遺構の調査経験がないからである。 し
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かし、すでに文化財建造物の修復事業においては、発掘調査の成果を考慮 した「複合調査」の必要

性を打ち出し、その実践事例が増加する。大きな成果のひとつとしてヽ例えば飯田市座光寺の麻績

学校校舎 (明治 6年建築)、 坂城町格致学校校舎 (明治11年建築)、 須坂市園里学校校舎 (明治16年

建築)の基礎部には、いずれも組積下にコンクリート基礎が使用されていないことが調査により判

明した。
(36)こ のことは、県内におけるセメント・コンクリー トからRC造りへの波及の実態をオ巴握

するための資料となる。これら地表下、地表上の双方が関連付 く遺構をあえて区別し「単一調査」

とする意味が薄れる近世近代遺構調査の現況においては、「複合調査」はむしろ自然な流れである。

近年、文化庁から各都道府県教育委員会に出された「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等に

ついて (通知)」 には、埋蔵文化財の把握と周知の改善方策に関する通達も含まれる。そこには、

年々増加 しつつある近世～近現代遺構の発掘調査について、調査者や研究者、有識者から指摘され

るなど以前より問題視されていたもので、これに対 して文化庁としての一定の基準を示 したもので

ある。
(37)し

かし、この基準では、これまで通り現場の担当者が調査の有無の判断を下さなければな

らない。それならば、発掘調査のために生 じる「上物処理」、必要と思われる建物については分け

隔てなく、考古遺構と同様紙碑としてでも記録すべきではなかろうか。そのためにもこの期を捉え

歴史的建造物を見定める目を育てておきたいものである。そして、調査によってそれが歴史的文化

的遺産として評価に値するものであるとしたら、取り壊す前に充分な調査記録を取る必要がある。

それは、これまで遺存 してきた上物を歴史的文化的遺産として再認識することで、地域的な特色あ

るまちづくりに活かせるとしたら、文化財活用の意義として大切なことだと思うからである。まち

づくりとは、古いもの総てを取り壊 した上に建設される画一的な上物を意味するのではないはずで

ある。県内外の人々にも惜 しまれつつも、しかし取り壊された仏閣型長野駅舎はその教訓とすべき

事例であるのだから。長野駅構内の遺構はなぜ活用できないのか。仏閣型旧長野駅舎解体に伴う報

告書では、「新幹線駅舎の表回の町として近代都市に再生すべく…… (中略)… …新都市の中に明

治工場建築が存在することは街景の点睛となることはまちがいない。」 とし、 現地保護整備が望め

ない以上、移築復原 して利用する価値は充分にあるとする。一方では、旧横浜船渠会社第二号 ドッ

ク (明治30年開渠)の様に現位置に残し、土木遺構として保存活用する事例もある。この遺構の保

存整備は、三菱地所株式会社による高層ビル間の空間利用の提唱を試みたものである。渠底に休息

用のテーブルセットを設置し、天丼を張らない吹き抜けの野外の憩いの空間とし、その周囲の石組

み壁体内部に食堂等の商業スペースを設けている。ここは、「 ドックヤー ドガーデン」と称 し、

1997年 に国の重要文化財に指定された。「歴史と未来の共生」の事例といえる。

社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会は、文化庁より選定された「選定保存技術」の保存団体

である。ここでは、各地の事業所より毎年屋根工事に必要な基礎知識と技能の習得を目的とした研

修を行なう。県内においては、2000年 8月 に歴史的建造物の修復技術者や研究者らが集まり、保存

及び活用に関する活動をする特定非営利活動法人として設立するための申請がされ、12月 には発足

する。ここには草葺き屋根職人も含まれる。このことは、伝統的な修復技術を持った個人らが連帯

した民間団体が、これまでより積極的に歴史的文化的遺産を修復 し整備活用が行えるよういわゆる
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NPO法を活用 し法人化するものである。それにより、これまでの助成金の活用に加え、例えば

「大成建設自然・歴史環境基金」など企業による公益信託などの活用が団体として得やすくなった。

それは、伝統的な技術を継承する職人環境を改善 し、生成することにも繋がる。既存の文化財の保

護と地域社会との係わり方が重要な意味を持つことは明らかで、文化財の修復保存を根底から支え

ることは地域社会における活性化策にも相当する。また、開発のための発掘とテーマを持った学術

的な発掘調査が大別されるが、調査研究はそのものを文化財とし位置付けるもので、その成果をい

かに活用するかは変わらない。例えば、大阪市南区島之内の住友長堀銅吹所遺跡は、1990年に住友

銀行コンピューターセンター拡張建設に係わる発掘調査である。この遺跡は史料により江戸時代国

内外に約200年 に渡り銅を供給 し続けた銅精錬所遺構であることが判明した。発掘調査現場を訪れ

たイギリスのアイアンブリッヂ・ゴージ博物館館長によれば、「 この遺構は日本にとってだけでな

く、近世の東南アジアで使われた銅製品の供給基地であったことも考慮 しなければならない」とす

る。
(38)こ

れは開発に伴う発掘調査によりその所在が認められた遺構でく保存が望めないならばこの

成果は今後に活かされるものでなければならない。

ここで上物と関連する近世近代遺構を取り上げたのは、最近の増加事例であり、これまでの単一

調査とは異なる複合調査の必要性を強く感 じるからである。更に、上物処理には活用のあり方をも

考慮すべき場合がある。上物が歴史的文化的遺産となれば、いかなる調査研究が必要なのか。その

成果はどの様に活用すべきか。まずは、発掘担当者として報告書に上物の評価からまちづくりに寄

与する活用への提言を付加することが求められている様に思われる。

(2000年 9月 26日脱稿)
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は、発掘担当者からの問題提起といえる。

註 2 文化財保護法の改正及び文化財登録制度については、「特集文化財保護法改正」 (『月刊文化財』 10月 号 (第

397号 )1996 第一法規出版株式会社)に詳述される。また、近代化遺産の内「近代産業遺産」は、『建物

の見方・しらべ方 近代産業遺産』 (日 本産業遺産研究会・文化庁 歴史的建造物調査研究会編 1998 株

式会社ぎょうせい)を、「近代土木遺産」 については『建物の見方 0し らべ方近代土木遺産の保存と活用』

(文化庁 歴史的建造物調査研究会編 1998 株式会社ぎょうせい)がわかりやすく解説する。 参照された

い 。

註 3 大日方悦夫 1999「長野軍政部に関する基礎的研究」『信濃』第51巻第 7号 信濃史学会

註 4 小林利通 2000『 日本近代史の地下水脈をさぐる』 梨の木舎

註 5『深町広子と上田自由大学』 (上原民恵 1995 上田小県近現代史研究会ブックレットMl 上田小県近現代

史研究会)及び『信州の鎌倉 別所温泉』 (小平千文 1997 上田小県近現代史研究会ブックレットNQ3 上

田小県近現代史研究会)を参照 した。

註 6『旧国鉄長野工場解体調査報告書』 (永川 強 1994 番匠・文化財建造物保存技術協会)及び「取 り壊され

た歴史的建造物」 (拙稿 1998『信濃』第50巻第 9号 信濃史学会)

註 7「須山賢逸の関連史料」 (拙稿 2001『信濃』第53巻第 2号 信濃史学会)刊行予定
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註 8「信濃町の揺藍期産業遺産」 (拙稿 2000『信濃』第52巻第12号 信濃史学会)刊行予定

註 9 あ、るさとづ くり特別対策事業『桃介橋修復・復元工事報告書』 (南木曽町桃介橋保存活用検討特別委員会

1994 南木曽町・南木曽町教育委員会)を参照する。桃介橋は、福沢桃介 (福沢論吉の娘婿)がダム建設に

伴い架けた。 この橋には、 桃介と女優川上貞奴とのロマンスが知 られる。 ちなみに、 発電所本館の設計者

は、木曽川水系関連発電所施設の建設を担当した佐藤四郎とする。対岸の旧福沢桃介別荘 (大正11年頃建

築)は現在「福沢桃介記念館」として遺存する。

註10 市川隆之 1999「前山田遺跡」 上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書 9『小滝遺跡・北之脇遺跡・前

山田遺跡』 長野県埋蔵文化財センター

註11『国宝善光寺本堂保存修理工事報告書』 1990 財団法人文化財建造物保存技術協会

註12『重要文化財真田信重霊屋保存修理工事報告書』(2000 財団法人文化財建造物保存技術協会)及び「真田信

重霊屋の彩色画とその修復」 (拙稿 2000『長野』212号 長野郷土史研究会)を参照のこと。

註13 檀原長則 1997「江戸中期農家の土座調査」『高井』第118号 高井地方史研究会

註14 伊藤友久 1997「建物の復元」『長野県宝中村家住宅修理工事報告書』長野県美麻村教育委員会

註15 小寺武久 1998『妻籠宿Ⅱ』 南木曽町

註16 修理に至る欠損箇所等の所見は、『真楽寺境内建造物調査報告書』 (信濃建築史研究室 1999)に 詳 しい。

註17 松本市教育委員会文化課 1996 松本市重要文化財『馬場家住宅第 I期修理工事報告書』 松本市教育委員

会

註18 宮田宿本陣旧新井家住宅移築復原委員会 1987『宮田宿本陣旧新井家住宅移築復原工事報告書』 宮田村教

育委員会

註19 和田村教育委員会 1991 中山道保存整備事業『和田宿本陣 (旧長井家居室棟)保存整備工事報告書』 長

野県和田村

註20 東京都埋蔵文化財センター 2000 旧汐留貨物駅跡地内遺跡発掘調査概要Ⅵ『汐留遺跡』 財団法人東京都

生涯学習文化財団東京都埋蔵文化財センター

註21 山門の平面図は『枚方市の社寺建築』(1994 枚方市教育委員会)に掲載される。

註22 遺構の平面図は「招提寺内村遺跡 (第八十次調査)」 (『 ひらかた文化財だより』第36号 1998 財団法人枚

方市文化財研究調査会)に掲載される。

註23「発掘調査による縦断面と社殿の関係図」 は、『八幡宮来宮神社社殿修理工事』 (1998 八幡宮来宮神社・伊

東市八幡野区)よ り引用 した。また、調査内容についての詳細は『八幡宮来宮神社社殿修理工事報告書』

(伝統建築研究会 1999 八幡宮来宮神社・伊東市八幡野区)を参照 している。

註24 挿図の第 2図 「旧中村家住宅遺構想定 (下部施設)位置図」、第 3図 「旧中村家住宅主屋構造図」、第 4図

「滝沢家住宅痕跡図」は、信濃建築史研究室による作図を引用する。

註25 松代藩文化施設管理事務所 1999『城下町松代』 長野市教育委員会

註26 第 6図 「昌龍寺鐘楼断面図」 は野帳に記録 した実測図を掲載する。 昌龍寺鐘楼の性格については、「松代藩

火の見櫓の行方」 (拙稿 1998『建築史学』第30号 建築史学会)に詳 しい。

註27 大河直射編 1997『歴史的遺産の保存 0活用とまちづくり』 学芸出版社

註28 有限会社信濃伝統建築研究所 1999『旧座光寺麻績学校校舎修理工事報告書』 飯田市教育委員会

註29 信濃建築史研究室 1996『南相木村舞台 (旧役場庁舎)修理工事報告書』 南相木村

註30 拙稿 2000「『祢津東町歌舞伎』公演にみる継承のかたち」『長野県民俗の会通信』第155号 長野県民俗の

会

註31 文化庁美術工芸課 2000「『近代歴史資料緊急調査』 中間報告科学・産業技術文化財の保存と活用」『月刊

文化財』第437号  第一法規出版株式会社

註32 井上欣也 2000「文化財建造物の修理をまちづくりに活かす」『文化財月報』No381 株式会社ぎょうせい
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註33 全国町並み保存連盟 1999『新・町並み時代』 株式会社学芸出版社

註34 財団法人和歌山県文化財センター 1998『紀ノ11北部の町並み』 和歌山県伝統的町並み調査報告書

註35 萩原清史 1994「近代化遺産の探 し方 桐生市の調査 0産業遺産を中心に」『文化庁月報』 NQ304 株式会

社ぎょうせい

註36 和田 勝 1998「 セメント・コンクリー トの導入」『文化財信濃』第25巻第 3号 社団法人長野県文化財保

護協会

註37 文化庁 (埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会は、1998年 6月 16日 に記者発表)が

同年 9月 29日 付で各都道府県教育委員会に配布 した「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について (通

知)」 における埋蔵文化財の把握と周知の改善方策によれば、全国に共通する原則として、「①概ね中世まで

の遺跡は原則として対象とすること。②近世の遺跡については地域において必要なものを対象とすることが

できること。③近現代の遺跡については地域において特に重要なものを対象とすることができること」と報

告する。その通知内容については、『考古学研究』第45巻第 3号・通巻179号 (文化財保存問題委員会 1998

考古学研究会)に掲載される。参照されたい。

註38 日本産業技術史研究会 (住友長堀銅吹所研究会)1991「大阪『住友長堀銅吹所』遺跡の保存を」『考古学

研究』第37巻第 4号 (通巻148号)考 古学研究会

その他の主要参考文献
・柳雄太郎 1999「近代遺跡の調査について」『月刊文化財』 9月 号 (第432号)第 一法規出版株式会社

・静岡県教育委員会文化課 2000 静岡県近代化遺産 (建造物等)総合調査報告書『静岡県の近代化遺産』 静岡県

・鬼淵鉄橋を残す会 2000 ハウジングアンドコミュニティ財団助成事業『保存された鬼淵鉄橋を中心とするコミ

ュニティ作 りの研究』 長野県木曽郡上松町鬼淵鉄橋を残す会

0西 山マルセーロ 2000「長野 日本近代建築総覧 (新版)追補」『建築雑誌』 3第 115集第1452号  日本建築学会
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複製石器による所謂「実験使用痕研究」の原則は、研究法の高倍率化とともに、1970年代の半ば

L.H.Keeleyに より確立された。わが国では80年代に紹介されて、S.Ao Semenov(1957)以 来の

使用痕研究に大きな躍進を齋 した。日本の使用痕研究の歩みは御堂島1993年の著述に詳 しく、また

今日までの研究の総括は阿子島1989年 の著書に整理されている。阿子島氏によれば、使用痕には 6

つのカテゴリーが用意でき、(1)微小剥離痕、(2)光沢、(3)線状痕、(4)摩滅、(5)破損、

(6)残滓がある。 これらの内、80年代以降、飛躍的に進展 したのが、光沢 (polish)の研究であ

り、現在11種程度のタイプに類別されている (梶原・阿子島1981)。 光沢のタイプは、被加工物の

種類 (木や骨といった類別)と必ずしも1対 1の対応関係にはないが、被加工物の差異が光沢タイ

プを決定する大きな要因であることは間違いなさそうである (阿子島1989)。 ただしKeeley met―

hodの適応は、半定性的で確率的とも言 うべき対応関係を、観察者の主観的判断に委ねるところ

に欠点がある。熟練 した観察者のみが判別し得るタイプの類別は、第 3者には至極解りづらいもの

で、使用痕研究それ自身に疑義を挟まれることも間々ある6近年、この課題を少 しでも解消しよう

と、1995年 に使用痕研究会が発足 し、基準資料の共有化をはかる活動が続けられてきている (石器

使用痕研究会会報2001)。 ところで、使用痕そのものの形成機構を追究 し、光沢タイプ決定の要因

を検証 していこうとする取り組みが別にある。使用光沢痕の微細観察を、光学系ではなく、電子線

を用いて行うもので、走査型電子顕微鏡 (scanning electron microscope、 略して SEM)に よる

超高倍率法を適用する。この方法では、光沢すなわち光の反射は現れないので、あくまで光学顕微

鏡を併用 した上で観察を続けないと、痕跡部の微細観察は達成されない。 いわば Keeley method

の応用とも呼ぶべきもので、わが国では山田しょう氏によって実行された (山 田1986a.b)。 山田

1986a年の成果は、光沢面形成機構としてのシリカ・ゲル説
(1)の

棄却と光沢のタイプが「研磨剤と

して働 く被加工物の硬さ、粘弾性的性質、表面状態によって決定される」 (Pl14)と 結論付けた点

にある。この成果を別の視点から検証 し、合わせて超高倍率法による使用痕研究の新地平を説 くの

が、本稿の目的である。
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Ⅱ 経過

わが国に於ける超高倍率法の実践は、1986年 の山田氏の報告以後、筆者の関わるもの以外は管見

にない。これは走査型電子顕微鏡 (以下、SEMと する)を設置する機関が限定されていること

と、 装置の取 り扱いが光学顕微鏡に比べて少々面倒な点にあると思われるが、 SEMの効力が余り

認矢目されていないことも原因のひとつである。

SEMに は大きく2つ の効力がある (町田1998)。 ひとつには焦点深度が深 く、広い視野で500

倍、 1,000倍 もの超高倍率の観察ができること。 光の反射がないため、 光沢タイプの類別は専 ら輝

度を除いた識別法をとり、平滑度や拡大度、高低差などの諸特徴が仔細に観察できて、より客観的

な判別が可能となる。またひとつには痕跡部の表面元素の分析 (定性・定量分析)ができ、付着物

の有無を追跡できること。電子線発生装置のランクにより、有機物の分析までが可能となる。

筆者は、1993年 に刊行 した長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 (町田1993)の作成時に、

幸運にもSEMと 出会った。
(劉

当時、何よりも筆者を驚かせたのは、これまでの EDX(energy dis―

pers市 e analysis with X― rays)で 行われていた元素の定量分析 (仮に点分析と呼ぶ)に加えて、

半定性的な分析 (面的分析と呼ぶ)が可能で、元素ごとに画像表示するシステムが搭載されていた

ことである。所謂カラーマッピングと呼ばれるもので、日本電子社製 JSM-5400LVで あった。

これを用いれば痕跡部を含む広い範囲での元素組成を半定性的に分析でき、残滓のような付着物を

始め、 痕跡部自身の化学変化を、 元素分布の違いとして確認できるはずである。 以来、 1997年、

1999年、 2000年 とSEMを用いた使用痕観察及び使用痕元素分析を、計 6遺跡の出土石器に対 して

進めた。この過程で得た使用痕に関する考え方及び観察の手順は、町田1998年 に纏めてある。

筆者は使用痕を専門的に研究 してきたものではなく、光学顕微鏡を用いた光沢タイプの類別さ

え、まだはっきりとは理解 していない。と言うよりは、遺跡出土の実資料中に、11も のタイプを当

てはめることができないのである。正直なところ、 Aま たはBタ イプの認定が最も安定し、 的確

に分析できるものであり、第 3者に対 して説明できる第 1位のものなのである。したがって本稿で

は、Aま たはBと 判定できる痕跡タイプを題材とし、超高倍率法を用いた光沢面の観察及び元素

分析を通 して、本稿の目的に答えるものである。

Ⅲ 仮説

使用痕形成機構の議論は、欧米では古 くからなされていると言 う (山 田1986a、 御堂島1993)。 J.

Witthoft(1967)、 J.Kamminga(1979)、 To A.Del Bece(1979)ら によるSEMを用いた使用痕

観察、 80年代以降は P.Anderson(1980)、 M.E.Mansur― Franchomme(1983)ら によるEDX
の導入が加わり、さらに活発化 したようである。アンダーソンは、使用痕光沢が「使用中にフリン

ト表面が加水分解 してできたシリカ・ゲルの層で、その中に被加工物か ら取 り込まれた植物珪酸体
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や骨・角などの無機質の数10μ mのオーダーの微細な残滓が埋まり込んで」 (P105。 山田1986aよ

り引用)で きたものと考えた。つまりEDXの導入によってシリカ・ゲル説を強調 し、N.Meeks

ら (1982)に代表される磨耗説と対立する見解を示 したのである。1986年 の山田氏の取り組みは、

この点を再検証するものであった。複製石器を用い、使用過程ごとに光学そして電子顕微鏡観察を

加えて、光沢面の変化がどのように進むか仔細に記録 した。結果、光沢面にあるピットは作業が進

行 しても失われることなしに存在 しており、新 しいピット (岩石内の粒子塊の脱落とする)が次々

と生成されることから、光沢面の形成が付着ではなく磨耗であると判断した (Plll、 山田1986a)。

ただし残念ながら、報告を読む限りではEDXの成果には遮ゝれていない。

そこで、SEMの特質であるEDXの効力を最大限に活用 した検証を提示 してみる。

まず、EDXが石器表面の残滓分析に有効か否かを検証する。 そのために、複製石器を用いてA
タイプ (corn_gloss)の 派生要因と考えられるイネ科植物の切断実験を行う。この時、対比例とし

て、ブタの生骨を用いた切断実験も加える。作業後の石器は、そのままEDXにかけるが、石器表

面の残滓分析が可能であれば、それぞれに特有な有機物元素が測定できるはずである。

残滓分析の有効性が証明されたならば、次にAタ イプの観察できた実資料を用いて EDXに か

ける。石器表面に残滓が存在すれば、特別な元素が測定できるはずである。ただし、複製石器と違

い、数千年以上も土中に埋没し、何を切断したかも限定できない実資料であるから、有機物の存在

を確定するほど甘くはない。無機物等の付着にも十分配慮 し、まず検証 しておくべき点がひとつあ

る。それはEDXが石器表面部の元素組成を測定するものである以上、石器自身の構成元素比を確

定 しておかなければ、どんな元素か増大 したものか判別できなくなる。そこで、補足実験として石

材の元素組成検査を介在させる必要が生 じてくる。

この過程でシリカ・ゲル説の検証はある程度可能となるが、 さらにSEMの観察機能を生かして

追跡調査を行 う。SEMの器面観察は、500倍 あるいは1,000倍であっても何 ら遜色なく光沢相当面

(200 μ m程度)を確定できるから、面を構成するひとつひとつの平滑部分 (100μ m程度)を見極

めて、さらに50μ m以下の最小単位まで絞り込んで EDXをかける。最小単位それぞれの元素濃度

比が判明すれば、平滑部分の形成がどんな物質に左右されているかを推定できるはずである。

Ⅳ 実験

岩石構成元素比の基準資料の設定

岩石を構成する化学組成は、含有鉱物の種類によって、まちまちであり、その量比が元素比を左

右している。ただし、岩石の組織や石基などから判定された岩種名が同一のものであれば、主な化

学組成比はほぼ一致する。ひとつの化学組成比を示す標準資料は、通常幾つかの成分分析法によっ

て導き出され、本稿で扱う黒色頁岩は蛍光 X線分析、化学成分分析 (JIS指定 9元素)、 X線回折

分析によって決定された (町田2000)。 詳 しい分析の方法及びデータについては、町田2000年 の報

告によるとして、ここでは遺跡出土の景J片 と岩石を産出する岩帯の分析結果を提示し、黒色頁岩の
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プレパ ラー ト・平行 ニコル

第 1図 黒色頁岩の偏光顕微鏡写真
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第 2図・第 1表
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X線回析分析による主な鉱物量

第 2表 化学成分値とX線分析値 (裁断面)

下

下

以
以

試料No＼成分 Si02 A1203 CaO MgO 丁i02 FeO Fe21Э 3 MnO Na20 K20

1・鱒・
78.5 8.9 1.63 0.36 0.09 0.88

76.4 12.2 1.04

2・鱒
67.9 13_6 1.26 l.38 0.61 4.58 0.06 2.28

73.4 13.9 l.46 0.65 3.64 2.53 2.28

4・菫勇̈
68。 9 1.94 4.87 2.86

2.68
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標準資料を示す。

長野県北部の河東山地に産出する黒色頁岩
°
は、下部から中部中新統の内村層 (森層)に 由来す

るものである (山岸ほか1988)。 偏光顕微鏡観察 (第 1図)及びX線回折分析 (第 2図・第 1表)

によれば、石英 (プ レパラート内最大0。 17mm、 回折 ピーク強度80～ )、 斜長石 (最大0。 15mm、 60

～40)、 白雲母 (最大0.12mm、 40～ 20)な どを岩片として取り込む、破砕状組織を有する泥質岩

である。第 2表に化学組成比 (蛍光 X線分析値は裁断面のデータ)を示すが、Si02が 70%程度を

占めるシリカ質の堆積岩で、A1203(ア ルミ)や MgO(マ グネシウム)、 K20(カ リ)な どの成分

比に特徴がある。 ただし、 あくまでも点的な定量分析 (重量 wt%及び原子数 Atom%)であるか

ら、相対的な比較には、当然に分析条件の一致をはかるべきであることは言うまでもない。

今回、実験使用痕観察に用いた岩石は内村層 (森層)か ら採取 したものであり、分析を行った実

資料は、上記の理化学的分析の範囲内で内村層産出がほぼ同定された松原遺跡 (SBll10No18)出

土の大形刃器である」

黒色頁岩製の複製石器による実験使用痕観察

複製石器は、使用後に観察試料として折断・分割 し、それぞれに使用痕観察及び元素分析を実施

した。 この時、試料の洗浄、SEMへ の前処理等は一切行わない。また元素分析は刃部について面

的分析 (14元素)を実施した上、使用痕部とその近傍、そして遠位の未使用部を点分析 した。顕微鏡

観察は金属顕微鏡 OLYMPUS BX60Mで 100倍、200倍 を、走査電子顕微鏡 JEOL JSM5600四

で100倍、 500倍、 1,000倍を行った。元素分析は100倍程度の視野で0.5mm範囲を面分析 し、 500倍

程度の視野で200 μ m(0。2mm)以 内の範囲を点分析 した。光沢部はさらに500～ 1,000倍程度の視

野で10μ m以 内まで絞り込んで点分析を実施 した。加速電圧は 5 kvか ら15kv、 最大経過時間は

300秒内とした。

1。 稲刈 り実験

背部加工のみ施 した直刃で長さ10cmほ どの刃器 2類を作成 した。更埴条里水田跡に復元 したミ

ニ水田
Dの

稲刈りを、すべて根刈りで実験 した。石器は観察用試料に供するため3つ に分割 し、そ

れぞれに使用痕観察及び光沢部の元素分析を実施した。

未使用部 (遠位部)…試料の分割時に景J落 した部分を測定 (第 3図 )。

SEM500倍 の画像では、表面に凹凸があり、それの高低が著しく際立った新鮮な破断面の特徴

がある。所々には径10μ m程の鉱物粒子が突出している様子を観察できる。EDXで得られた

器面の元素比
°
は、岩石構成元素濃度比を表すものと判断できる。

使用部 (光沢部)…刃先に観察できた光沢面を測定 (第 4図 0第 6図 )。

SEM500倍の画像では、表面の凹凸が弱く、左右両端にある高部 (小さな矢印)が滑らかに磨

耗 ?し た様子を観察できる。新鮮な破断面にあるたような鉱物粒子の突出は減り、高低差のな

い数 μm程の鉱物粒子が散在 している。写真の中央には20μ m程の付着物 らしき物体 (大 き

な矢印)mがぁる。EDXで得られた器面の元素比は、Alや Fe、 Kに Mgな どの岩石構成元素

濃度比が低下している。これに対し、Cそ してO比に伸びが認められ、有機物の付着が示唆
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(SEM× 500)

[0.00kev]

(SEM×500)

3    4

第 3図
[10.23keV]

未使用部の顕微鏡写真及び表面部元素濃度

[10。 23keV]

第 4図 使用痕部の顕微鏡写真及び表面元素濃度
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|~~

‐―…矢印は使用部のチャート

ーー ¨ 部のチヤート

豚 の 切断

2    3

第 5図

と |: 1 古 |'サ
'l i古

未使用部と使用部の元素濃度対比

第 6図
刃部表面の元素
組成 (14元素)
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できる。

文寸  上ヒ

それぞれに測定されたチャー ト図を合成 してみたのが第 5図である。この図で明 らかなよう

に、使用部にはCそ して Oと言った有機物由来の元素濃度が増大 し、 その反面、岩石構成元

素濃度比は押えられる結果となった。ただしSiだ けは大きな変化が観察できない点
Qを

注意

しておく必要がある。以上から、使用部には稲刈りによって付着 したであろう有機物が存在 し

ており、EDXで それを測定できたと判断できる。

2.藁切り実験

鋭利な縁辺を持つ無加工の景J片を作成 し、稲藁の切断実験をした。石器は観察用資料に供するた

め細かく分割 し、それぞれに使用痕観察及び光沢部の元素分析を実施 した。この結果については、

町田2000年 にすでに報告 してある (P324か らP327)。

3.ブタ骨の削り実験

背部を加工 し、全体形を切り出し形に仕上げた直刃の刃器 2類を作成 し、ブタの四肢骨 (生)を

削る実験をした。 削りは2,000回以上を行った。石器は6.Ocmほ どであるため、分割せずに、 その

まま観察用試料とした。

未使用部 (遠位部)…試料作成時の主剥離面部分を測定 (第 7図 )。

SEM100倍の画像では、表面に凹凸があり、所々に径20μ m程の鉱物粒子が突出している。新

鮮な素材面と考えられ、 EDXで得られた元素比は、岩石構成元素濃度比を表すものと判断で

きる。

使用部 (付着物面)…刃先に観察できた付着物面を測定 (第 8図・第10図 )。

SEM100倍の画像では、表面の凹凸が殆どなく、刃縁にべっとり付着物 (矢印)のあることが

解る。付着物は刃部表面を一面に覆い尽くし、 500倍の画像では、器面にこすり付けられたよ

うな付着物の存在がはっきり観察できる。EDXで得られた器面の元素比は、Alほかの岩石構

成元素濃度比が著しく低下 し、 これに対 して、 Caと P、 Cと O比に際立つ伸びが確認でき、

有機物の付着が確実視できる。

対 比

測定 したチャート図を合成 してみたのが第 9図である。使用部には有機物由来の元素が著しく

増大 し、岩石構成元素濃度比が押えられる結果となっている。またこの刃部を面分析 したのが

第10図である。 14元素の各画像を観察すると、 Al、 Siと 言った岩石を構成する主元素に極端

な濃度変化が認められた。それら濃度の低い部分 (黒い部分)に は、逆に Ca、 Pと言った微

量元素が極端に増大 (白 い部分)しており、付着物の成因が Ca、 Pな どに代表される骨の成

分であることが理解できる。つまり、それら有機物の付着が岩石構成元素を部分的に覆ったと

判断できるのであり、EDXでそれを測定できたと言える。

以上から、 EDXに よる元素の表面分析は有効、適切であり、石器表面に何らかの付着物が存在

しておれば、それをこの手法で判別することは可能と判断できる。その付着が極 く微量でない限
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第 7図 未使用部の顕微鏡写真及び表面部元素濃度

使用痕部の顕微鏡写真及び表面元素濃度
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ブタタの削り

Fe

2    3    4    5    6    7    8

第 9図 未使用部と使用部の元素濃度対比

第10図

刃部表面の元素

組成 (14元素)
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り、面分析で確認することもまた可能である。 ただしSi(シ リカ)に関しては、石器がシリカ質

の岩石である限り、元素量の増減を確認することは難 しい。何故ならば、個々の元素上ヒは相対的な

比較として用いられるものであり、今回のようにSiを主成分とする岩石では、それとの相対比で

比較されるのが通例だからである。 しかしながら付着物としての Si量が微量でないとしたならば、

ブタ骨の実験例が示すように、岩石基質の構成元素濃度を押える働きがあってしかるべきであるか

ら、使用光沢痕の形成に関わる程度 (ブ ラシで洗い流すことはできない)の ものであれば、他の元

素濃度を押えないはずはない。 corn‐glossと 呼ばれる穀物光沢 (Aタ イプ)が、使用結果として

のシリカ・ゲル層であり、そこに残滓が埋没したものであるとすれば、元素分析で岩石の構成元素

濃度比を押える働きが確認できるはずである。以下、遺跡出土の実資料 (石器)を題材に、SEM
による使用痕観察及び元素分析を実施 し、使用痕形成機構の謎にせまる。

V 検証

「corn‐ gloss」 の微視的観察及び表面部元素分析

corn―glossと 呼ばれる穀物光沢は、通常我々が行い得る光学顕微鏡下の観察で、100 μ m(0.1

mm)以上の広い範囲にわたる光沢面を指 している。その特徴は「 1)非常になめらかで、高度に

光を反射する表面、 2)流動的な外観、 3)埋められたような線状痕、 4)彗星形のピット」 (P

18、 阿子島1989,Witthoft1967)に あるとされ、我々が引用するAま たはBタ イプと呼ばれる光

沢痕 (梶原・阿子島1981)に あたる。

遺跡出土の実資料、石器 (大形刃器)を もとに、その観察を行う。

第11図の光沢面は、極めて明るく、明暗の輝度がはっきりとして、凸部はなめらかで、凹部を埋

めつくすように広がっている。 そして所々に「corn―査loss patch」 が観られ、 発達しつつあるA
タイプと判別できる。光学顕微鏡下で撮影 した光沢面 (× 100)の 状況である。 これに対 し、電子

顕微鏡下で同様な光沢面を観察すると、第12図のようになる。光沢面は単に磨耗 した平滑面のよう

に見え、凹部を伴い陸のように広がっている。所々にある際立った ドーム状の凸部が「corn―gloss

patch」 である。 第11図の光沢面が凡そ200 μ m程度であるから、 陸状に広がる平滑面のひとつあ

たりが、 ほぼ等大と言える (○ の範囲)。 画像に慣れないと中々判読が難しいが、第13図に光沢部

以外のベイシックな器面を示したので、それと比較すれば瞭然である。

第12図に示 したSEM観察の範囲では、特に残滓など付着物の存在はないように見えるが、化学

的判断を得るため、元素の面分析を実施 した。結果、刃部表面での元素 (14元素)に差は認められ

ず、岩石本来の組成分布を示したことからく表面に残滓は存在 しないか、あっても極々微量と判断

できる。次に、光沢面の様子をさらに詳 しく観察するため、ひとっの平滑面を500倍 に拡大 し、 50

μm程度の範囲内で顕鏡 したのが第15図である。まさに我々が平滑面と称 したものは、10μ m以

下の小さな「corn― gloss patch」 の集合体であることが理解できる。では面を構成 している、この

だヽさなパッチは、いったい何であろう。半J読の手がかりをEDXによる点分析に求めてみる。 ここ
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Aタ イプの光沢面 (OLM× 100)

第12図  Aタ イプの光沢面 (SEM× 100)

第13図 ベイシックな器面 (SEM× 100)
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使用痕研究の新地平

大形刃器

SBll10-No8

第i3図

basicな表面部元素濃度

第14図 刃部表面の元素組成 (14元素)
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第15図 光沢面を形成する「corn‐gloss patch」 (sEM× 500)

第16図 「 corn―gloss patch」 の微細観察 (SEM× 1′ 000)
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使用痕研究の新地平

[0,00kev]

― 矢印は使用部のチャート

ー  細爛 師 部のチヤート

MuscOvite=K12 Si3 A101()(OH)2

― 矢印は使用部のチャート

ーー 線は原材面部のチヤート

PlagiOclase=(Na,Ca)(Al,Si)408
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LIN 8K カウント

一 矢印は使用部のチャート

ーー 線は原材面部のチヤート

[0。 00kev]

3    4    5    6    7

第19図 「corn… gloss patch」 3の元素濃度

9       101

[10.23keV]

では10μ m程度のパ ッチを任意に 3箇所 (矢印)選定 し、それぞれに表面元素の濃度分析を実施

した。

1は長径0。01mmほ どで、輪郭がやや不明瞭、外形がワタアメ状を呈する。成分分析の結果、カ

リ (K20/Si02=0,29)、 アルミ (A1203/Si02=0,37)そ してシリカ (Si02)を 主成分とする物

質であることが解 る。推定 され るのは岩石の基質岩片である白雲母 (Muscovite=k12Si3

AЮ10002)の可能性である。鉱物粒子の磨耗と判断できようか。

2は長径0。02mmほ どで、輪郭は明瞭、長方形状を呈する。成分分析の結果、カルシウム (CaO

/Si02=0,058)と アルミ (A1203/Si02=0,42)、 そしてナ トリウム (Na2 0/Si02=0,24)、  シリ

カ (Si02)を主成分とすることが解る。 岩石の基質岩片である斜長石 (Plagioclase=(Na,Ca)

(Al,Si)408)の 可能性が考えられる。鉱物粒子の磨耗と判断できようか。

3は長径0。02mmほ どで、輪郭は明瞭、円形状または多角形状を呈する。成分分析の結果、 シリ

カ (Si02)を主成分とする物質であることが解る。 シリカの塊と言えば、岩石の基質岩片にある

石英 (Quartz=Si02)ま たはクリストバル石 (cristobalite=Si02)の 可能性を推定できる。鉱物

粒子の磨耗と判断できようか。

以上から、任意に選定 した3つ のパッチは、それぞれに岩石を構成する鉱物粒であることが推定

される。粒子の大きさは10μ m(o。 01mm)以下であり、それらが互いに表面磨耗 してパッチ化 し、

部分的に連結することで光沢面を形成している。岩石の基質を構成する非晶質の粘土は、凡そ 5μ m

(0。005mm)以下であるから、 SEM画像に観る磨耗 していない凹部が、丁度それに当たる。 因み

Cristobalite=Si0 2
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に第 1図のプレパラート内に観察できる鉱物粒径は、大きいもので100μ m(0.lmm)程 、極 く小

さいものが10μ m以下であるから、通常、我々が金属顕微鏡下で観察する「corn―gloss patch」 は

50か ら100μ m程度の大きい鉱物粒の磨耗を指 していることになる。 さらにまた、我々が面的な光

沢痕と捉えているものも、実はその中身が「corn‐gloss patch」 であり、10μ m以下の小さい鉱物

粒の磨耗帯を指 していることが判明した。そして、一つ一つの「 corn‐gloss patch」 には、付着物

は存在 しないということも判明した。仮に Si量の無変化または微量変化を取 り上げたとしても、

鉱物構成元素濃度比を押えることのできない程に極 く微量な、薄層でしかないと考えられる。

ところで第15図 に確認できた小さな「corn‐gloSs patch」 を、SEMで 1,000倍に拡大 したのが第

16図である。1,o00倍下では、EDXの 1及び 2の表面部 (矢印)に、明かに何かで引っ掻いたよう

な一定方向のキズ (線状痕)が観察でき、 2のすぐ左脇の鉱物粒では、 それが点線状をなしてい

る。「corn‐gloss patch」 に観察できる細かな線状痕については、町田1997年以後の報文で取り上

げてきており、光沢面が刷毛で掃いたような細かな線状痕の重なりによって形成されていることは

明かで、山田1986a年の「線状痕と光沢は不可分の現象」 (P109)と した結論を支持する。第17図

・第18図 の元素組成分析か ら判断 して、 1は MuscO宙 teの可能性があり硬度4.5、 2は Plagio…

claseと して硬度 6である。 これらの鉱物粒を引っ掻き、磨耗させる物質は、当然それらよりもモ

ース値の高いことが要求されて、それを被加工物に求めれば、Aタ イプの生成原因である非品質

含水珪酸起源による植物珪酸体 (plant opal=Si02° nH20)が挙げられる。「corn―gloss」 が穀物

光沢と呼ばれるほどに、特定被加工物に由来 した光沢面と推定される以上、そこに植物珪酸体が深

く関与 していると思考することは当然の理である。ただし一般に植物珪酸体は硬度 6と 言われてい

るので少々軟 らかく、 3の Quartz(硬度 7)も しくはCristobalite(硬度 6～ 7)を磨耗させる

ことが可能であるのか (第 19図 )、 不明瞭である。結局のところ、山田氏の強調するトライポロジ

(Tribology)の 磨耗 (wear)、 ここでは特に引掻き磨耗 (abras市 e wear,abrasion)を 誘発する

であろう研磨 (polishing)の工程に問題は直面する。研磨の工程には「微小な引掻き磨耗、塑性

流動、融解による粘性流動、化学反応などの諸説」 (Pl12、 山田1986a)が あるとされ、最終的判

断は、山田氏の示 した「化学反応によって軟らかい水和層が形成され、それが掻き取られている」

(Pl14)と 言うJ.Kamminga1979年 の化学反応説に帰結せざるを得ない。SEMの分析では、 この

課題について解決することは難しく、別の分析法
°
を取り入れる必要があり、現在試験を進めてい

る。これについては別稿にて試論する予定でいる。

これまで簡単ながら示した SEMによる使用痕分析、特に「corn¨gloss」 と呼ばれる光沢面の形

成機構について、 山田しょう氏の結論を別の方法から検討 した。結果、「corn―gloss」 が付着物に

由来するものではないことを再確認し、改めて磨耗説を支持することとなった。磨耗を超高倍率下

で観察すると、岩石を構成 している鉱物粒に激 しく起 こっており、それが一種の「corn―gloss

結Ⅵ
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patch」 となって連結 している様子を確認することができた。 したがって「corn―gloss」 は凡そ10

μm以下と言 う非常に小さな粒径の鉱物磨耗群が取 り持った光沢面であり、被加工物としての植

物、ことにその珪酸体が関与 した時に限り、発達する使用痕と考えられる。何故、珪酸体が関わっ

た時にだけ「corn―gloss」 が形成されるかについては、残念ながら今回、磨耗自身の形成機構の追

究が蚊帳の外となってしまった。FIBの成果に期待 したい。

SEMに よる使用痕観察及び付着物分析に関する有効性と適切性は、町田1997年以降の報文を参

照頂ければ大方は理解頂けると思う。ただし使用痕観察に於いては、Aま たはBと 呼ばれる光沢

タイプについて判別が容易 く、超高倍率法が適用可能であるが、他のタイプについては光学顕微鏡

下での観察と十分に整合させる段階が必要である。また付着物については、分析箇所を十分選定 し

た上で、地道に定性・定量分析を進めていく過程が必要である。梅津昇氏によって、 SEM観察の

必要性が説かれて、実に20年余りが経過 した (梅津1979)。 この間、山田しょう氏の精力的な取り

組み以外に、SEMを活用 した事例はない。筆者を含め、新たに、そして少 しずつ使用痕に取り組

む石器研究者が増えてきている中で、SEMの利用を広めることができればと思っている。
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註1 山田1986a年によれば、シリカ・ゲル説とはフリント表面が使用中に加水分解し、10μ mに も達する厚さの

層を形成したものであり、特にアンダーソンの説は、その層の中に植物珪酸体や無機質の残滓が埋まり込む

註 2

註 3

註 4

とするものであると言う (P105)。

現在、長野県立歴史館考古資料課保存処理室にSEMが設置されている。導入に先立つ準備検討段階で、白

沢勝彦氏を通 して石器試料 (向六工遺跡出土石器)を提供 したことが SEMと の最初の出会いである。

山岸ほか1988年 の文献では、黒色泥岩 (P81)と される。

SEMに よる本格的な使用痕観察及び表面部元素分析は、 1995年 の篠ノ井遺跡群 (町田1997)の 整理作業か

ら導入 した。石器への SEM観察は、川崎テクノリサーチ株式会社 (KTEC)の 深いご理解によるものであ

り、導入当初よりKTECの 全面的な協力を得て進めてきた。今回の JSM5600の 分析 も、ひとえにKTEC

のご厚意によるものである。

稲刈り実験は、 筆者が更埴条里遺跡を調査 していた1993年 に実施 した。 床土の作土から始まり200♂ ほどの

水田を現地に復元し、そこで育てた稲を森産の複製石器で刈り取ったことが発端になる。

註 5

一-342-一



使用痕研究の新地平

註 6 EDXに よる岩石構成元素濃度比の基準は、定量分析を最低 3箇所行い、その平均値とした。

註 7 観察できた付着物は透明感のある多角形状の物質である。一見 してプラントオパールを想像するが、果たし

て何であろう。大きさは20μ m程あるが、残念ながら今回 EDXを かけなかった。

註 8 実際には Si成分にも変化が生 じていると考えられる。 Siを主成分とする岩石では、試料から検出できるそ

れのエネルギー量が非常に大きいため、Siの みを判別する目的でカウントを実行する必要がある。

註 9 固体の表面にGa+な どのイオンを 1次イオンビームとして照射 し、試料の表面から原子を層状に離脱させ

ることにより、深さ方向に元素分析する方法をとる。集束イオ ンビーム加工観察 (FIB=Focused lon

Beam)と 呼ばれ、FB2000Aに て試験 している。
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長野県内出上の古代動植物遺体概観

I はじめに

Ⅱ 水洗飾別法

Ⅲ 飾別結果

Ⅳ 県内の動植物遺体出土状況概観

はじめに

動植物遺体の研究は、動物骨を中心とした研究、植物種子や樹種の研究が自然科学的分野で盛ん

に行われかなりの成果をあげてきた。

西村正衛・直良信夫などの研究者によって行われてきたが、それらの多くは貝塚・低湿地などの

研究が主体で、―特別な環境下で調査の条件がそろって初めて可能な研究であったと言わざるを得な

い。              _
近年、貝塚・低湿地以外での動植物遺体の研究が、活発に行われるようになってきた。これは微

少な対象物でも同定できるよう日々研究が積み重ねられているからで、動物考古学・植物考古学研

究者の努力の賜物である。しかし、最近は動・植物遺体に対 して着目されなくなったのか、報告書

の中の動・植物遺体の記述が減少 してきている傾向があるように思われる。特に火山灰土に覆われ

た台地上の遺跡に於いては、焼失遺構など特異なもの以外それほど着目されることなく、調査が行

われてきているのが現状である。

私は以前、東信地方の芝宮遺跡群の発掘調査において、竪穴住居跡のカマド内の灰の中に小さな

骨片を確認 したためその土壌を取り上げ、「動物遺体」・「植物遺体」の節別を試みた。今回は、そ

の飾別の結果と長野県内の他の遺跡の事例、近現代の記録などから食について考えたい。

Ⅱ 水洗飾別法

飾別法には、乾燥 した土壌の飾別と水洗を利用した飾別の二つの方法が知られている。前者は貝

塚や洞穴遺跡、砂質土壌に有効といわれるため、芝宮・中原遺跡群では酸性土壌という関係から水

洗飾別法 (ウ ォーター・フロンテーション法)を実施した。

サンプリングについてはカマドを割った状態で良好 (純粋)な灰・炭化物層を検出した場合、移

植ゴテとスプーンを用いて資料を採取 した。採集 した資料は周囲に雑草が多く風が強いので、それ

らの種子などが混入 しないように洗浄前に室内で乾燥させ、ウォーター・フロンテーションにより

長野県内出土の古代動植物遺体概観

藤 原 直 人

V 近世・近代の食生活

Ⅵ 古代の食生活

Ⅶ あとがき
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大まかに洗浄 し、その後0.5mm 00.25mmメ ッシュの飾 (遮 るゝい)で洗浄 した。洗浄後の資料には

砂粒などが残っているため、肉眼により炭化物と骨に分け採取 した。

Ⅲ 飾別結果

植物遺体

芝宮遺跡群の炭化種子出土状況は、44点 (カ マド内の灰・炭化物層38点、カマド周囲の床面の灰

・炭化物 2点、大溝の炭化物層 4点)の同定を依頼 し、その結果、 (27%)12点 (カ マドの灰・炭

化物層から10点、大溝内の炭化物層の 2点)か ら同定結果が得られた。

中原遺跡群の炭化種子出土状況は、78点 (カ マド内の灰・炭化物層52点、カマド周辺の床面上の

3点、土器内の土壌 3点、遺構内の覆± 2点、住居内覆土の18点)の同定を依頼 し、 (47%)37点

(カ マ ド内12点、カマ ド周辺 3点、土器内 2点、遺構内 2点、住居跡覆±18点)についての同定結

果が得られた。

その結果、芝宮遺跡群では、SB181の 覆土・カマ ドからはアヮ・キビ・イネ・オニグルミなどが

出土 したが、他の住居跡のヵマドからは良好な資料は得 られなかった。中原遺跡群では住居跡床面

からヤマブドウ・モモ・アヮ・オオムギ・コムギなどが出土 しているが、カマド内部の灰からはイ

ネ・オニグルミのみの出土となった。この結果の差は芝宮遺跡群がカマドの灰のみに注意が注がれ

たのに対 し、中原遺跡群ではカマド以外の土壌のサンプリングを行ったために起こったものと考え

られる。

動物遺体

芝宮遺跡群では44点中26点 (59%)、 中原遺跡群では採取試料78点中36点 (46%)か ら検出され

た。

大部分が細片化した状態で、遺体は例外なく焼けていた。同定された分類群は、貝類・魚類 (真

骨類)・ 両生類 (カ エル類)・ 鳥類・哺乳類と多岐にわたるが、遺存状態は悪い。貝類では、貝類 B

(海産種の可能性の高い腹足類)、 魚類ではコイ科 (フ ナを含む可能性が指摘されている)・ ニシン

科 (マ イワシの可能性が指摘された)が同定されている。 ニシンを出土 した遺構は SB77の カマ ド

の灰で時期は古墳時代後期である。また、カエル・イノシシなども検出している。

当初、カマ ドの灰の飾別は海産種の食材の搬入を確かめることが目的であった。それについては

極微量ではあったが、中原遺跡群の古墳時代後期の住居跡のカマドからマイワシと考えられる魚骨

や海産種と考えられる貝類が他の遺構からも出土 している。このことを持って海岸地域との交流を

直ちに結びつけることはできないが、一資料として価値のあるものといえる。今後も偏 りの少ない

資料の検出方法を探りながら飾別を続けたい。
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Ⅳ 県内の動植物遺体出土状況概観 (本文中の番号は地図中の番号と同じ)

1 長野市屋地遺跡

長野盆地の東端、松代町皆神山の北西麓に位置し、弥生時代～平安時代の住居址66軒が確認され

ている。

動物骨は古墳時代～平安時代の包含層・遺構覆土から出土 し、家畜としてのウマ・ウシ・イヌ、

狩猟鳥獣としてのテン・イタチ・イノシシ・シカ・キジバ トが検出され、その他、食生活に関るも

のとしてはヒラメの頭骨片が検出されている。同定の結果、テン・イタチについて毛皮獣として利
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用価値があったと記されているが、木曽地方では恒常的ではないが食材のひとつとして利用されて

いるようであり、該期においても毛皮のみならず食材としての利用が考えられる。

2 更埴市八幡遺跡群北稲付遺跡

主に平安時代の遺構からモモ・ヒメリンゴ・ヒョウタン・ハ トムギ (栽培されたのは18世紀)が

出土 している。

また、同じく更埴市の生仁遺跡では多量の骨角器の他、シカ・イノシシ・ウマや古墳時代では珍

しいイヌの遺体が出土 している。

3 上田市中井遺跡

平安時代後期の竪穴住居跡から炭化米約2600粒、糎殻約100粒が出土 している。

4 丸子町鳥羽山洞穴遺跡

古墳時代の曝葬の痕跡がある遺跡として有名である。日常の生活に関わる遺跡ではないが、ハマ

グリなどが出土 している。また、同町の岩谷堂洞穴遺跡からはアヮビの貝殻が出土 している。

5 佐久市芝間遺跡

竪穴住居跡 (平安時代)の貯蔵穴状のピット底面から出土 した不内部の土壌から炭化米10粒を検

出している。その考察では、現代品種のシナノコガネと芝間遺跡・岡谷市橋原遺跡 (弥生)・ 佐久

市下川原・光明寺遺跡 (中世)か ら出土 した炭化米と比較 し、形態の変遷を追究 している。

6 佐久市下聖端遺跡

遺構覆土の洗浄飾別の結果、古墳時代の竪穴住居跡と平安時代・中世の溝状遺構から動物遺体で

はニホンシカ・ニホンイノシシ・ニホンカモシカ・ウマが出土 している。植物遺体では弥生時代後

期～平安時代中期の21軒の竪穴住居跡で炭化種実が出土 し、内訳は米・小麦・大麦・小雑穀類 (ア

ワ・ヒエ・キビなど)・ 豆類 (ツ ルマメ類)・ タデ類・ソバ・エゴマ・ヤマブドウ・その他 (ク リ・

ヒョウタン・ヘチマ・ウリ類・ゴマ・アサ)な ど多種多量にのぼる。

その考察では「弥生時代後期には小麦を中心とした畑作が盛んで、古墳時代に入ると水稲作もか

なり増え、並行 して、雑穀類 (ア ワ・ヒエ・キビなど)がかなり栽培され、豆類も野生のものがか

なり重要視されていたことがわかる。」と作付けされた作物の時代による変遷を明らかにしている。

7 小諸市宮ノ北遺跡

古墳時代後期の焼失の痕跡のある1号住居址からハシバ ミの炭化種子が出土 しているが、出土位

置・量は不明である。

8 小諸市鋳物師屋遺跡

奈良時代前半とされる第 3号住居址から出土 した炭化米、第 3号住居址・第16号住居址から出土

した炭化材を同定している。

炭化米では米粒の長さと幅の比率から、現代品種のシナノコガネ・北九州の板付遺跡・岡谷市の

橋原遺跡との比較検討が試みられ、「出土量が限られ………推測の域を出ない」 としながらも弥生時

代より平安～中世の米に近いものという位置付けをしており興味深い。

炭化材ではヨナラとオニグルミが出土 している。
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9 小諸市和田原遺跡

古墳時代前期の第 3号住居址からハシバ ミの炭化種子が出土 しているが、出土状況などは不明で

ある。ハシバ ミは同市宮ノ下遺跡からも出土 しており、考察の中では古代食生活の中における堅果

類の比率の高さを説いている。

10 小諸市関口 A・ 関口B遺跡

植物遺体は98点の樹種同定で、古墳時代後期の第30号住居址からモモの種子が検出されている。

動物遺体は関口B遺跡の 7～ 8世紀の住居址・井戸址・土坑、 9世紀末～10世紀前半の溝址か

ら多種多量の獣骨類が出土 している。その中でも個体数が一番多いのはニホンシカで、14軒の住居

址から検出されている。それらは主に住居址内のカマドから出土 した焼骨で、カマド以外から出土

する骨は生 (半生)と 焼骨の両方が確認されている。他にニホンイノシシ・ウマ・キジ科が出土 し

ている。

ニホンイノシシは焼骨が、主に古墳時代後期の4軒の住居址から確認されている。

ウマは古墳時代後期と奈良時代の 3軒の住居址・奈良末～平安時代初頭の第 1号の溝址から半生

と生の状態で出土している。

キジ科の骨は奈良時代の第10号住居址から焼骨が出土 している。論考の中ではキジまたはヤマ ド

リの雄ではないかとしているが、励日熱による亀裂・歪み」があるところから、奈良時代の記紀の

記載にニワトリがあることや群馬でのニヮトリに似た骨の出土例・県内や山梨・関東各県のニヮト

リ型埴輪の存在から「原始的なニヮトリ」の可能性を示唆している。

焼骨の出土状態や骨から「カマ ドで料理された焼き残りであろう」と推測しながらも「普通食料

とされない」部位がみられることから「一概に食料残滓と言い切れない面を持っている。」 と考察

している。

11 小諸市五領 B遺跡

古墳時代前期から中期にかけての集落遺跡で、第 1号掘立柱建物址 (掘立柱建物址自体の年代は

不明)か らコナラ属 (コ ナラ類またはカシ類)の炭化種実 (子葉)が出土 している。

12 小諸市竹花遺跡

浅間山麓の南斜面、小諸市南東部の「田切り」によって形成された標高720～ 730mの 台地上に

位置する遺跡で、古墳時代後期～平安時代を主体とする竪穴住居址118軒 ・掘立柱建物址86軒が確

認されている。

動物遺体はウマ・ウシ・イノシシ・ニホンジカ・マルタニシ、古墳時代後期の59号竪穴住居址か

ら海産種であるカジキマグロ類の椎骨が出土 している。

種実遺体は古墳後期～平安時代の 8軒の住居跡でオニグルミ・モモ・スモモ・イネが検出されて

いる。竹花遺跡に隣接する東下原遺跡ではモモ、大塚原遺跡ではサクラ属の一種が検出されてい

る。東下原・大塚原遺跡は竹花遺跡と同様、古墳時代後期～平安時代を主体とする集落遺跡であ

る。

13 大町市借馬遺跡
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松本平の北端に位置し、1979年から3年間調査された古墳時代後期～平安時代にわたる遺跡でニ

ホンジカ・ヤマ ドリ・イノシシ・中型哺乳類、その他構造材の炭化材 (ク リ・ナラ・クヌギ・サク

ラ・アカマツ・カエデなど)が多量に出土 している。

14 大町市前田遺跡

古墳時代後期～平安時代の遺跡でニホンジカ・小型哺乳類の骨片、借馬遺跡と同様に炭化材が多

量に検出されている。

15 塩尻市平出遺跡

県内初の総合調査をした遺跡として知 られ、時期的には縄文時代から平安時代にわたる集落遺跡

であるが、今回は古墳時代から平安時代を取り上げる。

動・植物遺体の考察では、古墳時代から平安時代の遺構から出土 したサンプルを、「営農関係」

と「自然遺物」 (「営農」とは関係のない)の二者に分けて考察 している。

「自然遺物」では、炭化 した植物遺体が16種検出されている。以下、双子葉類 :オ ニグルミ・ヒ

メグルミ・ノグルミ・クリ・アカガシ・ハシバ ミ・サンショウ・クヌギ・シラカンバ・ヤマハンノ

キ、単子葉類 :ス スキ・チガヤ、裸子類 :ス ギ・ヒノキ・マツで、その内のほとんどは建築用材で

あり、 種実の状態で検出されたのはサンショウ・クリ・クヌギ・ハシバ ミ・オニグル ミ (核殻)・

ヒメグルミ (核殻)の 6種であった。クリについては幹枝も検出されており、建築用材としてもク

ヌギに次いで多量な検出率であった。

食用に関しては「野生植物の炭化種子はその大部分が食用」であり、古代を遡る時期には、 トチ

ノミ・クリ・オニグルミ・ ドングリ類が「植物性食膳の主催」であったが、平出遺跡にあっても

「農によって食生活をみたしていた人々であったと考えられるが、季節の山菜及び野菜をも採集 し」

安定的な生活のために “堅果類をおおいに利用 していただろう"と の見解が示されている。

動物遺体については、貝類のサルボウが検出されている。サルボウはフネガイ科の海産の二枚貝

であり、「海に直接面 していない」長野と海岸地帯の人々との何らかの交流の可能性を説き、 さら

には、塩の搬入に関しても若干の考察を試みている。

「営農関係」では農作物のコメ・アワ・オオムギ・ソラマメ、園芸作物のモモが検出されている。

コメは第31号住居址から計測された数で451粒、第43号住居址では208粒 の 2軒から出土 してい

る。それらのコメ粒は子細に観察され、第43号址から出土したコメは「殆どが上等米だけ」なのに

比べ、第31号址のものは「粒の不揃いが非常に眼にたち、全般的に見て作柄のよいコメではない」

ことや、枇 (し いな)に近い米粒が多かったことから、ある程度の陸稲栽培を行っていたのではな

いかと予察している。

「オホムギ」はコメを出した遺構と同じ第31号 043号住居址からそれぞれ 1粒・ 3粒出土 してい

る。

アワが第47号住居址から17粒検出されている。その出土状況などから脱穀されたものではなく、

稗 (わ ら)と して利用されたものに付いていてそれが混入したものであると見解している。

ソラマメは第31号住居址から2粒出土 している。また、第 2号住居址から小型のモモの核が出土
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している。

動物遺体では家禽の鳥類 「ニハ トリ」、 家畜としての哺乳類のウシ (家牛)・ ウマ (モ ウコノウ

マ)が検出されている。

「ニハ トリ」は第34号住居址から右大腿骨片が出土 している。「ニハ トリ」に関しては小諸市の関

口B遺跡でも、鳥類の中足骨が出土 し「キジまたはヤマ ドリの雄」 と同定されているが、「ニハ ト

リ」との区別が難 しいため、県内や近県でのニヮトリ形の埴輪の存在などから「原始的なニヮトリ

の可能性もある。」との考察がなされている。

16 塩尻市内田原遺跡

平安時代の竪穴住居址18軒が確認され、遺跡の位置は標高750～ 770mの高所に位置 している。

焼失住居と考えられる1号住居址から炭化籾が出土 しているが、その他に、炭化 した布・編物・紙

状の物・木製皿などが出土 しており興味深い。

17 木曽郡日義村お玉の森遺跡

1961年から9回にわたって調査が行われ木曽地方では最大規模の遺跡である。遺跡の時期は縄文

時代中期から平安にわたっている。

火災にあったと考えられている平安時代の 6号住居址ではコメ・アズキ・不明の炭化 した果実種

子が検出されている。

18 富士見町曽利遺跡

縄文中期の遺跡として有名であるが平安時代の住居址、23号の生活面上の覆土を水洗 して桃・米

・麦 (小麦)を検出している。 しかし出土量は不明である。

19 岡谷市橋原遺跡

縄文時代から中世にわたる、学史的にも著名な遺跡である。

竪穴住居址68軒中のうち38軒の住居址から植物遺体を検出している。遺構の時期は弥生時代が主

体 (平安から中世を一部含む)である。内訳は米353,460粒 ・麦類 4粒・雑穀類199粒・クリ/ク ル

ミ36粒・ナラ類 (ド ングリ)66粒・サクラ/ブ ドウ属18粒・ワラ・トゲ枝など1530ほか板材や骨

片など多種多様にわたる。

特に弥生後期の59住の炭化米は2斗 6升 (推定粒数 :350,000粒 )・ 麦類 4粒・雑穀類3,270粒 ・豆

類199粒・クリ/ク ルミ36粒 ・ナラ類 (ド ングリ)66粒にも上る量が出土 している。 59住 は焼失住

居で、屋内に蓄えられていた種子類が火災により多量に残されたものと考察されている。また、平

安から中世と考えられる53住では「クリ・クルミをのぞくほとんどの種類のものが出土」するなど

多様な食生活の一端をのぞかせている。

これら多量の炭化米の米粒長幅比データを弥生時代・平安から中世・現代と時代別に比較 し、さ

らに地域別に北信の炭化米とも比較 し農耕形態の類似性に迫ろうとしている。

20 辰野町樋口五反田遺跡

縄文中期から古墳時代にわたる遺跡で、その中心は縄文晩期から弥生後期である。

弥生時代後期の 2軒の竪穴住居址から、動物では被熱 したカモシカ・シカ・イノシシ・シバイヌの
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骨片、植物では0.31(リ ッター)ほ どの炭化米が出土 している。

21 箕輪町箕輪遺跡

大規模な水田遺構を有する低湿地の遺跡で、杭列が検出され、多種多量の木製品を出土 してい

る。

アシ層に伴う沼地からはコメ・トチ・オニグルミ・ヒメグルミ・クリ0モ モ・アンズ・ユウガオ

・カキ・アサ・ナラ 0ド ングリ類・マメ類などが出土 している。

22 高森町月夜平遺跡

弥生時代の終末期の集落遺跡で、10軒の竪穴住居址が検出されている。

大型の住居である4号住居址からはクリの皮と実がまとまった形で出土している。

23 飯田市恒川遺跡 A地籍

本遺跡は飯田市の座光寺地区の湿地帯に存在する。奈良時代の包含層から大量の種実が出土 し、

それらを 4種 に分類 している。 (1)食用として栽培されていたものとして、 イネ・マクワウリ・

ヒョウタンの類・ナス属・アズキ様の豆・シソ・スモモ・モモ・ナシ。 (2)周辺に生育 していた

と考えられるものとして、オニグルミ・ヒメグル ミ・サンショウ・ノブドウ・エビヅル・コブシ・

クマヤナギ属・ホウノキ・エゴノキ・ミズキ・ヤブデマリ・ケヤキ・トチノキ・エノキ・クマノミ

ズキ・ゴンズイ・イヌシデ・ヤマハゼ・フジ属の芽。 (3)道端などにある雑草として、 カナムグ

ラ・イシミカワ・ギシギシの類・タデの類・キンポウゲ・アカザ。 (4)湿地や水中を好むものと

して、マツモ・ミゾソバ・コオホネ・フトイの類・セリなどが多種多量に出土 しているが、包含層

であるため食に直接結びついたデータとは考えがたいのが残念である。

24 飯田市高松原遺跡

遺物では縄文時代から中世にわたって出土するが、その主体をしめるのは弥生時代後期であり、

炭化種実が出土したのも弥生時代後期の竪穴住居址である。

出土 した炭化種子はコメ・ムギ・アヮ 0モ モで、26号住居址では約0.3合 の炭化米と数粒のムギ

・アヮを検出している。

25 飯田市留々女遺跡

古墳時代から平安時代・中世にかけての遺跡で、竪穴住居跡の主にカマドの土壌サンプルから炭

化物 (種子)片・焼骨片を洗浄飾別法により検出したが、現在同定を依頼中 (H14年、報告書刊行

予定)。

V 近世・近代の食生活

県内の地域別食事情

長野県は南北に212kmと 長 く、周囲は山に囲まれ、県のほぼ中央には八 ヶ岳連峰がそびえる

(85%が山地)ため、県内の区分・気候は複雑でそれぞれに特色がある。大きな行政区分でいうと

3区分であるが、人々の暮らしやそれに伴う食生活などを考えるともっと多くの区分けをして考え
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ないと説明ができなくなる。そのため、 ここでは大 きく4つ に分けさらに便宜的に分けて説明 した

い 。

北信 :

北には秋山を代表とするような深山の地域・戸隠・大岡信更・善光寺平 (長野盆地)な ど様々で

ある。

長野盆地は、標高が他の盆地に比ベー番低 く300m台 で、夏は温暖で、冬は寒 く積雪が多い。 し

かし、他の盆地に比べ農作物の栽培には適 した地域といえる。水田での稲作、畑地の桑、大麦・小

麦との二毛作とその形態は伊那谷に類似 している。麦作が盛んなことから麦飯を多 く活用 している

のも伊那谷と似ている。主食は麦飯で他に粉食のおやき・うすやき・せんべい・うどん・おぶっこ

などをとりいれている。味噌はこうじ味噌で、特徴的な副食は、なすなどの野菜の煮物、イナゴの

煮付け、淡水産の魚など。

奥信濃は、標高が高 く、夏は冷涼で、冬は厳寒である。降水量は年間を通 して多い。水田は一毛

作で、山畑の雑穀に頼るところが大きい。味噌は豆味噌で、副食は、野菜を中心とした漬け物・煮

付け、また山菜や、木の実なども多 く用いられた。

西山は、長野盆地に比べ標高が高 く、夏温暖で、冬は寒冷である。傾斜地が多 く畑中心で、水田

は一毛作、畑で麦・小豆などを作る。主食は麦飯で長野盆地同様、粉食を多く利用する。味噌は豆

味噌で、特徴的な副食は干 した葉や大根・凍み豆腐、 えご (テ ングサの一種)・ たにしやさなぎの

煮付けなど。

東信 :

八ヶ岳連峰の北東に広がる地域、上田・佐久などの比較的高冷の地区と軽井沢を代表とする高地

がある。

佐久盆地は、標高が高く気候は諏訪に似ている。二毛作はできず稲作中心で畑では桑が栽培され

ている。主食は米飯が多く、粉食のほうとうなどが食べられている。味噌はこうじ味噌で、特徴的

な副食は、野沢菜や水田で養殖 しているこい・遮ゝな 0つ ぶ (た にし)で、大切な蛋白源となってい

る。また、諏訪地方と同じように凍み豆腐・凍み大根は重要な食料である。伊那谷と同 じように昆

虫も食されている。

中信 :

松本・安曇平を中心として開けた地域で、北アルプスの山麓に広がる。

松本盆地は、伊那谷などに比べて標高が高く、夏は温暖であるが、冬の寒さは厳 しい。稲作中心

で、桑畑が多く、一部二毛作で大麦がつくられる。米飯が多 く他に麦飯・こなけ (粉食)が見られ

る。味噌は豆味噌で、特徴的な副食はお葉漬け (稲核菜)な どの漬け物など、現在でも見られるも

のが多い。

木曽は、日本でも有数の高冷地で標高が高 く1200mの 高原地帯である。冬は極寒の地となり積

雪もおおく、 夏は冷涼である。 稲作と畑作 (ひえ・大豆・小豆・そば・あわ・きび)が基本とな

る。味噌は豆味噌を利用する。また、木曽は独特の食形態を維持 している。すんき漬け・木曽菜・
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開田かぶ漬け・ほお葉飯、動物では、てん・いたち 0う さぎなどがある。「すんき漬け」 は塩を使

わない発酵食品で、木曽の人々が塩を節約するために作り出したとされる日本でも希有な食品であ

る。

南信 :

八ヶ岳連峰南西麓・諏訪盆地と天竜川の両岸の南アルプスと中央アルプスに挟まれた地区、いわ

ゆる伊那谷の地域。

諏訪盆地は、標高が (諏訪で760m前後)高 く、冬は極寒である。主食は米飯・かて飯、味噌は

麹味噌、特徴的な副食は、諏訪湖産の魚介類・お葉漬 (野沢菜とは異なる稲核菜)・ さなぎ・とう

くろう (ゲ ンゴロウ)・ 冬の寒さを利用して凍み豆腐が作られる。 また、他の地域に比べ海産物の

利用は少なく、諏訪湖からまかなっている。

伊那谷は、諏訪に比べて標高が (飯田で500m前後)低 く、冬は寒いが他の地区に比べて温暖な

地域である。平地では雨・雪が少なく太平洋岸気候に近い。麦を混ぜる麦飯・おつめり (す いと

ん)、 味噌は麹味噌、特徴的な副食は天竜川やその支流から得 られる魚介類・かぶ菜漬 (野沢菜と

は異なる源助菜)・ 蚕のさなぎや蜂の子に代表される昆虫食 (ざ ざ虫は稀少品)、 塩いかなどの塩漬

けや乾物の海産物、基本的に穀類・野菜が中心で魚や肉は希である。他の地域とは違い麦飯を多 く

食べるのは、米と麦の二毛作が可能な地域であったからである。

Ⅵ 古代の食生活

「以に」

古代米は赤米といわれ、赤米は古い神社の祭りに使われることが多く、米の初源は赤米で、白米

は後から入ってきたと考えられている。

長野の米にういては一連の氏原氏の論考が詳 しく、時代や地域の違う遺跡から出土 した米の形状

を比較検討し、米の形態の変化から現世種の「 シナノコガネ」が現在に至った経過を探ろうとされ

ているが、出土の類例が稀少であり平出の調査から50有余年の月日が過ぎたにも関わらず、未だ過

渡期と言わざるを得ないのは残念でならない。

しかしながら、全国的に台地上の遺構からの検出例が増加 していることからくさらなる解明がな

されるものと考えられる。

「 ドングリ」食について

ドングリが縄文時代に食べられていたことは以前から知られている。しかし、現在ではほとんど

食されていない。長野県内でもドングリを現在でも食べているかというと “NO" と言わざるを得

ない。一部、お土産のような形で木曽地方などで見ることができる程度である。

一言で ドングリと言ってもそれは総称で、 属としてはコナラ属 (コ ナラ亜属・アカガシ亜属)・

シイノキ属・マテバシイ属に分類される。遺跡でよく目にするのはコナラ属であるが、コナラ属は

アク (シ ュウ酸)抜きをしないと食用にならないのはよく知られており、俗に言うクヌギ類やナラ
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類は水さらしと加熱または製粉が必要でシイ類などのように簡単に食べることはできず、相当の労

力を必要とする。また、カシ類は水でさらすだけで食べることができる。

堅果類ということでは、今でも一般的なクルミやクリがあげられる。他には、 トチの実・ハシバ

ミ (カ バノキ科)が数は少ないが、比較的標高の高い地域の遺跡から出土 している。 トチの実はコ

ナラに似てアク抜きを必要とするが、ごく最近まで山間部 (山梨県の遺跡からも出土 している)で

は食用としていたようである。 ドングリが消滅に近い1犬態なのに対 して、 トチが残ったのはカロリ

ーの高さに起因するものであろうか。また、ハシバ ミは西洋のカシューナッツに似た実で、アク抜

きを必要としない。

縄文時代に始まったドングリの食用化 (ア ク抜きの技術)は、稲作の始まった弥生時代にも受け

継がれ、更には救荒食の色合いを強めながらも昭和にまで続いている。古墳時代には縄文時代ほど

の出土例を見ないが、長野県内でも下記の遺跡からの出土が知 られている。

※古墳時代以降の堅果類 (ア ク抜きを必要とする)の出土遺跡

古墳時代 :更埴市城ノ内遺跡・佐久市市道遺跡・小諸市宮ノ北遺跡 (ハ シバ ミ)・ 和田原遺跡 (ハ

シバ ミ)・ 五領 B遺跡・大町市借馬遺跡・穂高町矢原遺跡

古墳～平安時代 :塩尻市平出遺跡

奈良時代 :大町市前田遺跡・借馬遺跡・飯田市恒川遺跡

平安時代 :川上村横尾遺跡・大町市借馬遺跡・前田遺跡・五十畑遺跡・穂高町矢原遺跡・原村居沢

尾根遺跡

平安～中世 :岡谷市橋原遺跡

中世 :原村居沢尾根遺跡・山口村比丘尼寺遺跡 (カ ヤ)

近世 :松本市二の丸御殿跡

動物食

「海産物」

長野県内の海産物の流通は、現代に於いてもなお鮮度の落ちるものがある、にもかかわらず干物

や塩漬けの魚貝類・藻類が流通 (?)し ていた。古墳時代後期～近世以前の遺跡で出土 した海産物

は魚類がマイワシ・マダイ・スズキなど、貝類はアカニシ・サルボウ・アヮビなど多種多様であ

る。また、近世・近代以降の記録によれば塩漬けのさば・さんま・いわし・さけ・ぶりや乾物の丸

干 し・干 しにしんなどの魚類をはじめとして、塩いか・塩ちくわ、日常品として利用頻度の高い煮

干 し・かつお節・つくだ煮など多彩な内容である。これらをもたらした流通経路や流通を可能にし

たそれぞれの加工技術の起源は不明であるが、遺跡から出土する動物遺体資料の蓄積によって、当

時の食生活・流通・生産活動の解明に近づけるものと思われる。

「小動物」について

うさぎや山鳥が最近まで食卓に上っていた。また、遺跡からの出土例も数多く報告されている。

当時は肉のみならずそれらの骨も食べていたようである (肉 は晴れの日、あるいは客のもてなし用

であったようで、家の者は骨を食べる機会の方が多かった)。 昆虫でさえも (昆虫食が劣っている
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