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例 言

1．本書は，青森県むつ市奥内字竹立 4-1ほかに所在す

る江豚沢遺跡の発掘調査報告書である。

2．本遺跡の青森県遺跡登録台帳の遺跡番号と，採用し

た遺跡略号は，次のとおりである。

青森県遺跡番号 208055

調査略号 FGS03 (2003 年) FGS04 (2004 年) FGS

05 (2005 年) FGS06 (2006 年) FGS07 (2007 年)

FGS08 (2008 年) FGS09 (2009 年)

3．本遺跡の発掘調査・資料整理は，江豚沢遺跡調査グ

ループが行った。

4．野外調査の期間，調査面積，調査主体は次のとおり

である。ただし，複数の年度で同一の箇所を調査して

いる場合も含まれる。

【野外調査期間・調査面積】

2003 年 10月 23日〜11月 1日 調査面積約 160m2

2004 年 6月 14〜6月 23日 調査面積約 95m2

2005 年 6月 19日〜6月 28日 調査面積約 122m2

2006 年 6月 10日〜6月 20日 調査面積約 108m2

2007 年 9月 1日〜9月 10日 調査面積約 56m2

2008 年 9月 2日〜9月 11日 調査面積約 130m2

2009 年 9月 6〜9月 14日 調査面積約 112m2

【調査主体】

2003〜2006 年 高瀬克範

2007〜2009 年 明治大学文学部考古学専攻（発掘担

当者：高瀬克範）

5．本書の編集は高瀬克範がおこなった。執筆者名は，

文末に明記した。

6．測量・分析については，一部，下記の委託先に業務

委託を行った。

原点座標測量 (有）下北測量

プラント・オパール分析 (株）パレオ・ラボ

テフラ分析 (株）パレオ・ラボ

7．発掘調査の参加者は下記の通りである（所属は当時）。

【2003 年】高瀬克範（東京都立大学），福田正宏（日

本学術振興会），品川欣也・大坂 拓（明治大学），齋

藤瑞穂（筑波大学），根岸 洋（東京大学）。

【2004 年】高瀬克範・山藤正敏（東京都立大学），福

田正宏（日本学術振興会），品川欣也・植木雅博・佐

藤祐輔・大坂 拓（明治大学），斎藤瑞穂（筑波大学)，

根岸 洋（東京大学)，金丸義一。

【2005 年】高瀬克範・田島正寛（東京都立大学），齋

藤瑞穂（筑波大学），植木雅博・佐藤祐輔・大坂

拓・桜井はるえ（明治大学），根岸 洋・國木田大

（東京大学）。

【2006 年】高瀬克範（東京都立大学），遠藤英子・市

川雅博・赤見義和（首都大学東京），品川欣也・大坂

拓・桜井はるえ・片野ゆうみ・鷹見悠介（明治大学），

根岸 洋・國木田大（東京大学），佐藤祐輔（財団法

人山形県埋蔵文化財センター），安達香織（慶應義塾

大学）。

【2007 年】高瀬克範・大坂 拓・桜井はるえ・片野ゆ

うみ・鷹見悠介・狩野靖子・鈴木佳子・林 直弘（明

治大学），國木田大（東京大学），植木雅博（越谷市役

所）。

【2008 年】高瀬克範，大坂 拓・桜井はるえ・片野ゆ

うみ・小林 嵩・狩野靖子・鈴木佳子・林 直弘・小

田和也・村田和香菜・今 彩子・佐久間慈・土井翔

平・田村有希（明治大学）。

【2009 年度】高瀬克範・大坂 拓・狩野靖子・鈴木佳

子・林 直弘・小田和也・村田和香菜・土井翔平・田

村有希（明治大学），安達香織（慶應義塾大学）。

8．発掘調査および報告書の執筆にあたり，上記調査参

加者とともに，下記の方々と機関にお世話になった

（五十音順，敬称略）。

青森県教育委員会・安藤広道・石川日出志・岩瀬

彬・小保内裕之・上條信彦・木村鐵次郎・日下和寿・

工藤せつ・工藤竹久・工藤直行・小保内裕之・小林謙

一・小林青樹・小山卓臣・斎野裕彦・坂本朋子・坂本

望生・佐藤由紀男・設楽博己・神 康夫・杉山陽亮・

鈴木 信・関根達人・高田文明・武田嘉彦・橘 善

光・田中寿明・玉田芳英・豊原熙司・長尾正義・永嶋

豊・那須浩郎・西野摩耶・林 謙作・原 吉伸・広瀬

和雄・藤尾慎一郎・藤沢 敦・森 淳・むつ市教育委

員会生涯学習課・村木 淳・八木勝枝・柳谷孝志・山

浦 清・渡辺 悟。

また，調査開始段階から資料整理・分析を担当いた

だいた大坂 拓，國木田大，吉田邦夫の各氏のほか，

鈴木尚史，杉原重夫，井上 巖，上條朝宏，鈴木 茂，

藤根 久の各氏からも各種分析報告について玉稿を賜

った。御礼申し上げる。

9．本報告書の内容は，2003 年度文部科学省科学研究費

補助金（若手研究 B）（研究代表者：高瀬克範），2003
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年度文部科学省科学研究費補助金（特別研究奨励金）

（研究代表者：福田正宏），2003 年度高梨学術研究助

成金，2004度文部科学省科学研究費補助金（基盤研

究 B (2））（研究代表者：石川日出志），2004度文部科

学省科学研究費補助金（若手研究 B）（研究代表者：

高瀬克範），2004度文部科学省科学研究費補助金（特

別研究員研究奨励費）（研究代表者：福田正宏），2005

年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究 B）（研

究代表者：高瀬克範），2006 年度財団法人福武学術文

化振興財団歴史学・地理学助成（研究代表者：高瀬克

範），2008〜2009 年度明治大学人文科学研究所個人研

究第 1種（研究代表者：高瀬克範），2009〜2010 年度

文部科学省私立大学戦略的研究基盤整備事業（研究代

表者：吉村武彦），2009 年度明治大学大学院研究科共

同研究（研究代表者：高瀬克範）による研究成果を含

む。

10．本書に関わる調査結果についてはすでに下記の文献

において公表してきているが，記載内容に齟齬がある

場合は本書が優先する。

高瀬克範編 2004『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2003 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

江豚沢遺跡調査グループ 2006「青森県むつ市江豚

沢遺跡発掘調査概報（2004 年度）」『貝塚』61，

pp. 29-50。

高瀬克範編 2006『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2005 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2007『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2006 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2008『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2007 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2009『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2008 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。
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凡 例

1．層名の記載，土層注記の方法は第 1 章第 2 節第 2項

のとおりである。

2．遺構実測図における高さは，標高を使用した。

3．本書で使用している地形図は，国土地理院発行二万

五千分の一地形図「近川」である。

4．基準点の座標（緯度，経度，世界測地系）は下記の

通りである。

A 点（08-15杭から設定グリッド沿いに北側へ 2m)

41°11ʼ46.93104ʼʼ 141°16ʼ32.49295ʼʼ

B点（08-14杭) 41°11ʼ46.73671ʼʼ 141°16ʼ32.49679ʼʼ

C点（04-14杭) 41°11ʼ46.72894ʼʼ 141°16ʼ31.81019ʼʼ

5．遺物の掲載基準

本書に図示した遺物の掲載基準は以下の通りである。

【土器】遺構から出土した土器のうち口縁部破片・底部

破片・そのほかの部位で沈線文のある破片は最大長 3

cmを越えるものを図示した。そのほかの胴部破片は

平面に置いた状態で 3.5 cm×3.5 cmのゲージをくぐ

らないものを図示した。ただし，遺構床面・pp（住

居跡等付属・重複土坑）・土坑出土土器の一部につい

ては，型式の判別が可能な程度の破片であれば，上記

の基準に該当しないものも任意に抽出して図示した。

表土（I 層）出土の資料については，図示対象となる

遺構埋土出土個体と接合関係にあるか同一個体の可能

性が考えられるものは全て図示し，他に一部の口縁部

破片について任意に抽出して加えた。

【土製品】すべて図示した［表土（I 層）出土の資料も

含む］。

【石製品】すべて図示した［表土（I 層）出土の資料も

含む］。

【剝片石器】遺構から出土した石核・トゥール・スクレ

イパー・黒曜石製剝片をすべて図示した。また，二次

加工ある剝片・微細剝離痕ある剝片は遺構床面出土事

例を，剝片の接合資料は遺構・層位に関わりなくすべ

て図示した。そのほか，表土（I 層）出土のトゥー

ル・剝片等については，代表的な資料を任意に抽出し

て図示した。なお，本書でいうスクレイパーは，剝片

の一箇所以上の縁辺に連続的な二次加工が加えられて

いる，尖頭部が作出されていない剝片石器を意味する。

また，剝片と砕片については，最大長もしくは最大幅

が 10mm以上のものを剝片，10mm未満のものを砕

片として分類した。

【礫石器】石製容器・石斧，および肉眼レヴェルで確認

可能な使用痕（敲打痕・磨痕）と剝離痕・被熱の痕跡

が認められる資料をすべて掲載した。ただし，石皿・

台石類については，最大長 10 cm以上が残存する資

料（破片を含む）はすべて図示したが，それ以外の破

片は任意に抽出した。なお，顔料の原石と顔料が付着

する礫石器については，理化学的分析の必要に応じて，

上記の基準に該当しない資料も含めて図示した。
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第 1章 調査の目的と方法

第 1節 江豚沢遺跡の概要と調査目的

江豚沢遺跡は，青森県むつ市の市街地から南へ約

12 km離れた近川集落の北西側，むつ市奥内字竹立

4-1ほかに所在する（第 1図）。

江豚沢遺跡は，1950 年に中島全二によって注意

され，同氏の採集土器を江坂輝弥（1953）が大洞

Aʼ 式として紹介しているのが文献上の初出である。

1952 年には，江坂によって基本層序や遺物の散布

状況などの調査がおこなわれ，翌年にはさらなる調

査の計画もあったようであるが，詳細については明

らかにされていない。

本遺跡の本格的な発掘調査は，下北史談会の橘善

光・山本一雄らによって 1966 年に実施された

（橘・山本 1967）。「下北半島の大洞 Aʼ 式の文化内

容」の究明が調査目的となっていることからもわか

るとおり，本遺跡からは縄文時代終末期の土器がま

とまって出土することが重視されていたことがわか

る。その後，工藤竹久（1987），橘（1994），福田

（2000），齋藤・福田（2003），大坂（2009c）らが，

本州島北端域の縄文時代終末期とその直後の土器に

ついて編年的考察を行ってきているが，いずれの研

究者も本遺跡出土土器を下北半島における代表的か

つ重要な資料として扱ってきている。

これまでおもに問題とされてきたのは，本遺跡出

土土器の年代的位置づけであり，それを縄文晩期末

と考えるか，あるいは弥生期に位置づけるのかにつ

いて複数の見解が提起されてきた。しかし，梨の木

平（橘・佐藤 1988，1990，橘・奈良 1986)・大川目

（橘 1979)・前坂下（3）（青森県教育委員会 1982)・

戸 沢 川 代（葛 西 編 1991)・瀬 野（伊 東・須 藤

1982)・二枚橋（須藤 1970)・八幡堂（橘 1977）な

どで，砂沢式並行期とそれを前後する時期の土器資

料が蓄積されてきたこともあり，現在では，大洞

Aʼ 式期と砂沢式期のあいだに縄文・弥生時代の境

界を措定し，本遺跡出土資料には両者が含まれるが，

前者のほうが量的には多いという認識が定着しつつ

ある。

1980〜90 年代は，津軽平野や三八上北地方にお

いて，縄文晩期末〜弥生時代前半期にかけての資料

が急速に増加し，遺構資料についても内容の充実が

はかられた時期である。砂沢・垂柳遺跡における水

田跡の検出（松本ほか 1988，1991，青森県教育委

員会 1985）や「遠賀川系土器」の再認識（佐原

1987）などにより，当時の生業形態や編年の見直し
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第 1図 江豚沢遺跡の位置（国土地理院発行二万五千
分の一地形図「近川」を使用して作成）



なども進められることとなった。上記の 1980 年代

以降の土器編年に関する論考はこうした動向をふま

えたもので，既存の資料をもとにした当時の下北半

島の理解のひとつの到達点を示している。

しかしながら，1）本遺跡の 1966 年調査資料をも

とに設定された「江豚沢式」の内容や数値年代，2）

当時の生業形態，3）集落のあり方にかかわる検討

材料は依然として非常に少ないのが実情であり，津

軽平野や三八上北地方における研究の進展とともに

下北半島の理解も深まってきたといえるわけでは必

ずしもない。

また，この地域に関しては津軽・三八上北地方な

どだけではなく，渡島半島との文化的関係も重要と

なってくる。この 20 年間で，渡島半島においても

資料の充実と土器編年・生業形態の理解などには一

定の前進がみられており，そこも視野にいれた下北

半島の位置づけも必要になってきているのが現状で

ある。

こうした研究情勢をふまえ，高瀬克範（当時，東

京都立大学，明治大学をへて現在，北海道大学大学

院）と福田正宏（当時，日本学術振興会，東北芸術

工科大学をへて現在，東京大学大学院）は 2003 年

度から下北半島における縄文時代終末期およびその

直後の遺跡発掘調査の可能性を模索し，以前より継

続的におこなっていた一般調査などの結果をふまえ，

江豚沢遺跡をその第一候補として選定した。その後，

2003 年 10〜11月に江豚沢遺跡の試掘調査をおこな

い，遺構の残存状況，遺物の出土層位などを確認し

たうえで，上記 1）〜3）の問題解明を目的として，

この遺跡の本格的な発掘調査を開始することとした

（高瀬編 2004）。
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第 2図 江豚沢遺跡周辺の地質［地質調査所（1961）をもとに作成]



第 2節 江豚沢遺跡の立地

江豚沢遺跡（北緯 41°11ʼ46，東経 141°16ʼ32）は，

奥内川と近川に挟まれた「近川台地」の北側縁辺部

に立地しており（第 2 図），現況は畑・荒地・植林

地などとなっている。

｢鉞」の形にたとえられる下北半島のうち，「刃」

の部分にあたる平舘海峡に面した「半島西部」は急

峻な山地であり，おもに新第三紀層（前・中期中新

世）のグリーンタフが分布している。この山地の東

北部から半島東端まで，第四紀火山である恐山・燧

岳火山が第三紀層を基盤として噴出している。燧岳

の活動史については不明な部分が多いが，恐山の火

山活動は，中期更新世後半まで活発であったことが

わかっている。

いっぽう，「鉞」の「柄」に相当する部分には，

下北丘陵とよばれる標高 500m以下の低い山地・

丘陵がみられ，それを取り囲むように河岸段丘が陸

奥湾側・太平洋側の双方にひろく分布している。山

地・丘陵は，中生代の石灰岩を基盤とし，後期中新

世〜鮮新世の堆積岩および火砕岩で構成される。段

丘は新しいものほど外側に形成されており，段丘構

成層の特徴と被覆テフラの層序をもとに段丘の対比

が行われている。

山崎（2001）によれば，酸素同位体ステージ 9 に

おいては現在の横浜町から野辺地町の付近に丘陵頂

面があり，ここが西部山地とともにふたつの島とな

っていたことが推定されている。また，ステージ 7

の段丘は小川原湖から尾鮫沼にかけて発達するほか，

むつ市街地北部などにわずかに分布している。さら

に，ステージ 5dに洞爺カルデラから噴出した大容

積テフラである洞爺テフラ（Toya，11.2〜11.5万

年前）を風成で載せる段丘面（mT5e）が，断続的

ではあるが半島の「柄」部の広い範囲を取り囲んで

いることが明らかにされている。ただし，この時期

に形成された段丘は，大間付近をのぞけば比較的小

規模で幅も狭い。

江豚沢遺跡は，ステージ 5eに形成されたとされ

るこの海成段丘上に立地している。包蔵地の範囲は，

台地上の平坦面から奥内川とその支谷にむかって北

側に傾斜する面を含んでいる。西側にはさらに小さ

な谷地形がみられ，発掘調査範囲の標高はおおよそ

20.0〜20.5mである。

（高瀬克範)
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第 3節 周辺の遺跡

現在のむつ市域では，180箇所以上の包蔵地（遺

跡）が知られている。縄文時代晩期から弥生時代に

かけての遺跡は，1990 年代までに江豚沢遺跡を含

めて，14 遺跡が確認されていた（橘 1994，青森県

教育委員会 1998）。その多くが，下北半島の東西に

位置する山地・丘陵に端を発する河川の中・下流域

に集中している。本節では，その後，あらたに確認

された遺跡も含めて，江豚沢遺跡近隣の縄文晩期〜

弥生時代の遺跡について概観する。

縄文時代晩期の前葉〜中葉に帰属する遺跡は，大

川目川流域および現在の大湊港に面する海岸段丘上

に分布がみられる（第 3図）。角違（3）遺跡は大川

目川の河口付近に所在する遺跡で，大洞 B式〜BC

式土器の出土が報告されている（成田ほか 1988）。

また，八森遺跡は，現在の大湊港に面する海岸段丘

上にあり，大洞 B 式〜C1式土器と，頭部がハート

形を呈する土偶，石棒などが出土している（橘

1951，1952，1994）。また，大洞 B 式〜BC 式土器
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第 3図 江豚沢遺跡周辺の遺跡［齋藤（2004），青森県教育委員会（2009）をもとに作成]
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とカール状に結髪した土偶が出土した大湊旧海軍用

地内遺跡の存在が知られているが（橘 1994），遺跡

の正確な位置など詳細は不明である。

そのほか，大湊港に面する海岸段丘上に所在する

桜木町遺跡，川守遺跡，今泉川左岸の向関（3）遺

跡，宇曽利川下流に存する宇曽利川（2）遺跡，早

掛沼の北方 2 kmに所在する椛山遺跡，江豚沢遺跡

にもほど近い近川（1）遺跡，尻屋崎方面の野牛チ

レッサ，吹切沢，八峠，ムシリ，大平（1），札地，

札地貝塚が，縄文時代晩期に帰属するとされている。

太平洋側では，村中・下馬坂・明神が縄文晩期の遺

跡として知られている。

縄文時代晩期後葉〜弥生時代前期に帰属するとさ

れる遺跡は，江豚沢遺跡にくわえ，大川目川流域，

小荒川流域などに分布がみられる。ただし，江豚沢

遺跡に並行する時期の遺跡は，江豚沢遺跡周辺の半

径 2.5 km以内では見つかっていない。大川目川中

流の大川目遺跡は発掘調査が行われており，大洞

Aʼ 式並行〜砂沢式並行の土器と，石棒，土偶，土

版が出土している（橘 1979）。同河川の下流に所在

する角違川代遺跡でも，同様の帰属時期が与えられ

る土器が多数採集されている（橘 1987）。

また，小荒川中流に所在する梨の木平遺跡では，

これまでに 3 次の調査が行われている（橘・奈良

1986，橘・佐藤 1988，1990）。その結果，大洞 Aʼ

式並行〜砂沢式並行にかけての大量の土器にくわえ，

石棒や土偶なども出土している。さらには，「畿内

第 I 様式類似土器」（橘・佐藤 1988，p. 148）と報

告されている小破片も数点ある。また，雨御前遺跡

とも称される向関（2）遺跡は，今泉川の右岸に所

在する遺跡であるが，同様の帰属時期が与えられる

土器の小破片が採集されている（橘 1987）。そのほ

か，大川目川下流の角違（1）遺跡がこの時期に帰

属すると考えられている。

弥生時代中期・後期では，大川目川，宇曽利川，

赤川周辺域，大畑川，尻屋崎周辺，下北半島太平洋

側などなどで遺跡が確認されている。二枚橋（須藤

1970），二枚橋（2）（大畑町教育委員会 2001）遺跡

は，縄文時代晩期〜弥生時代中期の遺物が大量に出

土した下北半島の代表的な遺跡である。葉色遺跡

（小山 2007）でも，弥生時代前期〜中期初頭に位置

づけられる竪穴住居が検出されている。大川目川流

域では，角違（3）遺跡で中期初頭に位置づけられ

る壺の小破片が遺構外から出土しているほか（成田

ほか 1988），角違川代遺跡で中期初頭，大川目遺跡

で中期後葉の土器が採集されている（橘 1975，

1987）。また，さきにあげた向関（2）遺跡でも従来

の二枚橋式及び念仏間式に比定できる土器が採集さ

れている（橘 1987，1995）。さらには，陸奥湾沿岸

の砂浜低地にある大曲海岸遺跡で中期後半の完形壺

が採集されているほか（鈴木 1978），大曲海岸遺跡

にほど近い一里小屋遺跡で同時期の小破片が採集さ

れている（橘 1988）。そのほか，宇曽利川（2）遺

跡が中期に帰属すると目されており，正確な位置は

未詳であるものの，市内浜関根・大室平・金谷沢各

地区，近川に架かる近川橋の周辺で中期の土器が採

集されている（橘 1988，1995）。

また近年では，大利浜ノ平，前山，往来沢，岩屋

近世貝塚（東通村教育委員会 2003），瀧之不動明

（東通村教育委員会 2003），大平（3），モノミ平，

大沼平（4），白糠赤平，明神などの東通村域内の状

況も徐々に明らかになりつつあり，下北半島北半部

では弥生中期後半〜後期の遺跡数は，弥生前期・中

期前半までと比べると多くなるという傾向が明確に

なりつつある。

(高瀬克範)
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第 4節 発掘調査の方法と基本層序

1．調査区の設定と調査経過

調査区は第 4 図に示したように設定した 4mグ

リッドを用いた。

2．遺構の精査と遺物の取り上げ

遺構を検出してプランを確定したのち，埋土を層

位ごとに掘削した。遺構は平面と断面を記録し，検

出・断面・完掘状況で写真撮影をおこなった。写真

撮影には 600万画素以上のデジタル一眼レフカメラ

をもちいた。

遺物はすべて，遺構と層位を記録してとりあげた。

遺構内で集中して遺物が出土した場合や年代測定用

のサンプル採取位置などは，遺構実測図を作成した

うえで X・Y・Z値の記録も行った。

3．遺構内土壌の採取とフローテーション

微細自然遺物の回収を目的としてフローテーショ

ンを行った。土壌サンプルの採取には遺構精査時に

25 cm×38 cmのビニール袋をもちいた。サンプル

の採取位置と容量については以下の通りである。

第 1号竪穴住居跡 焼土 1 39.35リットル

第 1号竪穴住居跡 焼土 1 埋設土器内 1.80リ

ットル

第 1号竪穴住居跡 焼土 3 0.5リットル

第 1号竪穴住居跡 焼土 5 0.9リットル

第 1号竪穴住居跡 焼土 6 8.5リットル

第 1号竪穴住居跡 埋土出土土器内（第 31 図 70）

の土壌 1.25リットル

第 2号竪穴住居跡炉 焼土 1 61.90リットル

第 2号竪穴住居跡炉 埋設土器内（第 39 図 258）

の土壌 1.25リットル

第 4号竪穴住居跡 焼土 1 82.0リットル

これらの土壌サンプルは，一度ビニール袋から出

して室内で乾燥させたのち，バケツ中で水洗した。

炭化浮遊物は 0.5mmメッシュのフルイで回収した。

沈殿物のスクリーニングは行っておらず，洗浄時に

確認できた土器小破片を回収したのみである。浮遊

物は 45 cm×45 cmのブロード布内で保管・乾燥し

たのち，一次同定・二次同定をおこなった。

4．基本層序

(1) 土層の注記方法

a．色 『新版標準土色帳』（小山・竹原 1967）にし

たがった。

b．土性 肉眼での観察および自らの接触・掘削に

もとづき，構成物質の土砂の粒径を粗砂（2.0〜

0.2mm），細砂（0.2〜0.02mm），シルト（0.02〜

0.002mm），粘土（0.002mm以下）を目安とし

て区分した。シルトのなかでも粒径が大きい場合

は，「砂質シルト」とした。

c．粘性 強，やや強，中，やや弱，弱の 5 段階に

区分した。

d．しまり 強，やや強，中，やや弱，弱の 5段階

に区分した。

e．混入物など 土性がことなるブロック，炭化

物・焼土粒・動物骨・礫などの混入物を記載した。

混入物の大きさは，最大粒径をしめす。混入量は，

「ごく微量」が 2％以下，「微量」が 5％以下，

「少量」が 10％以下，「やや多量」が 25％以下，

「多量」が 50％以下である。混入土の視覚的な目

安は土色帳を参考にした。また，混入物の起源が

明確な場合には，その層名も記載した。

(2) 層名の記載

a．基本層序 自然堆積層および耕作土は，ローマ

数字で新しい方から I，II，III…と命名した。

b．遺 構 遺物捨て場をふくむ遺構埋土は，アラ

ビア数字で新しい方から 1，2，3…と命名した。

c．層位の細分の必要が生じた場合は，自然堆積・

遺構埋土を問わず小文字のアルファベットを付記

して Ia・Ib，3a・3b…のように記載した。
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(3) 基本層序

本遺跡の基本層序は次のとおりである（写真図版

19〜23）。

I 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性中 しま

りやや弱 耕作土 径 2〜5mm程度の「ローム」

粒を少量ふくむ。標高がより低くなる包蔵地西側

では下部に鋤床が見られる箇所もある。層厚は約

20〜50 cm。

II 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中 漸移層 径 1〜3mm程度の「ローム」

粒を微量にふくむ。一部土壌化している。層厚は

約 5〜30 cm。しばしば I 層に削剝され，残存し

ていない。包蔵地の南側で保存状況が良好。

III 層：7.5YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまりやや強 ｢ローム」層。層厚は 30 cm以上。

（高瀬克範)
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第 2章 検出された遺構

第 1節 竪穴住居跡

1．第 1号竪穴住居跡（第 6〜14 図）

〈位 置〉 08-08， 08-09， 09-07， 09-08， 09-09，

10-07，10-08，10-09 区。〈平面形〉不整楕円形。

〈規 模〉 7.8m×7.3m。〈重複関係〉 pp1，2，3，

6，8，44，49，50，51，52，69，70，71，72，74，

75，76，77，78，79，80，81，82，116，117，119，

120，121，122，124，第 8号土坑に切られる｡ 〈検

出面〉 I 層直下，II・III 層中。〈掘込面〉耕作によ

る削剝を受けている。

〈埋 土〉埋土は土壌化の進んだ 1 層と，いわゆる

ローム粒を多量に含む黄褐色砂質シルト層の 2層に

大別され，2 層はさらに 2a・2b-1・2b-2 層の 3 層

に細分される（第 6 図）。1・2a 層は自然堆積の可

能性が高いが，2b-1・2b-2 層は必ずしもレンズ状

の堆積を示しておらず，上面が比較的波打っており，

堆積の厚さにそれぞれ場所による偏りがある点から

みて人為堆積の可能性が高い。

1 層：10YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性弱 しま

り中 径 1〜3mm程度の炭化物・｢ローム」を多

量に含む。遺構南半部においては，径 1〜5 cm

程度の火山灰をブロック状に含む箇所がある。

2a 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや強 径 5mm〜2 cm 程度の「ロー

ム｣・炭化物をやや多量に含む。

2b-1 層：7.5YR5/6明褐色 砂質シルト 粘性やや

強 しまり強 径 5mm〜1 cm 程度の炭化物を

微量に含む。径 2 cm 程度の黒褐色土（7.5YR

3/2）をブロック状に微量に含む。

2b-2 層：7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまりやや強 径 5mm程度の「ローム｣・炭化

物をやや多量に含む。

〈壁〉最外縁の壁溝の外側の壁がそのまま遺構の壁

となり，比較的急角度で立ち上がる。

〈溝〉

[溝 1] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」ブロ

ックをやや多量に含む。土器片 2 点（26.0 g）が出

土した。

[溝 2] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」ブロ

ックをやや多量に含む。

[溝 3] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」ブロ

ックをやや多量に含む。1 層から土器片 2 点（5.6

g）が出土した。

[溝 4] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」ブロ

ックをやや多量に含む。

[溝 5] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや強 径 5mm程度の「ローム」ブロック

を多量に含む。

[溝 6] 1 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性

弱 しまり弱 径 5mm程度の「ローム」ブロック

を多量に含む。土器片が 12 点（71.3 g），礫 1 点

（7.0 g）が出土した。
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[溝 7] 1 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」

ブロックを多量に含む。

[溝 8] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中。

[溝 9] 1 層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中。

[溝 10] 1 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中。1 層から土器片 4 点（11.6 g）が出土し

た。
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第 6図 第 1号竪穴住居跡 平面・セクション図
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第 7図 第 1号竪穴住居跡 焼土・関連土坑・周溝セクション図



[溝 11] 1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」

粒および炭化物粒を微量に含む。

〈床〉 III 層中に床面が形成されており，やや凹凸と

傾斜がある。溝 3〜5が近接する西側部分では，も

っとも外側の溝 4 よりも内側の溝 3・5付近一帯が

低くなっていた。そのため，溝 4 の構築時には溝

3・5があった部分に貼り床を行っていた痕跡が認

められた。ただし調査時にはこの貼床を除去したの

ちにその下部で溝 3・5を検出したため，貼床まで

を含んだ断面は記録できなかった。

〈炉〉中央部に検出された焼土 1が本住居跡床面に

付設された炉である（第 6 図）。東側には被熱によ

って赤化した部分が認められる拳大の礫が 3個分布

し，西側にはごく弱い赤化のみが認められる比較的

扁平な大きな礫 3個が横たわっていた。焼土の中央

部には第 28 図 17 の土器が埋置されていた。

[焼土 1] 1 層（土器内の土壌）：2.5YR3/6 暗赤褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

mm〜2 cm 程度の炭化物粒および「ローム」粒を

多量に含む。2 層：10YR2/3 黒褐色 砂質シルト

粘性弱 しまりやや弱 径 5mm〜1 cm 程度の

「ローム」粒を少量含む 3 層：2.5YR4/6 赤褐色
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第 8図 第 1号竪穴住居跡 関連土坑・周溝セクション図（2)



砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度

の炭化物粒を少量含む。

〈その他の焼土〉

[焼 土 2] 2b-1 層 上 面 で 検 出 さ れ た。1 層：

2.5YR5/4 にぶい赤褐色 粘性やや弱 しまりやや

強 径 5mm〜1 cm 程度の炭化物粒および径 1〜3

cm程度の「ローム」ブロックや焼土粒を多量に含

む。焼土粒以外の混入物などから，非現地性の焼土

と考えられる。

[焼土 3] 2b-1 層上面で検出された。1 層：5YR3/4

暗赤褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径

1〜2mm 程度の炭化物粒を微量に含む。2 層：

2.5YR3/6暗赤褐色 砂質シルト 粘性中 しまり

やや弱。現地性の焼土と考えられる。

[焼土 4] 1 層下部で検出した。1 層：7.5YR3/4暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 5

mm〜1 cm 程度の炭化物粒・焼土粒および赤鉄鉱

と考えられる赤色の礫を多量に含む。赤色の礫にく

らべて焼土粒は部分的にふくまれるのみであり，現

地性の焼土である可能性は低いと判断される。

[焼土 5] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR3/3

暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱

径 5mm〜2 cm程度の焼土粒・｢ローム」粒を多量

に含む。焼土粒以外の混入物などからみて現地性の

焼土である可能性は低いと判断される。

[焼土 6] 2a 層中で検出された。1 層：5YR3/6暗赤

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 2〜

3mm程度の「ローム」粒および炭化物粒を少量含

む。焼土粒以外の混入物などからみて現地性の焼土

である可能性は低いと考えられる。

〈柱穴および付属・重複土坑（pp）〉（第 6〜8 図）

ここでは，第 1号竪穴住居に付属するあるいは重

複関係を有する土坑をすべて報告する。床面で検出

されたものは，第 1号竪穴住居跡に付属するか，そ
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の使用期間内に機能した遺構である可能性が高い。

主柱穴は，規模・深さ・位置からみて pp12・

pp19・pp88・pp96 と判断される（第 6，13 図）。

pp12・19 の土層においてはいずれも明確な柱痕

（柱アタリ）は確認できなかったが，pp88・96 にお

いてはその痕跡が認められた。これ以外に主柱穴の

可能性が残される土坑はなく，後述のようにたとえ

床面積の拡張が行われたとしても主柱穴の作り替え

は行われなかったものと考えられる。

[pp1] 表 土 直 下，1 層 中 で 検 出 し た。1 層：

10YR3/1 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや強。2 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘

性中 しまりやや弱。2 層より土器片が 1 点（4.8

g）出土した。

[pp2] 1 層下部，2a 層上面で検出した。pp3 との重

複関係があるが，pp2 掘削中に pp3 の存在が判明し

たため，切り合い関係は把握できなかった。1 層：

10YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

2 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまり中 径 1〜4 cm 程度の「ローム」ブロック

（III 層起源）を少量含む。

[pp3] 1 層下部，2a 層上面で検出した。pp2 との重

複関係があるが，pp2 掘削中に pp3 の存在が判明し

たため切り合い関係を把握することはできなかった。

このため埋土の注記を行っていない。

[pp4] 欠番・[pp5］欠番

[pp6] 2b 層中で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい

黄褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり中 径 4

cm 程度の「ローム」ブロックを多量に含む。2

層：7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性中 しまり

やや強 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロッ

クを少量含む。

[pp7] 欠番
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[pp8] 表 土 直 下，1 層 中 で 検 出 し た。1 層：

7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り弱 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロック

をやや多量に含む。2 層：10YR4/6褐色 砂質シル

ト 粘性中 しまり中 径 1 cm程度の「ローム」

ブロックを少量に含む。土器片が 1 点（3.0 g）出

土した。

[pp9] 欠番・[pp10］欠番・[pp11］欠番

[pp12] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 1 cm程度の炭

化物を少量含む。2 層：10YR3/4暗褐色 砂質シル

ト 粘性やや弱 しまり中 径 1 cm程度の炭化物

および径 5 cm程度の「ローム」ブロックを多量に

含む。土器片が 8 点（15.0 g），二次加工ある剝片

が 1 点（0.3 g）出土した。

[pp13] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 1 cm程度

の炭化物を少量含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質

シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 1 cm程度

の炭化物・｢ローム」ブロックを多量に含む。土器

片が 1 点（4.0 g）出土した。

[pp14] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや強 径 5mm程度

の炭化物を少量含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質

シルト 粘性やや強 しまり中 径 5 cm 程度の

「ローム」ブロックを多量に含む。

[pp15] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 5mm程

度の炭化物・｢ローム」ブロックを少量含む。2 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり

中 径 1 cm程度の「ローム」ブロックを少量含む。

[pp15ʼ] 調査時のミスにより，断面図作成・土層注

記は行っていない。
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[pp16] 床面で検出した。1 層：10YR4/6褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまり中 径 5 cm程度の「ロ

ーム」ブロックを多量に含む。2 層：10YR5/6黄褐

色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

[pp17] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度

の「ローム」ブロックを少量含む。2 層：7.5YR4/

6褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 3

cm程度の「ローム」ブロックをやや多量に含む。

3 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり

弱 径 5mm程度の炭化物を少量含む。

[pp18] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 2 cm 程度の

「ローム」ブロックをやや多量に含む。土器片が 1

点（16.0 g）出土した。

[pp19] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 2〜3 cm 程度

の炭化物・｢ローム」ブロックを多量に含む。2 層：

10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中 径 1〜2 cm程度の炭化物・｢ローム」ブ

ロックを多量に含む。3 層：10YR4/2灰黄褐色 粘

性中 しまり中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」ブ

ロックを多量に含む。4 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

粘性弱 しまり弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」

ブロックをやや多量に含む。5 層：7.5YR4/3褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 3 cm 程度の

「ローム」ブロックをやや多量に含む。6 層：

7.5YR3/3暗褐色 粘性弱 しまりやや強 径 1〜2

cm程度の炭化物を少量含む。土器片が 2 点（21.0

g）出土した。

[pp20] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/1 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 1 cm程度

の「ローム」ブロック，炭化物を少量含む。2 層：

7.5YR2/1 黒色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

強。土器片が 1 点（5.0 g），石器が 1 点（2.3 g）

出土した。

[pp21] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色
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砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 2〜3 cm 程度

の炭化物・｢ローム」ブロックを多量に含む。2 層：

7.5YR5/8明褐色 砂質シルト 粘性中 しまりや

や強 径 5mm 程度の炭化物を少量含む。3 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり

中 径 1 cm 程度の炭化物・｢ローム」ブロックを

多量に含む。1 層より土器片が 3 点（10.0 g）出土

した。

[pp22] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜3

cm 程度の炭化物・｢ローム」ブロックを多量に含

む。2 層：7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 5mm〜3 cm程度の炭化物・｢ロ

ーム」ブロックを多量に含む。土器片が 9 点（91.0

g）出土した。

[pp23] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性中 しまり弱 径 1 cm程度の炭

化物・｢ローム」ブロックを少量含む。

[pp24] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性中 しまり弱 径 5mm程度の炭

化物・｢ローム」ブロックを多量に含む。
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[pp25] 床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまり中 径 1 cm程度の炭化

物を微量に含む。

[pp26] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1〜2 cm 程度

の炭化物を少量含む。

[pp27] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 1 cm 程度の

「ローム」ブロックを少量含む。土器片が 1 点（2.0

g）出土した。

[pp28] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度

の「ローム」ブロックを微量に含む。

[pp29] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

粘性弱 しまり中 径 1 cm程度の「ローム」ブロ

ックを微量に含む。

[pp30] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

粘性やや強 しまり中 径 5mm 程度の炭化物・

｢ローム」ブロックを少量含む。

[pp31] 床面で検出した。1 層：10YR4/3褐色 砂

質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm程度の炭化

物をやや多量に含む。2 層：7.5YR3/1 黒褐色 砂

質シルト 粘性中 しまりやや強 径 2 cm程度の

「ローム」ブロックを少量含む。1 層より土器片が 2

点（28.0 g），礫 1 点（4.0 g）が出土した。

[pp32] 床面で検出した。1 層：10YR4/3褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 1〜2 cm 程

度の「ローム」ブロックをやや多量に含む。2 層：

7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりやや

強。

[pp33] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度

の炭化物を微量に含む。土器片が 2 点（5.9 g）出

土した。

[pp34] 欠番・[pp35］欠番

[pp36] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1 cm程度の炭

化物を微量に含む。土器片が 1 点（3.0 g）出土し

た。

[pp37] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり強 径 1〜3 cm 程度

の炭化物・｢ローム」ブロックを多量に含む。2 層：

7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりやや

強 径 1 cm程度の炭化物を少量含む。石器が 1 点

（18.7 g）出土した。

[pp38] 欠番

[pp39] 床面で検出した。1 層：10YR4/3褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1 cm程度の「ロ

ーム」ブロック・炭化物を少量含む。

[pp40] 床面で検出した。1 層：10YR4/6褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5〜10 cm程

度の「ローム」ブロックをやや多量に含む。土器片

が 1 点（4.0 g）出土した。

[pp41] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱。

[pp42] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱。

[pp43] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまり弱。

[pp44] 2a 層上面で検出した。1 層：10YR3/3暗褐
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色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロック・炭化物を

少量含む。

[pp45] 欠番

[pp46] 2a 層上面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロック・炭化物を

少量含む。

[pp47] 床面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱。

[pp48] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/2 灰褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱。

[pp49] 2a 層上面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 1 cm

程度の「ローム」ブロック・炭化物をやや多量に含

む。

[pp50] 表土直下，1 層上面で確認した。1 層：

10YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりや

や強 径 1 cm程度の「ローム」ブロック・炭化物

をやや多量に含む。

[pp51] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR3/2 黒

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 1

cm程度の「ローム」ブロック・炭化物をやや多量

に含む。

[pp52] 2a 層状面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロック・炭化物を

少量含む。

[pp53] 床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまり弱。

[pp54] 掘削時のミスのためセクション図を作成し

ていない。床面で検出した。1 層：10YR3/4暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱。

[pp55] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱。

[pp56] 床面で検出した。1 層：2.5Y4/3 オリーブ

褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

[pp57] 床面で検出した。1 層：2.5Y4/4 オリーブ

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱。

[pp58] 床面で検出した。1 層：5Y4/3 暗オリーブ

色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 1 cm

程度の炭化物粒を少量含む。2 層：10YR5/6黄褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまり中。

[pp59] 床面で検出した。1 層：5Y4/3 暗オリーブ

色 砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 2

cm程度の「ローム」粒を少量含む，径 5mm程度

の炭化物粒を少量含む。1 層から土器片 2 点（4.7

g）が出土した。

[pp60] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 2〜3mm

程度の炭化物粒および「ローム」粒を少量含む。2

層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり

中 径 1 cm 程度の「ローム」粒を少量含む。2 層

から土器片 3 点（7.0 g），石器 1 点（3.1 g）が出

土した。

[pp61] 床面で検出した。1 層：10YR2/3 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 2mm程度

の炭化物粒を微量に含む。2 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2mm程

度の「ローム」粒をやや多量に含む。3 層：

10YR2/3 黒褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り強 径 5mm程度の「ローム」粒をやや多量に含
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む。1 層から土器片 1 点（9.5 g）が，2 層から土器

片 3 点（11.6 g）が出土した。

[pp62] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 5mm 程度の

「ローム」粒・炭化物粒を少量含む。

[pp63] 床面で検出した。1 層：2.5Y3/3 暗オリー

ブ褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 1〜2

cm 程度の「ローム」粒をやや多量に含む，径 5

mm程度の炭化物を少量含む。

[pp64] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 3〜

5mm程度の炭化物粒を少量含む。

[pp65] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 2〜3

mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp66] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト やや弱 やや弱 径 2〜3mm程度の

炭化物粒を微量に含む。

[pp67] 床面で検出した。1 層：2.5Y4/3 オリーブ

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 1

cm程度の炭化物粒をやや多量に含む。

[pp68] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 2〜5mm

程度の炭化物粒を少量含む。

[pp69] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR3/4暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 1

cm程度の「ローム」粒を多量に含む。

[pp70] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR4/4褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜2 cm 程度の「ローム」粒および炭化物を少

量含む。

[pp71] 1 層上面で検出した。1 層：2.5Y3/3 暗オ

リーブ褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり中

径 3 cm程度の「ローム」粒を少量含む。1 層から

土器片 1 点（16.0 g）が出土した。

[pp72] 1 層上面で検出した。1 層：10YR2/2 黒褐

色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 2〜5

cm 程度のローム粒をやや多量に含む。2 層：

2.5Y3/1 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り弱 径 1〜3 cm 程度の「ローム」粒を多量に含

む。

[pp73] 床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性やや強 しまり中 径 3〜5mm程

度の炭化物粒を少量含む。

[pp74] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR3/3

暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり中 径

1〜3 cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp75] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR4/3

褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径

1〜5 cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp76] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR4/4

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 下部に

径 5 cm 程度の炭化物粒を多量に含む。2 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりやや

弱 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」粒を多量に

含む。

[pp77] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR3/3暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

1 cm 程度の「ローム」粒をやや多量に含む。径 5

mm程度の炭化物粒を少量含む。2 層：10YR4/4褐

色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒および炭化物粒を少量含む。

第 2章 検出された遺構 31



1 層から土器片 3 点（17.8 g）が出土した。

[pp78] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR4/6褐

色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒・炭化物粒を微量

に含む。

[pp79] 2b-1 層中で検出し，第 1号竪穴住居跡を切

る。1 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中 径 5mm〜1 cm程度の炭化物粒・｢ロー

ム」粒を少量含む。1 層から土器片 6 点（38.5 g）

が出土した。

[pp80] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR3/4

暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

mm〜3 cm 程度の「ローム」粒および炭化物粒を

少量含む。1 層から土器片 10 点（43.6 g），石器 1

点（0.6 g）が出土した。

[pp81] 2b-1 層上面で検出した。1 層：10YR4/3 に

ぶい黄褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり強

径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および炭化物

粒を少量含む。1 層から土器片 1 点片（32.0 g）が

出土した。

[pp82] 2b-1 層上面で検出した。1 層：7.5YR3/3

暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱

径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒および炭化物粒を

少量含む。

[pp83] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm程度

の炭化物粒を微量に含む。

[pp84] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜2

cm程度の炭化物粒を少量含む。2 層：10YR4/6褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。1 層

から土器片 2 点（3.0 g）が出土した。

[pp85] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm〜2

cm 程度の炭化物粒を少量含む。2 層：7.5YR4/4

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。

[pp86] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒を少量含む。径 1

cm程度の炭化物粒を少量含む。1 層から土器片 2

点（21.4 g），石器 6点（36.2 g）が出土した。

[pp87] 床面で検出した。1 層：10YR2/3 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の炭化物粒および「ローム」粒をやや多量に含

む。

[pp88] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm程度

の炭化物粒および「ローム」粒をやや多量に含む。

2 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性弱 し

まり中 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」粒を多

量に含む。3 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘

性弱 しまりやや強 径 1 cm程度の炭化物粒を微

量に含む。4 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シル

ト 粘性弱 しまり弱 径 1〜2 cm 程度の「ロー

ム」粒および炭化物粒を少量含む。1 層から土器片

3 点（17.4 g）が出土した。

[pp89] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒および炭化物粒を微量に含む。

2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり

やや強。1 層から土器片 4 点（23.0 g）が出土した。

[pp90] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 5mm〜

2 cm程度の炭化物粒および「ローム」粒をやや多

量に含む。2 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘

性やや弱 しまり中 径 2〜3mm程度の炭化物粒
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を微量に含む。

[pp91] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および炭化物粒を

少量含む。

[pp92] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中。

[pp92ʼ] 床面で検出した。掘削時，誤って土層注

記・セクション図作成をおこなわなかった。

[pp93] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5

mm 程度の炭化物粒をやや多量に含む。2 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

中。

[pp94] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1

cm程度の炭化物流を少量含む。2 層：10YR4/6褐

色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm程度

の炭化物粒を微量に含む。

[pp95] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 1〜3 cm

程度の「ローム」粒をやや多量に含む。

[pp96] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

5mm〜5 cm程度の炭化物粒・焼土粒を多量に含む。

1 層から土器片 7 点（29.9 g），石器 1 点（1.1 g）

が出土した。

[pp97] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 5mm程度

の「ローム」粒および径 2 cm程度の炭化物粒を微

量に含む。1 層から土器片 2 点（19.7 g）が出土し

た。

[pp98] 床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性弱 しまり強 径 5mm〜2 cm 程

度の炭化物粒および「ローム」粒を多量に含む。

[pp99] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや強 径 2 cm程度

の炭化物粒をやや多量に含む。2 層：7.5YR4/4褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中。3 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

弱 径 5mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp100] 床面で検出した。10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 5mm〜3 cm

程度の炭化物粒および「ローム」粒をやや多量に含

む。

[pp101] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱。径 2〜3mm

程度の「ローム」粒をやや多量に含む。2 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り中 径 5 cm 程度の「ローム」粒を少量含む。1

層から土器片 1 点（3.5 g），石器 1 点（0.4 g）が

出土した。

[pp102] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径 5mm〜1

cm程度の炭化物粒および「ローム」粒を多量に含

む。2 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや

弱 しまりやや弱 径 1〜2 cm 程度の炭化物粒お

よび「ローム」粒を少量含む。2 層から土器片 1 点

（7.6 g）が出土した。

[pp103] 床面で検出した。溝 10 を切る。1 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒をやや多量

に含む。
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[pp104] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜2

cm程度の炭化物粒および「ローム」粒を多量に含

む。1 層から土器片 2 点（14.2 g）が出土した。

[pp105] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm 程度の炭化物粒および「ローム」粒を

やや多量に含む。

[pp106] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜2 cm

程度の「ローム」粒および炭化物粒をやや多量に含

む。2 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性弱

しまり弱 径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」粒お

よび炭化物粒をやや多量に含む。1 層から土器片 2

点（7.9 g），2層から土器片 2 点（1.8 g）が出土し

た。

[pp107] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい

黄褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径

1〜5 cm程度の「ローム」粒および炭化物粒を少量

含む。

[pp108] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm

程度の炭化物粒を少量含む。

[pp109] 床面で検出した。1 層：10YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。

[pp110] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 3 cm程度の炭

化物粒および「ローム」粒をやや多量に含む。2

層：7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや弱 し

まりやや強 径 3〜5mm 程度の炭化物粒および

「ローム」粒を多量に含む。1 層から土器片 1 点

（1.4 g），2層から土器片 4 点（13.0 g）が出土した。

[pp111] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 5mm程度

の炭化物粒および「ローム」粒を微量に含む。

[pp112] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中。

[pp113] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱。

[pp114] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm

程度の炭化物粒を少量含む。2 層：7.5YR5/4 にぶ

い黄褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや強。

[pp115] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい

黄褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。1 層から

土器片 3 点（7.0 g）が出土した。

[pp116] 表土直下，III 層中で検出した。1 層：

2.5Y4/3 オリーブ褐色 砂質シルト 粘性中 し

まり弱 径 5 cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp117] 表土直下，III 層中で検出した。1 層：

2.5Y4/4 オリーブ褐色 砂質シルト 粘性中 し

まり中。

[pp118] 表土直下，III 層中で検出した。1 層：

2.5Y4/2 暗灰黄色 砂質シルト 粘性やや強 し

まりやや強。2 層：2.5Y4/6 オリーブ褐色 砂質シ

ルト 粘性中 しまりやや弱。

[pp119] 表土直下，III 層中で検出した。掘削時誤

って平面形の記録を行わなかった。1 層：

7.5YR4/3褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

強 径 5mm程度の「ローム」粒を微量に含む。

[pp120] 第 1 号竪穴住居跡を切るが，掘削時誤っ

て一部第 1号竪穴住居跡を先に掘削した。このほか，
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pp121 を切る。pp122 に切られる。表土直下，III

層中で検出した。1 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質シ

ルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜3 cm 程

度の「ローム」粒および径 1〜2 cm 程度の炭化物

粒を微量に含む。2 層：7.5YR4/3褐色 砂質シル

ト 粘性やや弱 しまり中 径 1〜5 cm 程度の

「ローム」粒および径 1〜2 cm程度の炭化物粒をや

や多量に含む。

[pp121] 第 1号竪穴住居跡を切る。pp120 に切られ

る。表 土 直 下，III 層 中 で 検 出 し た。1 層：

7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 1 cm程度の炭化物粒および「ローム」粒を少量

含む。

[pp122] pp120を切る。pp123 に切られる。表土直

下，III 層中で検出した。1 層：10YR4/4 褐色 砂

質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm程

度の「ローム」粒および炭化物粒を微量に含む。

[pp123] pp122を切る。表土直下，III 層中 1 層：

10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性弱 し

まりやや弱 径 5mm程度の「ローム」粒および炭

化物粒を微量に含む。

[pp124] 表土直下，III 層中で検出した。第 1 号竪

穴住居跡を切るが，掘削時，誤って一部，第 1号竪

穴住居跡のほうから掘削した。1 層：10YR4/3 にぶ

い黄褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱

径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」粒および炭化物

粒をやや多量に含む。

〈出土人工遺物〉土器は，1 層から 1232.2 g，2a 層

から 2783.0 g，2b 層から 596.6 g，炉から 348.0 g，

床面から無文土器片 1 点（1.3 g）が出土している。

また，接合例として，1 層と 2a 層のあいだで接合

するものが 1019.0 g，2a 層と 2b 層のあいだで接合

するものが 182.0 g，1・2a・2b 層間で接合するも

のが 177.0 g ある。本書への掲載率は重量比でおお

むね 80％である。

剝片石器（剝片・砕片をふくむ）は，1層から 44

点（254.9 g），2a 層から 108 点（1125.4 g），2b-1

層から 6 点（14.7 g），床面から 1 点（5.6 g），溝 6

から 1点（1.0 g）が出土した。

なお，焼土 4付近の 1層中で赤鉄鉱と考えられる

赤色の鉱物および赤色顔料が付着した台石などが多

量に出土している。

〈動植物遺体〉焼土 1 から不明種子が，焼土 2 から

タデ属，不明種子，不明動物骨が出土した。

〈その他の所見〉溝は多くの場所で 2〜3列程度が認

められるが，全周するものはない。もっとも外側の

壁よりも内部に壁はなく，外側の壁が最終段階のす

がたを示しているとみてよい。よって本遺構は少な

くとも 1回以上の拡張が行われた住居と判断される

が，溝だけからはその正確かつ詳細な変遷を読みと

ることは難しい。出入口についても精査したが明確

な痕跡は把握できなかった。

〈時 期〉炉に埋置されていた土器から，本遺構の

廃絶時期は大坂（2009c）編年の戸沢川代段階（砂

沢式の新しい段階に相当）と考えられる。

2．第 2号竪穴住居跡（第 15〜22 図）

〈位 置〉 05-10， 05-11， 05-12， 06-10， 06-11，

06-12，07-10，07-11，07-12 区｡ 〈平面形〉卵形｡

〈規 模〉 9.44m× 8.32m｡ 〈重 複 関 係〉 pp1，

pp2，pp3 に切られる。第 2 号竪穴遺構・第 4 号竪

穴住居跡を切る｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層

中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を受けている。

〈埋 土〉埋土は相対的に土壌化がもっとも進行し

ている 1層，いわゆるローム粒を多量にふくむ黄褐

色砂質シルト層の 2層，混入がほとんどないが遺物

の出土する黄褐色土層の 3層に大別される。1 層は

1a，1b 層に，2 層は 2a，2b 層に細分される。また，

床面の一部には貼床も認められた。

1a 層：10YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱
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第 15図 第 2号竪穴住居跡・第 2号竪穴遺構 平面・セクション図
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第 16図 第 2号竪穴住居跡 焼土・関連土坑セクション図



しまりやや弱 径 2〜5 cm程度の「ローム」粒，

焼土粒，炭化物粒を微量にふくむ。

1b 層：10YR1.7/1 黒色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中 径 2mm〜2 cm程度の「ローム」粒，

炭化物粒をごく微量にふくむ。

2a 層：7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや弱 径 2mm〜3 cm程度の「ローム」

粒，炭化物粒，焼土粒をやや多量にふくむ。部分

的に径 30 cm 程度の「ローム」ブロックをふく

む。

2b 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性中 し

まりやや弱 径 2mm〜1 cm 程度の「ローム」

粒，炭化物粒，焼土粒を少量ふくむ。径 20 cm

程度の「ローム」ブロックを部分的にふくむ。

3 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや強 し

まりやや強。

貼床：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり強 炭化物，黒色土，「ローム」粒（径

2〜5 cm程度）を多量にふくむ。

〈壁〉最外縁の壁溝の外側の壁がそのまま遺構の壁

となり，比較的急角度で立ち上がる。

〈溝〉

[溝 1]

床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂質シル

ト 粘性中 しまり中 径 5mm程度の「ローム」

粒および炭化物を微量に含む。

[溝 2]

床面で検出した。1 層：10YR4/6褐色 砂質シル

ト 粘性やや強 しまりやや強。

[溝 3]

床面で検出した。1 層：10YR4/6褐色 砂質シル

ト 粘性やや弱 しまりやや強 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。

[溝 4]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。

[溝 5]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。
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[溝 6]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや強 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および炭化物を微

量に含む。

[溝 7]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや強 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および炭化物を微

量に含む。

[溝 8]

床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シ

ルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1 cm 程

度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。

[溝 9]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。

[溝 10]

床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒および炭化物を微量に含む。

〈床〉自然堆積層 III 層中に床面が形成されており，
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やや凹凸と傾斜がある。壁際をのぞく部分に貼床が

みられ，III 層起源の「ローム」と II 層などを起源

とする黒褐色土が混在して分布している（第 15 図

一点鎖線の内部）。

〈炉〉中央部に検出された焼土 1が本住居跡床面に

付設された炉である。石囲炉であるが石は全周せず

に南東側に集中する。石はあらかじめ設置場所が掘

りくぼめられたのち，ほとんど隙間なく接して設置

され，褐色土で埋め戻して固定されている。中央部

には土坑が掘られ，内部に第 39 図 258 に示す土器

が設置されていた。

[焼土 1] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒，焼土粒，炭化物粒をやや多量

に含む。2 層：7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまり中 径 1〜2 cm の「ローム」粒を

少量含む。石の固定土である。3 層：10YR4/4褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 1〜2mm

程度の「ローム」粒，炭化物粒を少量含む。埋設土

器内部の土壌である。4 層：5YR4/4 にぶい赤褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 1 cm 程度の

「ローム」粒をやや多量に含む。埋設土器の固定土

である。5 層：2.5YR4/8 赤褐色 砂質シルト 粘

性やや弱 しまりやや弱 径 1〜3 cm 程度の「ロ

ーム」粒および炭化物を少量含む。自然堆積層の焼

土（熱浸透層）。6 層：7.5YR4/6褐色 砂質シルト
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粘性弱 しまりやや弱 径 1〜2 cm 程度の「ロー

ム」粒をやや多量に含む。自然堆積層の焼土（熱浸

透層）。

〈その他の焼土〉

[焼土 2] pp19 の 1 層中で検出した。1 層：5YR4/4

にぶい赤褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりや

や弱 径 1〜10 cm 程度の褐色土（7.5YR4/4）を

多量に含む。混入物の状況からみて現地性の焼土で

はないと考えられる。

〈柱穴および付属・重複土坑（pp）〉（第 15〜17 図）

主柱穴は pp18，pp29，pp32，pp41 の 4 本である

（第 21 図）。配置は炉を中央部に取り込んだ菱形と

なる。以下に各遺構の所見を記載する。

[pp1] 表土（I 層）直下で検出し，第 2 号竪穴住居

跡と pp2，pp30 を切る。調査時のミスでセクショ

ン図の記録が行えなかった。1 層：7.5YR3/3暗褐

色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 1〜2

mm程度の焼土粒を微量に含む。

[pp2] 表土（I 層）直下で検出し，第 2 号竪穴住居

跡を切り，pp1 に切られる。調査時のミスによりセ

クション図の記録がおこなえなかった。1 層：
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7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り中 径 5mm〜1 cm程度の炭化物粒を少量含む。

[pp3] 2b 層中で検出した。第 2号竪穴住居を切る。

1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり弱 径 5mm程度の「ローム」粒を微量に含

む。

[pp4] 床面で検出した。pp18 に切られる。1 層：

10YR2/3 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま
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り中 径 2mm〜1 cm の「ローム」粒，炭化物粒

をやや多量に含む。2 層：7.5YR4/6褐色 砂質シ

ルト 粘性やや強 しまりやや強 径 20 cm 程度

の褐色土（10YR4/6）をブロック状に含む。

[pp5] 床 面 で 検 出 し た。pp6 を 切 る。1 層：

10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり中

径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」粒および炭化物

粒を少量含む。

[pp6] 床面で検出した。pp5 に切られる。1 層：

10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 5mm 程度の炭化物粒および「ロー

ム」粒を微量にふくむ。

[pp7] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒を微量に含む。

[pp8] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm程度

の「ローム」粒，炭化物粒を少量含む。2 層：

7.5YR2/3極暗褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり

やや弱。

[pp9] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径 1〜2 cm

程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp10] 床面で検出した。1 層：10YR4/6褐色 砂

質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1 cm程

度の「ローム」粒を少量含む。

[pp11] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色
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砂質シルト 粘性中 しまり中 径 1〜5 cm 程度

の「ローム」粒，炭化物粒をやや多量に含む。

[pp12] 欠番・[pp13］欠番

[pp14] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜2

cm 程度の「ローム」粒を微量に含む。2 層：

10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性中 しまりや

や弱 径 2〜10 cm程度の「ローム」粒，径 5mm〜

1 cm程度の炭化物粒を少量に含む。

[pp15] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜2 cm

程度の「ローム」粒，炭化物粒を少量含む。2 層：

7.5YR4/3褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

強 径 1〜5 cm 程度の「ローム」粒，炭化物粒を

少量含む。3 層：10YR5/6黄褐色 砂質シルト 粘

性やや強 しまり強 径 1 cm程度の暗褐色土を少

量含む。

[pp16] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

2〜5 cm 程度の「ローム」粒をやや多量に含む。2

層：7.5YR4/3褐色 砂質シルト 粘性やや弱 し

まり中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒および炭

化物粒を少量含む。

[pp17] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 1〜2

cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp18] 床面で検出した。pp4を切る。主柱穴であ

る。1 層：7.5YR2/3 極暗褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまり中 径 5mm〜1 cm 程度の「ロー

ム」粒を少量ふくむ。2 層：7.5YR4/3 褐色 砂質

シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp19] 床面で検出した。1 層中に後述する焼土 2

が含まれる。1 層：7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト

粘性中 しまり中 径 5mm〜2 cm 程度の「ロー

ム」粒，炭化物粒を少量含む。2 層：7.5YR4/4 褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

1〜5 cm程度の「ローム」粒をやや多量に含む。3

層：10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性やや弱 し

まり強。

[pp20] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜2

cm 程度の「ローム」粒，炭化物粒を少量含む。2

層：10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中 しま

りやや弱 径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒，炭化

物粒を微量に含む。

[pp21] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜3

cm 程度の炭化物粒，「ローム」粒をやや多量に含

む。

[pp22] 床面で検出した。1 層：7.5YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜2 cm程度の炭化物粒，「ローム」粒を少量含

む。2 層：7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性やや

弱 しまり中 径 3 cm程度の「ローム」粒を少量

含む。

[pp23] 床面で検出した。pp26 に切られる。1 層：

10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱。2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性

中 しまり中。

[pp24] 床面で検出した。調査時のミスによりセク

ション図の記録を行うことができなかった。1 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

中 径 1 cm程度の「ローム」粒および炭化物粒を

微量に含む。

44



[pp25] 床面で検出した。1 層：10YR4/3 にぶい黄

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

5mm〜7 cm程度の「ローム」粒，炭化物粒をやや

多量に含む。2 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘

性やや弱 しまり中 径 5 cm程度の炭化物粒を微

量に含む。

[pp26] 床面で検出した。pp23 を切る。1 層：

10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

2 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまり中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒をやや

多量に含む。

[pp27] 床面で検出した。pp28 に切られる。1 層：

10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性中 し

まり中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」粒を少量含

む。2 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや弱 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」

粒および炭化物粒を少量含む。3 層：10YR4/3 にぶ

い黄褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり中。4 層：

10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 2〜3 cm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp28] 床面で検出した。pp27 を切る。1 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り中 径 1〜2 cm 程度の炭化物粒を少量含む。2

層：7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性中 しま

りやや弱 径 5mm〜2 cm 程度の「ローム」粒お

よび炭化物粒を少量含む。

[pp29] 床面で検出した。主柱穴である。調査時，

上部の張り出し（抜取痕）を別の土坑としてあやま

って掘削したため，一部セクションが記録できなか

った。1 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性や

や弱 しまり弱 径 5mm 程度の炭化物粒，径

2〜5 cm程度の「ローム」粒をやや多量に含む。

[pp30] 床面で検出した。pp1 と pp38 に切られる。

調査時のミスにより平面の一部とセクション図の作

成が行えなかった。1 層：10YR3/4暗褐色 砂質シ

ルト やや弱 しまり中 径 2mm程度の炭化物粒

を微量に含む。2 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質

シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。

[pp31] 欠番

[pp32] 床面で検出した。主柱穴である。1 層：

7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 2mm〜1 cm 程度の「ローム」粒，焼土粒，炭

化物粒を少量含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質シ

ルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜1 cm 程

度の炭化物粒・｢ローム」粒を少量含む。3 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

強。

[pp33] 欠番

[pp34] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜2

cm程度の「ローム」粒をやや多量に含む。2 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱。

[pp35] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm〜1

cm 程度の「ローム」粒を微量に含む。2 層：

7.5YR5/6明褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

[pp36] 床面で検出した。調査時のミスにより平面

図作成を行わなかった。1 層：7.5YR4/3褐色 砂

質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。

[pp37] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm

程度の「ローム」粒を少量含む。2 層：10YR4/6褐

色 砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 3 cm程度

の「ローム」粒を微量に含む。3 層：10YR5/6黄褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。
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[pp38] 床面で検出した。pp30を切る。調査時のミ

スのため，平面の一部とセクション図の作成が行え

なかった。1 層：10YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘

性やや弱 しまり中 径 2mm程度の炭化物粒を微

量に含む。

[pp39] 床面で検出した。pp30 に切られる。調査時

のミスにより平面図作成・土層注記を行わなかった。

[pp40] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm〜2

cm程度の「ローム」粒，炭化物粒を微量に含む。

2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや弱 し

まり中 径 10 cm程度の「ローム」ブロック，径 1

cm 程度の炭化物粒をやや多量に含む。3 層：

10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 10〜15 cm 程度の「ローム」ブロッ

クをやや多量に含む。

[pp41] 床面で検出した。主柱穴である。1 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 2〜3 cm 程度の「ローム」粒を少量

含む。2 層：7.5YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや強 径 5mm程度の「ローム」粒を少量

含む。

[pp42] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径 5mm〜3

cm程度の「ローム」粒および炭化物粒を少量含む。

[pp43] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm程度

の「ローム」粒を少量含む。

[pp44] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2〜5

mm 程度の「ローム」粒および径 5mm〜1 cm 程

度の炭化物粒をやや多量に含む。

[pp45] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および炭化物粒を

少量含む。2 層：7.5YR3/4 暗褐色 砂質シルト

粘性中 しまり中 径 1〜5 cm 程度の「ローム」

粒を少量含む。2 層から土器片が 9.8 g出土し，層

位不明のものも 43.7 g ある。

[pp46] 床面で検出した。位置は第 2 号竪穴住居内

東北部であるが，調査時のミスにより平面図作成を

行わなかった。1 層：10YR3/3暗褐色 砂質シルト

粘性中 しまり中 径 2〜5mm の「ローム」粒を

微量に含む。2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘

性やや弱 しまりやや弱。

[pp47] 床面で検出した。位置は第 2 号竪穴住居内

東北部であるが，調査時のミスにより平面図作成を

行わなかった。1 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト

粘性中 しまり中 径 5mmの炭化物粒を微量に含

む。2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまり中 径 5mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp48] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2〜5

mm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp49] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまり弱 径 2〜5mm程度

の「ローム」粒を微量に含む。

[pp50] 床面で検出した。1 層：10YR/4/2 灰黄褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm程度の「ローム」粒を少量含む。1 層か

ら 20.3 gの土器片が出土した。

[pp51] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2mm〜1 cm

程度の「ローム」粒を少量含む。2 層：7.5YR4/6

褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり中 径 2

46



mm程度の黒褐色土を微量に含む。1 層から，土器

片が 68.2 g出土した。

[pp52] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒・炭化物粒を微量に含む。

[pp53] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜3

cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp54] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2

mm〜1 cm程度の「ローム」粒を少量含む。2 層：

7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

やや強 径 1 cm程度の「ローム」粒を多量に含む。

[pp55] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm 程度の

「ローム」粒・炭化物粒を微量に含む。

[pp56] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 1 cm程度

の「ローム」粒を少量含む。

[pp57] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2mm〜1 cm

程度の「ローム」粒・炭化物粒をやや多量に含む。

2 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘性やや強 し

まりやや強 径 2mm〜1 cm 程度の炭化物粒を微

量に含む。1 層から 2.5 gの土器片が出土した。

[pp58] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm

程度の「ローム」粒・炭化物粒をやや多量に含む。

〈出土人工遺物〉

貼床から 51.5 gの土器片が出土した。石器は，

床面から 7点，貼床から 3点，溝 1から 1点が出土

した。第 22 図に示すように，遺構北側の 1 層では

土器がつぶれて集中して出土する箇所があった。

床面・床面直上からは砂沢式並行と考えられる土

器のみが出土している。埋設土器の型式判定は難し

いが，砂沢式並行期で矛盾が生じることはない。

埋土からも砂沢式並行期の土器が多く出土してい

るが，二枚橋式の出土もみられた。竪穴住居内の西

南部に長さ 60 cm以上ある扁平礫を含む礫の集中

部があり（この箇所をかりに「礫集中」とよぶ，第

22 図左下参照），その周辺から二枚橋式がややまと

まって出土している。「礫集中」に含まれる礫は埋

土 2b 層上にのっているが，「礫集中」周辺の 2a・

2b 層中から一定量の二枚橋式が出土した点は，遺

構の時期判定には直接関わってこないとはいえ，特

筆すべき点である。

〈動植物遺体〉タデ科の炭化種子 22個，アカザ属の

酸化種子 1個が焼土 1より検出された。動物遺体は

出土しなかった。

〈時 期〉床面・床面直上出土土器からみて，第 2

号竪穴住居跡の時期は大坂（2009c）編年の戸沢川

代段階（砂沢式の新しい段階に相当）と考えられる。

3．第 4号竪穴住居跡（第 23〜25 図）

第 4号竪穴住居跡は，南側が第 2号竪穴住居跡に

切られる。表土（I 層）直下で石囲炉が検出された。

埋土は一部にかろうじて認められる程度で，明確な

壁は残存していなかった。小規模なピットと短い溝

が，壁にそってめぐっていたと考えられる。遺構北

側が調査区外にかかっていることもあり正確な形状

は把握できないが，プランは卵形もしくは楕円形で，

長軸は 10m以上と推定される。ゆがんだ菱形に配

置された 4 本主柱（第 4 号竪穴住居跡の pp4・10

と，第 2 号竪穴住居跡内の pp14，15）で，それぞ

れの主柱穴の規模が大きいのが特徴である。

06-12区の表土（I層）直下で石囲炉が検出され，

一部に石の抜きとられた痕跡が認められる。壁溝か

ら，少なくとも 1回は拡張されたと考えられる。第
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第 23図 第 4・6号竪穴住居跡 平面・セクション図



23 図では，拡張前と拡張後の推定プランを図示し

ている。拡張後の住居は，構築土の厚みはそれほど

なく，分布も面的ではないが，低い部分に重点的に

貼床をして構築されている。床面・貼床出土土器か

ら，遺構の時期は大坂（2009c）編年の梨ノ木平段

階に位置づけられる。遺構内の東北側で径 5

mm〜2 cm 程度の赤色物質が分布する範囲が 2 箇

所あった。
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第 24図 第 4・6号竪穴住居跡 関連土坑・周溝セクション図
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第 25図 第 4・6号竪穴住居跡 主柱穴配置



〈位 置〉 05-12， 05-13， 06-12， 06-13， 07-11，

07-12，07-13 区｡ 〈平面形〉不整楕円形になる可

能性があるが，詳細は不明｡ 〈規 模〉不明である

が，直径 10m以上になると推定される｡ 〈重複関

係〉第 2 号竪穴住居跡，第 2 号竪穴遺構，pp12，

13，14，17，21，36 に切られる｡ 〈検出面〉 I 層直

下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を受

けている。

〈埋 土〉

1 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや弱 径 5mm〜3 cm程度の「ローム」

粒・炭化物粒・焼土粒を少量含む。

貼床：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性

弱 しまりやや強 径 5mm〜5 cm 程度の「ロ

ーム」粒・炭化物粒をやや多量に含む。

〈炉〉

[焼土 1] 1 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘

性弱 しまり弱。2 層：10YR3/4暗褐色 砂質シル

ト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2〜5mm程度

の炭化物・焼土粒を微量に含む。3 層：2.5YR4/6

赤褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや強

焼土層。4 層：5YR4/8 赤褐色 砂質シルト 粘性

中 しまり中 熱浸透層。

〈溝〉

[溝 1] (拡張後）

1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性中 しま

り弱 径 2〜5mm程度の焼土粒・｢ローム」粒を少

量含む。

[溝 1] (拡張前）

1層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性や

や弱 しまり中 径 5mm程度の炭化物を微量に含

む。2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまりやや強 径 2mm程度の炭化物粒を微量に含

む。

〈柱穴および付属・重複土坑（pp）〉

[pp1] 床面で検出した。1 層：10YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2〜5

mm 程度の「ローム」粒を少量含む。2 層：

10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 5mm〜1 cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp2] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2mm〜2 cm

程度の「ローム」粒・炭化物粒をやや多量に含む。

2 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強 し

まりやや強 径 2mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp3] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2〜5mm程度

の焼土粒・｢ローム」粒を微量に含む。2 層：

7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

やや強 径 2mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp4] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 2mm〜1

cm 程度の焼土粒・炭化物粒を少量含む。2 層：

7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 5mm程度の炭化物粒および径 1〜3

cm 程 度 の「ロ ー ム」粒 を 少 量 含 む。3 層：

7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 5mm〜2 cm 程度の「ローム」粒および炭化物

粒を少量含む。

[pp5] 床面で検出した。1 層：10YR3/1 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜2 cm 程度の焼土粒および「ローム」粒を微

量に含む。

[pp6] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および焼土粒を微

量に含む。2 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘

性中 しまり中 径 2〜5mm 程度の「ローム」粒
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を微量に含む。

[pp7] 床面で検出した。1 層 7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」粒および焼土粒を微

量に含む。

[pp8] 床面で検出した。1 層 10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm 程度の

「ローム」粒を微量に含む。2 層：10YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中。

[pp9] 床面で検出した。1 層 7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 1〜5mm

程度の「ローム」粒・焼土粒を微量に含む。2 層

7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

[pp10] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2mm〜3 cm

程度の「ローム」粒・炭化物粒・焼土を多量に含む。

下面には炭化物粒・焼土粒がとくに多量に含まれる。

2 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや強

しまりやや強 径 2〜5mm 程度の「ローム」粒・

炭化物粒・焼土粒を少量含む。

[pp11] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜2 cm

程度の焼土粒・炭化物粒をやや多量に含む。2 層：

7.5YR4/2灰褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

りやや強 径 5mm程度の炭化物粒・焼土粒を微量

に含む。3 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性

やや強 しまり強 径 2mm 程度の焼土粒および

「ローム」粒を微量に含む。

[pp12] 床面で検出した。1 層：7.5YR2/3 極暗褐

色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2〜5mm

程度の炭化物粒・焼土粒を微量に含む。2 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 2〜5mm程度の焼土粒。「ローム」粒

を微量に含む。3 層 7.5YR4/4褐色 砂質シルト

粘性やや強 しまりやや強 径 5mm程度の黒褐色

土粒を微量に含む。八幡堂 2 群段階（大坂 2009c）

の土器片がややまとまって出土していることから，

第 2号竪穴住居跡よりも古い土坑の可能性もある。

[pp13] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm

程度の炭化物粒・焼土粒を微量に含む。2 層：

7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 2〜5mm程度の焼土粒・炭化物粒を微量に含む。

二枚橋式の小破片が出土しており，床面よりも上位

から掘り込まれた土坑の可能性がある。

[pp14] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 2mm〜5

cm程度の焼土粒・｢ローム」粒をやや多量に含む。

[pp15] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜5

cm 程度の「ローム」粒・焼土粒を少量含む。2

層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性や

や強 しまりやや強。

[pp16] 床面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜2

cm 程度の「ローム」粒を微量に含む。2 層：

10YR4/4褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中。

[pp17] 床面で検出した。1 層：7.5YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 2〜5mm程度

の「ローム」粒・炭化物粒・焼土粒を微量に含む。

2 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや弱 径 5〜10 cm程度の「ローム」ブロ

ックを多量に含む。3 層：7.5YR4/4褐色 砂質シ

ルト 粘性中 しまりやや強 径 1〜2 cm 程度の

「ローム」粒を少量含む。

[pp18] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色
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砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや強 径 5

mm〜2 cm程度の炭化物粒・｢ローム」粒および焼

土粒を少量含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質シル

ト 粘性中 しまり中 径 5mm程度の炭化物粒を

微量に含む。

[pp19] 床面で検出した。1 層：10YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2

mm〜1 cm程度の炭化物粒および焼土粒「ローム」

粒を少量含む。2 層：10YR3/3暗褐色 砂質シルト

粘性中 しまりやや弱 径 1〜3 cm 程度の「ロー

ム」粒・焼土粒・炭化物粒をやや多量に含む。3

層：7.5YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性中 しま

り中 径 2mm〜1 cm 程度の炭化物粒・焼土粒・

｢ローム」粒を少量含む。4 層：10YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 2mm〜1

cm 程度の炭化物粒・焼土粒・｢ローム」粒を少量

含む。5 層：10YR2/1 黒色 砂質シルト 粘性やや

弱 しまり弱 径 2mm〜2 cm 程度の炭化物粒お

よび焼土粒を多量に含む。6 層：10YR3/1 黒褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 2

mm〜2 cm程度の炭化物粒・｢ローム」粒をやや多

量に含む。7 層：7.5YR3/4 暗褐色 砂質シルト

粘性やや強 しまりやや強 径 2mm〜1 cm 程度

の炭化物粒・焼土粒を少量含む。8 層：10YR3/4暗

褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径

2mm程度の炭化物粒および焼土粒を微量に含む。

[pp20] 床面で検出した。1 層：10YR2/3 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒・炭化物粒・焼土粒をやや

多量に含む。2 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト

粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm〜3 cm 程度

の「ローム」粒を少量含む。3 層：10YR2/2 黒褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5mm〜1

cm 程度の「ローム」粒を微量に含む。4 層：

7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

りやや強 径 1〜3 cm 程度の「ローム」粒を少量

含む。

[pp21] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜2

cm 程度の焼土粒・｢ローム」粒および炭化物を少

量含む。

[pp22] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の「ローム」粒および炭化物粒を少量含む。

[pp23] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 5mm程度

の焼土粒および「ローム」粒を微量に含む。

[pp24] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm程度

の焼土・｢ローム」粒を少量含む。

[pp25] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 2〜5mm程度

の「ローム」粒および焼土粒を微量に含む。

[pp26] 床面で検出した。1 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜1

cm程度の「ローム」粒および焼土粒を微量に含む。

[pp27] 床面で検出した。1 層：10YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜1 cm

程度の炭化物および「ローム」粒をやや多量にふく

む。

[pp28] 床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性中 粘性やや弱 径 2 cm 程度の

「ローム」をブロック状に少量含む。径 5mm程度

の「ローム」粒および炭化物をやや多量に含む。

[pp29] 貼床直下で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗

褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜

3 cm程度の「ローム」および炭化物粒をやや多量

に含む。
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[pp30] 床面で検出した。周溝の一部の可能性があ

る。1 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中

しまりやや強 径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」

粒・炭化物粒を多量に含む。2 層：7.5YR4/3褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 1〜3

cm程度の「ローム」粒を少量含む。

[pp31] 床面で検出した。周溝の一部をなす土坑で

ある。1 層：7.5YR4/3 褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中 径 5mm〜1 cm 程度の炭化物粒および

「ローム」粒を微量に含む。

[pp32] 床面で検出した。周溝の一部をなす土坑で

ある。1 層：7.5YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性

やや強 しまり中 径 5mm〜2 cm 程度の「ロー

ム」粒を少量含む。

[pp33] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性中 しまりやや強 径 1 cm程度

の炭化物粒を微量に含む。

[pp34] I 層直下，II・III 層中で検出した。調査時

に平面図を測量しなかった。規模は，0.48×？×

0.22m。1 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘

性やや強 しまりやや強 径 2mm〜1 cm 程度の

「ローム」粒および焼土粒を少量含む。2 層：10YR

3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中

径 5mm〜2 cm 程度の「ローム」粒および焼土粒

を少量含む。

[pp35] I 層直下，II・III 層中，床面で検出した。

1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中 径 5mm程度の焼土粒を微量に含む。2

層：7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性中 しま

り中 径 2〜3 cm程度の「ローム」粒を少量含む。

3 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性や

や強 しまりやや強 径 5mm程度の炭化物粒を微

量に含む。

〈出土人工遺物〉検出時に，埋土から 88.2 gの土器

片と石器 2 点が出土した。なお，2008 年調査の試

掘トレンチ T08-01 からは 35.8 g の土器片，磨製

石斧 1 点，礫 2 点出土しているが，これらは本住居

跡の埋土に帰属することが明確に確認できなかった

ため表土（I層）出土として扱っておく。

〈動植物遺体〉焼土 1よりタデ科の炭化種子 331個，

アカザ属の酸化種子 18個が出土した。動物遺体は

出土しなかった。

〈時 期〉床面および貼床出土土器から，大坂

（2009c）編年の梨ノ木平段階（砂沢式の古〜中段階

に相当）と考えられる。

4．第 5号竪穴住居跡（第 23 図）

03-13区から 05-13区まで東西にいれた試掘トレ

ンチ T08-01 で検出した。第 2・4 号竪穴住居跡と

の切り合い関係を確認するために，サブトレンチに

よって確認を試みたが，第 4 号竪穴住居跡 pp19 と

重なったことや，第 4号竪穴住居跡の埋土の残りが

非常に悪かったこともあって明確に判断することは

できなかった。今後の調査において，隣接遺構との

切り合い関係の確認を要する。

〈位 置〉 04-12，04-13，05-13区ほか。

〈平面形〉不明。

〈規 模〉不明。

〈重複関係〉不明。

〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中。

〈掘込面〉耕作による削剝を受けている。

〈埋 土〉未調査のため不明。

〈出土人工遺物〉検出時に，埋土から 192.8 gの土

器片，石器 3点（436.6 g）が出土した。

〈動植物遺体〉出土しなかった。

〈時 期〉不明。

5．第 6号竪穴住居跡（第 23・24 図）

第 4号竪穴住居跡の貼床除去後に検出された一部

の壁溝から，その存在が確認できた。第 6号住居跡
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の床面は，第 4号竪穴住居跡の床面よりも低くなる

ことはありえず，それとほぼ同じか，より高いレヴ

ェルに構築されていた。第 4号竪穴住居跡建築時に，

第 6号竪穴住居跡の床面や炉はすべて破壊され，壁

溝のみが残存したと考えられる。

壁溝との位置関係と土坑の深さからみて，第 2号

竪穴住居跡内で検出されている pp5，15，21，40

の 4 本が，本竪穴住居跡にともなう主柱穴と考えら

れる。この理解にしたがえば，台形を呈する 4本の

主柱穴をともなっていたと考えられる。pp15は第

6号竪穴住居跡の主柱穴の一部であったが，第 4号

竪穴住居跡建築時にはそれが再利用されたか，ほぼ

同じ位置に柱穴が作り直されたと考えられる。

これ以外にも柱穴の可能性がある遺構として第 2

号竪穴住居内の pp16，19，37，50がある。これら

が主柱穴となる可能性を完全に排除できるわけでは

ないが，pp5，15，21，40 の 4 本の組合せが壁溝か

ら推定されるプラン内においてもっとも均整のとれ

た配置となる。

〈位 置〉 06-12，07-11，07-12区。

〈平面形〉円形もしくは楕円形になると推定される

が，詳細は不明。

〈規 模〉 8〜10m 以上になると推定されるが，詳

細は不明。

〈重複関係〉第 2・4号竪穴住居跡，第 2号竪穴遺構，

第 4号竪穴住居跡 pp1，16，24，36 に切られる。

〈検出面〉第 4号竪穴住居跡貼床直下，III 層中。

〈掘込面〉他遺構の構築時に，削剝を受けている。

〈埋 土〉残存していない。

〈出土人工遺物〉検出時に，溝の埋土から 1 点の土

器片が出土した。

〈動植物遺体〉出土しなかった。

〈時 期〉大坂（2009c）編年梨ノ木平段階（砂沢式

並行期）以前である。
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第 2節 竪穴遺構

1．第 1号竪穴遺構（第 26 図）

〈位 置〉 11-12，11-13，11-14 区｡ 〈平面形〉円

形または楕円形に近いと考えられるが，未発掘部分

を残すため詳細は不明｡ 〈規 模〉未発掘部分を残

すが，調査済み部分の最大径は約 5.6m である｡

〈重複関係〉 pp1，3，5 に切られる｡ 〈検出面〉 I 層

直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を

受けている。

〈埋 土〉

1 層：7.5YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性弱 し

まりやや弱 径 5mm程度のローム粒をやや多量

に含む。

2 層：10YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性弱 しま

り弱 径 2 cm程度のローム粒をやや多量に含む

径 5mm程度の炭化物粒を微量に含む。

3 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中。

4 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性弱 しま

り弱。

〈壁〉遺構南部のみに一部が確認された。

〈床〉 III 層中に構築されている。遺構の中央部と考

えられる箇所が落ち込んでいる。

〈炉〉確認されなかった。

〈柱穴および付属・重複土坑（pp）〉

[pp1] I 層直下，II・III 層中で検出した。1 層：

10YR3/3 暗 褐 色 粘 性 弱 し ま り 中。2 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 2 cm 程度の「ローム」粒を少量含む。3 層：

10YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや

強 径 3 cm程度の炭化物粒を微量に含む。

[pp2] 床面で検出した。1 層：5YR2/3極暗赤褐色

砂質シルト 粘性中 しまり中 径 1 cm 程度の

「ローム」粒を少量含む。

[pp3] I 層直下，II・III 層中で検出した。1 層：

7.5YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりや

や弱 径 5mm程度の「ローム」粒をやや多量に含

む。2 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性弱

しまりやや弱 径 1 cm程度の「ローム」粒を多量

に含む。3 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性

弱 しまり中 径 1 cm程度の「ローム」粒を多量

に含む。4 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘

性弱 しまりやや弱 径 1 cm程度の「ローム」粒

をやや多量に含む。5 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質

シルト 粘性弱 しまり弱 径 5mm程度の「ロー

ム」粒を少量含む。

[pp4] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱。2 層：7.5YR4/4

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり強。

[pp5] I 層直下，II・III 層中で検出した。1 層：

10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り中。2 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性や

や弱 しまり中 径 1〜3 cm 程度の炭化材をやや

多量に含む。3 層：10YR4/4褐色 砂質シルト 粘

性中 しまり中。

[pp6] 床面で検出した。1 層：10YR4/4 褐色 砂

質シルト 粘性やや強 しまりやや強。

[pp7] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/2 黒褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 1 cm程度

の炭化物粒を微量に含む。2 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 1 cm 程度の

「ローム」粒および径 5mm程度の炭化物粒を微量

に含む。

[pp8] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1 cm 程度の
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「ローム」粒を微量に含む。2 層：10YR3/4 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱 径 1 cm程度

の「ローム」粒を少量含む。3 層：10YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや強。

[pp9] 床面で検出した。1 層：7.5YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱。2 層：

7.5YR4/4褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

強。

[pp10] 床面で検出した。1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 5mm程度の

「ローム」粒を多量に含む。2 層：10YR4/6 褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強。

[溝]

〈溝 2〉 1 層：10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまり中。2 層：10YR4/4褐色 砂質シル

ト 粘性弱 しまり弱。

〈出土遺物〉土器は，床面から第 51 図 425，埋土 1

層から第 51 図 426，pp3 から第 51 図 427・428 が

出土している。石器は，pp8 から剝片 1 点が出土し

ている（第 64 図 5）。

〈時 期〉小破片が多く，土器の明確な時期は特定

しがたいが，大坂（2009c）編年の八幡堂 2 群段階

から戸沢川代段階まで（従来の大洞 A2〜砂沢式に

相当）の可能性が高い。

2．第 2号竪穴遺構（第 15 図）

〈位 置〉 06-10， 06-12， 07-10， 07-11， 07-12，

区｡ 〈平面形〉不明｡ 〈規 模〉残存部は（6.9）

×（1.5) m｡ 〈重複関係〉第 2 号竪穴住居跡に切
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られる｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込

面〉耕作による削剝を受けている。

〈埋 土〉床面は第 2 号竪穴住居跡よりも浅く，貼

床はない。埋土は土壌化の程度によって 1，2 層に

大別される。

1 層：7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや強 径 2mm〜3 cm程度の「ローム」

粒・炭化物粒を少量ふくむ。

2 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」粒・炭

化物粒をやや多量にふくむ。整ったレンズ状の堆

積をしめしていない。

〈溝〉

[溝 1]

床面で検出した。1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シ

ルト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ロ

ーム」および炭化物粒をやや多量にふくむ。2 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中

径 5mm程度の炭化物粒を微量に含む。

[溝 2]

床面で検出した。1 層：10YR4/4褐色 砂質シル

ト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 5mm 程度の

「ローム」粒および炭化物粒を微量に含む。

〈付属土坑（pp）〉

[pp1] 床面で検出した。1 層：7.5YR4/4褐色 砂

質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 2mm〜3 cm

程度の黒褐色土をブロック状にやや多量に含む。

〈出土遺物〉1 層から 430.8 g，2 層から 2.6 g，溝 1

の 1 層から 1.5 g，溝 2 の 1 層から 3.8 gの土器片

が出土した。このなかには，浅鉢が逆位でつぶれた

状態で出土したものも含まれる（第 51 図 429）。石

器は，溝 1から剝片が 1 点（2.1 g）出土した。

〈時 期〉第 2 号竪穴住居跡に切られていることか

ら，大坂（2009c）編年の戸沢川代段階以前（砂沢

式の新しい段階以前）に位置づけられる。埋土から

の出土ではあるが，土器はやはり戸沢川代段階が多

く，遺構の年代もこの時期に位置づけられる可能性

が高い。
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第 3節 土坑（pit)

第 1号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.26×0.24×0.18m｡ 〈重複関係〉未調査土

坑を切る｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込

面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1

層：10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中。2 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シル

ト 粘性中 しまりやや強。3 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまりやや強 径 1 cm

程度の「ローム」ブロック（III 層起源）を多量に

含む｡ 〈壁〉ゆるやかな曲線を描きながら滑らかに

立ち上がる｡ 〈底〉明確ではないが平坦面がある｡

〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 2号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 08-08区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.28×0.21×0.16m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削

平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR3/3 暗褐

色 砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱。2 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り中 径 1 cm程度の「ローム」ブロック（III 層起

源）を少量含む｡ 〈壁〉ゆるやかな曲線を描きつつ

滑らかに立ち上がる｡ 〈底〉丸く平坦面はない｡

〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 3号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 08-08 区｡ 〈平 面 形〉卵 形｡ 〈規 模〉

0.24×0.22×0.19m｡ 〈重複関係〉未調査の竪穴

遺構を切る｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中 〈掘込

面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1

層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性弱

しまり弱。2 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘

性やや強 しまり中｡ 〈壁〉やや急角度で直線的に

立ち上がる｡ 〈底〉やや不明瞭ではあるが平坦面が

存在する｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 4号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07区｡ 〈平面形〉瓢簞形｡ 〈規 模〉

0.38×0.22×0.24m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削

平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR4/3 にぶい

黄褐色 砂質シルト 粘性中 しまり弱｡ 〈壁〉東

北部が深く急角度で立ち上がり，西南部が浅く緩や

かに立ち上がる｡ 〈底〉東北部は柱穴状｡ 〈出土遺

物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 5号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.26×（0.18）×0.10m｡ 〈重複関係〉第 6

号土坑に切られる｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中

〈掘込面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉

1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性中 しま

りやや強｡ 〈壁〉やや急角度で緩やかな曲線を描き

ながら立ち上がる｡ 〈底〉丸い｡ 〈出土遺物〉な

し｡ 〈時 期〉不明。

第 6号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.32×（0.20）×0.18m｡ 〈重複関係〉第 5 号

土坑を切る，第 7号土坑に切られる｡ 〈検出面〉表

土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平を受

けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR3/4 暗褐色 砂

質シルト 粘性中 しまり中。2 層：7.5YR4/6 褐

色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1 cm程度

の「ローム」ブロック（III 層起源）を少量含む｡

〈壁〉凹凸をもちながらやや急角度で立ち上がる｡

〈底〉ややとがる｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉

不明。

第 7号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.32×0.18×0.17m 〈重複関係〉第 6 号土坑を切
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る｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕

作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：

7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱｡

〈壁〉凹凸を持ちながらやや急角度で立ち上がる｡

〈底〉丸く明確な平坦面はない｡ 〈出土遺物〉なし｡

〈時 期〉不明。

第 8号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-08 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.60×0.50×0.96m｡ 〈重複関係〉第 1 号竪

穴住居跡を切る｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中｡

〈掘込面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉

1 層：7.5YR4/4 褐色 砂質シルト 粘性弱 しま

り弱 径 1 cm 程度の炭化物・｢ローム」ブロック

を微量に含む｡ 〈壁〉上部がやや幅広く，下部は狭

い。いずれもほぼ垂直に立ち上がる｡ 〈底〉明確な

平坦面が存在する｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉

不明。

第 9号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-08 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.26×0.22×0.25m｡ 〈重 複 関 係〉な し｡

〈検出面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作によ

る削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR4/4

褐色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 1〜2 cm

程度の「ローム」ブロックを微量に含む｡ 〈壁〉曲

線的に緩やかに立ち上がる｡ 〈底〉丸く明確な平坦

面はない｡ 〈出土遺物〉土器片が 2 点（6.0 g）出

土した｡ 〈時 期〉不明。

第 10号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.64×（0.47）×0.45m｡ 〈重複関係〉第 13・

14 号土坑を切る，第 12 号土坑に切られる｡ 〈検出

面〉表土直下，III 層中 〈掘込面〉耕作による削平

を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3 暗褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 5mm程度の炭

化物・｢ローム」ブロックをやや多量に含む。2 層：

10YR3/4 暗褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱

径 1〜3mm程度の炭化物・｢ローム」ブロックを多

量に含む｡ 〈壁〉上部はほぼ垂直に，下部はやや丸

みを帯びながら比較的急角度で立ち上がる｡ 〈底〉

丸く明確な平坦面はない｡ 〈出土遺物〉土器片が 2

点（23.0 g）出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 11号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.31×0.28×0.18m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削

平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR4/3 褐色

砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1 cm程度の炭

化物を微量に含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質シ

ルト 粘性中 しまり中 径 5mm程度の炭化物・

｢ローム」ブロックを多量に含む｡ 〈壁〉浅く緩や

かなカーブを描いて立ち上がる｡ 〈底〉丸い｡ 〈出

土遺物〉土器片が 6 点（41.0 g）出土した｡ 〈時

期〉出土土器から大坂（2009c）編年の八幡堂 2 群

段階の可能性がもっとも高い。

第 12号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09区｡ 〈平面形〉不整形｡ 〈規 模〉

0.37×0.32×0.39m｡ 〈重複関係〉第 10・13・14

号土坑を切る｡ 〈検出面〉表土直下，III 層中｡

〈掘込面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉

1 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性弱 し

まり中 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロッ

クを多量に含む。2 層：7.5YR4/4褐色 砂質シル

ト 粘性弱 しまり弱 径 2 cm程度の「ローム」

ブロックを多量に含む｡ 〈壁〉柱穴状にほぼ垂直に

立ち上がる｡ 〈底〉平坦面をもつ｡ 〈出土遺物〉土

器片が 6 点（42.0 g），石器が 2 点（3.1 g）出土し

た｡ 〈時 期〉不明。

第 13号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉（0.58）×（0.44）×0.38m｡ 〈重複関係〉第

14 号土坑を切る，第 10・12 号土坑に切られる｡

〈検出面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作によ
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る削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR4/3

褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり中 径 2mm程

度の「ローム」ブロックを少量含む。2 層：

10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性弱 し

まり弱 径 1 cm程度の「ローム」ブロック・炭化

物を多量に含む。1 層とともに柱痕と考えられる。

3 層：7.5YR4/2灰褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまり中 径 1〜2 cm 程度の「ローム」ブロック

を少量含む。4 層：7.5YR4/6 褐色 砂質シルト

粘性やや弱 しまり弱 径 3〜5 cm 程度の「ロー

ム」ブロックを多量に含む。5 層：7.5YR4/4褐色

砂質シルト 粘性やや強 しまり中 径 2〜5 cm

程度の「ローム」ブロックをやや多量に含む。3・4

層とともに掘方の埋土と考えられる｡ 〈壁〉凹凸を

持ちながらやや急角度で立ち上がる｡ 〈底〉平坦面

を有する｡ 〈出土遺物〉土器片が 4 点（17.0 g）出

土した｡ 〈時 期〉不明。

第 14号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09区｡ 〈平面形〉円形？｡ 〈規 模〉

（0.22）×（0.18）×（0.22) m｡ 〈重複関係〉第

10・12・13 号土坑に切られる｡ 〈検出面〉表土直

下，III 層中 〈掘込面〉耕作による削平を受けてい

る｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質
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シルト 粘性中 しまり強 径 2〜3 cm 程度の

「ローム」ブロックを多量に含む｡ 〈壁〉不明

〈底〉不明 〈出土遺物〉土器片が 2 点（11.0 g）出

土した｡ 〈時 期〉不明。

第 15号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09 区｡ 〈平面形〉不整円形｡ 〈規

模〉 0.44×0.42×0.21m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検

出面〉表土直下，III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR3/3 暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱 径 5

mm〜1 cm 程度の「ローム」ブロックをやや多量

に含む。2 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘性中

しまり中 径 1 cm程度の「ローム」ブロックを少

量含む｡ 〈壁〉約 45 度で曲線的に立ち上がる｡

〈底〉丸い｡ 〈出土遺物〉土器片が 5 点（20.0 g）

出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 16号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 08-08 区｡ 〈平 面 形〉不 整 楕 円 形？｡

〈規 模〉 0.26×？×0.11m｡ 〈重複関係〉第 19

号土坑に切られる｡ 〈検出面〉 III 層中｡ 〈掘込面〉

耕作による削平を受けている｡ 〈埋 土〉 7.5YR

3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり弱

径 5mm〜2 cm 程度の「ローム」粒および炭化物

粒を少量含む｡ 〈壁〉急角度で直線的に立ち上が

る｡ 〈底〉平坦で傾く｡ 〈出土遺物〉土器片が

16.5 g出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 17号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 09-07 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.60×0.49×0.54m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検

出面〉 III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平を受け

ている｡ 〈埋 土〉 10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質

シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2〜5mm

程度の炭化物粒を少量含む｡ 〈壁〉直線的に急角度

で立ち上がる｡ 〈底〉凹凸がある｡ 〈時 期〉不明。

第 18号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 10-09 区｡ 〈平面形〉不整円形｡ 〈規

模〉 0.61×0.52×0.19m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検

出面〉 III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平を受け

ている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/4暗褐色 砂質シ

ルト 粘性中 しまりやや弱 径 1〜2mm程度の

「ローム」粒を少量含む｡ 〈壁〉緩やかな丸みをお

びながら立ち上がる｡ 〈底〉丸い｡ 〈時 期〉不明。

第 19号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 08-08区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.23×0.16×0.07m｡ 〈重複関係〉第 16 号土坑を

切る｡ 〈検出面〉 III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉1 層：10YR3/4 暗褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径 2

mm程度の「ローム」粒を微量に含む｡ 〈壁〉緩や

かに立ち上がる｡ 〈底〉丸い｡ 〈時 期〉不明。

第 20号土坑（第 6・27 図）

〈位 置〉 08-09区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.41× 0.37× 0.53m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平を受けて

いる｡ 〈埋 土〉1 層：10YR3/4 暗褐色 砂質シル

ト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm〜1 cm 程度

の炭化物粒をやや多量に含む。2 層：10YR4/3 にぶ

い黄褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱 径 1

cm程度の「ローム」粒を微量に含む｡ 〈壁〉直線

的に急角度で立ち上がる｡ 〈底〉丸い｡ 〈出土遺

物〉土器片が 112.0 g出土した。石器は剝片が 1 点

（1.1 g）出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 21号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10，07-10 区｡ 〈平 面 形〉不 整 形｡

〈規 模〉未調査部分をふくむため不明｡ 〈重複関

係〉第 22 号土坑を切る｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・

III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を受けている｡

〈埋 土〉 1 層：7.5YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘

性弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」粒

を少量含む。2 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト
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粘性やや弱 しまりやや弱 径 2mm〜1 cm 程度

の「ローム」粒および炭化物粒を少量含む 径 5

cm程度の「ローム」をブロック状にやや多量に含

む｡ 〈出土遺物〉土器 120.4 g (1 層），石器 2 点

（1層，93.2 g）が出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 22号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10区｡ 〈平面形〉不整形｡ 〈規 模〉

未調査部分を含むため不明｡ 〈重複関係〉第 21 号

土坑に切られる｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層

中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を受けている｡ 〈埋

土〉 1 層：10YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや

弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」粒を

少量含む。2 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シル

ト 粘性中 しまりやや弱 径 5mm〜1 cm 程度

の「ローム」粒をやや多量に含む｡ 〈出土遺物〉

19.2 g (2 層）の土器片が出土した｡ 〈時 期〉不

明。

第 23号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 07-10 区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.68×0.38m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出面〉 I 層

直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削剝を

受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3暗褐色 砂

質シルト 粘性中 しまりやや強 径 2mm〜10

cm程度の「ローム」粒，径 5mm程度の炭化物粒

をやや多量に含む｡ 〈出土遺物〉 14.9 g (1 層）の

土器片が出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 24号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10 区｡ 〈平面形〉不整形｡ 〈規 模〉

0.52×0.24×0.10m｡ 〈重複関係〉第 26・27 号土

坑を切る｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘

込面〉耕作による削剝を受けている｡ 〈埋 土〉 1

層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱

しまりやや弱 径 5mm〜5 cm 程度の「ローム」

粒をやや多量に含む｡ 〈出土遺物〉 360.8 g (1 層）

の土器片が出土した｡ 〈時 期〉大坂（2009c）編

年の戸沢川代段階の土器 1個体（第 52 図 454）が

つぶれて出土しており，この段階の遺構である可能

性が高い。

第 25号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.39×0.33×0.37m｡ 〈重複関係〉第 26 号土坑を

切る｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込

面〉耕作による削剝を受けている｡ 〈埋 土〉 1

層：10YR3/3 暗褐色 砂質シルト 粘性中 しま

りやや弱 径 5mm〜5 cm 程度の「ローム」粒を

やや多量に含む｡ 〈出土遺物〉 26.3 g (1 層）の土

器片が出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 26号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10 区｡ 〈平面形〉未調査部を含むた

め不明｡ 〈規 模〉未調査部を含むため不明｡ 〈重

複関係〉第 24・25・27 号土坑に切られる｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削剝を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3暗褐

色 砂質シルト 粘性中 しまり中 径 5mm〜3

cm程度の「ローム｣・炭化物粒をやや多量に含む｡

〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 27号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10 区｡ 〈平面形〉未調査部を含むた

め不明｡ 〈規 模〉未調査部を含むため不明｡ 〈重

複関係〉第 26 号土坑を切る。第 24 号土坑に切られ

る｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉

耕作による削剝を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：

10YR2/2 黒褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

りやや弱 径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」粒・

炭化物粒をやや多量に含む｡ 〈出土遺物〉 6.7 g (1

層）の土器片，石器 1 点（1 層，1.1 g）が出土し

た｡ 〈時 期〉不明。

第 28号土坑（第 21・27 図）

〈位 置〉 06-10 区｡ 〈平面形〉不整円形｡ 〈規

模〉 0.34×0.34×0.20m｡ 〈重 複 関 係〉な し｡

〈検出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作
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による削剝を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：

10YR2/3 黒褐色 砂質シルト 粘性弱 しまりや

や弱 径 5mm〜3 cm 程度の「ローム」粒および

径 5mm程度の炭化物粒を少量含む｡ 〈出土遺物〉

2.0 g (1 層）の土器片が出土した｡ 〈時 期〉不明。

第 29号土坑（第 26・27 図）

〈位 置〉 11-12 区｡ 〈平 面 形〉卵 形｡ 〈規 模〉

0.35×0.25×0.20m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR4/4褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまり中。2 層：

10YR4/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性中 し

まり中 径 5mm程度の炭化物粒を微量に含む。3

層：7.5YR4/6褐色 砂質シルト 粘性中 しまり

やや弱。4 層：7.5YR5/6 明褐色 砂質シルト 粘

性やや強 しまり中｡ 〈壁〉やや急角度で直線的に

立ち上がる｡ 〈底〉明確な平坦面はなく，皿状にく

ぼむ｡ 〈出土遺物〉埋土 1層より，土偶が 1 点出土

している（第 66 図 6）｡ 〈時 期〉遺物が出土して

いるが，遺構の時期を明確に決定できる出土状況で

はないため不明。

第 30号土坑（第 25・27 図）

〈位 置〉 07-13 区｡ 〈平 面 形〉円 形｡ 〈規 模〉

0.22×0.21×0.18m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR3/4 暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

5mm〜2 cm 程度の炭化物粒・焼土粒・｢ローム」

粒を微量に含む｡ 〈壁〉ほぼ垂直に立ち上がる｡

〈底〉比較的平坦である｡ 〈出土遺物〉1 層から石

鏃が 1 点（1.2 g）出土している（第 64 図 1）｡

〈時 期〉不明。

第 31号土坑（第 25・27 図）

〈位 置〉 07-13 区｡ 〈平面形〉不整楕円形｡ 〈規

模〉 0.44×0.37×0.16m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検

出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作によ

る削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3暗

褐色 砂質シルト 粘性中 しまりやや弱 5

mm〜1 cm程度の炭化物粒・｢ローム」粒を微量に

含む，径 10 cm 程度の「ローム」ブロックを多量

に含む｡ 〈壁〉ゆるやかに立ち上がる｡ 〈底〉明確

な平坦面はなく，丸い｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時

期〉不明。

第 32号土坑（第 25・27 図）

〈位 置〉 07-13区｡ 〈平面形〉楕円形｡ 〈規 模〉

0.50×0.38×0.13m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR3/3 暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

5mm〜1 cm 程度の炭化物粒・｢ローム」粒・焼土

粒を微量に含む。2 層：10YR4/3 にぶい黄褐色 粘

性やや強 しまりやや強｡ 〈壁〉比較的急角度で立

ち上がる｡ 〈底〉平坦である｡ 〈出土遺物〉なし｡

〈時 期〉不明。

第 33号土坑（第 4図）

〈位 置〉 12-04 区（2003 年調査，第 4 トレンチ

内）｡ 〈平面形〉調査区外に延びているため詳細は

不明｡ 〈規模〉不明｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR2/2 黒

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中 径 5

cm程度の「ローム」ブロックを少量含む。2 層：

7.5YR2/3極暗褐色 砂質シルト 粘性中 しまり

中 径 5mm〜1 cm 程度の「ローム」粒を多量に

含む。3 層：7.5YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ローム」

粒をやや多量に含む｡ 〈出土遺物〉土器は，第 52

図 456が出土している。石器は第 64 図 2・4 といっ

た剝片・微細剝離痕ある剝片が出土している｡ 〈時

期〉土器の出土は見られるが，遺構の時期の手がか

りとなる出土状況ではないため不明である。
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第 34号土坑（第 4図）

〈位 置〉 12-05区。（2003 年度調査，第 4トレンチ

内｡ 〈平面形〉調査区外に延びているため詳細は不

明｡ 〈規 模〉不明｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出

面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による

削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3暗褐

色 砂質シルト 粘性弱 しまりやや弱。2 層：

7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しま

り中 径 5mm程度の「ローム」粒を微量に含む。

3 層：7.5YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性中 し

まり中 径 1 cm 程度のローム粒を少量含む｡

〈壁〉微妙な凹凸をもちながらきわめて緩やかに立

ち上がる｡ 〈底〉浅い皿状を呈する｡ 〈出土遺物〉

土器は，第 52 図 457が出土している。石器は 1・2

層から剝片・微細剝離痕ある剝片が 2 点（13.7 g）

出土しているほか，礫 1 点（3.1 g）も出土してい

る｡ 〈時 期〉出土遺物は弥生前期の可能性が高い

が，遺構の時期の根拠となる出土状況を示すもので

はないため不明である。

第 35号土坑（第 25・27 図）

〈位 置〉 07-13 区｡ 〈平面形〉不整円形形｡ 〈規

模〉 0.42×0.42×0.22m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検

出面〉 I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作によ

る削平を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：10YR3/3暗

褐色 砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱 径

2mm 程度の「ローム」粒を微量に含む。2 層：

7.5YR3/3暗褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り中 径 2mm程度の焼土粒を微量に含む。3 層：

7.5YR5/6明褐色 砂質シルト 粘性やや強 しま

り強 径 2mm程度の焼土粒・黒褐色土粒を微量に

含む｡ 〈壁〉比較的急角度で立ち上がる｡ 〈底〉平

坦面をもつ｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。

第 36号土坑（第 26・27 図）

〈位 置〉 11-12 区｡ 〈平面形〉調査区外に延びて

いるため詳細は不明｡ 〈規 模〉 0.68×？ m｡

〈重複関係〉なし｡ 〈検出面〉 I 層直下，II・III 層

中｡ 〈掘込面〉耕作による削平を受けている｡ 〈埋

土〉 1 層：10YR3/2 黒褐色 砂質シルト 粘性やや

弱 しまり中 径 5mm程度の「ローム」粒をやや

多量に含む。2 層：10YR4/6褐色 砂質シルト 粘

性中 しまりやや強 径 1 cm程度の「ローム」粒

を多量に含む。3 層：7.5YR3/2 黒褐色 砂質シル

ト 粘性弱 しまりやや弱 径 5mm程度の「ロー

ム」粒を少量含む。4 層：7.5YR3/3 暗褐色 砂質

シルト 粘性やや強 しまり中 「ローム」を多量

に含む。5 層：10YR3/4暗褐色 砂質シルト 粘性

やや弱 しまりやや弱 径 2 cm程度のローム粒を

多量に含む。6 層：7.5YR3/4暗褐色 砂質シルト

粘性やや強 しまり中 「ローム」を多量に含む｡

〈壁〉凹凸をもちながら立ち上がる｡ 〈底〉凹凸が

あり，平坦面は認められない｡ 〈出土遺物〉なし｡

〈時 期〉不明。

第 37号土坑（第 26・27 図）

〈位 置〉 11-12 区｡ 〈平面形〉不整卵形｡ 〈規

模〉 0.31×0.20m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出面〉

I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平

を受けている｡ 〈埋土〉 1 層：10YR4/3 にぶい黄褐

色 砂質シルト 粘性やや弱 しまり中。2 層：

10YR4/6 褐色 砂質シルト 粘性やや強 しまり

中｡ 〈壁〉緩やかな角度で直線的に立ち上がる｡

〈底〉平坦面はなく丸い｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時

期〉不明。

第 38号土坑（第 26・27 図）

〈位 置〉 11-12 区｡ 〈平面形〉不整卵形｡ 〈規

模〉 0.29×0.20m｡ 〈重複関係〉なし｡ 〈検出面〉

I 層直下，II・III 層中｡ 〈掘込面〉耕作による削平

を受けている｡ 〈埋 土〉 1 層：7.5YR4/4 褐色

砂質シルト 粘性やや弱 しまりやや弱。2 層：

10YR5/6黄褐色 砂質シルト 粘性弱 しまり弱｡

〈壁〉やや急角度で微妙な凹凸をもちながら立ち上

がる｡ 〈底〉平坦面はほとんど無く緩やかなカーブ

を描く｡ 〈出土遺物〉なし｡ 〈時 期〉不明。
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第 3章 検出された遺物

第 1節 土器

1．方針

(1) 記述の方針

土器の掲載基準は本書冒頭の例言で示した通りで

ある。本遺跡の調査では，縄文時代晩期末葉から弥

生時代中期初頭の土器群が出土しているが，これら

の土器群は連続性が強く細分型式の同定が困難なも

のもあるため敢えて一群として扱い，特に帰属時期

について言及する際には本書第 4章第 3節において

示す時期名称に依拠することとする。

以下の記述は概ね出土した遺構を単位とし，縄文

のみの小破片については一部，出土層位を単位とし

たが，これらの単位をただちに年代的なまとまりを

示すものとして捉えようと意図するものではない。

本遺跡の調査区では，比較的せまい範囲のなかで多

数の遺構が重複している事が明らかになっている。

また，層位および遺構をまたいで接合する事例も少

なくないため，ここで上記のような記載方法をとっ

たのは，むしろ記述の都合である。なお，異なる遺

構間で破片が接合した個体については，破片の重量

比がより高い側に帰属させることとし，接合関係を

別に示した。表土出土の個体は便宜的に，発掘区単

位で最も近い遺構から出土した土器群の中に配置し

た。

(2) 実測図の作成方針

実測図の縮尺は 1/2，1/3 である。いわゆる変形

工字文や波状工字文が施文される個体は，主線の頂

点部分が図の正面にあたるよう統一した。そのほか

の個体では，突起を有するものはその部分を基準と

し，平縁の個体では残存状態の良好な部分を正面と

した。また，欠損部分は細線で囲って明示した。断

面図は正面に向かって右側の断面で作成し，欠損す

る場合には任意の箇所で断面図を作成し合成した。

内面調整も同様に，欠損する場合には最も観察が容

易な部分を計測し合成した。成形技術を示す痕跡で

ある粘土紐の接合痕は，剝離面で明確に観察できる

ものは実線で示し，内面に残る痕跡などから一部分

のみ観察できるものは破線で示した。

破片資料の中で口径が推定可能なものは，文様の

構成が推定可能なものについて復元実測をおこない，

そのほかのものには中軸線を示した。縄文は可能な

限り施文単位を表現するとともに，拓本を併用して

情報量を補うよう努めた。また，変形工字文および

波状工字文が施文されるものについては，文様の残

存部全体の拓本を添えることを原則とした。

(3) 器種分類

器種分類は，本遺跡で出土した遺物は小さな破片

が多く全体形の把握に困難な部分があるため，時

期・地域が近く遺物量も豊富な佐井村八幡堂遺跡出

土土器群の報告にあたって示した分類（大坂

2009b）を基盤として，浅鉢形土器，台付浅鉢形土

器，鉢形土器，深鉢形土器，台付深鉢形土器，壺形

土器の 6器種に分類し，一部に更に細分を加える形

をとった。なお，当該期には縄文時代晩期から連続

的に変遷する蓋形土器の存在が知られているが，本

遺跡では現在までの調査で確実な資料が出土してい

ないため，ここでの器種分類には含めなかった。

浅鉢形土器・台付浅鉢形土器：口径よりも器高が低

く，緩やかに開く器形の土器を「浅鉢形土器」とす

る。口縁部の形態から A類と B 類に細分する。特
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に A類には鉢形土器との区分が難しい個体も存在

し，厳密な分類とは言い難い。それぞれに口縁部突

起のあるものとないものがある。A類に高い台部

がつく器形が存在しており，これを「台付浅鉢形土

器」とする。

A類：口縁部が緩やかに内湾するもの。

B類：体部から口縁部にかけてほぼ直線的に開き，

逆台形状をなすもの。

鉢形土器：口径と器高が同じ程度かそれよりもやや

高い土器を「鉢形土器」とする。浅鉢形土器 A類

および深鉢形土器との区分が困難なものも存在する。

A類：口縁部が緩やかに内湾するもの。

B類：体部から口縁部にかけて直線的に開き，逆台

形状をなすもの。

深鉢形土器：口径よりも器形が高い土器を「深鉢形

土器」とする。全形が明らかなものが少ないために

明確な分類をなしえないが，ここでは仮に器高が

35 cmを超えるものを大型，20〜35 cmのものを中

型，10〜20 cm前後の小型として記述する。鉢形土

器との間に区分が曖昧な部分がある。器形に関する

立ち入った細分は控える。

台付深鉢形土器：中・小型の深鉢形土器に相対的に

高い台がついたものを「台付深鉢形土器」とする。

壺形土器：胴部がおおむね球形で，頸部が強くすぼ

まった土器を「壺形土器」とする。全体の形を伺え

る資料が少なく器形での分類が困難なため，文様の

施文状況により分類する。

A類：体部上半に変形工字文が施文されるもの。

B類：無文のもの。

C類：体部に縄文が施文されるもの。

D類：体部に貼付文が施文されるもの。

(4) 文様の記述

当該期の文様の記述に本稿では，以前用いた文様

属性および文様系列の名称（大坂 2009b・c）を用

いる。ここで，やや長くなるが以前示した分類基準

を引用するとともに，若干の補足を加える。

｢文様を主線と主線内要素と呼称する 2属性，お

よび要素間結合手法を基準に分類する…（中略）…

当該期の文様のうち主要なものは，その構成から 4

系列に分けて考えることができる。第 1は縦位展開

型工字文系列で，横長の楕円形に近い沈線文を基本

的な単位と考えることができる。小林氏による「基

本パターン H・I」（小林 1999）の一部に相当する。

第 2は横位展開型工字文系列で，流水状に展開する

連続する沈線文によって構成される。小林氏による

「基本パターン G」（小林 1999）にほぼ相当する。

第 3は独立型工字文系列で C字形の沈線によって

構成される。小林氏による「基本パターン A3」

（小林 1999）にほぼ重なる内容をもつものと思われ

る。第 4は凸字型工字文系列で，連続する沈線の中

に隣接する沈線との間を連結したりしたものを含む。

小林氏による「基本パターン J・Q・K」および

「匹字工字文」（小林 1999）にほぼ相当するだろう。

この 4系列のうち，縦位展開型工字文系列，横位展

開型工字文系列は類似性が強く，独立型工字文系列

は縦位展開型工字文系列および横位展開型工字文系

列と，凸字型工字文系列との中間的なものと考える

こともできる。

主線内要素と呼称する属性は，縦位展開型工字文，

横位展開型工字文の主線の間に加えられるものであ

り，その形態は実際には凸字型工字文で主線と呼称

するものと同一のものを示す場合が多い。先に述べ

たように独立型工字文系列は中間的な属性の組み合

わせをもっているためどちらを主線と呼ぶこともで

きるが，本稿では便宜的にこの系列に見られる C

字形の沈線を主線と呼称する。要素間結合手法は，

文様の上下の区画線と主線の間にも，主線内要素と

の間にも，主線と主線の間にも同じように組み合う

ものを指すが，これがないものもある」（大坂

2009d：pp. 55〜57）である。

なお，当時は独立型工字文系列について「中間

的」との評価をしたが，主線の構成では縦位展開型

との共通性が高く，より縦位展開型に近い系列とし
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て説明することも可能だろう。

横位展開型工字文系列のもので，主線内要素の幅

が広く広がって主線内部全体を彫りこむ形状をなす

ものや，三角形状に彫りくぼめるものを「主線内彫

去手法」，主線そのものの一部を含めて研磨によっ

て面を作り出すものを「主線側面彫去手法」と呼称

する。主線内彫去手法が横位展開型工字文系列のみ

に限られる要因は，主線が流水状に展開して，文様

が縦に間延びした際に内部に広く彫りこむ面が生じ

るのが，所謂大洞 A 式期（平鹿段階およびその並

行期）を除けば，ほぼこの系列に限られるためであ

る。反対に，主線側面彫去手法が縦位展開型工字文

系列・独立型工字文系列と凸字型工字文系列に限ら

れるのは，これらの文様には主線内部に幅広い主線

内要素が配置されないためである。その点で，この

二つの手法は文様要素の配置に応じて異なった姿で

現れた一つの手法であると見なすこともできる。

2．竪穴住居跡

(1) 第 1 号竪穴住居跡出土土器（第 28 図 1〜第

36 図 220）

1・13は浅鉢形土器 B 類，2〜8は浅鉢形土器 A

類ないし台付浅鉢形土器の口縁部破片で，5〜8は

波状口縁をなす。1〜3，5，13は変形工字文の一部

をなすものと思われる。そのほかのものは平行沈線

文の可能性もある。1〜8は文様の沈線が際立って

細く，色調は黄褐色から暗褐色を呈している。9は

台付浅鉢形土器の体部破片とみられるもので，変形

工字文の端部が残る。台部から体部にかけてほぼ直

角に広がる特異な器形をなす。色調はにぶい黄褐色

を呈し，沈線中には赤色顔料が付着する。胎土は洗

練されている。

10〜12，14〜16は浅鉢形土器の体部破片。10は

薄手で変形工字文の端部が残る。色調はにぶい黄褐

色を呈し，胎土は洗練されている。11は変形工字

文の下部に LR が施文されている。胎土は洗練され

ているが表面がやや磨滅しており調整はうかがえな

い。12は薄手で上下に粘土紐の接合面が露呈する。

文様は 2 本の沈線が現存するが遺存状態が悪いため

具体的な文様の構成は不明。胎土は洗練され，色調

は明赤褐色を呈する。13は変形工字文の頂点部分

が残り，主線の最終的なナゾリは頂点部分に関連し

ない。14 には赤色顔料の付着が認められる。15・

16も浅鉢形土器の体部破片。

17は浅鉢形土器ないし鉢型土器で，炉体土器と

して使用され本遺構の年代を示す。口縁部を全て欠

損している。全体に被熱による器面の磨滅が著しく，

胎土は細砂粒がやや多い。色調は橙色を呈する。幅

広く浅い，断面 V字形の沈線で変形工字文が施さ

れ，頂点および下部中点に添付される粘土粒は器面

から大きく突出する。文様単位数は 3単位の可能性

が高い。体部には LR が施文されたのち，研磨が施

され縄文の節が半潰れをなす。以上の特徴は戸沢川

代段階に属する。

18は接合しない二つのグループからなる。非常

に小さく薄手の作りで，外面全体にわずかに赤色顔

料が残る。胎土は砂粒を多く含み，表面の磨滅が著

しいために研磨は観察できない部分が多い。内面に

粘土紐接合面が 2段露呈する。19は洗練された胎

土で作り出された，所謂獣頭突起である。全面に刺

突文が充塡されている。外面を向いたものとして作

図したが確かな根拠をもつものではなく，類例では

内面を向くものが多いようだ。

20〜25も浅鉢形土器の口縁部の口縁部で，うち

21は非常に強く開いた体部の特徴から台部がつい

た可能性が考えられる。20は浅鉢形土器 B 類の口

縁部破片で，突起は二股をなした先に刺突文が充塡

される。文様は幅広く断面が丸みをおびた沈線で施

文される変形工字文である。色調はにぶい褐色を呈

する。表面には粗い研磨が加えられるが，研磨は沈

線内部には達しない。胎土にはやや砂粒を多く含ん

でいる。21は波状口縁の頂部に大型の突起を有し，

口縁部の内外に波状口縁に沿った沈線がめぐる。口

唇部にも 1条の沈線が加えられている。変形工字文

の頂点ないし上部中点が残存している。黄灰色〜暗

褐色を呈し，沈線中に赤色顔料が付着する。胎土は

洗練されており際立って丁寧に成形されるだけでな

く，内外面の研磨も良好である。22は円盤形の突
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第 28図 第 1号竪穴住居跡出土土器（1)
1 層：1〜3・5・8〜9・14・19・21・24〜26 2a 層：4・6・7・10〜13・16・18・20・22・23・27，2b-1 層：15 焼土 1 (床面）：17

1 2
3 4

5
6 7 8

9
10 11 12

13
14 15 16

17

18

19

20

21

22

23 24 25

26 27

（1～16・19～27）

（17・18）
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第 29図 第 1号竪穴住居跡出土土器（2)
1 層：31・34・37・40・44〜46 2a 層：28・29・32・33・35・36・38・39・41・43・48〜51 2b 層：30・42・47

28 29

30

31 32 33 34

35 36 37 38

39

40 41 42
43

44
45 46 47

48

49

50

51
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第 30図 第 1号竪穴住居跡出土土器（3)
1 層：55・58・59 2a 層：54・56・60〜63，2b-1 層：57 層位間接合：52・64 (1 層＋2a 層），53 (2a 層＋2b-1 層)

52

53

54
55 56

57
58

59

60

61

62

63
64

65
（54・55・57～62・65）

（52・53・56・63・64）
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第 31図 第 1号竪穴住居跡出土土器（4)
2a 層：66〜68・72 2b-1 層：70 層位間接合：71 (1 層＋2a 層），69 (2a 層＋2b-1 層)

66

67

68 69

70

71

72
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第 32図 第 1号竪穴住居跡出土土器（5)
1 層：73・75〜77・81・84・87・90・95 2a 層：74・79・80・83・85・86・88・89・91〜94，2b 層：82 表土：78
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79 80 81
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第 33図 第 1号竪穴住居跡出土土器（6)
1 層：96・100・101・110・118 2a 層：97〜99・103〜109・111〜117・119〜121 表土：102

96

97 98

99 100
101

102 103
104

105
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107

108
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111 112
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114 115

116 117
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第 34図 第 1号竪穴住居跡出土土器（7)
1 層：122〜158

122

123
124 125

126

127
128

129
130

131
132 133

134

135
136 137 138

139

140 141 142

143

144 145 146 147 148

149 150 151 152
153

154
155 156 157

158



第 3章 検出された遺物 77

第 35図 第 1号竪穴住居跡出土土器（8)
2a 層：159〜190 2b 層：191

159

161
162

163

160

164
165

166

167
168

169

170

171 172 173 174

175
176

177 178

179
180 181 182

183 184

185 186

187 188

189

190

191



78

第 36図 第 1号竪穴住居跡出土土器（9)
溝 1-1 層：192，溝 3-1 層：193，溝 6-1 層：194〜197

pp18-1 層：198，pp19-1 層：199，pp31-1 層：200，pp77-2a 層：201〜203，pp79-1 層：204〜208，pp80-1 層：209・210，

pp81-1 層：211・214，pp89-1 層：212，pp96-1 層：213・215，pp97-1 層：216，pp104-1 層：217・218，pp106-1 層：219・220
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起で，内外面に口縁部にそって巡る沈線があるほか，

口唇部にも 1条の沈線が加えられる。赤色顔料が付

着する。26・27は浅鉢形土器の口縁部であり，い

ずれも断面が丸みを帯びた浅い沈線が施文される。

28・29は浅鉢形土器 A類ないし台付浅鉢形土器

の口縁部で，接合しないものの同一個体と思われる。

波状口縁をなし，口唇部に 1条の沈線，外面に口縁

部に沿った沈線が 1条めぐる。体部には断面が丸み

を帯びた沈線で変形工字文が施文される。胎土は細

砂粒を含んだ洗練されたもので，内外面に丁寧な研

磨が加えられる。ただし，外面の沈線中には研磨は

およばない。色調はにぶい橙色を呈する。30は浅

鉢形土器ないし鉢形土器の口縁部で，直線的に強く

立ち上がる体部に，口唇部は小波状をなしている。

変形工字文の沈線は太く断面が丸いもので，沈線中

に加えられる粘土粒は大きく器面から明瞭に突出し

ている。沈線中をのぞいて内外面の研磨は良好であ

る。色調はにぶい黄褐色を呈し，沈線中に赤色顔料

が付着する。

31・34は浅鉢形土器A類，32・33は浅鉢形土器

B 類の口縁部である。31 と 32は相対的に細い沈線

が施文され，内外面に丁寧な研磨が加えられる。胎

土は洗練されおり，いずれもにぶい黄褐色を呈して

いる。33・34は粗雑な研磨が加えられており，胎

土には細砂粒をやや多く含んでいる。35〜44は浅

鉢形土器の体部破片で一部に鉢形土器を含む可能性

がある。41は沈線施文後のナデと研磨によって沈

線上に粘土のはみ出しが生じている。45〜47は底

部破片。45 と 46 には粘土紐接合面が露呈している。

48は口縁部と底部を全て欠損しているが，強く

開いた体部と，破片の下部が厚みを帯びている点か

らみて台付浅鉢形土器の可能性がある。文様は相対

的に太く断面の丸い沈線で変形工字文が描かれる。

胎土には細砂粒をやや多く含むが，内外面の研磨は

良好である。外面の沈線中には沈線施文時の擦痕が

明瞭に残るとともに，部分的に赤色顔料が付着する。

色調は灰黄褐色を呈する。

49〜51は浅鉢形土器の体部〜底部破片である。

49は底部から直線的に大きく開く体部に，相対的

に浅い沈線で施文される変形工字文が 2段現存する。

上段の変形工字文は主線の下部のみが残存するため

不明だが，下段の変形工字文では頂点および下部中

点が上下の変形工字文の内部調整から分離している。

貼付粘土粒は器面から大きく突出している。内面の

研磨は良好。外面はやや磨滅している。色調はにぶ

い橙色。50は接合しないものの折り重なって出土

した破片から 1個体として作図したもの。底部から

ゆるやかに内湾する体部をもつ。変形工字文は断面

が丸く幅広の沈線で構成され，中点はボタン状の粘

土粒が貼付される。胎土には細砂粒を多く含み，内

外面に粗い研磨が加えられるが沈線中には及ばない。

色調は明赤褐色。51は口縁部を欠損する。文様は

変形工字文の一部と考えられるが詳細は不明。胎土

や色調，沈線の特徴などが 198 と類似しており同一

個体の可能性もある。

52は，接合しない 3 グループの土器片を合成し

て作図した鉢形土器で，口縁部から体部は拓本を図

示した部分のみが残存する。文様は主線が流水形を

なす工字状文を構成する。上げ底をなす底部から内

湾し口縁部が僅かに外反する。文様はいわゆる工字

状文である。体部には RL長条縄文が施文される。

内面の研磨は良好で，胎土は細砂粒が少なく洗練さ

れている。部分的に赤色顔料が付着している。

53は底部からわずかに内湾する体部をもった鉢

形土器。底部と体部の境界部分は粘土紐の接合面か

ら剝離している。口縁部は小波状をなす。全面に密

に RLが施文された後，口縁部直下に 3条の平行沈

線が施文される。内面の研磨は丁寧。色調は黒褐色

を呈し，外面には赤色顔料が付着する。

54・55は浅鉢形土器ないし鉢形土器の口縁部。

54は粗雑な成形で粘土紐接合面が 3段露呈する。

55は RL ?施文後に平行沈線中が施文される。内外

面ともに磨滅が進んでおり器面調整は不明。56は

鉢形土器の口縁部破片。拓本で図示した部位のみが

現存する。文様は変形工字文をなし，頂点下の部分

でやや沈線が幅広になる。内外面ともに沈線内にも

及ぶ研磨がみられる。色調は褐色を呈し，外面には

赤色顔料が付着する。
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57〜65は壺形土器に属する。57は小型の壺形土

器の口縁部で，内面に成形時の接合面が観察できる。

外面には粘土紐を貼付し，沈線文によっていわゆる

眼鏡状隆帯が作り出される。58は幅広い 5条の沈

線が確認できるが，文様の構成は不明。外面には黒

色物質が付着する。59は上下を平行沈線で区画さ

れる無文帯があるもの。こうした無文帯は八幡堂 2

群段階に僅かに認められるもので，八幡堂 3 群段階

から戸沢川代段階にかけて多くみられるが，この個

体は幅広く断面円形をなす沈線の特徴，相対的に砂

粒が多い粗雑な胎土からみて，戸沢川代段階に属す

るものだろう。60は無文の体部上半。外面は横方

向にミガキが施される。61は流水状をなす工字状

文が施文される。62は最大径部分に粘土紐を貼付

し，その上に連続する刺突文が加えられるもの。や

や幅広のミガキが施される。63は埋土 2a 層から直

立した状態で出土したもので（写真図版 3-8），口

縁部が僅かに欠損する。頸部と体部の境界部分は沈

線ではなく，段をなしている。外面には前面に幅の

狭いミガキが隙間なく施される。64 と 65は器厚や

胎土の特徴が著しく類似しており，同一個体の可能

性があるものの確定的ではない。64は口縁部が著

しく磨滅している。胎土は砂粒を多く含み器面はざ

らつく。体部には縄文施文後にあらいミガキが施さ

れる。

66〜72は深鉢形土器に属するもの。66は全体の

40％程度が残存しているもので，この状態で容器

として転用されたようで，2a 層中で皿のように内

面を上にし，内部に多数の剝片が置かれた状態で出

土した（写真図版 3-4）。口縁部の突起は 6単位を

なすものとみられる。口縁部には斜行縄文が施され，

体部外面には長条縄文（林 1988a）の施文後に強い

研磨が加えられる。最大径部分の内面に接合面がみ

られ，体部と底部との間は粘土紐接合面から剝離し

ている。体部下半には二次焼成の痕跡が著しい。二

枚橋式に類似しているが，口縁部突起の形態には差

異があるほか，全体の屈曲も弱いものであり，戸沢

川代段階に属する。67は口縁部が短く外反してい

る。無文帯の上部に位置する平行沈線中には推定 6

単位の粘土粒貼付がある。下部に位置する平行沈線

中に貼付される粘土粒は，4条の沈線の上から 2条

目と 3条目に互い違いに配置されている。全体に二

次焼成によると思われる器面のあれが認められる。

68は 63 の付近から破片がまとまって出土してい

る。底部からやや丸みを帯びた体部をもち，口縁部

内面に稜がめぐる。全体に LR が施文された後に口

唇部にキザミが加えられるほか，口縁部直下には部

分的に沈線がめぐる。内面の研磨は良好。内外面に

炭化物が付着する。

69は 2a 層および 2b-1 層から出土した破片が接

合した小型の深鉢形土器。口縁部から体部の 1/3 程

度を欠損する。また，口縁部内面は大きく剝離して

いる。口唇部はやや外反する。外面には RL施文後

に口縁部直下に 3条の平行沈線が施文される。沈線

の一部が認められるものの，本来の条数は不明であ

る。胎土には細砂粒を多く含み，内面には粗い研磨

がみられる。色調は褐色を呈する。

70も小型の深鉢形土器で，2b-1 層中から口縁部

を一部欠くもののほぼ完全な形で出土した。土圧に

よるとみられる歪みがあり，上面観は緩やかな楕円

形を呈している。直線的に立ち上がる体部に，口唇

部はわずかに肥厚して外側に突出している。体部は

全面に密な長条 LR 施文の後，研磨によって縄文の

節が半潰れをなす部分がある。口縁部には幅広の沈

線が 1条と，その上部に研磨による無文部を有し，

口唇部には連続するキザミが施される。内面の研磨

は良好。内外面ともに炭化物が付着する。71は図

示した拓本の他にも同一個体と思われる破片があり，

1 層から 2a 層出土の破片が接合している。中型の

深鉢形土器の口頸部とみられる。残存部の最下部で

外側に広がっており，丸みを帯びる体部に連続する

ものだろう。直立する頸部から鋭く外反した口縁部

には突起が配置されており，概ね 3〜4単位をなし

た可能性がある。突起両脇の口唇部には面を区画す

るような形で深いキザミが施文された後に研磨が加

えられる。内外面ともに研磨は非常に丁寧で，色調

は橙色を呈する。72は拓本を示した部分のみが現

存するもので，中形の深鉢形土器の口縁部〜体部で
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ある。体部は大きく丸みを帯びており，口縁部は直

線的に立ち上がる。口唇部は薄く，小波状をなして

いる。内面に粘土紐接合面が 3段露呈する。口縁部

には斜行，体部には縦走する LR が施文され，66

や 267 と同じく，頸部を作り出さずに無文部を配置

する手法をとる。無文部はナデ。胎土にはやや砂粒

を多く含み，内面の研磨は粗い。色調は灰黄褐色を

呈し，外面には炭化物が付着する。

73〜78は同一個体の可能性がある台付深鉢形土

器の破片で，表土出土破片を含めて図示した。口縁

部には二股をなす突起が配置され，突起部以外には

キザミが加えられる。体部には縦走する長条 LR 施

文後に強い研磨が加えられ，特に体部下半では縄文

の節が半潰れをなしている部分が多い。上部には波

状工字文が施文される。胎土には砂粒を多く含み，

内外面ともに研磨は粗い。色調は橙色を呈している。

79・80・83・85・86・94 も波状工字文の一部とみ

られる文様が施文される破片である。94は口縁部

が緩やかに波状をなしている。内外面ともに磨滅が

進んでおり調整は不明。

81・82は結節沈線が施文される破片で，深鉢形

土器の体頸部境界にあたる。81は，文様は粘土粒

間にナゾリが加えられており，詳細な施文方法を伺

うことはできない。下部には波状工字文が配置され

るものと思われる。やや強く立ち上がる器形として

実測したが，肩部がより強くはる形をなすのかもし

れない。

87は台付深鉢形土器の底部破片で，全体に二次

焼成が顕著。粘土紐接合面が 2箇所に露呈している。

88〜93は台付深鉢形土器の台部破片とみられるも

の。いずれも胎土には砂粒をやや多く含み，二次焼

成を受けている。95は深鉢形土器の頸部破片。

96は深鉢形土器の口縁部破片。突起の上面には 2

条の沈線が施文され，突起両脇には連続するキザミ

が加えられる。体部には縄文の施文後に平行沈線が

施文され，突起に対応した位置に粘土粒の貼付と抉

りが加えられる。98 にも同様の文様が見られる。

内外面ともにやや磨滅している。97は深鉢形土器

の口縁部破片で，胎土には細砂粒をやや多く含む。

99は口唇部上面から連続する押捺が加えられて小

波状をなしている。文様は平行沈線が 2条残存する。

100は直立する口縁部に内面沈線が 1条施される

もの。外面には縄文 RL ?の上に沈線が施文される。

101は直線的な体部の深鉢形土器で，全面に RL施

文後に沈線が施文され，更に粘土粒を添付すること

で眼鏡状隆帯を作り出したもの。粘土粒の上は丁寧

に撫でつけられており，成形は丁寧である。胎土に

は細砂粒をやや多く含み，色調は黄褐色を呈する。

102〜120はいずれも深鉢形土器の口縁部もしくは

その付近に相当するもの。121は台付の底部破片で

あろう。

122〜187 は縄文施文の体部である。122・123・

159は横走縄文が施文されており，浅鉢形土器に相

当する。160は壺型土器の体部。そのほかは深鉢形

土器ないし壺型土器だろう。188は粗い条痕が見ら

れる。189〜191は底部で，189 については内外面と

もに調整が粗いことから，台部があった可能性もあ

る。

192〜197は溝から出土した。192は深鉢形土器の

口縁部頸部破片で，口縁部には LR が施文され，頸

部にはナデが加えられる。沈線は断面が丸く相対的

に太いものである。胎土には砂粒をやや多く含む。

193〜197は浅鉢形土器で，197を除いて沈線による

変形工字文の一部が残存する。沈線はいずれも細い

もので，貼付される粘土粒も小さい。

pp18-1 層から出土した 198は 51 と胎土などの共

通性が強く，同一個体の可能性もある。粘土粒は大

きく器面から明瞭に突出する。199も同様の文様を

もつが，器面の磨滅が著しい。200は pp31-1 層か

ら出土した浅鉢形土器 A類ないし台付浅鉢形土器

の口縁部で，文様は変形工字文である。胎土は洗練

されて内外面の研磨は丁寧で沈線中にも及ぶ。外面

には黒色物質と赤色顔料が付着している。八幡堂 2

群段階に相当しよう。

201〜203は pp77-2 層から出土した。201は浅鉢

形土器 B 類の口縁部で，変形工字文の頂点にはや

や突出する粘土粒が付着する。202は浅鉢形土器A

類ないし台付浅鉢形土器の口縁部で，4条の沈線が
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口縁部直下に施文されている。203は台付浅鉢形土

器の台部とみられる。下部に平行沈線が 3条めぐり，

上には波状をなす沈線が 1条残存する。

204〜208は pp79-1 層から出土した。204は浅鉢

形土器 B 類の体部破片で，2段構成の変形工字文を

なすものと見られる。沈線はやや断面形状が V字

をなしている。205 は壺形土器の頸部（？）。平行

沈線が 3条施文されており，粘土粒の貼付がある。

206，207は深鉢形土器の頸部で，206は沈線中に粘

土粒が貼付される。208は台付深鉢形土器の体部破

片とみられる。断面が角をもった沈線で波状工字文

が施文される。

209・210は pp80-1 層から出土した深鉢形土器の

破片。209は LR 施文後に施される 6条の沈線が現

存している。上部には粘土紐接合面が 1段露呈して

いる。210は LR が施文される体部破片。縄文の施

文後に加えられる研磨によって節が半つぶれをなし

ている。

211・214は pp81-1 層から出土した。211はやや

厚手で，前面に密な LRの施文がみられる。やや大

型の壺形土器ないし深鉢形土器の体部であろう。

212は pp89-1 層から出土した浅鉢形土器 B 類の

口縁部体部破片。文様は相対的に細く断面が V字

状をなす沈線で描かれる変形工字文。内外面ともに

研磨が良好。胎土には細砂粒をわずかに含む。色調

は橙色を呈する。

213・215は pp96-1 層から出土した。213は台付

深鉢形土器の口縁部破片で，体部は直線的に立ち上

がり，口縁部には突起が一ヶ所現存する。RL (？）

施文後に，波状工字文がほどこされる。内面には強

い研磨が加えられる。215は浅鉢形土器 B 類の口縁

部。薄手で，やや小ぶりであった可能性がある。口

縁部には変形工字文が 3条施文され，その下に斜行

する沈線が認められる事から，変形工字文をなした

ものと見られる。

216は pp97-1 層から出土したもので，深鉢形土

器の体部とみられる。前面に密に LR が施文された

のちに，沈線が 1条施文される。上部は粘土紐接合

面から剝離している。

217・218 は pp104-1 層から出土したもの。217

は深鉢形土器の口縁部で，大型の突起は上面に十字

にキザミが加えられる。文様は断面 V字の沈線に

よって施文されている。218は小型の壺形土器であ

ろう。

219・220 は pp106-1 層から出土したもの。219

は小ぶりな浅鉢形土器 B 類で，口縁部直下に 3条

の変形工字文が施文される。220 は浅鉢形土器 A

類とみられるもので，断面が丸みを帯びた沈線で変

形工字文が施文される。

(2) 第 2 号竪穴住居跡出土土器（第 37 図 221〜

第 45 図 346）

221は台付浅鉢形土器で，台部のほとんどを欠損

するほか，体部，口縁部の一部を欠損する。底部か

ら直線的に広がったのち口縁部にかけて強く屈曲し，

ほぼ直立する。口縁部内面には明瞭な稜が形成され

る。口縁部には断面が丸みを帯びる沈線で 3単位の

縦位展開工字文系列の変形工字文が施文される。口

縁直下には 3条の沈線がめぐっており，変形工字文

の頂点と上部中点はともに上から 2条目に位置する

が，主線は残存する 2箇所とも頂点から離れている。

中点も沈線中の粘土粒の貼付であり，上下の沈線と

の間を結ぶ沈線は存在しない。体部には LR が施文

される。色調は褐色を呈し，沈線中および縄文の節

の中に赤色顔料が付着している。文様部分，内面内

面ともに丁寧に研磨されるが，沈線中に研磨は及ば

す施文具の擦痕を残す。胎土は洗練された胎土が用

いられる。

222は 2a 層から出土したもので台付浅鉢形土器

と思われる。接合する 2点の破片と同一個体と判断

される口縁部破片の 3点からなる。下部は台部との

接合面から剝離している。器形は 221 に酷似してい

るが，口縁部内面沈線部分がやや肥厚する。文様は

変形工字文で口径の復元値からみて 3単位をなす可

能性が高い。221 と同様に主線は頂点から離れ，中

点も上下の沈線と関連しない。縄文は撚りの不均等

な LR が施文される。明確な内傾接合面が 2箇所で

確認できる。色調は褐色を呈し，沈線中に赤色顔料
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第 37図 第 2号竪穴住居跡出土土器（1)
1a 層：225 2a 層：222・223・226・228・230・232，2b 層：221・229，表土：224

層位間接合：227 (2a 層＋2b 層），遺構間接合：231 (第 1号竪穴住居跡 1層＋第 2号竪穴住居跡 1層＋2a 層)
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231 232

（221・222）

（223～232）
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第 38図 第 2号竪穴住居跡出土土器（2)
1a 層：238・248・251，2a 層：233・235・237・240〜244・246・252，2b 層：245・250・253・254，床面：247・255

pp27-2 層：236，表土：239

遺構間接合：234 (第 2号竪穴住居跡 1a 層＋2a 層＋pp27-1 層＋pp28-1 層＋第 4号竪穴住居跡 1層），248 (第 2号竪穴住居跡 2a 層

＋第 2号竪穴遺構)

233

234

235

236

237
238 239 240

241

242 243

244
245

246
247

248

249

250 251

252
253

254

255

（233・234）

（235～255）



が付着する。

223は浅鉢形土器 A類ないし台付浅鉢形土器の

口縁部破片。口縁部が強く内湾し，大型の突起の頂

点にはキザミが加えられる。文様は断面 V字の沈

線で描かれる縦位展開工字文系列の変形工字文で，

上部中点の上には沈線ではなく，突起部と一連の研

磨によって作り出される段がみられる。口縁部内面

沈線の上端も突起と一連の研磨によって消失してい

る。胎土は洗練されている。色調は暗褐色〜褐色を

呈し，赤色顔料が一部に残存する。224は浅鉢形土

器 B 類の口縁部で，口縁部にかけて緩やかに内湾

する。文様は断面がやや V字状を呈する沈線で施

文される変形工字文で，頂点下では主線内にも研磨

が及んで沈線幅が広くなっている。胎土は洗練され，
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第 39図 第 2号竪穴住居跡出土土器（3)
1a 層：257，1b 層：265 2a 層：256，259〜261，2b 層：262・264・266 床面：263，焼土 1 (床面）：258

256

257

258

259

260

261 262

263

264

265

266

（257・263～266）

（256・258～262）
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第 40図 第 2号竪穴住居跡出土土器（4)
2b 層：271 床面：267・268，表土：270 層位間接合：269 (2a 層＋床面)

267

268

269

270 271
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第 41図 第 2号竪穴住居跡出土土器（5)
1a 層： 281・286・290・291 2a 層：272・274・276〜280・282〜285・287〜289・292，2b 層：275 層位間接合：273 (1a 層＋2a

層＋床面)

272 273

274 275 276 277

278
279

280

281

282

283 284
285

286 287 288

289

290 291 292
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第 42図 第 2号竪穴住居跡出土土器（6)
1a 層：307 2a 層：294・296・301，2b 層：299・300

層位間接合：293 (2a 層＋2b＋床面），295 (2a 層＋2b 層），297 (1a 層＋1b 層＋2a 層），遺構間接合：298 (第 1号竪穴住居跡 1層＋

2a 層＋第 2号竪穴住居跡 2a 層)

293

294

295

296 297

298

299

300

301

302

（293～297）

（298～302）
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第 43図 第 2号竪穴住居跡出土土器（7)
1a 層：304・306 2a 層：307〜312，床面：305

層位間接合：303 (1a 層＋1b 層）

303

304

305

306
307

309

310

311

312

308

（303・308）

（304～307・309～312）
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第 44図 第 2号竪穴住居跡出土土器（8)
1a 層：317・319・320・325・327・328・330〜332・336，2a 層：316・321〜324・326・335，2b 層：315・329，床面：333

層位間接合：318 (2a 層＋2b 層），遺構間接合：313 (第 2号竪穴住居跡 2a 層＋Pit21-1 層＋表土），314 (第 1号竪穴住居跡 2a 層＋

第 2号竪穴住居跡層 2a 層），334 (第 2号竪穴住居跡 1層＋第 4号竪穴住居跡 1層)

313
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315

316 317

318

319

320
321

322

323

324 325 326
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328 329

330

331 332 333

334

335
336



内外面ともに丁寧な研磨が加えられる。表面には黒

色物質の付着が認められる。八幡堂 2 群ないし 3 群

段階に属するだろう。

225・226はおそらく浅鉢形土器 B 類の体部破片

で，ともに変形工字文が施文される。225は器厚が

薄く，研磨が非常に丁寧で胎土に砂粒が極めて少な

い点でそのほかの個体と大きく異なっている。色調

は灰褐色を呈している。226は断面が丸みを帯びる

浅い沈線で施文され，貼付粘土粒は大きく器面から

突出する。器面の研磨は粗く，光沢は弱いためナデ

に近く見える部分もある。いずれの箇所でも研磨は

沈線中に及ばない。色調は明褐色を呈し，外面に赤

色顔料の残存が認められる。胎土には細砂粒がやや

目立つ。

227は浅鉢形土器 B 類で，体部は直線的に開き，

口縁部が鋭く外反する。口縁部には 2種の突起が交

互に配置され，文様頂点に対応する位置の突起には

刺突文が加えられる。文様は変形工字文で，主線は
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第 45図 第 2号竪穴住居跡出土土器（9)
pp19-1 層：337，pp15-2 層：344，pp27-2 層：338〜343，pp51-1 層：346 遺構間接合：345 (pp45-1 層＋pp51-1 層)

337

338 339
340

341 342
343

344

345 346

（337）

（338～346）



頂点から離れている。全面が著しく磨滅しており表

面の調整は不明。胎土には細砂粒が多く露呈してい

る。大きく開く器形や文様の特徴から戸沢川代段階

に属するだろう。228 は浅鉢形土器 A 類ないし鉢

形土器 A類の口縁部。ほぼ直立に近く，口縁部が

やや外反する。文様は丸く浅い沈線で描かれる変形

工字文で，上部中点は直下の沈線と，主線は下部中

点とそれぞれ連続する。色調は明褐色を呈する。内

外面ともに丁寧な研磨が加えられ，胎土中の細砂粒

は目立たない。

229〜231 は浅鉢形土器 B 類に含める。229 は体

部から直線的に広がり，口縁部がやや外反する。文

様は底の丸い沈線で変形工字文が 2段にわたって施

される。主線は頂点から離れている。色調は暗褐色

を呈し，沈線中に赤色顔料の付着が認められる。器

面に加えられる丁寧な研磨は沈線中には及ばない。

胎土には細砂粒がやや多く含まれる。230は口唇部

沈線があり，口縁部〜体部には断面が丸い沈線で変

形工字文が施文される。また，口縁部突起の上面に

刺突文が加えられる。色調は橙色〜褐色を呈する。

器面の磨滅のため調整は不明で，細砂粒がやや目立

つ。231はやや体部から口縁部にかけて丸みを帯び

て立ち上がるもので，第 1号竪穴住居跡から出土し

た破片と接合した。断面形態がやや V字状を呈す

る浅い沈線で，2段の変形工字文が施文されるが上

段の文様の端部にあたる部位が欠損しており，細か

な構成は不明。上段の変形工字文は主線が頂点部分

から始まるが，やや潰れた三角形を呈するようだ。

口縁部の突起は 2箇所が現存する。色調は全体に赤

褐色を呈する。全体に粗い研磨が認められ，胎土は

細砂粒は少なく，赤褐色粒子が目立つ。

232は変形工字文が断面が丸みを帯びる沈線で施

文されるもので，浅鉢形土器 A類ないし鉢形土器

A 類に相当する。色調は褐色を呈し，沈線中に赤

色顔料の付着が認められる。研磨が加えられるもの

の光沢は弱く，沈線中には全く及ばない。やや細砂

粒が目立つ。

233 は 2a 層中で検出された配石遺構周辺で，

260・269 と近接して出土した浅鉢形土器 A類ない

し鉢形土器 A類。調査時のミスによって細片化し

た部分があるが，本来的にほぼ完全な形で直立した

状態で埋没していたものと思われる。体部から口縁

部にかけて内湾し，口縁部がやや外反する。口縁部

内面には粘土紐接合による段が残されている。外面

の文様は菱形を呈する 3段の複線変形工字文で，沈

線は細く，ぶれている。口縁直下および体部下半に

は細い原体による LR が施文される。色調は褐色〜

暗褐色を呈する。外面の変形工字文部分には丁寧な

研磨が加えられ，胎土には細砂粒がやや目立つ。な

お，後に述べるが配石を除去した面からは 256・

268が出土している。遺構の性格が不明なために踏

み込んだ判断は難しいが，配石遺構の上下から出土

した土器群が年代差を示す単位として捉えられる可

能性もある。

234は深鉢形土器ないし鉢形土器の口縁部破片。

同一個体と思われる破片が複数の遺構からまとまり

を持たずに出土した。実測図ではもっとも大きくな

った破片を基準にして，そのほかの破片によって文

様の構成を復元した。変形工字文は主線がほぼ菱形

をなしながら縦位に連結している。文様を描出する

沈線は細く，断面が V字状をなしている。また，

研磨が沈線中にも及んでいる部分がある。胎土は砂

粒をやや多く含む。色調は暗褐色を呈し，内外面の

沈線中に炭化物が付着する。

235は台付浅鉢形土器の台部。拓本を図示した部

分のみが残存する。やや丸みを帯びており，上部に

は粘土紐の接合面が露呈している。2条の沈線を施

文した後に波状をなす主線が施文され，その間に 1

条の沈線が配置されているようだ。外面はナデ。内

面には粗い研磨が加えられる。

236は口縁部に大形の突起を配置する鉢形土器。

突起は大きく二股に広がり，更に先端部が二つに分

岐している。突起の全面に加えられた研磨はやや粗

い。体部には LR 施文後に平行沈線が施文されるが，

沈線部分には研磨は加えられず，沈線施文以前の縄

文が残る。突起に対応した位置に，二個一対をなす

粘土粒の貼付がある。

237〜255は浅鉢形土器，台付浅鉢形土器に相当
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し，一部に鉢形土器を含む可能性がある。237は浅

鉢形土器 A類ないし台付浅鉢形土器で断面がやや

丸みを帯びる沈線で変形工字文が描かれる。238は

体部が直線的に開く浅鉢形土器 B 類に相当し，文

様は変形工字文の端部を構成する。239は体部が S

字状に屈曲しており，山形・福島県域に類例がある

器形の可能性がある。文様は 2段の変形工字文を構

成するようだ。薄く胎土は砂粒が少ない洗練された

もの。内外面の研磨は良好で，色調は暗褐色を呈す

る。240は浅鉢形土器 B 類に相当し，断面が丸みを

帯びた沈線で変形工字文が描かれる。研磨は粗く沈

線内部には及ばない。241は粘土紐接合面が 1段露

呈する。文様は変形工字文の一部の可能性もある。

242・243はやや器面が磨滅している。242 の文様は

主線が流水状に展開する横位展開型だが，文様の端

部に相当するのか頂点にあたるのか不明。内外面に

は粗い研磨が加えられる。243は相対的に浅く丸み

を帯びた沈線で変形工字文が施文される。胎土には

砂粒がやや多い。

244・246・247・250〜253は浅鉢形土器 B 類ない

し鉢形土器。249は浅鉢形土器で，下部には RL,上

部には変形工字文が施文される。254は台付浅鉢形

土器の底部であろう。体部との結合部分は粘土紐接

合面から剝離している。255は内面の研磨が極めて

丁寧で，浅鉢形土器の底部と思われる。

256 は配石遺構の下部から出土した壺型土器 A

類で，口縁部〜頸部および底部の大半を欠損し，体

部は 1/3 程度が残存する。図示しなかった破片を含

めて体部下部や底部に複数の補修孔がめぐっており，

底部が接合面から剝離したものを補修して使用して

いたものと思われる。文様は断面が丸く太い沈線で

3段の変形工字文が施文され，上 2段は複線をなす。

いずれも主線は最終的なナゾリが頂点と離れている

ほか，中点も上下の沈線と連結されない。中点・頂

点は内部が深くえぐり取られ，両脇に添付される粘

土粒は明瞭に器面から突出する。無文部分を挟み，

下部には横方向の RL長条縄文が密に施文される。

頸部および体部上半の研磨は良好だが，沈線中には

及ばす施文時の擦痕が観察できる。色調は褐色で部

分的に暗褐色を呈し，底部付近には黒色〜褐色の付

着物が明瞭に観察される。また，上段の変形工字文

の沈線中には赤色顔料が付着する。

257 も壺形土器 A 類の体部上半部破片。断面が

丸く幅広の沈線で変形工字文が施文される。色調は

褐色を呈し，胎土には細砂粒がやや目立つ。表面が

やや磨滅しているが，丁寧な研磨が観察できる。

258は炉体土器として使用されていたもので，内

面調整の粗雑さから本来的には壺形土器 B 類の底

部〜体部下半だったと思われる。立ち上がりから推

定される最大径に比べて底部が大きい器形は，弥生

時代前期・並行期の特徴を示す。残存部位の上部は

被熱による劣化が著しく橙色を呈し，多数の亀裂が

観察できる。下部は褐色で，外面には粗い研磨，内

面にはナデが観察される。底部体部境界部分で一部

が粘土紐接合面から剝離している。

259は壺型土器 B 類の頸部〜体部上半。頸部の中

間から上部を欠損している擬口縁として図化した。

外面には頸部体部境界に 2条の沈線がめぐり，その

ほかの部分には密に研磨が加えられる。内面は全面

がナデで，一段の粘土紐接合面が観察される。260

は壺形土器 B 類の体部〜底部。底部から強く立ち

上がるやや縦長な器形のようだ。色調は暗褐色で，

内面は褐色。外面にはほとんど全面に薄く黒色の物

質が付着している。外面には丁寧な研磨が加えられ

る。内面には粘土紐接合面が 2段露呈し，ケズリの

後にナデ，粗い研磨が加えられる。

261は粗雑な内面調整から小型の壺形土器として

図化した。底部は丸みを帯びて不安定で，体部は内

湾して強く立ち上がる。底部体部境界は，底部の外

周に粘土紐を積み上げた面から剝離している。外面

には細かな LR原体で密な縄文が施文される。262

は口縁部を欠損するが壺形土器 C 類に加えた。5条

の沈線の上には沈線ではなく段をなした部分が一部

分に残存しており，すぐに頸部へと連続する器形だ

った可能性が考えられる。文様は頸部の平行沈線文，

体部には細い LRによる縦走縄文が施文されたのち

に研磨が加えられ，節が半潰れをなす。色調は暗褐

色。内面は，体部下半はナデ，上部には横方向の丁
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寧な研磨が観察される。外部全体に炭化物が付着し

ている。

263・264 も壺形土器 B 類と思われる。263 は頸

部直下で，264 は体部下半分。263 は暗褐色，264

は褐色を呈し，いずれも外面には丁寧な研磨が加え

られる。265は壺形土器の口縁部と考えられる。沈

線は断面 V字形を呈し，一部にいわゆる匹字文が

加えられる。色調は暗褐色で沈線中に赤色顔料が付

着。266は底部付近の破片。褐色を呈し，内外面に

研磨が加えられる。胎土はやや細砂粒を多く含む。

267〜269・271は台付深鉢形土器およびそれに該

当する可能性があるもの。267は床面から一括して

出土しており本住居の廃絶年代を示す遺物と考えら

れる。口縁部〜体部の約 1/3が残存する。頸部は緩

やかに内湾し，やや外反する口縁部には推定 6単位

の山形突起が配置される。内面には明瞭な稜線は作

り出されず，頸部下には粘土紐接合面が一段露呈す

る。口縁部には節の細かな斜行する LR が施文され

る。頸部〜体部にかけては口縁部と同一と思われる

原体を用いて縦走する LR が施文された後，主線が

波状に連続する波状工字文が施文される。沈線はい

ずれの部位でも断面が丸く幅広で，あまり直線的で

はないためブレたような印象を受ける。突起の形態

は 268・272 に酷似する。色調は褐色で，下部は二

次焼成によると思われる被熱痕跡があり赤褐色を呈

する。内面は暗褐色。頸部無文部および内面には粗

い研磨が加えられる。胎土にはやや細砂粒が目立つ。

268は相対的に弱く湾曲する体部に，推定 6単位の

口縁部突起がみられるもの。体部上部の平行沈線 4

条のうち，最下部の沈線は連続する施文具の停止に

よって，沈線中に僅かな粘土の隆起部分を作り出し

ている。内面調整はナデで，後述する 269・271 と

は異なり口縁部頸部境界に明瞭な稜を作り出さない。

色調は褐色〜灰褐色で，胎土はやや細砂粒が目立つ。

269は底部を欠損するが，体部との接合面の形状

から，台部の周辺部に粘土紐を継ぎだす成形方法を

とったものとみられる。体部口縁部境界にかけて強

く湾曲し，口縁部はほぼ直立し，推定 6単位をなす

槌状の突起が配置される。体部には縦走する RL長

条縄文の上に波状工字文が施文される。また，研磨

によって下部に行くほど縄文の節が半潰れをなして

いる。色調は暗褐色で，部分的に褐色をなす。胎土

は洗練されており，無文部分，内面ともに丁寧な研

磨が加えられる。口縁部体部境界には明瞭な稜線が

作り出されている。内面沈線中には炭化物が付着し，

外面体部下半には吹きこぼれによる縦走する黒色こ

げが観察できる。

271は透かしをもつ台部の下部および口縁部〜体

部の一部を欠損する。口縁部の突起は 4箇所が完全

な形で残り，1箇所が頂部を欠損するが，6単位を

なしたものだろう。頸部には結節沈線がめぐるが，

上部に加えられる研磨および沈線中のナゾリが成形

痕跡を消しており，具体的な描出手法の復元が難し

い。結節沈線の下部には波状工字文が施文され，沈

線の空隙は魚鱗状の刺突文によって充塡される。胴

部下半には縦走する RL長条縄文が施文される。色

調は暗褐色で部分的に褐色を呈する。口縁部外面お

よび内面全体の研磨は丁寧で，内面の口縁部体部境

界には明瞭な稜線が作り出される。成形の痕跡は観

察できない。口縁部内面沈線中に炭化物が付着して

いる。器形や突起の形状が著しく類似する 269 と共

に，二枚橋式ないし極めて近接した年代的位置が考

えられる。

270は表土出土だが類似する文様が加えられるも

のとして提示した。頸部くびれの有無は不明だが，

体部上半に波状工字文が施文される。色調は暗褐色。

内面にはナデと粗い研磨が観察される。

272〜227も台付深鉢形土器の一部と思われるも

の。272・274 は頸部に無文部分がある。いずれも

頸部はやや内傾しており，口縁部は直質に近い。

272は口縁部に部分的に縦走をなす RL，体部には

縦走 RLが施文された後に波状工字文が施文される。

色調は褐色で部分的に暗赤褐色を呈し，胎土には細

砂粒が目立つ。内面には明瞭な稜線が存在しない。

275は 274 と胎土および色調が類似し，同一個体の

可能性もある。頸部の無文部分には粗い研磨が施さ

れる。波状工字文部分には縄文がほとんど残らない

が，部分的に残る痕跡から，縄文施文後に波状工字
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文が施文されたのち研磨によって縄文が潰れ，その

部分に刺突文が施文されている可能性がある。色調

は褐色を呈し，胎土は洗練されている。

273は小破片が 1a 層から床面にまで分散して出

土した。被熱によると思われる表面の磨滅が進んで

おり，器面調整が観察できない部位が多い。施文順

序は 275 と同様と思われる。色調は褐色を呈する。

276・277はいずれも頸部をもたない口縁部破片。

276は全体に薄手で，やや強く外反する器形を呈す

る。口唇部には外面側に偏って縦長の連続するキザ

ミが加えられる。色調は暗褐色。胎土にはやや細砂

粒が目立つ。277は口縁部が薄手で長大である。口

縁部内面沈線は研磨によって上部が曖昧になってい

る。色調は褐色から灰褐色。器面の磨滅が進んでお

り，細砂粒が目立つ。

280〜292は深鉢形土器ないし台付深鉢形土器の

一部である。280は上部に工字状文が施文され研磨

が加えられるが，先だって施文されている LR が沈

線間にも部分的に観察できる。色調は明褐色を呈し

ている。胎土は細砂粒をやや多く含む。281は頸部

に無文部分をもつもので，口縁部は大振りな波状口

縁をなしている。突起は上面観が S字上を呈して

いる。282〜284・288は多様な形態の口縁部突起。

285は頸部の無文部分に相当し，上部に 3条の沈線

が残存する。沈線中には炭化物が付着している。

286・287・291・292 も頸部に無文部分をもつ破片

で，287・288・291・292 は口縁部に斜行する LR

が施文される。

293は緩やかに湾曲する頸部と鋭く外反する頸部

をなす深鉢形土器 B 類で，台部があった可能性も

ある。口縁部には 71 にみられるような突起がある

が，単位数は不明。口唇部には面を区画するような

形で連続するキザミが加えられる。頸部直下にみら

れる 4条の平行沈線は断面が丸く幅広の沈線で施文

される。実測図の正面では突起と対応する位置に粘

土粒貼付が認められるが，そのほかの部位ではこの

対応関係は不明である。縄文は RLで，沈線施文に

先行する。内面には研磨が加えられるが，頸部内面

および体部下部には研磨に先行する粗い削りの痕跡

が観察できる。図示した他にも接合する破片があり，

一部の破片が床面から出土しており，この住居の年

代を示す遺物である可能性もある。

294は 2a 層からややまとまって出土した。台部

は粘土紐接合面から欠損する。底部から緩やかに湾

曲しながら広がる体部は最大径に達する以前に欠損

している。残存部の最上部に沈線が 2条確認できる

が，文様構成は不明。沈線施文に先立つ縦走 RLの

施文後に，部分的に軽いナデがみられる。内面の研

磨は丁寧で，胎土には細砂粒がやや目立つ。全体に

二次焼成の痕跡が著しい。

295〜297は底部。295・296は大型の深鉢形土器

と思われるもので，厚手。いずれも褐色を呈し，細

砂粒を多く含む。297は小型の鉢の可能性がある。

際立って薄手で，上げ底の底部から直線的に立ち上

がる。文様は RL縄文の上に施文された沈線の一部

が残存している。色調は暗赤褐色を呈し，胎土には

細砂粒が少ない。

298〜301は厚手で大型の深鉢形土器の一部で，

いずれも頸部に無文部を有する。298は第 1 号住居

跡から出土した土器片と接合したものを含む。図示

した他にも同一個体と思われる破片がある。緩やか

に立ち上がる頸部はやや内傾している。沈線中には

無文部を挟んで対応する位置に 2個一対の粘土粒が

貼付される。色調は赤褐色で，二次焼成による器面

の磨滅が著しく，胎土にはやや細砂粒を多く含む。

299は口唇部が小波状をなし，直立する口縁部から

体部にかけて大きく広がるようだ。3条の沈線の下

に無文部がある。色調は黒褐色を呈する。胎土には

細砂粒がやや多く含まれ，口縁部の斜行する LRの

ほかには内外面ともにナデが加えられる。全面に炭

化物が付着する。300は口縁部を欠損する。色調は

暗褐色を呈し，内外面ともにナデ。胎土には細砂粒

が多く外面には炭化物が付着する。301は頸部の無

文部分と思われる大型の破片で，図示していないが

もう一点の破片が接合する。色調は褐色〜暗褐色を

呈し，胎土には細砂粒を多く含む。最下部が外反し

ており，そう遠くない部位から体部に移行するもの

とみられる。302は深鉢形土器ないし鉢形土器の体
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部であろう。RL施文後に沈線が施文される。色調

は褐色で，胎土には細砂粒がやや多い。

303〜312は大型の深鉢形土器を一括して提示し

た。303は口縁部が直線的に立ち上がる。口唇部に

は連続する小波状部があるが，内外面から加えられ

る研磨によって側面観はほぼ平縁をなしているよう

に見える。口縁部の外面には研磨に先行する削りが

観察できる部分がある。内面の研磨は丁寧。外面に

炭化物が付着する。胎土には砂粒が多く含まれ，色

調は褐色を呈する。

308は全体の 90 パーセント程度の破片が現存し

ている。平底の底部から直線的に立ち上がった体部

は上部でやや内湾し，口唇部は小波状を呈する。口

縁部内面には肥厚帯がめぐる。研磨によって口縁部

に狭い無文部分が作り出されるほかは，全面に LR

長条縄文が密に施文される。内面には口縁部付近に

横方向の，体部には縦方向の極めて丁寧な研磨が加

えられる。色調は上部が暗褐色で，下部が褐色を呈

する。また，上部の外面には厚く炭化物が付着して

いる。胎土には細砂粒がやや多い。器面が剝離した

部分に植物の葉の圧痕跡が観察できる。

304〜307，309〜312 も 308 とほぼ同様の器形と

考えられるものも細部には細かな違いがある。いず

れも暗褐色を呈しており，小波状口縁をなすものも

多い。

313〜322は口縁部内面に沈線を有するもので，

やや小ぶりなものが多い。313は接合しない 2 つの

グループからなる。直線的に立ち上がる体部をもち，

口縁部には狭い無文部分を巡らせる。口唇部には外

面に偏ってキザミが加えられる。平行沈線は断面が

やや V字形に近い沈線で施文され，RLの施文がこ

れに先行している。色調は暗褐色で，胎土には砂粒

を多く含む。外面に炭化物が付着する。314は第 1

号竪穴住居跡出土土器片と接合したもの。口縁部内

面の沈線は丁寧な研磨によって上部が潰れている。

色調は褐色を呈し，一部に炭化物が付着している。

315〜317は口縁部に平行沈線，口唇部に密なキザ

ミが施されるもの。320 には平行沈線中に縦のキザ

ミが加えられる。323は上部を欠損しており，頸部

がある可能性もある。324は壺形土器の可能性もあ

るが深鉢形土器に分類した。斜行する RL縄文が密

に施文される。

325〜326 は深鉢形土器と思われる体部破片。

327・328は同一個体の可能性があるもので，LR 施

文後に丁寧な研磨が加えられて縄文の節が半潰れに

なる。赤褐色を呈しており，胎土には細砂粒がやや

多い。332・333も縄文施文後の研磨が顕著なもの。

334は第 4号竪穴住居 1層出土の破片と接合したも

の。明確な粘土紐接合面が 1段露呈する。RL (？）

長条縄文施文後に研磨が加えられる。外面全体に炭

化物が厚く付着している。

337は pp19-1 層から出土した 3 点の破片が接合

した。体部は緩やかに内湾し，口縁部はほぼ直立し

ている。口縁部には突起が一か所現存し，6単位を

なしたものと仮定して作図したが，異なった種類の

突起と交互に配置されていた可能性もあり推定の域

を出ない。RL施文後に口縁部外面にはナデが加え

られる。内面には上部に横方向の，下部には縦方向

の丁寧な研磨が加えられる。色調は褐色〜暗褐色を

呈する。胎土には細砂粒をやや多く含む。

338〜343 は pp27-2 層から出土したもので，338

は同一個体とみられる浅鉢形土器 A類ないし台付

浅鉢形土器の口縁部破片。断面が丸みを帯びる沈線

で変形工字文が描かれる。色調は暗褐色を呈し，胎

土は精良。339 は浅鉢型土器 A 類の底部とみられ

る。底部から直線的に大きく開き，底部付近に 2条

の細い沈線がめぐるほかは内外面ともに丁寧な研磨

が加えられる。色調は暗褐色を呈し，外面には黒色

物質が付着する。胎土は細砂粒を少量含む。341・

342・343は同一個体の可能性もあるが接合しない

ため個別に提示した。直線的に開く体部に波状口縁

をなす。体部には波状工字文が施文され，沈線間を

刺突文で充塡する。上部の平行沈線中には粘土粒の

貼付がある。色調は褐色を呈し，胎土はやや細砂粒

が多い。

344は壺形土器の底部体部破片。LR長条縄文が

密に施文される。内面には粗い削りが残り，部分的

にナデが加えられる。色調は灰褐色を呈し，胎土に
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は細砂粒がやや多い。345は 334 と同一個体の可能

性もあるもの。346は台付深鉢形土器の底部破片。

RL施文後に研磨が加えられ節が半潰れをなしてい

る。色調は褐色〜暗赤褐色を呈す。

(3) 第 4 号竪穴住居跡出土土器（第 46 図 347〜

第 50 図 423）

347〜364は貼床中から出土した。347は接合しな

い二組のグループからなる。全ての破片が折り重な

って出土し，胎土の特徴やその他の型式学的特徴か

らも積極的に別個体と考えられないため同一個体と

して作図した。直線的な器形を示す浅鉢形土器 B

類で，口縁部がやや外半する。文様は凸字形工字文

系列の変形工字文が 2段にわたって施文され，下部

に無文帯が配置される。変形工字文は上段の端部が

下段の頂点をなす構成をなす。沈線は相対的に細く，

断面形態は丸みを帯びる。色調は暗赤褐色を呈する。

胎土は洗練され，内外面の丁寧な研磨もあって表面

に砂粒が浮かない平滑な器面をなす。平縁で口縁部

が外半することから八幡堂 3 群段階よりは新しいが，

相対的に細い沈線や小さな粘土粒からみて梨ノ木平

段階に属するものと考えられる。

348は浅鉢形土器の口縁部突起。突起頂部は二股

に分かれた先がキザミによって 2分される。色調は

褐色を呈す。内外面の研磨は丁寧で，胎土には細砂

粒が僅かに含まれる。349は台付浅鉢形土器の口縁

部突起と思われる。内外面に波状口縁に沿った沈線

が施文され，内面側の沈線は突起部に向かい Y字

状をなす。色調は暗褐色で，一部に赤色顔料が付着

する。

350〜355は浅鉢形土器の口縁部〜体部の破片で，

個体によっては台部のあった可能性もある。いずれ

も褐色を呈しており，胎土には細砂粒が少量含まれ

る。350・351・353・354・355は変形工字文の一部

で，352 の文様構成は不明。全ての個体で沈線は丸

みを帯びる相対的に細い沈線によって施文される。

また，355は沈線上部が研磨によって失われて一連

の面をなしている「主線側面彫去手法」が用いられ

る。これは梨ノ木平段階以前の特徴である。

356は浅鉢型土器の体部破片で，直線的な器形を

持つ。平行沈線間に無文部が配置され，下部には

LR が施文される。全体に磨滅が著しく，器面調整

の詳細は不明。357は浅鉢形土器の口縁部。断面が

丸みを帯びる沈線で描出される文様は変形工字文を

なす可能性がある。色調は褐色。胎土は洗練されて

おり，内外面の研磨は丁寧である。

358〜360は深鉢形土器の口縁部破片。358は波状

口縁をなし，LR 施文後に浅い沈線が施文される。

色調は暗褐色を呈する。359口唇部が小波状をなす。

LR 施文後に 1条の沈線文がある。胎土は細砂粒を

少量含み，内面にはナデが加えられる。360は口縁

部がやや内湾する。LR (？）施文後に，平行沈線

と口唇部キザミが加えられる。色調は暗褐色を呈す

る。胎土は細砂粒がやや多く，外面に炭化物の付着

が認められる。363・364はともに深鉢形土器ない

し壺型土器の体部破片で，暗褐色を呈し，外面に炭

化物の付着が認められる。

361は台付深鉢形土器の底部破片。胎土は細砂粒

をやや多く含み，内外面ともに丁寧に研磨される。

色調は赤褐色を呈する。362は上底をなす深鉢形土

器の底部。LR 施文後に底部付近に平行沈線が施文

される。色調は褐色を呈する。細砂粒をやや多く含

み，内面の研磨は丁寧。365は深鉢形土器ないし壺

型土器の底部で，底部から直線的な立ち上がりをな

す。細かな原体の RLが密に施文される。色調は褐

色を呈し，一部に炭化物が付着する。胎土は細砂粒

が少ない洗練されたもので，内面は丁寧に研磨され

る。

366は遺構検出時に出土したもので，浅鉢形土器

B 類。太く断面が丸みを帯びる沈線で縦位展開系列

の変形工字文が施文されるが，単位数は不明。頂点

および上部中点に貼付される粘土粒は明瞭に器面か

ら突出する。色調は褐色を呈し，一部に赤色顔料が

付着する。胎土は細砂粒をやや多く含み，内外面と

もにナデののちに粗い研磨が加えられる。367〜369

は浅鉢形土器の口縁部および体部破片。いずれも細

い沈線で変形工字文が施文される。369は三角形の

底辺にあたる部分の沈線上部が研磨によって面的に

第 3章 検出された遺物 97



落ち込んでおり，「主線内彫去手法」に近い。いず

れも暗褐色を呈している。胎土は細砂粒を微量に含

む。370は透かしを有する台部片。2 次焼成を受け

て赤褐色を呈していることから台付深鉢形土器の可

能性がある。沈線は断面が丸みを帯びている。胎土

はやや砂粒が多い。371は台付浅鉢形土器の台部と

思われる。上部は一見外傾接合をなすが，上下を反

転した状態で成形したことによるものであろう。暗

褐色を呈し，外面には黒色物質が付着する。このよ

うなやや外側に広がった倒鐘形の台部は八幡堂 2 群

段階に特徴的にみられるものである。

372〜375 は同一個体の可能性がある壺型土器

（？）。頸部を有さない稀な器形である。LR が密に

施文され，口唇部にはキザミ，口縁部直下には断面

V 字形の沈線が施文される。胎土はやや細砂粒が

多く，内面調整は丁寧な研磨。色調は暗褐色〜褐色

を呈する。

377は台付深鉢形土器の口縁部肩部破片。肩部に

は波状工字文が施文され，沈線間に刺突文が充塡さ

れる。色調は暗褐色を呈する。胎土は細砂粒を含み，
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第 46図 第 4号竪穴住居跡出土土器（1)
貼床：347〜364 遺構間接合：365 (第 4号竪穴住居跡貼床＋pp29-1 層)
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内外面には研磨がみられる。376・379は深鉢形土

器の体部破片。378は底部破片。

380〜395は pp12 から出土した土器群で，386は

一部の破片が第 2 号竪穴住居跡 pp27 から出土して

いる。380は接合しない 2 グループの破片からなる

が，同一個体と判断した。浅鉢形土器 A類の口縁

部〜体部で，直線的に開いたのちに口縁部が緩やか

に内湾する。外面には断面 V字形をなす沈線で多

段構成の変形工字文が配置される。色調は暗褐色〜

黒褐色を呈し，全体に黒色物質の付着がみられる。

内外面ともに研磨が非常に丁寧である。八幡堂 2 群

段階に類似している。

381は沈線が 3条施文される，洗練された胎土の

体部破片。浅鉢形土器の一部と思われる。色調は褐

色を呈する。382は浅鉢形土器ないし台付浅鉢形土

器の口縁部に近い部位と思われる。外面の沈線中に

は貼付粘土粒がある。383は台付浅鉢形土器の体部

破片で，台部との接合部分とみられる。粘土紐の接

合面から剝離している。外面には細かな原体の

LR ?が施文されている。胎土には砂粒を少量含み，

色調は橙色を呈する。384は壺型土器の体部破片。

LR ?施文後に施された沈線が 1条残存する。胎土に

はやや砂粒を多く含み，色調は暗褐色を呈する。

385は底部の破片で周縁部に粘土紐接合部からの剝

離面がある。386は第 2 号竪穴住居跡 pp27-1 層か

ら出土した破片と接合した。小形の深鉢形土器とみ

られる。体部には LR，口縁部には 1条の沈線が施

文され，内外面に粗い研磨が施される。やや器面が

荒れており，胎土には細砂粒が目立つ。

387は体部に LR，その上部に変形工字文を施文

する浅鉢形土器の破片。沈線は断面がやや角ばる。

388も浅鉢形土器の体部破片で，変形工字文には主

線側面彫去手法が用いられている。胎土は洗練され

ており，細砂粒が少ない。色調は明褐色を呈する。

389は焼成前の穿孔がある鉢形土器の口縁部破片。

非常に細かな原体の RLが施文される。
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第 47図 第 4号竪穴住居跡出土土器（2)
1 層：366〜371・374〜379，貼床：373 遺構間接合：372 (第 4号竪穴住居跡 1層＋pp10-2 層)
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第 48図 第 4号竪穴住居跡出土土器（3)
pp12-1 層：381〜385・393・394，pp12-2 層：387〜392・395 pp17-2 層：399・400，pp26-1 層：401，pp28-1 層：398，pp29-1

層：397，pp30-1 層：396，pp36-2 層：402

層位間接合：380 (pp12-1 層＋pp12-2 層），遺構間接合：386 (第 4号竪穴住居跡 pp12-1 層＋第 2号竪穴住居跡 pp27-1 層)
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第 49図 第 4号竪穴住居跡出土土器（4)
pp10-2 層：411 pp19-2 層：403・404，pp19-8 層：405〜408 pp24-1 層：412〜414，pp25-1 層：409・410
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390は台付浅鉢形土器の台部破片。薄く丁寧な作

りで，やや外反気味に立ち上がる器形は八幡堂 2 群

段階の中でも古い段階の特徴を示している。胎土は

細砂粒が少なく，色調は明褐色を呈する。392は鉢

形土器ないし深鉢形土器の口縁部破片で，口唇部が

僅かに外面側に突出している。粘土紐を貼付してい

るようにも見える部分があるが，おそらく内面側か

らのナデによって粘土の一部がめぐれ上がったもの

だろう。

393〜395は接合しないものの同一個体に属する

可能性が高い。深鉢形土器として図化したが，壺形

土器の可能性もある。外面には撚りの不均等な LR

が密に施文されている。胎土には細砂粒をやや多く

含み，色調は黄褐色から暗褐色を呈する。

396は pp30-1 層から出土したもので，拓本を示

した破片 1 点のみからなる。口縁部の突起数，文様

単位数は不明。文様は変形工字文を構成するが，中

点や頂点には粘土粒の貼付や抉りが加えられない。

全体に磨滅が進んでおり，胎土には細砂粒が目立つ。

色調は暗褐色〜オリーブ黒色を呈する。

397は深鉢形土器の口縁部〜肩部破片。拓本で示

した破片のみからなり，口縁部突起の単位数・構成

は不明。口縁部には斜行，体部には縦走する RL施

文後に沈線が施文されるが，沈線間に縄文が残る。

無文部下の沈線中には粘土粒が貼付される。内面の

研磨は良好で，胎土には細砂粒がやや多く含まれる。

色調は橙色を呈する。内面沈線中に炭化物が多量に

付着する。

398は深鉢形土器の体部破片であろう。RLが施

文される。色調は明褐色を呈する。399は浅鉢形土

器の体部破片。LR ?は施文後に加えられる研磨で縄

文の節が半潰れをなす。沈線中に粘土粒の貼付があ

る。色調は明褐色を呈し，胎土は洗練されている。

400 は深鉢形土器ないし壺型土器の底部である。

LR が施文される。胎土にはやや細砂粒を多く含み，

色調は橙色を呈する。401は鉢形土器の口縁部と思

われるが，そのほかの土器群とはやや時期が異なる

可能性もある。402は口縁部が波状をなし，沈線が

1条加えられる。

403〜408 は pp19 から出土したもの。403・404

は浅鉢形土器の口縁部破片である。403は断面が V

字状をなす沈線で変形工字文を構成する。内外面に

は研磨が加えられる。404は主線が流水状に展開す

る横位展開型工字文系列で，主線内彫去が加えられ

る。いずれも胎土には細砂粒を僅かに含み，器面に

黒色物質が付着している。色調は 403が橙色，404

が暗褐色を呈している。405は壺型土器の体部破片

で，断面が V字状をなす沈線で施文された沈線が

7条現存する。上部は粘土紐の接合面から剝離した

ものか。色調は暗褐色を呈する。406は深鉢形土器

ないし壺型土器の体部破片。RL が施文される。

407は壺型土器の口縁部〜体部破片で，拓本を示し
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第 50図 第 4号竪穴住居跡出土土器（5）・第 6号竪穴住居跡出土土器
第 4号竪穴住居跡 pp4-3 層：415，第 4号竪穴住居跡 pp5-1 層：422，第 4号竪穴住居跡 pp8-2 層：421

第 4 号竪穴住居跡 pp13-1 層：418・419・420，第 4号竪穴住居跡 pp21-1 層：416，第 4号竪穴住居跡 pp22-1 層：417，第 4号竪穴

住居跡溝 1-1 層：423，第 6号竪穴住居跡溝 1-1 層：424
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た部位のみが現存する。体部には LR が施文され，

口頸部は内外面ともに粗い研磨が加えられる。胎土

には砂粒がやや多く，色調は黄褐色を呈している。

408は緩やかに湾曲した体部をもち，口縁部がわ

ずかに外反する。口縁部内面には明確な稜を有する。

外面はケズリののちに口縁部付近には横方向の粗い

研磨，体部には縦の粗い研磨が加えられる。内面に

は口縁部付近に横方向のナデ，体部にはナデの上に

粗い工具のアタリと思われる沈線が加えられる。胎

土にはやや大粒の砂粒を多く含み，色調は赤褐色を

呈する。

409・410は pp25-1 層から出土した深鉢形土器で，

接合しないものの同一個体とみられる。409は密に

LR が施文された後，口縁部に研磨によって狭い無

文部を作り出しているようだ。内面には一部にケズ

リが残る。411は pp10-2 層から出土した深鉢形土

器。外面には体部のほとんどには縦走する RLが密

に施文されるが，口縁部付近には斜行縄文をなして

いる。胎土にはやや砂粒が多く，ざらついている。

内面には粗い研磨が加えられる。色調は灰黄褐色を

呈する。412〜414も接合しないものの同一個体に

属する可能性が高い。全面に RLが施文され，内面

には粗いケズリが残る。二次焼成が著しく，器面の

磨滅が進み橙色を呈している部分が多い。

415〜417は浅鉢形土器に相当する。415 には沈線

中に粘土粒の貼付と抉りが加えられている。変形工

字文の上部中点に相当する。胎土には細砂粒を僅か

に含み，内外面の研磨は良好。色調は橙色を呈する。

416は二股をなす突起である。417は変形工字文の

一部をなす可能性があり，沈線は断面がやや角ばり，

最上部の沈線では主線側面彫去手法がもちいられて

いる。体部には RL。赤色顔料が付着している。

418は深鉢形土器であろうか。体部には細かな LR

が施文され，無文部の下端は沈線ではなく段をなし

ている。内面の研磨は粗い。色調は黄褐色から暗褐

色を呈する。

419・420は pp13-1 層から出土したもので，胎土

の類似性から同一個体の可能性がある。沈線は断面

が角ばり，最上部には結節沈線が配される。頸部体

部境界の内面には粘土紐接合面が 1段露呈する。

421は pp8-2 層から出土したもの。LR が施文され

る。色調は褐色を呈する。423は弱く内湾し，沈線

が 2条施文される。器面には研磨が丁寧に加えられ

る。422は口縁部の破片。胎土はやや細砂粒を多く

含み，色調は暗褐色を呈する。

(4) 第 6 号竪穴住居跡出土土器（第 50 図 424)

溝 1-1 層から浅鉢形土器 B 類の口縁部 424 が 1

点出土している。口縁部が外反しない点および相対

的に細く断面 V字形をなす沈線，変形工字文の頂

点にみられる粘土粒が小さく器面から明瞭に突出し

ないという特徴からみて，八幡堂 3 群段階に相当す

る。色調は内外面ともに褐色で，部分的に黒色の付

着物がみられる。

3．竪穴遺構

(1) 第 1 号竪穴遺構出土土器（第 51 図 425〜

428）

425は床面から出土したもので浅鉢形土器 B 類の

口縁部。小型の個体だということもあって細かな時

期について判断するのは難しい。426は台付深鉢形

土器の口縁部〜体部破片。口唇部には深く縦長をな

すキザミが密に施される。頸部には施文具の小刻み

な停止によって描かれる列点文がめぐり，その下に

は波状工字文が施文される。口縁部のキザミが定型

化していないなど，二枚橋式まで下るものとは考え

られず，戸沢川代段階以前に属するものとみるのが

適当だろう。427は壺形土器の口頸部破片。428は

壺形土器 C 類の体部上半。外面には丁寧な研磨が

加えられる。内面はナデが加えられるが，粘土紐の

接合部分が明瞭に残る。

(2) 第 2 号竪穴遺構出土土器（第 51 図 429〜

443）

429は埋土 1層中から伏せた状態で出土した浅鉢

形土器 B 類。体部は底部から直線的に開き，口縁

部は強く外反している。文様は 3単位をなす縦位展

開型工字文の変形工字文が施される。主線は全ての

第 3章 検出された遺物 103



104

第 51図 第 1号竪穴遺構出土土器・第 2号竪穴遺構出土土器
第 1号竪穴遺構 1層：426，第 1号竪穴遺構床面：425 第 1 号竪穴遺構 pp3-1 層：427，428 第 2 号竪穴遺構 1層：429〜443
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第 52図 土坑出土土器
第 11 号土坑 1 層：445，第 13 号土坑 1 層：446・447，第 15 号土坑 2 層：448，第 16 号土坑 1 層：444，第 20 号土坑 1 層：449〜

452

第 22 号土坑-2 層：453，第 30 号土坑 1層：455，第 33 号土坑 1層：456，第 34 号土坑 1層：457

遺構間接合：454 (第 24 号土坑 1層＋第 2号竪穴住居跡 2a 層)
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箇所で頂点中に収束する。上部中点は沈線中に粘土

粒が貼付されるのみのもので，下部の沈線との間を

結ぶスリットはない。外面の器面の摩滅が進んでい

る部分が多いが，部分的に観察できる丁寧な研磨は

いずれも沈線内部に研磨は達しておらず，沈線内に

は施文具の動きによる擦痕が明瞭に残っている。色

調は褐色を呈する。相対的に太い沈線や大形の粘土

粒貼付，顕著に外反する口縁部，やや細砂粒の目立

つ胎土は戸沢川代段階の特徴を示している。

430〜443も 1 層中から出土した。430は内湾する

口縁部をもつ浅鉢形土器 A 類で，2ヶ所の補修孔

が残存する。胎土は洗練され，微細な細砂粒，赤褐

色粒子が含まれる。色調は褐色を呈し，一部に赤色

顔料が付着する。431は浅鉢形土器 B 類。口縁部が

強く外反し，口唇部には外面側に偏る右上がりのキ

ザミが加えられる。文様は変形工字文の一種と言え

るものだが，主線が頂点にあたる部分に接すること

なく波状をなしている点に特徴がある。内外面に丁

寧な研磨が加えられるが，外面沈線中には及ばない。

色調は 430などと異なり暗赤褐色を呈している。

432〜434は浅鉢形土器ないし台付浅鉢形土器の

口縁部破片。432 の口縁部は波状をなし，内面には

口縁部・体部境界に沿う沈線と突起に沿った波状沈

線が各 1条施文される浅鉢形土器 A類。沈線は細

く断面が V字をなし，八幡堂 2 群段階に属する可

能性が高い。433は体部上半の破片。435は変形工

字文が施文される浅鉢形土器 B 類で，色調は褐色

を呈する。外面の一部に赤色顔料が付着している。

胎土はやや砂粒を多く含む。

436は口縁部の破片。口縁部内面に粘土紐接合面

のように見える部分があるが，粘土のまくれ上がり

によるものの可能性もある。口唇部にはキザミが施

される。437は台部として図化したが，小形の鉢形

土器の可能性もある。文様は変形工字文で，細く鋭

い沈線で施文されている。438は深鉢形土器で，口

縁部が外面方向にするどく突出している。文様は断

面が V 字状をなす沈線で沈線が描かれる。439 は

壺型土器の体部破片。太く浅い沈線が施文される。

441も口縁部の破片で外面には LR が施文された

後に沈線が施される。442は LR が施文される体部

破片。443は深鉢形土器の口縁部直下に相当する。

4．土坑（第 52 図 444〜457)

444は第 16 号土坑 1 層から出土した浅鉢形土器

ないし台付浅鉢形土器の口縁部〜体部破片。文様は

いわゆる完結型，ここでの分類で縦位展開型の変形

工字文で，単位数は不明。体部には LR が施文され

る。外面には赤色顔料が付着する。口縁部内面沈線

の上端が明瞭であること，および精良な胎土と丁寧

な研磨，暗褐色の色調から，八幡堂 2 群段階に属す

る。

445は台付深鉢形土器の口縁部〜体部破片で第 11

号土坑 1層から二つに割れた状態で出土した。口縁

部の突起は一ヶ所のみが現存し，単位数や，異なっ

た形態の突起と交互に配置されていたか否かは不明。

斜行 RLの上に断面が V字状をなす沈線で波状工

字文が施文される。眼鏡状隆帯は交互 2段に配置さ

れるもので，沈線上に年度粒を貼付した後に丁寧な

ナデによって整形される。これらの特徴から，八幡

堂 2 群段階以前に位置づけられる。

446・447 は第 13 号土坑 1 層から出土した。446

は小形の壺形土器の口縁部で，精良な胎土に，内外

面ともに丁寧に研磨される。447は浅鉢形土器ない

し台付浅鉢形土器の体部破片。文様は変形工字文の

下部中点にあたるものと思われる。胎土は精良で，

内外面ともに丁寧に研磨される。外面に黒色の付着

物が観察される。八幡堂 2 群に相当する。448は第

15 号土坑 2 層から出土したが，器種不明。外面に

RL施文後に沈線が一条施文される。外面には部分

的に赤色顔料が付着する。

449 から 452は第 20 号土坑から出土した。449は

台付深鉢形土器の破片で，波状工字文が施文される。

450は壺形土器の胴部破片。372〜374 と胎土や縄文

施文後の器面研磨の特徴が強く類似しており，同一

個体の可能性がある。451はやや大ぶりの壺形土器

の底部〜体部破片。外面は部分的に研磨が観察され

るが，摩滅が進んでいるため観察できない部分が多

い。452は深鉢形土器の口縁部破片。胴部には RL
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施文後に 3条の並行沈線がある。緩やかに外反する

口縁部には斜行する RLが施文される。外面に部分

的に赤色顔料の付着が認められる。

453は第 33 号土坑 1 層から出土した浅鉢形土器

の口縁部破片。文様は変形工字文を構成したものと

思われる。沈線の内部に器面研磨が及ばずに施文具

を動かした際の痕跡が観察できる。梨ノ木平段階か

ら戸沢川代段階に属する。

454は大部分の破片が第 24 号土坑から押しつぶ

された状態で出土した個体で，一部の胴部破片が第

2 号竪穴住居跡 2a 層から出土している。口縁部の

突起は欠損する部分があるが推定 6単位をなすもの

とみられる。底部は上げ底で，体部との接合部分は

粘土紐の接合面から剝離した部分があり，53や 66

などと共通した成形方法を観察できる。上部を 1条

の沈線に区画される頸部無文帯の下端は沈線ではな

く段をなし，さらに下部に 2条の沈線が施文される。

口縁部には斜行する RL，胴部には縦走する RLの

後に軽い器面の研磨が加えられる。内面には丁寧な

横方向の研磨が加えられる。形態は二枚橋遺跡出土

土器（須藤 1970）に近似するが，沈線の太さや研

磨，胎土の特徴は大きく異なっており，本例は戸沢

川代段階の範囲を逸脱するものではない。

455は第 30 号土坑 1 層から 2 つに割れた状態で

出土した。口縁部には小さな突起が配置され，対応

する位置の沈線中に粘土粒が貼付される。口縁部に

は斜行 LR，胴部には縦走 LR が施文され，後者に

は施文後の器面研磨によって縄文の節が半つぶれに

なった部分がある。頸部および内面には丁寧な研磨

が加えられるが，この研磨は沈線中には及ばない。

粘土粒が非常に大きい点や強く屈曲した器形からみ

て，戸沢川代段階に属する。

456は深鉢形土器の口縁部破片で，第 33 号土坑 1

層から出土した。口唇部には 2個一対をなす突起が

観察される。こうした突起は，より大形の突起と対

を成して交互に配置される例が知られているが本例

では不明。口縁部には横方向の丁寧な研磨が加えら

れる。胴部には RLが密に施文される。457は第 34

号土坑 1層から出土した。深鉢形土器の体部破片だ

ろう。

（大坂 拓)
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第 2節 石器

石器の掲載基準は例言のとおりである。図示しな

かった資料も含めて，すべての出土石器に関する基

本的情報は，第 1表に示した。なお，第 1表におけ

る「No.」は，調査年度に任意に枝番を付すことに

よって，たとえば「2003-1」（2003 年度調査の番号

1）のような方式で表示している。以下では，図示

した資料について，出土した遺構ごとに記載する。

1．竪穴住居跡

(1) 第 1 号竪穴住居跡

第 1 号竪穴住居跡から出土した剝片石器は，1 層

から 45 点（201.3 g），2a 層から 109 点（514.4 g），

2b 層から 12 点（515.8 g），床面から 1点（4.4 g），

溝 6から 1点（1.0 g）が出土した。

第 53 図 1〜7は，すべて頁岩製の石鏃である。1

は第 1号竪穴住居跡 1層出土，2は pp101 の 1 層出

土，3は第 1 号竪穴住居跡 2b 層出土，4は 2a 層出

土，5は 1 層出土，6は 2b-1 層出土，7は溝 6 の 1

層出土である。4・7は再加工品・未製品の可能性

がある。8 は，pp60 の 2 層から出土した凝灰岩製

のスクレイパーである。9 は，pp37 の 1 層出土の

スクレイパーである。頁岩製である。10・11 も頁

岩製のスクレイパーで，2a 層出土である。11 は

pp80 の 1 層から出土した頁岩製のスクレイパーで

ある。13 は黒曜石製のスクレイパーで，ともに 1

層から出土した破片が接合したものである。14は

床面から出土した二次加工のある剝片である。頁岩

製である。

第 54 図 1は，接合した 2 点の頁岩製の剝片であ

る。外面に自然面が残存しており，比較的縦長の剝

片と長幅比がほぼ等しい剝片が剝離されている。2

も，比較的大型の剝片 2 点の接合例である。頁岩製

で，岩屑面が残存する。3は頁岩製の石核である。

自然面が残存する比較的扁平な礫の周囲から，両面

を作業面として剝片が剝離されている。

第 55 図 1・2は，ともに 2a 層から出土した台石

である。明確に磨られた痕跡とは断言しがたいが，

割れ面以外の面はやや平滑になっており，被熱によ

るハジケと赤色物質の付着が認められる。1は安山

岩，2 は凝灰岩製である。3 は，炉（焼土 1）の上

面の一部に覆い被さるようにして出土した台石であ

る。片面の中央部付近には，人為的に磨られた凹面

がみられる。安山岩製で，一部に被熱痕跡が認めら

れる。4は泥岩製の敲石で，1層出土である。5は，

凝灰岩製の台石で 1 層出土である。6は，安山岩製

の磨石で 2a 層出土である。表面と割れ面に赤色物

質が付着している。

(2) 第 2 号竪穴住居跡

第 2 号竪穴住居跡の剝片石器は，1 層から 30 点

（129.8 g），2 層から 80 点（582.1 g），3 層から 1

点（1.3 g），床面から 7 点（33.3 g），貼床から 3

点（5.2 g），溝 1 から 2 点（5.4 g），溝 9 から 1 点

（3.3 g）が出土している。

第 56 図 1〜7は石鏃である。1は 2b 層出土で頁

岩製，2は 2a 層出土のシルト岩製，3は 2a 層出土

で頁岩製，4は床面出土で頁岩製，5は 1 層出土で

泥岩製，6は床面出土で凝灰岩製，7は貼床出土で

凝灰岩製である。2 の基部の一部には黒色物質が付

着している。8は 2a 層出土の尖頭器で，素材剝片

背面側に自然面が残る。頁岩製である。9は 1 層出

土の頁岩製の石匙で，ノッチに黒色物質が付着して

いる。10は 2 層から出土した頁岩製の石匙，11は

2b 層から出土した玄武岩製の石錐もしくはスクレ

イパーである。12は頁岩製の石匙で，1層出土であ

る。13 は 2b 層出土の頁岩製のスクレイパー，14

は 2a 層出土の泥岩製のスクレイパーである。15は

頁岩製のスクレイパーで，2b 層出土である。

第 57 図 1は，スクレイパーもしくは石匙の未製

品である。頁岩製で 2a 層出土である。2はスクレ

イパーで，2b 層出土である。岩石は頁岩が用いら

れている。3は微細剝離痕ある剝片で床面出土であ

108



る。頁岩製である。4は石核で，2b 層出土である。

岩石は頁岩が用いられている。原石の周囲を打点と

して両面から剝片が剝離されており，一部に自然面

が残る。5もサイコロ状を呈する石核で，床面出土

である。岩石は頁岩である。

第 58 図 1は，pp27 の 2 層から出土した安山岩製

の礫石器である。これまでにあまり知られていない

資料であるが，ここでは「石製容器」として分類し

た。碗状に大きく凹んだ部分は磨られることにより

平滑になっている。外面には敲打痕などの整形の痕

跡はとくに認められない。2・3・6は敲石で，すべ

て安山岩製である。2 は 1b 層，3 は 1a 層，6 は

pp27 の 1 層出土である。6 の表面には一部研磨・

磨りによる平滑面も認められ，磨石としても用いら

れたと考えられる。4・5は台石で，大部分が欠損

しているが片面もしくは両面に磨られた面がのこる。

4が 2a 層，20が 1a 層出土で，ともに安山岩製であ

る。

第 59 図 1は，磨製石斧である。花崗岩製で，折

れているが刃部側の半分ほどが残存している。2b

層出土資料である。

(3) 第 4 号竪穴住居跡

第 4 号竪穴住居跡からは，1 層から 2 点（22.3

g），床面から 2 点（8.0 g），貼床から 10 点（69.8

g）の石器が出土している。

第 60 図 1〜3は石鏃である。1は溝 1 の 1 層出土

である。頁岩製で先端部の一部が欠損している。2

は床面から出土した頁岩製で先端部が欠損したのち

に，先端部に調整が加えられている。3は pp12 の

1 層出土のシルト製石鏃で，基部が欠損している。

これらはいずれも幅が比較的広く，茎が明確に作り

出されていないという点が共通している。4 は，

pp14 の 1 層から出土した頁岩製の石錐である。5

は石錐もしくは石匙・異形石器の基部と考えられる。

第 4号竪穴住居跡（層位一括）から出土した，頁岩

製の石器である。6 は，pp12 の 1 層から出土した

スクレイパーもしくは石匙である。欠損しているが

一部に小さなノッチが認められる。頁岩製である。

7は，pp14 の 1 層から出土した頁岩製の石匙であ

る。1/3〜半分ほどが欠損していると思われるが，

両側縁が平行する縦長の資料で，素材剝片背面側の

一部に岩屑面が残っている。8 は，pp20 の 1 層か

ら出土した頁岩製のスクレイパーである。粗い調整

が加えられているが，被熱によるハジケも認められ

る。9は，pp20 の 1 層出土のスクレイパーである。

素材剝片の背面側に自然面がのこされている。頁岩

製である。10は，pp15 の 1 層から出土した頁岩製

のスクレイパーである。11・12 はともに，第 4 号

竪穴住居跡貼床から出土したシルト岩・頁岩製のス

クレイパーである。素材剝片の一部ではあるが比較

的丁寧な二次加工が連続的に加えられ，平面形が曲

線的な刃部が仕上げられている。

第 61 図 1・2はともに，第 4号竪穴住居跡貼床出

土の頁岩製スクレイパーである。32 には自然面が

残る。3 は，pp20 の 1 層から出土したスクレイパ

ーである。頁岩製である。4 は，pp12 の 1 層出土

のスクレイパーである。比較的大型で両面に調整が

加えられている。5 は，pp15 の 2 層から出土した

微細剝離痕ある剝片である。頁岩製である。6は，

pp13 の 1 層から出土したチャート製の微細剝離痕

ある剝片である。7 は，pp20 の 1 層から出土した

頁岩製スクレイパーである。8 は，pp15 の 4 層か

ら出土した，頁岩製の微細剝離痕ある剝片である。

第 62 図 1は，pp15 の 2 層から出土した頁岩製の

楔形石器である。2 は，pp15 の 2 層から出土した

微細剝離痕ある剝片である。岩石は頁岩が用いられ

ている。3 は，pp15 の 2 層から出土した頁岩製の

楔形石器である。4 は，pp10 の 2 層から出土した

微細剝離痕ある剝片である。頁岩製である。5は，

pp15 の 1 層から出土した頁岩製の二次加工ある剝

片である。比較的大型で広い打面と大きなバルブを

有する剝片を素材としている。6 は，pp14 の 1 層

出土の微細剝離痕ある剝片である。頁岩製である。

7は，第 4号竪穴住居跡貼床出土の微細剝離痕ある

剝片である。岩石は頁岩が用いられている。8は，

第 4号竪穴住居跡貼床出土の剝片である。黒曜石製

であるため図示した。表面に被熱の痕跡が認められ
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る。9 は，pp13 の 1 層から出土した頁岩製の微細

剝離痕ある剝片である。10は，第 4 号竪穴住居跡

床面の微細剝離痕ある剝片である。11は，pp16 の

1 層出土の石核である。頁岩製である。

第 63 図 1〜8は，すべて pp15 の 2 層から出土し

た頁岩製の石核である。母岩は同一である可能性が

高い。9 は，pp15 の 1 層から出土した頁岩製の石

核である。10は，第 4 号竪穴住居跡貼床出土の安

山岩の礫である。一部に赤色顔料が付着している。

2．竪穴遺構

(1) 第 1 号竪穴遺構

第 1 号竪穴遺構からは，pp8 の 1 層から第 64 図

5 にしめした頁岩製の剝片が 1 点（5.4 g）のみ出

土した。

(2) 第 2 号竪穴遺構

第 2号竪穴遺構では，溝 1の 1層から頁岩製の剝

片が 1 点のみ出土した（2.1 g）。掲載基準に合致し

ないため，本書では図示はしていない。

3．土坑

土坑からの石器の出土は非常に少なく，剝片石器

全体で 9 点（110.3 g）である。第 64 図には，土坑

から出土した石器のうち，トゥールと微細剝離痕あ

る剝片を図示した。

第 64 図 1は，第 30 号土坑 1層出土の石鏃である。

頁岩製で，入念な調整が施されており，茎も明確に

作出されている。2・4は，ともに第 33 号土坑出土

の頁岩製である。2は微細剝離痕ある剝片，4は剝

片である。3は，第 34 号土坑 1 層出土の頁岩製の

微細剝離痕ある剝片である。第 34 号土坑からは被

熱痕跡があるものの，明確な加工痕がなかったため

図示していないが 1 層から礫が 1 点（3.1 g）出土

している。6は，第 21 号土坑 1 層出土の微細剝離

痕ある剝片である。比較的大型で自然面をのこして

いる。頁岩製である。

4．表土

表土出土の剝片・礫石器はあわせて 76 点

（1800.8 g）ある（顔料原材料をのぞく）。このうち，

本書では岩石の種類や器種，使用方法の推定にとっ

てとくに重要な意味をもつと思われる 6点を任意で

抽出した。第 65 図 1 は，頁岩製の石鏃である。4

は，黒曜石製のスクレイパーで，本書で元素分析の

対象とした資料でもある。2・3は頁岩製のスクレ

イパーで，本遺跡のなかでは比較的大型で長い刃部

を有するものである。6もスクレイパーである。岩

石はチャートが用いられており，やはり本遺跡にお

いてはチャート製としては大型のスクレイパーであ

る。5は緑泥石片岩製の磨製石斧である。基部の一

部が残存するのみであるが，北海道島との関連性を

示唆する遺物の可能性がある。7はチャート製の敲

石で，一部に剝離痕がのこる。石核として利用され

た可能性もある。8は，砂岩製の磨製石斧である。

刃部は磨滅しているが，本遺跡出土資料石器のなか

ではもっとも完形に近い磨製石斧である。

(高瀬克範)

110



第 3章 検出された遺物 111

第 53図 第 1号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（1)
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第 54図 第 1号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（2)
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第 55図 第 1号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（3)
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第 56図 第 2号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（1)
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第 57図 第 2号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（2)
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第 58図 第 2号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（3)
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第 59図 第 2号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（4)
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第 60図 第 4号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（1)
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第 61図 第 4号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（2)
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第 62図 第 4号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（3)
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第 63図 第 4号竪穴住居跡（関連土坑含む）出土石器（4)
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第 64図 土坑・竪穴遺構出土石器
1：第 30 号土坑 1層，2・4：第 33 号土坑 1層，3：第 34 号土坑 1層，5：第 1号竪穴遺構 pp8-1 層，6：第 21 号土坑 1層



第 3章 検出された遺物 123

第 65図 表土出土石器



124

第 1表 石器一覧表

2003-1 石鏃 表土 I （27.7） 10.7 3.2 1.0 頁岩 2003 年第 12 図 1
2003-2 第 53 図 1 石鏃 第 1号竪穴住居跡 1 （36.8） 11.9 4.8 1.7 頁岩 2003 年第 12 図 2
2003-3 石鏃未製品またはス

クレイパー
表土 I 38.0 19.4 9.4 5.1 頁岩 2003 年第 12 図 3

2003-4 第 56 図 9 石匙 第 2号竪穴住居跡 1 66.9 23.6 7.4 12.4 頁岩 2003 年第 12 図 4
2003-5 第 56 図 12 石匙 第 2号竪穴住居跡 1 65.1 30.2 9.1 11.9 頁岩 2003 年第 12 図 5
2003-6 スクレイパー 表土 I 42.6 29.5 8.4 12.9 頁岩 2003 年第 12 図 6
2003-7 スクレイパー 表土 I 44.8 31.8 8.4 13.5 頁岩 2003 年第 12 図 7
2003-8 第 64 図 4 剥片 第 33 号土坑 1 39.7 39.8 8.3 15.1 頁岩 2003 年第 12 図 8
2003-9 第 64 図 5 剥片 第 1号竪穴遺構

　pp8
1 43.0 20.6 5.8 5.4 頁岩 2003 年第 12 図 9

2003-10 第 64 図 2 微細剥離痕ある剥片 第 33 号土坑 1 （30.2） 27.3 9.1 7.6 頁岩 2003 年第 12 図 10

2004-1 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 36.9 45.8 11.5 11.6 シルト岩
2004-2 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 45.2 40.3 12.3 17.0 シルト岩
2004-3 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 48.6 42.2 11.8 14.0 シルト岩
2004-4 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 36.5 28.7 7.6 4.1 シルト岩
2004-5 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 51.6 35.1 18.4 11.8 シルト岩
2004-6 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 38.2 27.4 6.5 4.4 シルト岩
2004-7 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （53.5） 32.2 7.1 10.0 シルト岩
2004-8 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （53.4） 49.2 9.2 11.1 シルト岩
2004-9 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 49.3 43.2 9.8 12.9 シルト岩
2004-10 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 40.5 52.6 12.6 22.9 シルト岩
2004-11 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 40.0 44.0 9.1 11.7 シルト岩
2004-12 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 36.3 38.9 9.5 13.0 シルト岩
2004-13 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 40.1 27.2 8.4 7.1 シルト岩
2004-14 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 3.1 27.5 7.2 3.8 シルト岩
2004-15 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 23.9 23.8 4.0 1.8 シルト岩
2004-16 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 37.8 34.0 10.2 8.7 シルト岩
2004-17 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （26.6） 28.0 6.0 3.3 シルト岩
2004-18 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （47.5） 29.4 13.4 13.0 シルト岩
2004-19 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 31.2 27.7 12.3 8.4 シルト岩
2004-20 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 36.7 39.5 10.2 11.7 シルト岩
2004-21 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 41.0 （34.4） 9.7 10.3 シルト岩
2004-22 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （40.7） 30.5 12.6 11.6 シルト岩
2004-23 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （45.3） 20.4 5.5 2.7 シルト岩
2004-24 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （27.4）（38.6） 8.1 7.4 シルト岩
2004-25 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 46.6 49.0 10.1 20.5 頁岩
2004-26 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 30.5 24.9 6.9 4.6 頁岩 被熱
2004-27 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （42.2） 23.8 5.2 3.4 頁岩
2004-28 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 28.5 29.6 5.5 2.2 シルト岩
2004-29 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （49.5） 14.8 4.2 2.0 頁岩
2004-30 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （29.0） 28.3 2.9 2.2 頁岩
2004-31 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （20.1） 11.9 2.8 0.5 頁岩 被熱
2004-32 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （17.5）（16.8） 5.2 1.1 頁岩
2004-33 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （13.0） 22.0 3.5 0.7 頁岩
2004-34 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （15.4） 26.5 10.7 2.2 シルト岩
2004-35 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （18.5） 32.8 8.0 4.1 頁岩
2004-36 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （17.2） 17.4 5.2 1.1 頁岩
2004-37 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （17.9） 21.0 3.9 1.0 頁岩 被熱
2004-38 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （21.6）（16.5） 7.0 1.5 頁岩
2004-39 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （7.7）（19.2） 3.7 0.2 頁岩 シルト岩
2004-40 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 27.4 23.9 2.2 1.8 頁岩 被熱
2004-41 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （20.4）（30.3） 3.0 1.7 頁岩 シルト岩
2004-42 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （18.7）（27.1） 10.7 3.9 頁岩 被熱
2004-43 第 53 図 4 石鏃 第 1号竪穴住居跡 2a （25.6） 9.1 5.1 1.3 頁岩 2004 年第 7図 4
2004-44 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （23.4） 23.5 4.4 2.6 頁岩
2004-45 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 57.3 21.5 5.0 8.5 安山岩
2004-46 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 19.4 9.0 5.2 1.0 頁岩 被熱
2004-47 礫 第 1号竪穴住居跡 2a 26.9 21.9 11.4 11.8 瑪瑙
2004-48 礫 第 1号竪穴住居跡 2a 91.5 62.6 29.9 222.1 安山岩
2004-49 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 30.6 17.1 3.0 1.4 頁岩
2004-50 第 53 図 9 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡

　pp37
1 59.8 34.4 9.3 18.6 頁岩 2004 年第 7図 9

2004-51 第 65 図 3 スクレイパー 表土 I 73.5 27.8 12.0 28.8 頁岩 2004 年第 7図 5
2004-52 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b （19.7） 22.0 5.6 1.8 頁岩
2004-53 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b （31.6） 19.9 8.3 4.3 頁岩 拡大 3-2　No. 1
2004-54 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 31.2 35.3 12.6 15.3 頁岩
2004-55 二次加工ある剥片 表土 I （42.7）（36.0） 13.0 16.7 頁岩
2004-56 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （18.8） 24.8 7.7 4.6 頁岩
2004-57 第 53 図 3 石鏃 第 1号竪穴住居跡 2b （22.9） 10.2 4.1 0.5 シルト岩 2004 年第 7図 3
2004-58 剥片 第 20 号土坑 1 （20.5）（14.5） 3.0 1.1 安山岩
2004-59 二次加工ある剥片 表土 I 20.5 32.4 20.5 12.4 頁岩
2004-60 剥片 表土 I 27.5 16.0 6.0 2.4 頁岩

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面
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2004-61 二次加工ある剥片 表土 I （43.0） 36.4 11.2 11.3 頁岩
2004-62 第 54 図 3 石核 第 1号竪穴住居跡 2b 77.5 142.4 43.1 496.9 頁岩 2004 年第 7図 1
2004-63 第 53 図 14 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 床面 35.4 41.3 6.7 4.4 頁岩 2004 年第 7図 6
2004-64 第 53 図 5 石鏃 第 1号竪穴住居跡 2a （16.1） 7.8 4.4 0.4 頁岩 2004 年第 7図 2
2004-65 二次加工ある剥片 表土 I （41.3） 35.7 10.8 15.8 頁岩
2004-66 剥片 表土 I （16.0）（17.0） 5.0 1.5 シルト岩
2004-67 剥片 表土 I 19.1 19.1 2.9 0.9 頁岩
2004-68 石核 表土 I 33.3 26.9 13.4 16.7 頁岩
2004-69 剥片 表土 I 36.9 24.1 8.7 9.2 石英
2004-70 剥片 表土 I 13.7 39.4 11.2 9.6 頁岩
2004-71 剥片 表土 I （31.5） 44.0 7.0 16.1 砂岩
2004-72 剥片 表土 I （42.0）（28.4） 7.5 9.2 頁岩
2004-73 剥片 表土 I 23.0 22.6 4.9 3.4 頁岩
2004-74 剥片 表土 I （24.6） 19.3 4.8 2.2 頁岩
2004-75 剥片 表土 I （25.0） 20.5 10.4 4.0 頁岩
2004-76 剥片 表土 I 30.9 25.2 7.8 4.5 頁岩
2004-77 剥片 表土 I （33.1）（21.2） （8.1） 9.0 安山岩 被熱
2004-78 剥片 表土 I 39.6 34.3 7.5 15.4 チャート
2004-79 剥片 表土 I 35.2 27.7 （9.3） 10.8 チャート
2004-80 剥片 表土 I 31.0 20.6 9.3 4.0 頁岩 被熱
2004-81 剥片 表土 I 37.6 26.4 9.5 6.3 頁岩
2004-82 剥片 表土 I （43.5） 14.3 9.5 5.3 頁岩 被熱
2004-83 剥片 表土 I （26.5） 18.4 10.7 4.9 頁岩 被熱
2004-84 石錐 表土 I 23.8 5.1 4.5 0.4 頁岩
2004-85 剥片 表土 I 26.3 38.2 29.6 30.0 頁岩
2004-86 第 65 図 4 スクレイパー 表土 I （22.5）（23.9） 8.7 4.7 黒曜石 2004 年第 7図 10
2004-87 第 53 図 13 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡 1 （14.2） 31.3 7.1 3.5 黒曜石 2004-88 と接合 2004 年第 7図 7b
2004-88 第 53 図 13 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡 1 （17.1） 30.9 6.7 4.0 黒曜石 2004-87 と接合 2004 年第 7図 7a
2004-89 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 9.2 15.6 3.3 0.4 頁岩
2004-90 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b （24.1） 31.4 6.8 6.4 頁岩
2004-91 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b 22.8 26.1 5.5 2.0 シルト岩
2004-92 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b 13.7 17.1 3.2 0.5 頁岩
2004-93 剥片 表土 I 37.1 18.1 2.9 1.6 頁岩
2004-94 剥片 表土 I 36.0 26.1 6.5 4.3 シルト岩
2004-95 剥片 表土 I 13.0 17.6 3.7 0.4 シルト岩
2004-96 第 53 図 10 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡 2a 58.3 32.6 8.6 18.4 頁岩 2004 年第 7図 8
2004-97 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b 21.4 28.5 2.9 1.2 シルト岩 被熱
2004-98 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 19.4 6.9 2.8 0.3 頁岩 被熱
2004-99 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b 25.8 21.7 3.7 2.1 安山岩
2004-100 剥片 第 1号竪穴住居跡 2b （43.0）（21.1）（12.5）（12.4） 花崗岩
2004-101 剥片 表土 I （17.0） 12.7 3.0 （0.7） 頁岩
2004-102 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 18.3 12.0 2.4 0.5 頁岩
2004-103 礫 表土 1 （68.9）（33.1） 32.4 （86.0） 花崗岩
2004-104 礫 第 1号竪穴住居跡 2b 65.3 50.7 29.6 20.5 軽石
2004-105 礫 第 1号竪穴住居跡 2a 134.2 95.2 103.0 1444.4 安山岩
2004-106 敲石 第 1号竪穴住居跡 2a 127.0 88.9 53.9 1033.9 ハンレイ岩
2004-107 礫 第 1号竪穴住居跡 2a 79.8 42.9 28.2 136.5 花崗岩
2004-108 礫 第 1号竪穴住居跡 2b 85.9 68.5 42.6 341.3 砂岩
2004-109 礫 第 1号竪穴住居跡 2b 84.8 57.2 52.0 144.5 凝灰岩
2004-110 礫 表土 I 123.1 85.6 55.7 877.8 安山岩
2004-111 礫 第 1号竪穴住居跡 1 120.0 94.6 45.1 733.7 安山岩
2004-112 台石 第 1号竪穴住居跡 2a 238.0 231.0 42.3 3350 安山岩 赤色物質付着 本書第 115 図 1
2004-113 第 55 図 6 磨石 第 1号竪穴住居跡 2a 59.3 92.7 54.2 428.8 安山岩 赤色物質付着 本書第 115 図 2

2005-1 第 53 図 7 石鏃 第 1号竪穴住居跡 2b-1 （27.9） 10.4 3.9 0.7 シルト岩 2005 年第 28 図 1
2005-2 第 53 図 2 石鏃 第 1号竪穴住居跡

　pp101
1 28.0 8.2 3.2 0.5 シルト岩 2005 年第 28 図 2

2005-3 第 53 図 6 石鏃 第 1号竪穴住居跡
　溝 6

1 25.7 11.8 4.1 1.0 シルト岩 2005 年第 28 図 3

2005-4 第 65 図 6 スクレイパー 表土 I 67.8 39.5 15.6 40.0 頁岩 2005 年第 28 図 4
2005-5 第 53 図 11 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡 2a 52.8 27.4 6.0 11.2 頁岩 2005 年第 28 図 5
2005-6 第 54 図 1 剥片 第 1号竪穴住居跡

　pp86
1 58.4 22.0 5.2 7.7 頁岩 2005-7 と接合 2005 年第 28 図 6

2005-7 剥片 第 1号竪穴住居跡　
　pp86

1 34.1 30.4 9.5 11.85 頁岩 2005-6 と接合 2005 年第 28 図 6

2005-8 第 54 図 2 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 96.5 38.0 13.4 58.4 頁岩 2005-9 と接合 2005 年第 28 図 7
2005-9 第 54 図 2 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 76.8 59.4 34.6 139.6 頁岩 2005-8 と接合 2005 年第 28 図 7
2005-10 第 53 図 8 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡

　pp60
2 （30.6）（16.0） 6.3 3.1 シルト岩 2005 年第 28 図 8

2005-11 剥片 第 1号竪穴住居跡
　pp80

1 13.4 17.4 1.8 0.6 頁岩

2005-12 剥片 第 1号竪穴住居跡
　pp96

1 （28.0） 5.1 2.6 1.0 頁岩

2005-13 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2b （22.4）（11.0） 4.8 1.4 頁岩
2005-14 剥片 第 1号竪穴住居跡

　pp110
2 11.8 18.0 1.8 0.4 頁岩

2005-15 スクレイパー 表土 I 52.7 60.9 7.4 18.0 頁岩 テストピット（TP20）
2005-16 剥片 表土 I 31.5 29.0 7.7 6.0 頁岩 被熱

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面
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2005-17 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 44.8 52.2 5.6 10.1 頁岩
2005-18 剥片 表土 I 21.6 38.9 8.1 4.1 シルト岩 テストピット（TP20）
2005-19 剥片 表土 I （31.6）（39.4） 10.8 11.3 頁岩 被熱，テストピット（TP21）
2005-20 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡

　pp86
1 11.3 38.3 10.7 7.1 頁岩

2005-21 剥片 第 1号竪穴住居跡
　pp86

1 （37.5）（18.1） 2.6 3.1 頁岩

2005-22 剥片 第 1号竪穴住居跡
　pp86

1 15.8 33.9 14.6 2.9 頁岩

2005-23 剥片 第 1号竪穴住居跡
　pp86

1 31.4 27.5 2.9 3.5 頁岩

2005-24 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 25.0 21.4 5.4 2.3 頁岩
2005-25 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 65.1 11.2 24.0 14.0 シルト岩
2005-26 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （34.2）（24.6） 5.8 6.0 チャート
2005-27 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （31.4） 44.8 9.5 10.8 シルト岩
2005-28 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 40.0 42.7 10.1 11.4 シルト岩
2005-29 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （50.4）（34.4） 7.6 10.1 頁岩 被熱
2005-30 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （33.7）（47.0） 11.4 14.2 頁岩
2005-31 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 48.8 55.4 6.3 17.0 頁岩
2005-32 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 11.0 16.5 2.1 0.3 頁岩
2005-33 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 39.5 51.7 5.4 10.6 頁岩
2005-34 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 47.4 51.6 7.2 14.4 頁岩
2005-35 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （12.7） 23.9 4.6 2.0 頁岩
2005-36 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 22.8 29.6 4.3 3.0 頁岩
2005-37 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 36.5 56.4 4.7 4.8 頁岩
2005-38 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 29.0 19.2 2.8 2.0 頁岩
2005-39 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 15.5 20.5 3.5 1.0 頁岩
2005-40 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 17.4 17.4 2.9 4.5 頁岩
2005-41 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 21.9 8.5 6.9 0.9 頁岩
2005-42 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （21.9）（11.8） 5.2 1.4 頁岩
2005-43 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 12.2 8.7 2.0 0.4 頁岩
2005-44 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （27.8） 31.8 6.5 5.4 頁岩
2005-45 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （20.5）（12.6） 5.7 1.1 頁岩 被熱
2005-46 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （18.0）（11.6） 8.1 1.5 頁岩 被熱
2005-47 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （27.9） 20.5 5.4 2.8 シルト岩
2005-48 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 26.5 14.0 6.8 2.3 頁岩
2005-49 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 34.0 （42.7） 13.3 17.9 頁岩
2005-50 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （22.0）（35.4） 4.2 2.8 頁岩
2005-51 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （19.4）（16.0） 2.2 0.6 頁岩
2005-52 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （44.4）（22.0） 13.0 14.4 頁岩 被熱
2005-53 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 （25.3） 10.4 4.8 2.6 頁岩 被熱
2005-54 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 41.4 22.4 6.0 8.1 凝灰岩
2005-55 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 10.7 28.2 3.0 0.9 頁岩
2005-56 石鏃未成品（？） 第 1号竪穴住居跡 1 （21.5） 8.2 5.3 0.8 シルト岩
2005-57 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 19.5 10.6 0.2 0.4 頁岩
2005-58 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 1 21.4 17.2 11.4 5.1 石英
2005-59 剥片 第 1号竪穴住居跡 1 35.3 25.3 5.0 5.0 頁岩
2005-60 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 36.5 18.4 5.2 3.9 頁岩
2005-61 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 31.0 28.3 6.5 4.6 頁岩
2005-62 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （45.3） 20.7 7.5 6.1 頁岩
2005-63 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （41.4） 28.7 10.0 7.3 頁岩
2005-64 二次加工ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 33.6 30.0 3.3 4.1 頁岩
2005-65 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 49.7 26.0 7.0 9.0 頁岩
2005-66 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （28.4）（20.0） 7.1 2.8 頁岩
2005-67 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 20.9 32.4 4.6 2.5 頁岩
2005-68 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 22.9 29.0 3.9 2.3 頁岩
2005-69 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 25.8 12.3 0.2 0.8 頁岩
2005-70 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 27.3 13.4 0.5 1.2 頁岩
2005-71 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 23.2 19.9 0.4 2.3 頁岩
2005-72 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （32.0） 19.1 4.0 3.8 頁岩
2005-73 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （15.0）（13.9） 0.1 0.2 頁岩
2005-74 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 14.6 30.2 0.3 2.1 頁岩
2005-75 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 21.2 29.5 0.3 2.0 頁岩
2005-76 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 16.6 25.7 0.3 1.3 頁岩
2005-77 微細剥離痕ある剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 16.5 13.8 0.3 0.6 頁岩
2005-78 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （0.6）（21.0） 0.2 0.4 頁岩
2005-79 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.8 0.6 0.1 0.1 頁岩
2005-80 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （13.6）（10.0） 0.1 0.2 頁岩
2005-81 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 1.1 1.2 0.1 0.2 頁岩
2005-82 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 1.3 1.4 0.2 0.3 頁岩
2005-83 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （0.8） 1.3 0.3 0.3 頁岩
2005-84 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 1.2 1.0 0.2 0.2 頁岩
2005-85 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a （0.9） （0.7） 0.2 0.1 頁岩
2005-86 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a （0.9） （0.4） 0.1 0 頁岩
2005-87 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.8 0.5 0.1 0 頁岩
2005-88 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.6 1.1 0.1 0 頁岩
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2005-89 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a （0.9） （0.9） 0.1 0.1 頁岩
2005-90 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.9 0.5 0.1 0 頁岩
2005-91 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.7 0.7 0.1 0.1 頁岩
2005-92 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 1.3 1.0 0.1 0.2 頁岩
2005-93 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 0.4 2.5 0.4 0 頁岩
2005-94 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a （2.5） （6.9） 0.1 0 頁岩
2005-95 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a （2.2） （6.6） 0.2 0 頁岩
2005-96 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 5.4 6.5 1.4 0 頁岩
2005-97 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （7.6）（10.4） 0.3 0 頁岩
2005-98 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 4.0 7.1 0.2 0 頁岩
2005-99 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （13.7）（11.1） 2.0 0.3 頁岩
2005-100 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （4.0）（11.9） 3.5 0.3 頁岩
2005-101 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 5.2 7.4 1.0 0 頁岩
2005-102 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （8.7）（10.0） 1.6 0.1 頁岩 被熱
2005-103 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （4.8） 10.2 0.2 0 頁岩
2005-104 砕片 第 1号竪穴住居跡 2a 4.5 3.5 0.1 0 頁岩
2005-105 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （4.3）（12.2） 1.4 0.1 頁岩
2005-106 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （10.1） （8.4） 0.4 0 頁岩
2005-107 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （7.0） （8.6） 2.9 0.1 頁岩
2005-108 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （10.4）（10.0） 0.7 0 頁岩
2005-109 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （15.2） （7.3） 3.1 0.3 頁岩
2005-110 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 6.1 10.0 1.5 0.1 頁岩
2005-111 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 14.3 8.2 1.5 0.3 頁岩
2005-112 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （8.6）（10.2） 0.5 0.1 頁岩
2005-113 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （11.6） 21.4 1.8 0.7 頁岩
2005-114 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a 10.5 23.7 5.3 1.4 頁岩
2005-115 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （8.8）（17.5） 2.5 0.6 頁岩
2005-116 剥片 第 1号竪穴住居跡 2a （15.2）（22.2） 2.5 0.9 頁岩
2005-117 第 53 図 12 スクレイパー 第 1号竪穴住居跡

　pp80
1 （34.3） 30.4 10.0 12.2 頁岩

2005-118 敲石 表土 I 124.0 99.0 61.0 1000.0 安山岩
2005-119 第 55 図 2 台石 第 1号竪穴住居跡 2a （217.0） 198.0 109.0 5000.0 凝灰岩 赤色顔料付着，被熱
2005-120 第 55 図 1 台石 第 1号竪穴住居跡 2a 397.0 （121.0） 81.0 7300.0 安山岩 赤色顔料付着，被熱
2005-121 第 55 図 5 台石 第 1号竪穴住居跡 1 147.0 121.0 42.0 800.0 凝灰岩
2005-122 第 55 図 4 敲石 第 1号竪穴住居跡

　pp80
1 145.0 95.0 81.0 1600.0 泥岩

2005-123 第 55 図 3 台石 第 1号竪穴住居跡
　焼土 1

1 292.0 261.0 88.0 7500.0 安山岩 被熱

2005-124 赤色顔料原石一括 第 1号竪穴住居跡
　焼土 6

1 ▅ ▅ ▅ 875.0 赤鉄鉱

2005-125 赤色顔料原石 第 1号竪穴住居跡 1 151.7 105.4 46.5 735.0 赤鉄鉱 本書第 114 図 2
2005-126 赤色顔料原石 第 1号竪穴住居跡 2b 81.0 67.9 32.0 198.0 赤鉄鉱 本書第 114 図 1
2005-127 赤色顔料原石破片 第 1号竪穴住居跡 2b ▅ ▅ ▅ 1.2 赤鉄鉱

2006-1 第 56 図 1 石鏃 第 2号竪穴住居跡 2b 33.2 12.5 0.3 1.3 頁岩 2006 年第 9図 1
2006-2 第 56 図 2 石鏃 第 2号竪穴住居跡 2a 31.0 12.5 4.5 0.9 シルト岩 2006 年第 9図 2
2006-3 第 56 図 5 石鏃 第 2号竪穴住居跡 1 （21.5） 0.9 0.5 0.5 泥岩 2006 年第 9図 3
2006-4 第 56 図 3 石鏃 第 2号竪穴住居跡 2a 24.8 0.8 0.3 0.6 頁岩 2006 年第 9図 4
2006-5 第 56 図 8 尖頭器 第 2号竪穴住居跡 2a 48.1 23.1 0.8 9.0 頁岩 2006 年第 9図 5
2006-6 第 56 図 11 石錐またはスクレイ

パー
第 2号竪穴住居跡 2b 42.2 26.3 10.5 9.3 砂岩 2006 年第 9図 6

2006-7 第 56 図 10 石匙 第 2号竪穴住居跡 2 53.5 22.0 0.5 7.8 頁岩 2006 年第 9図 7
2006-8 第 56 図 13 スクレイパー 第 2号竪穴住居跡 2b 61.2 48.2 15.7 56.0 頁岩 2006 年第 9図 8
2006-9 第 57 図 1 スクレイパーまたは

石匙未製品
第 2号竪穴住居跡 2a 64.0 27.2 12.1 28.6 頁岩 2006 年第 9図 9

2006-10 第 56 図 14 スクレイパー 第 2号竪穴住居跡 2a 55.7 21.0 6.6 7.0 シルト岩 2006 年第 9図 10
2006-11 第 57 図 2 スクレイパー 第 2号竪穴住居跡 2b 38.6 47.6 11.5 21.0 頁岩 2006 年第 9図 11
2006-12 第 56 図 15 スクレイパー 第 2号竪穴住居跡 2b 28.3 43.8 7.1 9.8 頁岩 2006 年第 9図 12
2006-13 第 57 図 4 石核 第 2号竪穴住居跡 2b 67.2 49.7 32.5 113.7 シルト岩 2006 年第 9図 13
2006-14 第 65 図 8 磨製石斧 表土 119.9 43.9 24.9 211.0 砂岩 2006 年第 10 図 1
2006-15 第 59 図 1 磨製石斧 第 2号竪穴住居跡 2b （78.4） 43.9 28.7 163.7 花崗岩 2006 年第 10 図 2
2006-16 第 58 図 3 敲石 第 2号竪穴住居跡 1a 78.1 100.3 51.5 616.2 安山岩 2006 年第 10 図 3
2006-17 第 58 図 6 敲石 第 2号竪穴住居跡

　pp27
1 112.6 90.5 49.4 783.6 安山岩 2006 年第 10 図 4

2006-18 第 58 図 2 敲石 第 2号竪穴住居跡 1b 97.9 71.0 50.0 521.4 安山岩 2006 年第 10 図 5
2006-19 第 58 図 4 台石 第 2号竪穴住居跡 2a （105.2）（111.5） 40.9 728.7 安山岩 2006 年第 10 図 6
2006-20 第 58 図 5 台石 第 2号竪穴住居跡 1a （55.1）（39.0） 17.2 30.2 安山岩 2006 年第 10 図 7
2006-21 第 58 図 1 石製容器 第 2号竪穴住居跡

　pp27
2 144.3 123.9 82.6 1606.6 安山岩 2006 年第 10 図 8

2006-22 剥片 表土 I （29.1）（22.5） 12.7 11.2 頁岩 被熱
2006-23 剥片 表土 I （35.7） 32.5 10.8 10.3 頁岩 被熱
2006-24 剥片 表土 I （40.2） 40.9 11.0 18.8 頁岩
2006-25 二次加工ある剥片 表土 I 33.2 37.8 7.1 10.2 頁岩
2006-26 剥片 表土 I 32.2 27.1 3.7 3.8 頁岩
2006-27 剥片 表土 I 30.5 29.8 2.7 2.4 頁岩
2006-28 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （33.4）（59.0） 11.2 15.5 シルト岩 2点が接合した資料
2006-29 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （22.7）（42.4） 11.7 7.1 シルト岩
2006-30 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 38.8 20.0 4.9 4.3 頁岩
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2006-31 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 57.7 28.6 10.4 11.7 シルト岩 2点が接合した資料
2006-32 礫 第 2号竪穴住居跡 2b 39.0 29.7 10.0 14.6 砂岩 孔（非人為）あり
2006-33 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （32.0） 41.1 9.9 11.4 シルト岩
2006-34 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 1 40.1 33.4 15.6 26.6 頁岩
2006-35 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 37.2 28.4 13.6 12.7 頁岩
2006-36 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （40.2）（33.1） 7.7 9.9 頁岩
2006-37 微細剥離痕ある剥片 第 2号竪穴住居跡 1 33.2 31.4 3.9 5.0 頁岩
2006-38 礫 第 2号竪穴住居跡 1 40.0 17.8 9.0 9.8 頁岩
2006-39 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （21.4） 16.3 5.5 3.0 頁岩
2006-40 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 17.4 17.3 3.6 1.4 頁岩
2006-41 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （27.0） 12.0 5.4 1.4 頁岩
2006-42 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （19.9）（16.1） 5.4 1.7 シルト岩
2006-43 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （28.1）（15.6） 7.2 2.2 頁岩
2006-44 剥片 第 2号竪穴住居跡 1 （16.4） 14.6 5.0 1.5 頁岩
2006-45 礫 第 2号竪穴住居跡 1a （55.5）（33.8） 3.6 11.7 粘板岩
2006-46 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 25.6 58.1 9.8 18.9 頁岩
2006-47 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （44.1）（31.6） 13.2 20.2 チャート
2006-48 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （18.4）（31.1） 6.7 3.4 シルト岩
2006-49 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 25.1 39.9 7.0 4.5 チャート
2006-50 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （12.1）（15.2） 9.7 3.1 緑泥石片岩
2006-51 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （13.5） 24.4 7.6 2.0 シルト岩
2006-52 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （20.9） 28.4 3.5 （2.7）緑泥岩片岩
2006-53 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 30.0 20.5 3.9 19.2 頁岩 被熱
2006-54 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 29.5 16.0 6.6 2.7 頁岩
2006-55 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （26.8） 17.6 9.6 4.0 チャート
2006-56 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a （18.7）（20.3） 3.9 1.4 シルト岩
2006-57 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 21.3 14.4 2.8 1.1 頁岩 被熱
2006-58 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 19.5 11.7 2.6 0.6 シルト岩
2006-59 礫 第 2号竪穴住居跡 1a （15.0）（10.5） 6.2 0.6 シルト岩
2006-60 礫 第 2号竪穴住居跡 1a （13.2）（11.2） 7.1 1.3 石英
2006-61 剥片 第 2号竪穴住居跡 1a 19.3 7.9 2.2 0.7 頁岩
2006-62 剥片 第 2号竪穴住居跡 1b 13.0 10.6 2.7 0.3 赤鉄鉱
2006-63 剥片 第 2号竪穴住居跡 1b 30.3 12.9 5.5 1.9 シルト岩
2006-64 剥片 第 2号竪穴住居跡 3 （15.2） 14.7 5.6 1.3 頁岩
2006-65 礫 第 2号竪穴住居跡 2a 77.6 37.8 12.5 57.4 チャート
2006-66 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 59.0 37.5 13.0 37.5 頁岩 被熱
2006-67 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （33.9）（46.5） 18.0 22.5 頁岩
2006-68 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （34.7）（38.0） 5.6 9.8 頁岩
2006-69 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （35.6） 40.0 5.4 7.6 頁岩
2006-70 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 50.7 41.5 7.7 13.5 シルト岩
2006-71 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 45.1 27.6 12.5 11.1 シルト岩
2006-72 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （41.8）（20.9） 8.8 4.8 シルト岩
2006-73 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （21.8） 17.6 2.8 1.5 頁岩
2006-74 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （14.4） 35.2 5.4 3.1 頁岩
2006-75 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （30.4） 47.9 16.2 17.7 シルト岩
2006-76 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 34.4 21.3 9.2 5.0 安山岩
2006-77 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （25.1）（19.8） 9.3 4.4 頁岩
2006-78 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 31.8 40.0 7.2 10.3 頁岩
2006-79 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （23.7） 25.5 2.4 （1.0） シルト岩
2006-80 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 43.8 23.6 4.6 5.8 頁岩
2006-81 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 29.0 17.6 5.2 2.1 シルト岩
2006-82 砥石 第 2号竪穴住居跡 2a 48.9 27.8 5.1 7.6 凝灰岩 片面研磨
2006-83 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 48.9 30.4 4.6 9.2 頁岩
2006-84 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 25.1 26.7 4.7 2.4 頁岩
2006-85 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （45.4） 37.8 10.9 13.2 シルト岩
2006-86 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 27.4 30.0 7.4 5.9 頁岩
2006-87 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 24.3 19.2 5.7 2.5 シルト岩
2006-88 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 32.1 32.8 10.7 9.5 頁岩
2006-89 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （16.8） 38.8 12.5 8.0 頁岩
2006-90 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （20.8） 38.2 9.2 7.0 シルト岩
2006-91 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （28.3） 19.0 3.4 2.8 頁岩
2006-92 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （24.9） 24.1 13.6 6.0 頁岩
2006-93 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 21.4 24.5 2.9 2.1 シルト岩
2006-94 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （36.0） 26.6 3.1 3.1 頁岩
2006-95 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （13.8） 34.2 11.4 3.7 シルト岩
2006-96 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （18.8） 23.2 7.8 2.1 シルト岩
2006-97 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （13.6） 22.0 3.4 1.0 シルト岩
2006-98 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 27.0 24.2 4.7 1.5 シルト岩
2006-99 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 22.8 15.9 5.1 1.9 頁岩
2006-100 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 18.0 20.0 6.1 1.5 頁岩
2006-101 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 22.1 14.5 2.6 1.1 凝灰岩 被熱
2006-102 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （16.0） 25.6 2.1 1.2 シルト岩
2006-103 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 17.8 28.5 4.8 2.6 頁岩
2006-104 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （21.7） 17.0 6.5 2.8 頁岩
2006-105 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （23.4）（24.6） 3.7 1.4 頁岩

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面
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2006-106 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （17.3） 20.5 3.8 0.9 シルト岩
2006-107 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （10.9）（19.4） 3.0 0.7 シルト岩 被熱
2006-108 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （12.6）（17.9） 2.0 0.8 チャート
2006-109 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （13.6） 12.7 3.3 0.7 頁岩
2006-110 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （24.6）（18.4） 5.6 2.3 頁岩
2006-111 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 19.5 16.4 2.1 0.7 頁岩 被熱
2006-112 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a （18.7） 11.5 2.4 0.3 凝灰岩
2006-113 剥片 第 2号竪穴住居跡 2a 68.3 71.0 20.2 87.0 頁岩
2006-114 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （19.8） 22.1 3.5 1.2 シルト岩
2006-115 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 46.0 24.5 10.6 14.4 赤鉄鉱
2006-116 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （13.7）（41.4） 6.7 3.6 頁岩
2006-117 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 13.9 35.5 6.6 1.9 シルト岩
2006-118 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （51.2） 30.7 15.2 26.5 頁岩
2006-119 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 40.1 50.3 11.0 14.8 シルト岩
2006-120 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 30.1 （13.6） 5.5 2.1 頁岩
2006-121 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 56.0 30.1 18.1 8.3 シルト岩
2006-122 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （17.2） 21.0 1.9 1.0 頁岩
2006-123 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 30.7 27.5 10.9 8.5 頁岩
2006-124 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 30.2 （24.0） 5.5 2.4 シルト岩
2006-125 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 38.5 40.0 9.5 8.5 シルト岩
2006-126 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （24.5） 37.8 5.2 4.7 頁岩
2006-127 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 34.0 48.6 3.6 6.6 頁岩
2006-128 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （20.1） 12.9 1.1 0.5 頁岩
2006-129 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b （13.2） 16.4 1.1 0.4 チャート
2006-130 剥片 第 2号竪穴住居跡 2b 63.1 39.2 16.0 37.5 シルト岩
2006-131 剥片 第 2号竪穴住居跡

　pp19
2 58.1 27.8 6.8 10.4 シルト岩

2006-132 剥片 第 2号竪穴住居跡
　溝 9

1 （21.8）（15.2） （9.4） 3.3 頁岩

2006-133 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp28

1 42.5 45.4 7.6 7.8 シルト岩

2006-134 二次加工ある剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp4

2 （33.5） （9.5） 4.6 1.5 頁岩

2006-135 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp7

1 31.2 29.4 9.0 9.8 頁岩

2006-136 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp7

1 （21.0） 22.2 3.3 1.9 頁岩

2006-137 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp21

1 （19.9）（23.7） 6.6 2.2 頁岩

2006-138 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp15

2 （19.5） 22.6 3.1 1.9 花崗岩

2006-139 微細剥離痕ある剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp15

2 （35.1） 20.0 7.6 6.5 頁岩

2006-140 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp27

2 （26.3） 32.7 3.5 2.4 シルト岩

2006-141 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp27

2 13.2 14.0 4.2 0.8 頁岩

2006-142 剥片 第 2号竪穴住居跡
　溝 1

1 29.4 35.0 5.4 2.9 シルト岩

2006-143 剥片 第 2号竪穴住居跡
　溝 1

1 38.5 18.0 4.8 2.5 シルト岩

2006-144 赤色顔料原石破片 第 2号竪穴住居跡
　pp15

1 ▅ ▅ ▅ 20.7 赤鉄鉱

2008-1 第 56 図 6 石鏃 第 2号竪穴住居跡 床面 （19.7） 12.3 3.1 0.7 頁岩 2008 年第 9図 2
2008-2 第 56 図 4 石鏃 第 2号竪穴住居跡 床面 （21.7） 16.6 5.3 1.0 シルト岩 2008 年第 9図 1
2008-3 第 57 図 5 石核 第 2号竪穴住居跡 床面 24.9 21.5 32.0 15.4 頁岩 2008 年第 9図 7
2008-4 第 57 図 3 微細剥離痕ある剥片 第 2号竪穴住居跡 床面 25.2 60.1 6.5 10.3 頁岩 2008 年第 9図 6
2008-5 剥片 第 2号竪穴住居跡 床面 29.7 （12.1） 3.5 1.3 頁岩
2008-6 剥片 第 2号竪穴住居跡 床面 （23.5）（15.4） （8.8） 1.1 シルト岩
2008-7 剥片 第 2号竪穴住居跡 床面 （19.7）（25.1） （9.3） 4.5 頁岩
2008-8 剥片 第 27 号土坑 1 29.4 17.4 2.6 1.1 頁岩
2008-9 第 64 図 6 微細剥離痕ある剥片 第 21 号土坑 1 66.0 89.9 16.0 91.6 頁岩 2008 年第 9図 8
2008-10 スクレイパー 表土 I （43.4） 40.1 9.0 21.8 頁岩
2008-11 スクレイパー 表土 I （44.3） 46.8 9.9 23.3 頁岩
2008-12 剥片 第 2号竪穴遺構

　溝 1
1 （16.0）（18.0） 8.8 2.1 頁岩

2008-13 剥片 第 2号竪穴住居跡
　pp45

1 （18.8）（23.2）（11.0） 4.4 頁岩 被熱

2008-14 第 60 図 6 石錐または石匙・異
形石器

第 4号竪穴住居跡 一括 （21.3） （9.6） （3.7） 1.1 頁岩 2008 年第 9図 4

2008-15 第 65 図 5 磨製石斧 表土 I （48.7）（40.9）（18.3） 28.8 緑泥石片岩 2008 年第 9図 9
2008-16 礫 表土 I （28.1）（19.4） （6.7） 3.0 凝灰岩 被熱，160 と同一母岩
2008-17 礫 表土 I （58.6）（33.2）（16.3） 24.2 凝灰岩 被熱，159 と同一母岩
2008-18 剥片 第 4号竪穴住居跡 一括 54.3 47.3 11.4 32.1 シルト岩
2008-19 第 56 図 7 石鏃 第 2号竪穴住居跡 貼床 （21.2） 9.2 3.7 0.4 シルト岩 2008 年第 9図 3
2008-20 剥片 第 2号竪穴住居跡 貼床 15.1 22.5 5.6 1.1 シルト岩
2008-21 剥片 第 2号竪穴住居跡 貼床 9.5 25.8 11.9 3.7 頁岩
2008-24 剥片 第 21 号土坑 1 31.1 11.8 4.3 1.6 頁岩
2008-26 敲石 表土 I 81.3 73.7 47.6 412 安山岩
2008-27 石匙 表土 I 61.5 17.8 9.4 11.4 頁岩

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
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2008-28 剥片 表土 I （36.7） 32.7 9.5 11.7 頁岩
2008-29 スクレイパー 表土 I （22.8）（19.4） （6.5） 3.0 頁岩
2008-30 剥片 表土 I 25.2 17.2 7.3 2.6 頁岩
2008-31 剥片 表土 I 28.2 23.2 4.4 3.2 チャート

2009-1 第 63 図 6 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 20.0 35.8 12.5 5.7 頁岩

2009-2 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 （31.5）（26.5） 15.5 6.8 シルト岩

2009-3 第 62 図 2 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 31.5 41.4 10.2 11.9 頁岩

2009-4 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 42.9 23.0 11.0 7.9 頁岩

2009-5 第 63 図 7 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 29.9 32.1 16.3 12.0 頁岩

2009-6 第 62 図 3 楔形石器 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 30.5 39.4 15.4 12.9 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-7 第 63 図 8 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 41.0 34.1 20.7 16.1 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-8 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 30.1 28.2 6.8 3.2 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-9 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 （40.1） 21.5 10.6 4.4 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-10 第 63 図 2 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 20.3 43.9 19 11.1 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-11 第 61 図 5 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 （40.3） 23.9 7.9 5.1 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-12 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 29.1 28.9 6.8 3.5 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-13 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 （19.1） 37.2 13.2 5.5 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-14 第 62 図 1 楔形石器 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 32.1 30.9 17.3 13.0 頁岩 2009-1～14 は同一母岩の
可能性高い

2009-15 礫 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 19.9 24.5 9.9 5.5 頁岩

2009-16 第 63 図 1 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 22.3 54.6 17.6 13.2 頁岩

2009-17 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 （29.1）（26.0） 11.7 5.1 頁岩 両極剥片

2009-18 第 63 図 4 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 19.8 56.1 14.8 9.4 頁岩

2009-19 第 63 図 3 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 17.8 36.2 21.9 8.8 頁岩

2009-20 第 63 図 5 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

2 28.1 33.5 18.6 9.6 頁岩

2009-21 第 61 図 8 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

4 37.8 49.2 7.8 15.9 頁岩

2009-22 第 63 図 9 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 28.1 41.5 14.5 11.2 シルト岩

2009-23 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 （44.1）（23.5） 10.5 7.6 シルト岩

2009-24 第 60 図 10 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 （31.8） 26.1 6.8 4.2 頁岩

2009-25 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 （59.9） 53.5 10.1 31.3 シルト岩

2009-26 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 （41.1） 50,3 13.8 20.2 シルト岩

2009-27 第 62 図 5 二次加工ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp15

1 43.1 68.5 17.1 28.1 シルト岩

2009-28 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 51.1 30.1 19.7 12.3 頁岩 黒色物質付着
2009-29 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 38.0 43.6 8.1 12.6 頁岩 被熱
2009-30 石鏃 第 5号竪穴住居跡 1 25.0 10.2 4.7 0.8 頁岩
2009-31 石鏃未製品 第 5号竪穴住居跡 1 28.1 17.1 4.7 1.5 頁岩
2009-32 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 （42.1）（51.3） 10.0 10.6 頁岩 被熱
2009-33 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 42.5 43.4 10.6 10.8 頁岩 被熱
2009-34 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 56.1 （25.2） 11.1 13.3 頁岩
2009-35 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 18.1 （12.1） 4.2 0.4 シルト岩
2009-36 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 （28.1）（26.7） 7.1 5.2 頁岩
2009-37 第 60 図 11 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡 貼床 41.1 （43.1） 7.3 9.9 シルト岩
2009-38 第 61 図 1 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡 貼床 55.1 35.1 11.2 15.8 頁岩
2009-39 第 61 図 2 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡 貼床 38.8 24.8 6.3 5.3 頁岩
2009-40 剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 31.2 28.9 3.9 3.0 頁岩
2009-41 第 60 図 12 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡 貼床 54.5 39.1 12.9 23.2 頁岩 被熱
2009-42 剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 （16.7）（29.9） 5.6 1.5 凝灰岩
2009-43 剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 （35.0）（24.9） 9.0 7.5 頁岩
2009-44 第 62 図 7 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 （23.5）（13.5） 11.4 3.1 頁岩
2009-45 剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 33.1 30.1 4.8 3.5 頁岩
2009-46 第 62 図 8 剥片 第 4号竪穴住居跡 貼床 19.2 18.7 3.6 1.0 黒曜石
2009-47 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 （21.9）（30.2） 11.4 7.5 頁岩 被熱
2009-48 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 （36.8）（42.1） 6.3 9.7 頁岩 被熱
2009-49 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 46.9 21.5 11.4 11.1 頁岩
2009-50 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 35.1 43.8 8.7 10.6 頁岩
2009-51 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 （16.2）（12.2） 4.8 0.9 頁岩
2009-52 第 60 図 7 石匙 第 4号竪穴住居跡

　pp14
1 （52.0） 32.3 10.4 18.9 頁岩

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面
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2009-53 第 60 図 4 石錐 第 4号竪穴住居跡
　pp14

1 （33.2） 12.4 8.7 2.9 頁岩

2009-54 第 62 図 6 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp14

1 （17.9）（22.6） 4.1 1.4 頁岩 被熱

2009-55 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp14

1 （24.8） 27.1 6.5 4.0 頁岩

2009-56 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp14

1 （17.1）（17.1） 3.2 0.7 頁岩

2009-57 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp14

1 （20.4）（24.8） 3.6 1.1 頁岩 被熱

2009-58 第 65 図 2 スクレイパー 表土 I （42.2）（26.1） 10.2 8.6 チャート
2009-59 第 65 図 1 石鏃 表土 I 42.1 17.1 6.6 3.6 頁岩
2009-60 剥片 表土 I （21.9）（40.2） 4.9 3.0 頁岩
2009-61 剥片 表土 I 39.8 23.1 4.8 3.7 頁岩
2009-62 剥片 表土 I （40.3）（41.2） 10.3 17.6 頁岩
2009-63 剥片 表土 I （53.2）（36.2） 10.8 13.1 頁岩
2009-64 剥片 表土 I （15.0）（24.9） 10.1 1.8 頁岩
2009-65 剥片 表土 I （32.2）（28.1） 3.8 4.4 頁岩
2009-66 剥片 表土 I 27.3 29.1 3.4 3.8 頁岩
2009-67 剥片 表土 I （42.1）（31.2） 11.8 13.1 頁岩
2009-68 剥片 表土 I （14.3）（21.4） 5.0 1.1 頁岩
2009-69 剥片 表土 I （26.8）（29.3） 11.2 7.3 シルト岩
2009-70 剥片 表土 I 35.8 （22.1） 7.6 2.9 頁岩
2009-71 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 28.1 32.0 8.6 6.4 頁岩
2009-72 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 41.3 29.5 6.9 11.5 頁岩
2009-73 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 （39.9）（28.9） 8.0 9.6 頁岩
2009-74 剥片 第 5号竪穴住居跡 1 （35.1）（11.2） 4.9 1.5 頁岩 被熱
2009-75 第 60 図 6 スクレイパーまたは

石匙
第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 （29.8）（16.8） 4.6 2.3 頁岩

2009-76 第 60 図 3 石鏃 第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 （17.8）（17.8） 3.8 0.4 シルト岩

2009-77 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 （15.8）（15.3） 5.0 1.3 凝灰岩

2009-78 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 18.0 25.1 4.6 2.4 頁岩

2009-79 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 （44.1）（24.9） 14.6 12.6 頁岩

2009-80 第 60 図 7 剥片 第 4号竪穴住居跡 1 （38.9） 43.2 9.9 14.8 頁岩
2009-81 剥片 第 4号竪穴住居跡 1 （35.5）（42.0） 8.8 7.5 頁岩
2009-82 第 60 図 2 石鏃 第 4号竪穴住居跡 床面 31.8 13.2 4.2 1.3 頁岩
2009-83 第 62 図 8 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡 床面 26.4 35.0 7.7 6.7 頁岩
2009-84 第 61 図 3 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡

　pp20
1 （35.7） 20.1 6.7 3.5 頁岩

2009-85 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp20

1 （31.0）（23.1） 9.5 4.7 シルト岩

2009-86 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp20

1 （23.4） 22.9 8.0 5.2 チャート

2009-87 第 61 図 4 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡
　pp12

1 70.9 64.2 12.4 56.2 頁岩

2009-88 赤色顔料原石 表土 I ▅ ▅ ▅ 15.4 赤鉄鉱
2009-89 第 64 図 1 石鏃 第 30 号土坑 1 36.1 12.9 4.9 1.2 頁岩
2009-90 剥片 第 4号竪穴住居跡

　pp12
2 37.7 45.2 14.4 13.7 頁岩

2009-91 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp12

2 （15.4）（18.3） （3.4） 0.9 頁岩

2009-92 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp16

1 （28.1）（18.1）（14.9） 6.6 チャート

2009-93 第 62 図 11 石核 第 4号竪穴住居跡
　pp16

1 31.2 38.9 27.9 30.9 頁岩

2009-94 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp4

3 （13.1）（11.5） 1.8 0.4 頁岩

2009-95 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp13

1 （10.1）（24.2） （9.0） 2.4 頁岩

2009-96 第 62 図 9 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp13

1 （22.1）（34.6） 4.2 3.7 頁岩

2009-97 第 61 図 6 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp13

1 （20.3）（20.1） 4.6 1.6 チャート

2009-98 第 62 図 4 微細剥離痕ある剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp10

2 19.2 39.7 11.3 6.3 頁岩

2009-99 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp21

2 （20.9）（23.1） 5.6 1.7 頁岩

2009-100 剥片 第 34 号土坑 2 41.9 37.1 7.2 10.4 頁岩
2009-101 第 60 図 1 石鏃 第 4号竪穴住居跡

　溝 1
1 （26.1） 14.5 6.5 2.3 頁岩

2009-102 剥片 第 4号竪穴住居跡
　pp21

1 （20.2）（12.0） 5.2 0.8 頁岩 被熱

2009-103 第 63 図 10 剥離痕（？）ある礫 第 4号竪穴住居跡 貼床 99.8 65.1 33.4 314 安山岩
2009-104 礫 第 5号竪穴住居跡 1 （71.2）（64.2） 39.6 242.6 チャート 赤色顔料付着
2009-105 石核 第 5号竪穴住居跡 1 46.1 69.3 48.6 166.5 頁岩
2009-106 スクレイパー 第 5号竪穴住居跡 1 40.5 26.6 12.5 18.2 頁岩
2009-107 剥片 第 4号竪穴住居跡

　pp5
1 （16.8）（17.8） 4.9 1.2 頁岩

2009-108 第 65 図 7 敲石 表土 I 62.1 59.5 49.8 266.0 チャート

No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面
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No. 図版番号 器種 出土遺構・地点 層位 長さ
（mm）

幅
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（g） 岩石 備考 既刊行概報図面

2009-110 礫 第 4号竪穴住居跡
　pp30

1 （64.3）（176.5） 15.0 130.0 凝灰岩

2009-111 加工痕（？）ある礫 第 5号竪穴住居跡 1 134.8 82.4 44.9 835.0 安山岩
2009-112 台石 第 5号竪穴住居跡 1 （69.2）（69.9）（36.7） 118.0 安山岩
2009-113 第 64 図 3 微細剥離痕ある剥片 第 34 号土坑 1 （28.6） 27.1 5.5 3.3 頁岩
2009-114 礫 第 34 号土坑 1 （22.5）（18.6） 9.3 3.1 頁岩 被熱
2009-115 第 61 図 7 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡

　pp20
1 （51.3）（47.2） 12.5 21.2 頁岩

2009-116 第 60 図 8 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡
　pp20

1 （38.2）（26.9） 11.2 9.8 頁岩 被熱

2009-117 第 60 図 9 スクレイパー 第 4号竪穴住居跡
　pp80

1 （39.1）（38.1） 9.2 9.3 シルト岩

（第 5号竪穴住居跡出土資料は本書での報告対象外）



第 3節 土製品

本遺跡では 6個体分の土偶，5 点の不明土製品が

出土している。凡例に記したとおり表土（I 層）出

土のものを含め，全ての資料を図示した。

1．第 1号竪穴住居跡

第 66 図 2は 2a 層から出土した土偶の胴部で，頭

部および腰部以下，両腕部を欠損する。正面には，

右腕部に 2条 1 組をなす沈線文が 2 か所に残存する。

背面には早蕨形をなす沈線文を中心に，中空の植物

茎状の工具を用いた 2列の刺突文が施される。全体

に丁寧なミガキが加えられる。製作技法については，

左腕部の破損面に粘土接合面が観察されるため，芯

となる部分に粘土紐を継ぎ足す形で成形されたもの

と考えられるほか，乳房部は粘土粒の貼付によって

作り出されていることが確認できる。

第 67 図 5 は上面観が X 字状をなすもので，2a

層から出土した。側面に 2条，上面に 2条の沈線が

施され，一部に LR 縄文が施文されるほかは，全体

に丁寧なミガキが施される。全体の形状が不明確な

ため土製品に含めて提示したものの，土器口縁部の

突起の可能性もある。

2．第 2号竪穴住居跡

1a 層から第 66 図 3 の土偶右腕部 1点が出土して

いる。正面に 5条の沈線が施文され，うち 3 本は部

分的に途切れながらも背面にまで達する。背面には

中空の植物茎状の工具を用いた刺突文があり，第

66 図 2 と同様に 2列をなしていた可能性がある。

わきの部分には指頭押圧によるへこみがある。

2b 層から出土した第 67 図 6は全体の形が不明で

ある。突起状の下部が欠損しており，何らかの土製

品の一部をなす。表面に焼成後のキズが観察される。

pp20 から出土した第 67 図 1は，円筒形の脚部状

を呈する破片であるが，この時期にみられる土偶・

動物形土製品・土偶形容器の中からは類例を見つけ

ることができない。ただし，いずれも刺突文を多用

する点は注目される。第 67 図 1〜3はいずれも黄褐

色を呈しており，同一個体と考えられるものである。

このうち 1 および 2は破片が接合して一定程度の形

態がうかがわれる。全体の形が不明だが，仮に円筒

部が下に位置するものとして復元実測図も提示した。

開口する先端部は直径 2.1〜2.6 cm の楕円形をな

す。円筒部内面には粘土紐の接合痕が確認され，横

方向のナデも認められる。文様は上下を平行沈線で

区画し，刺突文を充塡する。最下部の沈線中には円

形の焼成前穿孔が認められる。円筒部より上部は器

形が必ずしも明らかではないが，最も残存状態が良

好な部位では，円筒部から 60〜70度の角度で接合

している部分がある。

第 67 図 4は焼土から出土したもので，同一個体

と考えられるが接合しない 2点の破片である。平行

沈線文，刺突文の充塡など，第 67 図 1〜3 と同一の

施文手法が認められる。

3．第 4号竪穴住居跡

貼床中から第 66 図 5 の土偶が 1 点出土している。

現存長 5.6 cm，最大幅 4.5 cm，最大厚 2.0 cm で

ある。胴部上半および左右両脚部が中間から欠損し

ている。腰部および脚部つけ根に 2条 1 組の沈線が

施文される。また，腹面上部に粘土紐による貼付文

がある。全面に丁寧なミガキが加えられている。脚

部破損面には接合面が観察されるが，この面を含め

残存部全体に赤色顔料が付着している一方，胴部上

面の破損面には赤色顔料の付着が認められない。こ

の点から，脚部の破損の後に赤色顔料の付着を挟ん

で胴部の破損が起こった可能性がある。腰部の一部

が粘土紐接合面から剝離している。

4．土坑

第 3 号土坑 1 層から土偶の腰部破片である第 66

図 6 が 1 点出土している。現存長 4.0 cm，幅 5.1

cm，最大厚 3.4 cm。現存部表面の 3 分の 2ほどが
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第 66図 出土土製品（1)

1
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粘土紐の接合面から剝離しており，製作時に指を用

いて成形した際の痕跡が明瞭に残っている。脚部は

左足部が接合面から剝離している。表面には太くし

っかりとした沈線が施文された後に，刺突文が充塡

される。表面が残存する部分では，全面に赤色顔料

の付着が認められる。

5．表土

表土からは土偶が 2 点採集されている。第 66 図

1は頭部破片で，現存長 3.6 cm，最大幅 3.8 cm，

最大厚 0.9 cm，左右両側の上端部を欠損する。顔

面表現，裏面の文様ともに細く鋭い沈線で施文され

る。眉部は沈線中に貼りつけされる粘土粒の中央部

に押捺した痕跡が残る。周縁部の磨滅が著しい。

第 66 図 4は胴部から腰部にかけての破片である。

全体に磨滅が著しいため調整や文様はよくわからな

い部分が多いものの，腰部の片面に残る刺突文のみ

が明瞭に観察できる。腰部は第 66 図 5・6 と同じく，

芯となる部分に粘土紐を新たに巻きつける手法で厚

みを作り出していることが剝離部分から観察できる。

(大坂 拓・安達香織・品川欣也・根岸 洋)
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第 67図 出土土製品（2)
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第 4節 石製品

1．第 1号竪穴住居跡

第 68 図 1は 1 層から出土した粘板岩製の石刀で，

やや離れて出土した 2点の破片が接合した（写真図

版 3-7）。刃部の途中で折れており，残存長は 21.5

cm。厚さはもっとも厚い部分で 1.1 cm，重量は

136.4 gである。頭部が台形状をなし，刃部は内反

りをなす。全面の研磨が良好で，具体的な製作方法

をうかがうことはできない。文様は頭部の 1a 面で

は上下に対向する三叉文と弧線文が組み合わされて

いる。1b 面では欠損部があるものの，残存してい

る部分は 1a 面とほぼ同様の文様がみられる。

頭部 1b 面の破損部に斜め方向の細かな擦痕が認

められる。また，全面に被熱による赤化，焼けハジ

ケが観察できる。2 か所の折れはいずれも破断面に

被熱の痕跡が観察されない。具体的な石刀の使用方

法が不明なこともあって，折れが意図的な破壊だっ

たのか，偶然による破損だったのか明確にすること

は難しいが，被熱を被っている点を積極的に評価す

れば，これらの痕跡が使用方法の一端を示している

可能性もあろう。

2．第 2号竪穴住居跡

第 68 図 2は 2a 層出土の石刀で，粘板岩製。刃部

の一部のみが現存する。残存長 14.1 cm，最大厚

1.2 cm，重量は 111.1 gである。緩やかな内反りを

なしている。残存する刃身の中間部分にわずかに盛

り上がる部分が観察されるが，石材そのものの不均

質さによって部分的に研磨が進まずに残されたもの

のようだ。全面にわたって入念な研磨が加えられて

おり，研磨以前の加工痕跡を認めることはできない。

石刀の具体的な使用方法が明らかではないため，折

れがどの部分にどのような方向から力が加わって発

生したものか，現状では判断できない。

(大坂 拓・品川欣也・鷹見悠介)
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第 68図 出土石製品

1a 1b
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第 5節 植物遺体

第 1章第 2節第 3項の方法にしたがって，土壌の

ウォーター・フローテーションを行った（サンプル

容量についても第 1 章第 2 節第 3項を参照）。同定

された分類群は，下記のとおりである。

1．第 1号竪穴住居跡

焼土 1からは，種子の可能性のある炭化物が 2 点

えられた。確実な炭化種子としては，焼土 2から検

出されたタデ科（POLYGONACEAE）の 2個があ

る（写真図版 39-1・2）。

2．第 2号竪穴住居跡

焼土 1および焼土 1の埋設土器内の土壌のフロー

テーションを行ったところ，焼土 1 からタデ科

（POLYGONACEAE）の炭化種子が，22 個出土し

た。多くの資料の中央部に孔があいているが，ほぼ

すべてが全体の形状をよく残している（写真図版

39-5〜9）。このほか，アカザ属（Chenopodium）

の種子は，酸化状態で完形の種子が 1個検出された

（写真図版 39-4）。

3．第 4号竪穴住居跡

焼土 1 より，アカザ属（Chenopodium）の酸化

種子が 18個出土した（写真図版 39-10〜13）。

また，同じく焼土 1 の土壌サンプルからタデ科

（POLYGONACEAE）種子が比較的多量に出土し

た（写真図版 39-14〜20）。酸化したものも多く含

まれるが，炭化種子は 331個出土した。種子が種子

は三角状紡錘形で，先が尖る。表皮には網目状の組

織が認められるものが多い。片面に孔が空いている

ものや，破損して片面のみしか残存していないもの

も多く認められた。

(高瀬克範)

第 6節 動物遺体

第 1 号竪穴住居跡の焼土 2 より，1 点の動物骨が

出土した。同定を山崎健氏に依頼し，下記の結果を

えた（写真図版 39-3）。

(高瀬克範)

1．第 1号竪穴住居跡

左右対称の形状であることから正中線上にある骨

格部位と考えられるが，同定に有効な形態的特徴を

欠いているために，特定の分類群に絞り込むことが

できなかった。そのため，本資料は「種不明」と同

定された。

(山崎 健)
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第 4章 考 察

第 1節 1966 年調査と 2003 年以降の調査地点について

―橘善光氏の写真資料から―

2003 年から江豚沢遺跡調査グループによって調

査対象とされた地点は，1966 年の下北史談会によ

る調査地点（橘・山本 1967，橘 1977）とどのよう

な位置関係にあるのか。それぞれの出土遺物の評価

にかかわる重要な問題であるが，1966 年の調査地

点については詳細が公表されていないこともあり，

不明な部分が多い。ここでは，1966 年調査時の写

真資料からこの問題について現時点でわかることに

ついてまとめておきたい。

2007〜2008 年に，むつ市教育委員会に寄贈され

た故・橘善光氏のコレクション中に保管されていた

1966 年の江豚沢遺跡調査時のネガフィルムを拝見

し，スキャンする機会をえた。同教育委員会より公

表の許可をいただいたうえで，写真図版 40 にその

一部を掲載した。

1966 年の調査は，1日の休日をはさんで 8月 11

日から 8月 16日に，弘前大学学生や大湊高等学校

考古学部，下北史談会のメンバーが参加して実施さ

れた。この段階で，包蔵地の所在地は「竹立 4-1」

と認識されており，近川中学校・教員住宅・共同墓

地との位置関係からみても，2003 年度より私たち

が調査を行っている箇所ときわめて近い範囲の調査

であったことは確実である。当時，この場所には宅

地化計画があったため，遺跡が破壊されるまえに

「下北半島の大洞 Aʼ 式の文化内容を究明する必要

上」から学術調査が実施された。

発掘は，A〜Eの 5 本のトレンチ調査によって行

われたが，その場所・規模については図面等で明確

な位置関係が示されてきてはいない。2003 年から

の調査においても，1966 年の調査トレンチの位置

を把握できるように配慮しながら発掘を行っている

が，その痕跡はまだ確認できていない。現地におい

て橘善光氏や 1966 年の調査参加者にも直接お話を

うかがったが，すでに 40 年以上が経過していたこ

ともあり，当時の発掘地点についての確定的な証言

はえられなかった。また，層位については，上位か

ら表土，「黒褐色土層」，「褐色土層」に区分されて

いるが，各層の層厚や遺物の包含状況，「褐色土層」

上面の詳細については不明である。

写真図版 40 に示した写真は，当時の発掘調査の

実際を知るために欠かせない情報を提供する。発掘

地点については写真図版 40-3・5・7 の近川中学校

教員住宅を手がかりとして，その東北から北側にか

けての箇所であったことがわかる。この教員住宅は

現在も利用されないまま残っているが，それとの位

置関係からほぼ東西方向に長さが 10m以上，幅が

1.5〜2mほどのトレンチが設定されていたことが，

写真図版 40-3・6・7 から読み取ることができる。

この一帯は，2003 年以降に行った試掘・調査範囲

にはいっている可能性が高く，とくに 2003 年の

「第 7・11 トレンチ」，2007 年の「T07-21・22・23」

は写真から推定される位置にきわめて近い位置にあ

ると推定される（第 4 図）。しかしながら，これら

の試掘坑においては，1966 年の調査トレンチは確

認されなかった。

要因として，2 つの可能性が考えられる。ひとつ

は，これまでの試掘坑が偶然 1966 年の調査トレン

チに引っかかっていない場合である。長さ 10m以

上の 5 本のトレンチが，40箇所以上におよぶ試掘

坑のあいだに，まだ偶然眠っているとは積極的には

考えにくい。しかし，教員住宅とこれまでの試掘坑

のあいだには未調査部分が残っていることも確かで
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ある。教員住宅にかなり近い位置で作業をしている

様子が写っている写真図版 40-5などから，この未

調査部分に過去の調査トレンチが入っている可能性

はまだ捨てきれない。

ただし，教員住宅よりも少なくとも 10m以上は

北側に離れていると思われる箇所にもトレンチは設

定されており（写真図版 40-3・7），これらについ

てはすでに私たちが試掘を行ってきている範囲と重

複していることはほぼ確実とみてよいであろう。に

もかかわらず，これまでトレンチの痕跡が見つかっ

てきていないのは，トレンチの深さがそれほど深い

ものではなかったことや，その後の耕作による影響

も考えられよう。これが，第 2の可能性である。

写真図版 40-6・8 から土器の出土状況が看取され

るが，おそらく「黒褐色土層」出土の遺物は，畑の

畝間の下，数〜10 cmほどの比較的浅いレヴェルか

らすでに出土しはじめていることがわかる。しかも，

その下部にはまだ「黒褐色土層」がつづいているよ

うにみえる。現在の土層の堆積状況とくらべると，

表土である耕作土の厚さは薄く，「黒褐色土層」や

遺物の保存状況も相対的に良好な状況にあったと考

えられる。

現在，耕作土の厚さは包蔵地内全域で 15〜20 cm

以上はあり，西部では 40 cmに達する箇所もある。

また，黒褐色を呈し，遺物を包含するプライマリー

な土層は遺構埋土に限られており，遺構が存在しな

い場合は表土直下が「ローム」層（III 層）あるい

は「漸移層」（II 層）となる。1966 年の調査では，

「黒褐色土層」は A〜Eのすべてのトレンチで検出

されているようで，一部に柱穴があった可能性もあ

るが，炉など明確な住居付属施設は確認されていな

い。また，私たちの試掘においても，表土直下で

II・III 層が露出する部分では柱穴は認められてい

ない。したがって，1966 年調査でいうところの

「黒褐色土層」とは，必ずしも遺構の埋土に限定さ

れるものではなかった可能性もある。こうした点を

考えると，1966 年の調査から現在にいたるまで，

耕作による遺構・包含層の破壊がより進行した蓋然

性が高いと考えられる。

1966 年当時，「黒褐色土層」の下位に「褐色土

層」が確認されていることから，少なくともトレン

チの一部では「黒褐色土層」を掘り抜き，「ローム」

層まで達していた部分があったと考えられる。しか

し，すべてのトレンチにおいてそこまで掘削が行わ

れたという保証はない。実質的な作業期間が 5日間

と短期間であること，遺物の出土位置について比較

的入念な記録が取られていることなどを考えても

（写真図版 40-6・8），トレンチは全面で「褐色土

層」にまで到達するほど深くはなかった可能性も考

えられる。かりに大部分が「黒褐色土層」内での発

掘でおわっていたとすれば，その後の耕作によって

トレンチの痕跡は失われた可能性はさらに高くなる。

現在の土層堆積状況からみて，耕作の影響は，調

査区内の多くの箇所で「褐色土層」にまで及んでい

る。したがって，当時の発掘調査による掘削がたと

え「褐色土層」上面以下にまで及んでいたとしても，

トレンチの形跡はその後の耕作によって失われた可

能性も十分に考えられる。耕作の影響によって，当

時のトレンチが現在では確認できなくなってしまっ

ている点は，やはり念頭においておく必要があるで

あろう。

しかしながら，1966 年の調査資料は，2003 年以

降の調査・試掘範囲ときわめて近接する，あるいは

重複する箇所を含む地点からえられたものであるこ

とは，当時の写真資料から裏付けられたと考える。

出土土器の顔つきのちがいから，1966 年の調査地

点は，2003 年からの調査地点とは重複しない箇所

ではなかったのかいう疑問が頭をよぎったこともあ

った。だが，橘氏がのこされた写真資料から，現在

の「竹立 4-1」地内の調査であったことが確実とな

った。今後は，この点に配慮しつつ，1966 年と

2003 年以降の調査によってえられた出土遺物を比

較し，この遺跡全体の形成過程などを考察していく

必要がある。

(高瀬克範)
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第 2節 竪穴住居跡の特徴について

1．第 1号竪穴住居跡

戸沢川代段階に位置づけられる第 1号竪穴住居跡

の規模は，7.8m×7.3mである。平面形はやや不

整の楕円形となるが，長径と短径の差が 1割以内に

収まっており，広い意味での「不整円形」としても

それほど違和感のないプランを呈している。そのほ

か，全周しない周溝，一部のみに石を設置する遺構

中央部の炉，若干ゆがんではいるがほぼ長方形と見

てよい 4 本主柱（pp12・19・88・96）などが大き

な特徴としてあげられる。類例は下北半島のみなら

ず，馬淵川下流域でも認められる。ただし，後述す

るように，下北半島ではこれ以外の特徴を持つ弥生

時代前半期の竪穴住居跡も存在している可能性があ

る。

第 1号竪穴住居跡は，溝の状況から考えて少なく

とも 1回以上の拡張が行われたことはほぼ疑いない。

しかし，周溝の本数や配置は複雑であり，この住居

跡の正確な変遷を読みとることは難しい。かりに新

古ふたつの段階を設定するならば，古い段階は溝 5，

11，7をむすんだプランであろう。これらの周溝は

もっとも外側の壁から 60〜80 cm ほど内側に走っ

ており，したがって内側に周溝が認められない箇所

でももっとも外側の壁から 70 cm ほど内側に入っ

たところに古い段階の壁があったと想定することが

一応可能となる。

このような前提に立てば，内側の古い段階のプラ

ンから推定される床面積は 31.08m2，もっとも外側

のプランから推定できる床面積は 43.92m2となる

（プラニメータによる 5回の計測値の平均，以下同

様）。拡張面積は 12.84m2，拡張率は 1.41 である。

拡張の方法は，古い主柱や主柱穴は基本的にはそ

のまま用い続け，おそらく構造は大きく変えずに床

面積だけを増加させる手法がとられた可能性が高い

と考えられる。こうした拡張方法は本州島東北部の

他地域と類似性が高いが，下北半島においてこうし

た検討ができるデータが瀬野遺跡（伊東・須藤

1982）をさかのぼる段階で得られたことに重要な意

義がある。

本住居跡の出入口については，明確な痕跡を見い

だすことはできなかった。秋田県地蔵田（菅原編

1986）などの例から，周溝が途切れる部分はひとつ

の検討材料にはなると考えられる。本遺構の北部で

すべての周溝が途切れる部分があり，一貫して北側

に出入口が設けられていた可能性がある。

このほか，竪穴住居内に，埋土から掘り込まれて

いるものもあるとはいえ，おびただしい数の土坑が

認められる点も大きな特徴である。西側で認められ

たように，周溝と周溝が入り組んでいる箇所で圧力

や崩れによって床面が相対的に低くなってしまった

部分に貼床が行われており，拡張にあたっては単に

内側をめぐる古い周溝を埋めるだけでなく，その後

の床面の補修も行われていたと考えられる。しかし

多くの部分で周溝の埋土は土壌化のすすんだ黒色土

などはほとんどふくまれておらず，地山となってい

る「ローム」のみをある程度選択して埋め戻してい

た可能性が高い。

2．第 2号竪穴住居跡

第 2号竪穴住居跡（戸沢川代段階）のもっとも外

側のプランから計測した床面積は，58.20m2 であ

る。第 1 号竪穴住居跡は，拡張前が 31.08m2，拡

張後が 43.92m2 であり，第 2 号竪穴住居跡はこれ

よりもさらに大型である。

また，プランは卵形で，中央部に土器が埋設され

た石囲炉をともなう。第 1号竪穴住居跡のプランは

ほぼ円形といってよいもので，炉は周囲に石が設置

されてはいたものの 3〜4個程度と数が少なく，し

かも間隙なく設置されているものではなかった。し

かし，第 2号竪穴住居跡の炉は，全周はしないもの

の 9個の石が密に設置されているものであった。

江豚沢遺跡以外の下北半島部の遺跡では，瀬野

（伊東・須藤 1982），熊ケ平（川内町教育委員会
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1997，児玉 1999），鞍越（川内町教育委員会 1997），

前坂下（3）遺跡（青森県教育委員会 1982），葉色

（小山 2007）で弥生前期〜弥生中期初頭と考えられ

る「竪穴住居」が報告されている。第 1号竪穴住居

のプランや壁溝には瀬野例（床面積 55.79m2〜

68.40m2）との類似点もあるが，礫がまばらに配さ

れた炉は三八上北地方で多く認められる［小保内ほ

か（2004，2006）など］。第 2 号竪穴住居跡のよう

に石が比較的密に配された炉もこの地域で確認され

てはいるものの［田向冷水 SI39 (小保内ほか 2006)，

小山田（2) 4 号住居（長尾 1999）など］，プランが

卵形である点で瀬野例や八戸周辺で多数を占める竪

穴住居跡とのちがいも認められる。

第 2 号竪穴住居跡の柱穴は pp18，pp29，pp32，

pp41 の 4 本である。これら柱穴のサイズは上面径

が約 40〜60 cm，深さは約 60〜75 cmである。第 1

号竪穴住居跡の主柱穴は，上面径が 50〜80 cm，深

さ 60 cm 程度であった。したがって，主柱穴の掘

方の深さは第 1号竪穴住居跡よりも第 2号竪穴住居

のほうでやや深いが，第 2号竪穴住居跡の主柱穴の

ほうが細い傾向がある。さらに，第 2号竪穴住居で

は主柱穴が角度にして 1〜3度ほど住居中央部にむ

かって傾いている点も大きな特徴である。柱アタリ

が確認できた pp41も若干傾いているほか，柱穴の

堀方自体に傾斜があるものが多い。これは第 1号竪

穴住居跡にはまったくみられなかった特徴である。

3．第 4号竪穴住居跡

第 4号竪穴住居跡は，南側が第 2号竪穴住居跡に

切られる。表土（I 層）直下で石囲炉が検出された。

埋土は一部にかろうじて認められる程度で，壁は残

存していなかった。小規模なピットと短い溝が，壁

にそってめぐっている。遺構北側が調査区外にかか

っていることもあり正確な形状は把握できないが，

プランは卵形もしくは楕円形で，長軸は 10m以上

と推定される。ゆがんだ菱形に配置された 4本主柱

で，主柱穴の規模が大きいのが特徴である。壁溝か

ら，少なくとも 1回は拡張されたと考えられる。床

は貼床をして構築されている。床面・貼床出土土器

から，遺構の時期は梨ノ木平段階に位置づけられる。

4．第 6号竪穴住居跡

第 6 号住居跡は，第 2・4 号竪穴住居跡に切られ

ている。遺構はごく一部しか残存しておらず，壁溝

からその存在が確認できた。壁溝や推定されるプラ

ンとの位置関係や検出面から，第 2号竪穴住居跡の

床面で検出された 4つの土坑が柱穴になると思われ

る。この場合，主柱配置は，台形となる。このうち

1 本は，第 4号竪穴住居跡建築時にも引き続き使用

されたか，ほぼ同じ箇所で柱穴が作り直されたと考

えられる。

溝 1から八幡堂 2 群もしくは 3 群の浅鉢小破片が

出土しているが，明確な時期決定はむずかしい。

5．まとめ

江豚沢遺跡の発掘調査成果により，これまで不明

な部分が多かった下北半島における弥生時代の社会

組織や資源利用について，検討材料を大幅に増加さ

せることに成功した。

社会組織に関わる点では，弥生時代前期後葉にお

いて近接した範囲のなかで竪穴住居の拡張・建築が

繰り返されていること，竪穴住居はすべて 30m2 以

上の比較的規模の大きなものであること，また，そ

うした住居は主柱穴数を増加させることなく建築さ

れている点が明らかとなった。

住居の大型化や集落規模の増大は，縄文晩期末〜

弥生時代前期末にかけて，本州島東北部でみられる

もっとも大きな変化のひとつであり，津軽平野・馬

淵川流域・秋田平野などでは，これにくわえて特定

区域への遺跡の集中化も特徴的に認められる（高瀬

2004a）。しかしながら，江豚沢遺跡の周辺半径 2.5

km 以内においては，同時期に位置づけられる遺

跡・包蔵地は確認されておらず，現時点では遺跡群

レヴェルでの集中化は認めがたい。集落規模につい

ても，発掘調査の範囲がまだ限られているため，現

時点では確かなことはいえない。

ただし，居住施設の大型化という現象は下北半島

でも共通しており，遺構の特徴も本州島東北部と類
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似性が高い。すくなくとも 1 つの居住施設に住む人

員の増加や，その建築方法については，本州島東北

部の北部に広く認められる現象と連動している可能

性が高く，逆に札幌市 H37（丘珠空港地点)・K39

遺跡などの事例をみると同時期の北海道島中央部と

の類似性は低いと考えられる（羽賀 1996，小杉ほ

か 2004）。下北半島における集落跡では，時期が一

段階新しくなるが瀬野（伊東・須藤 1982）でも，

同様の傾向が認められる。このような竪穴住居跡は，

縄文時代晩期後葉の本州島東北部北部において，必

ずしも一般的な存在ではないがすでに現れはじめて

いる（細田 2006）。渡島半島の日ノ浜・札苅でも壁

溝をともなうほぼ円形のプランを呈する竪穴住居跡

が検出されており（野村 1979），日ノ浜では規模の

大きなものもある。本州島東北部の弥生前期〜中期

に認められる住居の特徴の微兆は，縄文時代晩期の

北海道南部から本州島東北部北部のなかに認められ

る。

鞍腰（推定床面積 45.65m2，20.11m2，川内町

教育委員会 1997），熊ヶ平（川内町教育委員会 1997，

児玉 1999），葉色（小山 2007），前坂下（3）（青森

県教育委員会 1982）で報告されている竪穴住居に

ついては，焼土は認められるものの，明確な主柱

穴・壁溝が必ず伴うわけではない。これらが居住施

設であるとすれば，馬淵川下流域で多い小壁柱穴が

壁際にめぐるタイプとならんで，江豚沢・瀬野とは

やや異なる系譜にある可能性も残される。このほか，

明確な居住施設ではない可能性も捨て去るわけには

ゆかないだろう。

このように弥生時代前・中期の下北半島において

は，複数の系統の竪穴住居・大型の竪穴遺構が存在

している可能性があるが，そのなかには津軽平野や

馬淵川下流域と共通性の高い規模と付属施設をとも

なうタイプが含まれており，江豚沢遺跡の調査によ

ってそれが弥生前期後葉にまで遡ることが明らかと

なった。

(高瀬克範)
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第 3節 本州島東北部における初期弥生土器の成立過程

衾大洞Aʼ 式土器の再検討と「特殊工字文土器群」の提唱衾

I．本論の目的

1．研究の目的

本論では，江豚沢遺跡の調査成果を広域編年上に

位置づけるための基礎作業として，本州島東北部に

おける縄文時代晩期末葉から弥生時代前期の土器型

式編年を検討する。

縄文・弥生移行期に関しては，本州島東北部にお

いても遠賀川式土器の影響が見られることや灌漑稲

作の導入など，列島西南部との関係から議論すべき

課題が多く，実際，こうした議論の進展と並行する

形で土器型式編年の整備が進められてきた側面があ

る（工藤 1987）。とはいえ，そこで用いられている

土器型式編年には今日も多くの意見が並立している

現状があり，遠賀川系土器の属性が受容されたこと

が確実視されている「砂沢式土器」の位置づけにつ

いても，広域編年上の弥生時代前期中葉とみる見解

（須藤 1998）と前期後葉とみる見解（高瀬 2000，石

川編 2005）が，かみ合わないまま平行線をたどっ

ていることが指摘されている（斎野 2008）。この問

題は，当然のことながら前後の土器型式の位置づけ

にも影響を及ぼしており，列島全体で社会変化につ

いて考えようとするにあたって看過できない障害と

なっている。

近年活発になりつつある生業の地域差をはじめと

する社会変動にかかわる議論も，このような土器型

式編年の問題を放置したままで前進することはあり

得ず，「縄文時代から弥生時代への変化という大変

に微妙な時期であるだけに社会変動を議論するうえ

でも土器論にとどまらない重要な問題を含んでい

る」（設楽 2005 : p. 92）という設楽博己の指摘を，

あらためて重く受け止める必要がある。

2．型式編年研究における問題点の概要

本州島東北部では現在，縄文時代晩期後・末葉の

土器型式として大洞A1 式，大洞A2 式，大洞Aʼ 式

の変遷を考えるのが一般的になっており，後続する

弥生前期の土器型式としては青森県域に砂沢式，北

上川流域に青木畑式，福島県域に御代田式を置く意

見が多い（高瀬 2000，中沢 2010）。

方法論に着目してみると，晩期末葉の土器型式変

遷については単位文様の変化を詳細に追跡しようと

する研究がますます影響力を強めており，非常に細

かな年代幅で型式細分が論じられるようになってい

る。周辺地域においては，単位文様を重視して組み

立てられた大洞編年との対比を意識しつつ研究が進

展してきており，最近では広域編年の体系について

基本的な枠組みではほぼ見解の一致に至ったと見な

したうえで，年代的，空間的に更に細かな地域性を

明らかにしようとする研究がみられるようになって

きている。

そのような中で筆者は，既存の土器型式編年にお

ける年代学的側面・分布論的側面を所与のものとし

て進められる研究の隆盛によって，前提化している

土器型式そのものの妥当性に十分な検証が行われな

くなっているのではないかという疑義を提示してき

た（大坂 2009a・b）。

筆者が考える，現在前提化している土器型式編年

の問題点は，第一に，編年対比の基準となるべき大

洞編年が，文様変化に関する型式学的類推に強く依

存しており，文様以外の属性の変化および蓄積され

つつある一括資料との齟齬が表面化してきている点

にある。この問題については，最近になってますま

す類例が蓄積されつつあるにもかかわらず，文様の

みを基準に複数時期の混入と見なす見解が一般的で

あり，軽視することはできない。

第二に，土器型式の分布圏に関する問題がある。

先行研究では，本州島東北部を中心に分布する変形

工字文を有する土器群と，関東・中部地方を中心に

分布する浮線網状文土器群の間に存在する，第三の
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土器群とも言うべき系統衾本論で提唱する「特殊工

字文土器群」衾の存在が認識されてこなかった。結

論の一部を先に述べることになるが，この時期の土

器型式の変化は本州島東北部北半の系統が，山形盆

地・阿武隈川下流域・福島県浜通り北部に分布する

「特殊工字文土器群」と浮線網状文土器群に影響を

与えていくという構図で把握すると理解しやすい。

ところが先行研究では，特殊工字文土器群が独自の

文様変遷を遂げていることが全く気づかれていなか

ったため，特殊工字文土器群の分布範囲を北半の系

統と同一の細分基準で扱うことができると誤認した

まま，広域におよぶ土器型式の並行関係や相互の影

響が論じられてきているのである。

現在の土器型式編年体系は以上の問題が絡み合う

ことで，列島規模での土器型式編年網上に存在する

不整合が不可視化されている。冒頭に述べた遠賀川

系土器の属性が受容された時期をめぐる見解の対立

に代表される問題は，ここに起因していると筆者は

みている。

以下ではまず，型式編年研究の経緯を，現在につ

ながる理解が形成された 1980 年代までを中心とし

てやや詳しく振り返りながら，残された課題につい

て整理する。ここでの記述はやや冗長さがあるが，

この分野に関する研究は長い蓄積の中でやや見通し

にくくなっている部分があるため，先行研究の中で

なぜ現在につながる混乱が生じたのか丁寧に振り返

っておく必要があると考えたためであり，煩雑と思

われる場合は III から読み進めても問題ない。

II．研究の到達点と課題

亀ヶ岡式土器全体を扱った研究史としては，高橋

龍三郎（高橋 1999）や関根達人ら（藤沼・関根

2008）による優れたまとめがあり，大洞 Aʼ 式土器

の周辺に関しては中村五郎（中村 1988）や中沢道

彦による記述（中沢 1991）がある。本節の記述は

それらと重なる部分も多いが，ここでは大洞式・砂

沢式それぞれの標式遺跡が所在する岩手・青森県域

に焦点をあてた形で整理しておく。

1．大洞 Aʼ式土器の設定と砂沢式土器

(1) 亀ヶ岡式土器の 6細分（大洞Aʼ 式の設定）

本州島東北部では，長谷部言人が 1925 年に岩手

県大船渡市大洞貝塚を調査し，「奥羽式」，「奥州式」

などと称されることもあった亀ヶ岡式土器の中にも

年代差があり，大洞貝塚の地点差からそれが把握で

きる可能性を予察した（長谷部 1925）。

その後，山内清男は，長谷部による調査出土資料

に自らが調査した資料を併せ検討を加え，亀ヶ岡式

土器を 6 型式に細分した（山内 1930）。この細分型

式は，出土地点（大洞貝塚 B・C・A・Aʼ 地点）を

基準としたうえで，周辺遺跡との比較も加味すると

いう方法に則って設定されており，地点名を基に大

洞 B式，未命名の一型式（大洞 B-C式），大洞 C旧

型式（大洞 C1 式），大洞 C 新型式（大洞 C2 式），

大洞A式，大洞Aʼ 式と命名，層位および型式の比

較によって上記の順に変遷したものとされた。

ここで示された型式細分は，後に芹沢長介が「ミ

ネルヴァの論争」と名付けた論争を経て（芹沢

1960），70 年後の現在も踏襲されている。ただし，

基準である大洞貝塚の調査報告書は刊行されていな

いため，立論の根拠となった地点差の実際の姿は，

現在まで知ることができない状況が続いている。こ

の点が，のちの研究の進展に伴って無視できない障

害となってくることになる。

(2) 大洞Aʼ 式土器の型式内容

・大洞Aʼ 式土器の特徴

大洞式土器の 6細分については模型図（第 69 図）

が提示されたほか，簡潔な説明が加えられている。

そこでは，大洞Aʼ 式土器の特徴として大洞A式に

続いて「所謂工字文」が存在するとされ（山内

1930 : p. 143），Aʼ 式のみに見られる特徴としては

「頸部及び体部の文様帯の合体」（p. 144）がみられ

るほか，「稍々大形の突起」（p. 144）の存在，点列

が「皆無」（p. 145），口縁部内面沈線が「精製土器

の全数に見られる」（p. 145）ことがあげられている。

｢大洞 BC 中間の型式から大洞A式に至る四型式

に於ては通常三つの装飾帯または文様帯（口部装飾
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帯，頸部文様帯，体部文様帯）が認められる」とす

る記述について，大洞 Aʼ 式に口部装飾帯が欠落す

ることを示すとみる中村五郎の見解（中村 1988 :

pp. 117-118）もあるが，筆者はこの記述について

は「頸部・体部文様帯の合体」（第 69 図 Aʼ下段：I

＋II）を指すものと解釈しておきたい。なお，後に

大洞 Aʼ 式の指標として「変形工字文」の語が一般

化するが，山内自身はこの語を用いていないことが

佐藤祐輔によって改めて確認されている（佐藤

2008）。

・大洞貝塚Aʼ 地点出土土器の特徴

前節でも述べたように，山内による立論の基礎と

なった大洞貝塚 Aʼ 地点出土土器群の全体像は，現

在まで明らかになっていないものの，1988 年以降，

現存する 8点の写真や実測図が公表されてきた（中

村 1988，設楽 1991，須藤 1997・1998，高瀬 2000，

設楽編 2007ほか）。ここで，筆者が新たに作図した

実測図と拓本を基に型式学的特徴を確認しておく

（第 70 図）。

1〜3 は台付浅鉢形土器である。1 (1009-A7)は

口縁部に 8個所の突起が作り出され，対応して 4単

位をなす横位展開型工字文系列の変形工字文が施文

される。文様には，上下の沈線に連なる主線内彫去

が加えられており，台部下端の文様は強い研磨によ

って沈線の下端があいまいになっている部分がある。

密な LR 縄文が施文され，内面には丁寧な研磨が加

えられる。台部の上面外周で粘土紐接合面からの剝

離が観察できる。外面全体に痕跡的ながら赤色顔料

が付着しており，色調は外面がにぶい黄橙色

（10YR6/4）〜明褐色（7.5YR5/6），内面がにぶい

黄橙色（10YR6/4）を呈する。

2 (1009-A5)は体部の一部と台部の約 60 パーセ

ントを欠損している。口縁部には大小が交互をなす

8 か所の突起が作り出されたものとみられるが，2

箇所が欠損している。凸字型工字文系列に属する文

様は極めて幅狭で，一見するとほぼ平行線のように

見えるが，頂点部分からわずかに「入」字形をなし

て広がっている。LR 縄文は浅く，やや乾燥が進ん

でから施文された可能性がある。内外面ともに非常

に丁寧な研磨が加えられている。台部の上面外周で

粘土紐接合面からの剝離が観察できる。口縁部外面

には赤色顔料が付着しており，色調は外面がにぶい

橙色（7.5YR6/4）〜にぶい褐色（7.5YR5/4）を呈

する。

3 (1009-A6)は台部のほとんどを欠損する。口縁

部には 6箇所の突起が作り出されるが，変形工字文

の頂点にあたる部位の突起がすべて欠損しているた

め，6箇所すべてが同じ形態の突起であったのか不

明である。文様や器形が酷似した岩手県奥州市川岸

場 II 遺跡出土土器（前沢町教育委員会 2004 :第 28

図 3・4）など，2種交互の突起が作り出される例が

多いことから，ここでは類例をもとに想定復元し

た1)。体部には 3単位をなす凸字型工字文系列の変

形工字文が施文されている。体部下半の LR 縄文は

節が細かい。色調は外面がにぶい橙色（7.5YR6/4）

〜橙色（5YR6/6），内面がにぶい赤褐色（5YR5/4）

〜にぶい褐色（7.5YR5/4）を呈している。
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第 4章 考 察 147

第 70図 岩手県大船渡市大洞貝塚 Aʼ地点出土土器（東京大学総合研究博物館所蔵)



4 (1009-A4)は大形鉢形土器で，口縁部に明確な

立ち上がりが認められる。文様は凸字型工字文系列

の変形工字文で，頂点が器形の屈曲部に位置し，そ

こから幅広く展開している点に特徴がある。大形の

資料にしては細かな原体を用いた LR 縄文が施文さ

れており，内面には研磨が加えられる。胎土にいわ

ゆる金雲母を多量に含んでいる。色調は外面がにぶ

い橙色（7.5YR6/4）〜にぶい黄橙色（10YR7/4），

内面がにぶい橙色（7.5YR6/4）を呈する。

5〜7は壺形土器である。5 (1009-A10)は，残存

部位の上端に沈線が見られることを根拠として浅鉢

形土器とみる意見もあるが，内面は全体があらいナ

デによって仕上げられている点からみて，壺形土器

の底部破片とみるべきである。底部直上に 2条の並

行沈線がめぐり，外面は入念に研磨されている。色

調は外面がにぶい黄橙色（10YR6/4），内面が明褐

色（5YR5/6）〜暗灰黄色（2.5Y5/2）を呈する。

6 (1009-A9)は口縁部の約 60 パーセントを欠損

しており，口唇残存部に 3条 1 組の刻みがみられる。

体部には，沈線で上下を画した中に 2条 1単位の縦

走する沈線が 6単位施文されているほか，底面には

円文が加えられる。全体に整形が雑で，外面はナデ

で仕上げられる。内面にはヘラあたりが観察できる。

色調は外面がにぶい黄橙色（10YR6/3），内面がに

ぶい褐色（7.5YR5/4）を呈する。

7 (1009-A8)は体部表面の一部および底部表面の

殆どが剝落しているものの，2か所に体部 /底部境

界が残存している。口縁部外面に 3単位の眼鏡状隆

帯が作り出され，頸部には縦，体部には横方向の丁

寧な研磨が加えられる。一部に赤色顔料が付着して

いるほかは，色調はにぶい黄橙色（10YR7/4）を呈

している。内面の色調は観察できなかった。

8 (1009-A11)は小形の深鉢形土器。口縁部は 8

単位の波状をなし，ナデで仕上げられる。体部には

荒い LR 縄文が施文されており，内面は荒い研磨。

その上に内外面に炭化物が付着している。色調は外

面が灰黄褐色（10YR4/2）〜黒褐色（10YR3/1），

内面が灰黄褐色（10YR4/2）を呈している。

・大洞貝塚Aʼ 地点出土土器の評価について

これらの資料のうち，4が山内によって示された

模型図のモデルと考えられてきた個体であり，その

ほかの個体も大洞 Aʼ 式の範囲をめぐる問題に度々

取り上げられてきた。もちろん筆者も，この 8点の

資料が山内による研究の基礎になっていたこと自体

は認めており，その研究史上の意義がきわめて大き

いことには異論はない。ただし，これらの個体は山

内自身が周囲の研究者に資料写真を配布していたも

のの（中村 1988 : p. 110），山内の生前に刊行された

図録には写真や実測図が掲載されることがなかった。

また，出土土器からこの 8点のみが残された経緯が

不明であり，加えて各型式が「地点採集土器の主要

なもの」（山内 1930 : p. 141）にすぎないとされてい

る以上，厳密な意味でどの資料が大洞 Aʼ 式の「標

本」と考えられていたのかを検証することは困難が

伴う。現状では，全ての個体を無条件で「標式資

料」と呼称することにも慎重にならざるを得ない。

(3) 芹沢長介による砂沢式土器の設定

・砂沢式土器の設定

1952 年に青森県を中心とする調査を行った芹沢

長介は，1958 年，弘前市砂沢遺跡出土資料を基準

として砂沢式土器を提唱する（第 71 図）。大洞 Aʼ

式土器との具体的な相違としては，「大洞Aʼ 式土器

の場合であれば，胴下半部には必ず縄文帯が施され

ているのに，砂沢式土器は見る通りの素文である」

（芹沢 1958 : p. 293）と述べられるに留まったが，編

年表では大洞 Aʼ 式土器よりも新しい位置に位置づ

けられている。また，この時点で芹沢は，砂沢式土
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第 71図 砂沢式土器の初出（水野編 1958)



器の時期に弥生文化との関係があった可能性を指摘

するとともに，編年表では大洞 Aʼ 式，砂沢式とも

に晩期の範囲から外して，こんにち恵山式と呼ばれ

る北海道室蘭市本輪西貝塚上層出土の土器と並行関

係にあるものと位置づけている。これには砂沢遺跡

の調査時に管玉が出土していたことと，1957 年に

は江坂輝彌が青森県南部町剣吉荒町遺跡出土土器に

ついて桝形式土器との類似を指摘していたことが

（江坂 1957），立論に影響を与えていた可能性が考

えられる。

1960 年，『石器時代の日本』の中で芹沢は，大洞

Aʼ 式2) と砂沢式土器の相違点について「胴下部を

埋める縄文は，いわゆる大洞 Aʼ 式土器（岩手県）

にふつうであって，砂沢式土器（青森県）には稀で

ある」（芹沢 1960 : p. 291）と 58 年の指摘内容を補

足したうえで，「甕はちょうど，東北地方の弥生式

土器にともなうものの祖形だといえそうである。お

そらく，すでに弥生文化の影響が，土器の製作にま

であらわれたのであろう」（芹沢 1960 : p. 222）と記

している（第 72 図）。

大洞 Aʼ 式との関係については，「大洞 Aʼ 式（岩

手県）」「砂沢式（青森県）」との記述からは地方差

とみなしたものと判断され，図示された資料で馬

淵・新井田川流域から出土した資料（第 72 図 13）

を大洞 Aʼ 式に位置づけていることを加味すれば，

青森県東部の馬淵・新井田川流域までを含む形で大

洞Aʼ 式の分布が捉えられていたと考えられる。

ただし，ここで注意しておくべきは，伝青森県つ
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第 72図 芹沢（1960）による「大洞 A，Aʼ期」の土器
1〜8 :「大洞A式」，9・12・13・18 :「大洞Aʼ 式（岩手）」，10・11・14〜17 :「砂沢式（青森）｣

1 青森県亀ヶ岡

2 青森県亀ヶ岡

3 青森県亀ヶ岡

4 青森県是川中居

5 青森県是川中居 6 出土地不明

7 宮城県沼津貝塚

8 宮城県沼津貝塚

9 伝青森県亀ヶ岡

10 青森県砂沢

11 青森県砂沢

12 岩手県金田一川

13 青森県是川中居

14 青森県砂沢

16 青森県砂沢

15 青森県砂沢

17 青森県砂沢

18 岩手県畑



がる市亀ヶ岡遺跡出土の台付浅鉢形土器（第 72 図

9）が「大洞 Aʼ 式土器の高坏の典型」（芹沢 1960 :

p. 293）とされた点である。青森県西部の津軽地方

から出土したとされるこの個体について，岩手県方

面からの搬入品と考えうるのか否かといった点に具

体的な言及がなされていないために，記述にややわ

かりにくい部分が生じており，大洞 Aʼ 式と砂沢式

の関係に関する芹沢の認識には不明瞭な部分が残さ

れたといえる。

・1960 年代の資料状況

1950〜60 年代にかけて北部では，1955 年に岩手

県二戸市足沢遺跡，1968 年に青森県青森市沢山遺

跡，青森県佐井村八幡堂遺跡（江坂 1968a・b）な

どで，亀ヶ岡遺跡出土の資料（第 72 図 9）に類似

した資料が相次いで出土していた。しかし，これら

は砂沢遺跡からは遠い青森県の東部に偏っていたう

え，いずれも簡単な速報が公表されたのみで，1994

年に沢山遺跡（葛西編 1994），1999 年に足沢遺跡

（須藤編 1999），2009 年に八幡堂遺跡（安藤編

2009）出土資料の全体像が明らかにされるまで，多

くの研究者がその詳細な内容を知ることは難しかっ

た。そのため，長いあいだ亀ヶ岡遺跡出土の一点が，

砂沢式と比較しうる北部出土の大洞 Aʼ 式土器とし

ての位置を占め続けることになっていく（須藤

1973 : p. 65）。

1968 年に江坂は「青森県剣吉荒町遺跡発見の大

洞Aʼ 式土器と，同県弘前市砂沢遺跡発見の大洞Aʼ

式土器は文様など異なる点が多く，これを時間的に

異なる 2形
マ

式
マ

と観る見解と，県東部と西部の地域的

差異によるものではないかと観る向きもある」（江

坂 1968b）と記している。この記述は，一地域内で

型式変遷をたどりうる良好な資料に恵まれず，離れ

た遺跡から出土した土器群を比較せざるを得なかっ

た当時の状況を反映するものである。

(4) 山内清男による砂沢式土器の理解

ところで，山内が砂沢式土器の位置づけについて

どのように捉えていたのかを示す直接的な資料は多

くはない。山内が編集にあたった『日本原始美術

1』（山内編 1964）では，「文様帯系統論」を論じる

中で，砂沢遺跡出土土器の多くを大洞 Aʼ 式と呼称

する一方で，波状工字文の施文される個体（第 72

図 10）のみを「続縄紋式」に位置づけている（山

内編 1964 : p. 158）。ただし，これが後者を大洞 Aʼ

式の範囲から外したと考えられるかどうかという点

になるとそれほど明瞭ではない。

当時，波状工字文は「工字文のくずれた波状文」

（芹沢 1960 : p. 293）と呼ばれており，江坂もこの土

器について「本土器の沈線文は所謂工字文が既にく

ずれて新しい文様へ移行しはじめている」として型

式学的に新しいものとしつつも，「沈線文の間隙部

を刺突文で埋めるのは本型式（筆者註：砂沢式）の

特徴」（山内編 1964 : p. 188）として，砂沢式土器の

範疇に含めた3)。

山内が，芹沢や江坂による文様の変遷観にどの程

度賛同していたのかについて明確な資料はないが，

「津軽地方にある大洞Aʼ 式の新しいものに続縄文の

起源となるような横線の発達したものがある」（平

山ほか 1971）という発言が示す個体が，先述した

波状工字文を施文される台付浅鉢形土器（第 72 図

10）だとすれば，芹沢・江坂両氏と共通する認識を

持っていた可能性が考えられるだろう。そうだとす

れば，「大洞Aʼ 式の新しいもの」が「続縄紋式」と

呼ばれていたということになる。

このような考えに対しては，縄文晩期の範囲が亀

ヶ岡式に規定されていることから，「続縄紋式」土

器を大洞 Aʼ 式として言及することに抵抗があるか

もしれないが，『日本原始美術 1』巻末の編年表で

は，続縄文文化に属する恵山式土器が大洞 Aʼ 式土

器と一部年代的に並行する位置におかれている。ま

た，「縄文は一応大洞 A か Aʼ の様なもので終わっ

た」（平山ほか 1971 : p. 61）という発言もあるよう

に，磨消縄文のある土器を伴う「福浦島下層式」の

位置づけを含めて，大洞 Aʼ 式の位置づけについて

不明瞭な部分が存在したことが分かる。そのため，

1964 年当時には，大洞Aʼ 式の新しい部分が続縄文

に属するものと考えられていた可能性も考慮してお
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く必要もある。

(5) 牧野 II 遺跡出土資料の公表

1981 年になって，砂沢遺跡に近い青森県弘前市

牧野 II 遺跡から出土した土器群が報告される（弘

前大学考古学研究室 1981）。この資料群は正規の発

掘調査によって得られたものではないものの，林檎

園の整地に伴ってまとまって出土したものとされて

いる。

報告にあたっては，出土土器のうち浅鉢形土器お

よび台付浅鉢形土器のみが抽出されたうえで，I

(a・b・c)，II，III (a・b)類に分類され，IIIb類は

砂沢式土器に相当するものとされた。I類および II

類に関しては簡単な考察が加えられたのみだったが，

IIIa類（第 73 図）と IIIb類（砂沢式）の差異には

集中的な検討が加えられており，以下の点が指摘さ

れた（弘前大学考古学研究室 1981 : p. 43）。

① ｢IIIa類土器の場合，施文される沈線の幅は

1.5〜2mm で，しかも，沈線の断面形は三角

形に近いものが多い。これにくらべ砂沢式土器

の場合，沈線の幅は，IIIa類土器の場合よりも

概して 1〜2mm広く，沈線の断面形は，半円

形に近い」。

② ｢IIIa類土器の場合，口縁にみられる突起は，

なだらかな山形を呈しているのがほとんどであ

り，工字文間に付される粘土粒は，小さく扁平

な形を呈している。これに対し，砂沢式土器の

場合，口縁の突起の頂部は，瘤状に膨張，発達

し，三角形工字文間に付される粘土粒も口縁部

突起に呼応するかのように，大きくて半球状を

呈しているものが多い」。

③ ｢IIIa類土器の場合，台付土器の台部は，下

部に広がって開く台形の低いもののみであるが，

砂沢式土器の場合には，台部下半があまり開か

ず，円筒形を呈するものが特徴的にみられる」。

④ ｢IIIa類土器の場合，文様帯はほとんどにお

いて，口縁部に限られ，しかも施文される工字

文は，ほとんど 1段である。砂沢式土器の場合

には，文様帯が口縁部から体部全面におよぶも

のがあり，施文される工字文も 1〜3段に展開

する」。

⑤ ｢IIIa類土器の場合，体部は，無文のものに

くらべ縄文を施すものが多く，縄文は LR が全

体の 80％であり，RLは全体の 20％である。

これに対して，砂沢式土器の場合，体部に縄文

を施すものは少なく，縄文は LR がほとんどで

ある」。

⑥ ｢IIIa類土器の場合，刺突文を施す技法はほ

とんど見られないが，砂沢式土器の場合は，口

縁の突起部や体部，台部に刺突を施す技法が特

徴的にみられる」。

ここで報告された IIIa 類は，砂沢遺跡の至近の

距離にある遺跡から出土した土器群でありながら，

⑤であげられた体部の縄文など，かつて芹沢
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第 73図 青森県弘前市牧野 II遺跡出土土器 IIIa類（弘前大学考古学研究室 1981)



（1960）が大洞Aʼ 式として示した内容に類似したま

とまりを示している。そのため，青森県域では大洞

Aʼ 式と砂沢式を単純な地域差とみる見解はこれを

境に少なくなり，北部における牧野 II 遺跡出土土

器群から砂沢遺跡出土土器群へという順序そのもの

は，多くの研究者が認めるところとなった。

(6) 大洞Aʼ 式と砂沢式をめぐる課題

以上のように，大洞 Aʼ 式と砂沢式の関係は北部

では整理されつつあるが，残された問題は，牧野 II

遺跡 IIIa類と，中部の大洞Aʼ 式との関係が検証さ

れていない点である。そこには，長い間，大洞貝塚

Aʼ 地点出土資料の全貌が知られておらず比較に困

難が伴ったことと，中部ではこの段階のまとまった

資料が乏しかったことが影響している。

この問題に関して最も踏み込んだ検討を行った須

藤隆は，宮城県栗原市山王囲遺跡 IV層出土土器を

細分し，下層を牧野 II 遺跡出土土器群に，上層を

砂沢式に対比したが（須藤 1987a），基準となった

資料が報告されなかったこともあって定着を見なか

った。

いずれにしても，現在まで北部と中部の編年対比

は多くの研究者の合意を得るに至っておらず，それ

が大洞 Aʼ 式と砂沢式の範囲をめぐる問題として影

響を与えている（高瀬 2000，小林 2001，佐藤

2008）。この点の明確化が課題と言えるが，それに

は牧野 II 遺跡出土土器群から砂沢式土器の連続性

のより確かな細分編年と，中部の編年の確立，確実

な資料に基づいた両地域の編年対比が必要になる。

ただし，この問題について検討しようとすると，先

行型式からの連続性に関連して，次に述べるような

問題が存在している。

2．大洞 A式土器と大洞 Aʼ式土器の関係

(1) 大洞A2 式土器の提唱

1964 年，『日本原始美術 1』の編年表において初

めて大洞式土器の 9細分案が提示され，従来の大洞

A式と大洞Aʼ 式の年代幅には大洞A1 式，大洞A2

式，大洞 Aʼ 式があてられた（山内編 1964）。ただ

し，編年表に現れた大洞A2 式については図版で詳

しい解説が示されず，具体的な内容を知ることはで

きない。のちに，山内自身が「文様帯の幅が狭くな

っちゃう」（平山ほか 1971 : p. 72）という発言を残

したものの，同時に「とうとう未だにまとまらない

んですよ」，「それで迷っているんです」（平山ほか

1971 : p. 72）と述べていることからは，型式名称を

提示したのちもその内容について確定しえない状態

にあったものとみるべきである。

(2) 鈴木正博による大洞A2 式土器の再定義

1985 年になって鈴木正博は，宮城県角田市梁瀬

浦遺跡出土土器について「基本的な文様は隆線文手

法による匹字文であり，大洞A1 式成立の型象であ

った工字文は姿を消している」（鈴木 1985a : p. 119）

としたうえで，「この単位文と単位文の間には斜線

文が略同等の幅を占めており，大洞 Aʼ 式の変形工

字文とは性格を異にしている。この隆線文による上

下対称の匹字文系単位文は大洞A2 式の典型的文様

であり，明確に大洞 A1 式及び Aʼ 式と区別される

ものである」（鈴木 1985a : pp. 120-121）とした。

そして，鈴木が大洞 A2 式と考える土器（第 74

図 1〜3）を大洞Aʼ 式と呼称した研究については，

「これら資料の中に山内博士が大洞Aʼ 式とした模式

図の文様が一例たりとも存在しない」とし，「変形

工字文を山内博士の大洞 Aʼ 式模式図の文様，即ち

II＋IIcに原点を求める立場にある限り，1〜3は決

して変形工字文と呼ぶべきではない。筆者は変形匹

字文と呼んでいる。以上の理由で道平遺蹟例を大洞

Aʼ 式と認定することを拒絶する」（鈴木 1985b : p.

390）としている。

この際に示された文様の変遷（第 75 図左）につ

いては，後に

① ｢大洞A2 (古）式…福島県袋原遺蹟の台附浅

鉢の口頸部文様を基準として設定。浦尻磯坂遺

跡は，概ねこの段階に比定される」

② ｢大洞A2 (新）式…宮城県山王遺蹟の三角形

を意識した文様を基準として設定」

③ ｢大洞 Aʼ（古古）式…秋田県梨ノ木塚遺蹟 I-
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B 区出土の隆線文手法による三角連繫文を基準

として設定。既に変形匹字文を逸脱している」

④ ｢大洞Aʼ（古）式…岩手県堀切遺蹟の沈線文

手法による三角連繫基本形を基準として設定」

⑤ ｢大洞Aʼ（新）式…山王遺蹟の沈線文手法に

よる変形工字文が三角連繫基本形から変化し，

口頸部全面を利用した複段化への最初の段階で

ある。この手法を発達させたのが砂沢式であり，

大洞Aʼ（新）式より後出の段階である」

という説明が加えられている（鈴木 1987 : p. 119）。

また，「変形匹字文の場合特徴的なのは，下位の

匹字文も上位の夫れと対称となるかの如く，対化さ

せて目立つように表出するのであるが，大洞 A2

(新）式では下位の匹字文は第 4図 1 (筆者註：宮城

県七ヶ浜町二月田貝塚出土土器）の如く痕跡を留め

る程度の役割に変化してしまうのである。こうした

手法を「変形匹字三角文」と命名すると，変形匹字

文（大洞 A2 (古）式）→変形匹字三角文（大洞 A2

(新）式）→変形工字文・三角連繫文（大洞Aʼ 式）

という図式で特徴が把握できる」（鈴木 1987 : p.

121）と，文様類型を細分した。これにともない，

福島県大熊町道平遺跡出土土器の一部（第 74 図 3）

は「大洞 A2 (新）式」の「変形匹字三角文」とさ

れたことになる（鈴木 1987 : p. 121）。

鈴木による研究は，直線的に文様の変遷が考えら

れそれぞれに細かな年代差が与えられている点に特

色があり，また，それを従来の研究で実態が不明だ

った大洞A2 式に対比させたという点に研究史上の

意義を認めることができる。

(3) 工藤竹久による剣吉荒町 I 群段階の提唱

鈴木による大洞A2 式の再設定と前後して，青森

県南部町剣吉荒町遺跡出土土器群の分析を行った工

藤竹久によって，同様の問題が提示される。工藤は，

砂沢式土器に先行する「剣吉荒町 II 群土器」を大

洞 Aʼ 式古段階に比定するとともに，それらよりも

下層から出土する傾向のある「粘土を削り込み陽部

を強調する手法」（工藤 1987 : p. 44）をもつ文様

（第 75 図右：「変形工字文A｣・同「B」）に着目し，

こうした文様を大洞A式でも大洞Aʼ 式でもない土

器型式の指標と考えて，剣吉荒町 I 群土器を提唱し

た（工藤 1987）。

剣吉荒町 I 群の中でも「変形工字文A1〜3」を指

標とする I 群 aは，文様が「工字文の伝統が根強く

残存」した型式学的に古いものと見なされており，

「存続期間の短い型式指標としての資格を有する文

様」と想定されながらも，出土量が少なく明確に分

離するに足るだけの出土事例がないとして，「変形

工字文 B」を指標とする「I群 b」とともに「I群」

の範疇として扱われた。

ここで工藤が設定した「変形工字文 B1」は鈴木

による「大洞A2 式」の指標である「変形匹字文｣・

｢変形匹字三角文」，「変形工字文 A1・A3」は「大

洞 Aʼ 式古古段階」の「三角連繫文」とほぼ重なる

内容を指している。工藤と鈴木の編年案は，細かな

部分では新旧関係が逆転しているほか，型式区分の

位置に違いがあるものの，文様を分類したうえで細

かな年代差を想定し従来の「工字文」と「変形工字

文」の間に位置づけた点では共通性が高く，鈴木に

よっても同様の評価が述べられている（鈴木 1987 :

p. 133）。この両名の研究の基本的な一致によって，

型式区分の位置・型式名称の是非は別として，両氏
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第 74図 鈴木（1985b）で扱われた福島県出土土器



の示した変遷観そのものは，徐々に普及していくこ

ととなったといっていい。

(4) ｢大洞A2 式土器」をめぐる研究の現状

90 年代には，前節で述べたように，鈴木・工藤

両氏の変遷を大筋で肯定したうえで，型式名称の妥

当性および型式区分の位置について問題にされる傾

向が強まる（中村 1988・1990，設楽 1991，鈴木

1991）。そして，その議論の中では特に，大洞貝塚

Aʼ 地点出土土器の中に工藤による「変形工字文A」

をもつ資料（第 70 図 1）が存在する点が重要な位

置を占めてきた。

中村五郎は「大洞 A2 式」について，山内自身が

具体的な内容の発表に至らなかった経緯から「大洞

A2 式」という型式名称を用いることに否定的な立

場をとり，大洞貝塚 Aʼ 地点出土資料の内容を重視

して，先述の個体（第 70 図 1）について「浮線で

表現した工字文」をもつことに注意しつつも（中村

1988 : p. 117），大洞 Aʼ 式の範疇に含めて理解して

いる。

鈴木は大洞A2 式の型式名称を積極的に用いるが，

1985 年当時の変遷観に従って，この土器を秋田県

梨ノ木塚遺跡出土土器（第 75 図左 3）に対比可能

なものとし，「大洞Aʼ 式（古古）段階」に位置付け

ている（鈴木 1991）。

2000 年になってこの時期の土器型式編年の整理

を試みた高瀬克範は，先行する「大洞A1 式」期の

文様を整理しつつ，「変形工字文 A」と「変形工字

文 B」が異なった文様系列に由来する同時期の文様

と説明できることを主張して，いずれも「大洞A2」

式の範疇に含めるべきものとしている（高瀬 2000）。

これは，工藤と鈴木の間で新旧の認識が食い違って

いた部分を，異系統同時存在の文様とみることで整

理したものと言えるだろう。

(5) ｢大洞A2 式土器」の問題点

ところで，筆者は以上のような文様の変遷を基軸

とした編年案について，これまでいくつかの疑問を

提示してきた（大坂 2009a・2009b）。ここで，疑問

の契機となった具体的な資料の一部を示しておきた

い。

第 76 図 1は，青森県つがる市亀ヶ岡遺跡から出

土したとされる鉢形土器であり，直線的な器形をも

ち，文様が太く丸い沈線で描かれており明るい色調
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第 75図 鈴木（1985a）による文様変遷案（左）と工藤（1987）による変形工字文変遷模式図（右)



を示すなど，典型的な「砂沢式土器」の属性を備え

ている。しかし一方で，文様は工藤氏による「変形

工字文 B1」に極めてよく類似している。

第 76 図 2は津軽平野南西部から出土した4) とさ

れる浅鉢形土器だが，1と同様に砂沢式土器の特徴

とされてきた属性を備えている一方，文様はやはり

工藤氏による「変形工字文 B1」に類似した構成を

示している。

仮にここで「大洞 A2 式」から「大洞 Aʼ 式」に

かけて，あくまでも「変形工字文 B」から「D」へ

という変化があったと考えると，砂沢式に属する資

料に「変形工字文 B1」ないしそれに類似した文様

が存在することを整合的に説明するのは容易ではな

い。言いかえれば，このような土器が砂沢式に存在

するという事実は，文様の細部に至る類似について，

「大洞 A2 式土器」との類似が偶然に生じたものと

考えない以上，既存の「大洞 A2 式土器」と「大洞

Aʼ 式土器」の細分基準に内在する文様変遷観に問

題がある可能性を示しているものと考えなければな

らないだろう。

また，東北中南部では「変形工字文」を有する土

器群と「変形工字文 B1」「変形匹字文」「変形匹字

三角文」が施文された土器が共伴する例が見られる

ようになってきており，土器型式編年に再考を要す

る可能性が指摘されるようになってきていることも

看過できない（小林 2001 : p. 56）。

ここまで見てきたとおり，先行研究では多くの研

究者が文様の変化という視点から編年を進めてきた

経緯があるが，その背景としては，当該期には一括

出土事例が多くはないことのほかに，2000 年に研

究の現状を総括した高瀬が述べるように「「亀ヶ岡

式」の地域性を捨象して並行関係を論じるためには，

広域に分布しつつも複雑な描出体系をもっている点

で共時性の指標として有効な単位文様を重視した議

論が不可欠」（高瀬 2000）という認識がある。筆者

はこれまでの検討を通して，このような従来の研究

の多くに内在している（a）大洞式は「広域に分布」

する単位文様から一体として扱うことが可能で，

（b）その単位文様は急速に転換するために「共時

性の指標」となるという二つの前提衾（a）を「大

洞式広域分布モデル」，（b）を「文様類型転換モデ

ル」と呼称する衾そのものに疑問を抱くようになっ

ている。この問題について明らかにしようとすると

きに，解決の方法は，地域ごとの型式編年を良好な

一括資料を基準に再検討したうえで，改めて並行関

係を検討するという道以外にあり得ないのである。

以下では，本州島東北部を青森県を中心とする北

部，北上川流域を中心とする中部，山形盆地から阿

武隈川下流域にかけての南部に三区分し（第 77 図），

III・IV・Vでそれぞれの土器型式編年を検討した
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第 76図 ｢変形工字文 B1」の属性がみられる「砂沢式土器｣
1 :亀ヶ岡遺跡（弘前大学所蔵），2 :新谷雄蔵コレクション（青森県立郷土館所蔵)



後，VI で地域間の並行関係を検討していく。

III．本州島東北部北部の編年

1．津軽・下北半島地域の型式編年

(1) 分析資料の提示

本章の目的は津軽・下北半島地域の資料の分析を

通じて，北部地域の土器型式編年を検討することに

ある。下北半島地域では橘善光による精力的な資料

収集が行われてきたほか，江豚沢遺跡の継続的な調

査，佐井村八幡堂遺跡出土土器群の紹介（大坂

2009c）などによって，北部で最もまとまった資料

が蓄積されてきている。ここではまず，基軸となる

資料として筆者自身が過去に紹介した八幡堂遺跡出

土土器群の型式分類を行ったのち，ほかの津軽・下

北半島出土の資料と対比しながら編年を提示する。

なお，本来はこうした土器の分類には定量的なデー

タを提示するのが望ましいと考えるが，本論で対象
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第 77図 縄文時代晩期末葉から弥生時代前期にかけての主要遺跡
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とする土器群は今もって零細な資料が多く，十分な

説得性をもった定量的データを得ることは難しい。

そこで以下では，指標となるいくつかの属性を重視

する，定性的な方法を用いていくこととする。

(2) 八幡堂遺跡出土土器の分類

八幡堂遺跡出土土器群の分類にあたって鍵となる

のは，いわゆる精製土器の中でも口縁部に突起を有

する個体における口縁部内面沈線の形態，外面沈線

の形状，および，口縁部屈曲部内面の調整である。

第一のグループは，口縁部内面沈線が相対的に細

い沈線で描出されるもの（第 78 図 1b・第 79 図

4b）である。沈線はそのほかのものに比べて直線

的ではなく，ぶれたような印象をうけるもので，こ

の特徴は外面の施文とも共通している。口縁部屈曲

部の内面には研磨が及んでおらず，多くの個体で粘

土紐接合の痕跡が明確に残っている。

第二のグループは，口縁部内面沈線が相対的に太

い沈線で描出されるもので（第 78 図 2b・第 79 図

5b），沈線はいずれも直線的である。口縁部屈曲部

の内面には入念な研磨が及んでおり，粘土紐接合痕

跡が残るものはほとんどない。
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第 78図 青森県佐井村八幡堂遺跡出土浅鉢形土器口縁部
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第三のグループは，口縁部内面沈線の上端がほと

んどないし完全に失われて段をなしているもの（第

78 図 3b・第 79 図 6b）である。外面の沈線はいず

れも直線的である。口縁部屈曲部の内面には研磨が

及んでおり，粘土紐接合痕跡は観察されない。

これらの変化のうち，第三のグループにおいて口

縁部内面沈線が変化して段を形成しているのは，突

起が大ぶりなため，突起の内面側の比較的狭い範囲

にまでミガキが施されることに相関するものと解釈

できる。また，それぞれのグループには胎土の特徴

にも違いがみられることから，それに応じて以下の

3群に土器群を再編することができる。

・八幡堂 1 群（第 80 図 1〜9）

浅鉢形土器では強く丸みをおびた器形，薄い器壁

にやや砂礫の目立つ胎土が見られる。口縁部突起が

文様の単位と対応しない位置にあるもの（第 80 図

1・3・6・7）も多くみられる。口縁部内面に粘土紐

接合痕を残すもの（第 80 図 2・4・5・7・8）が多

い。台付浅鉢形土器は浅鉢形土器と同様に体部が丸

みを帯びており，脚部は幅広いためほかの個体より

やや低い印象を受けるものと，大洞 A式期に比較
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第 79図 青森県佐井村八幡堂遺跡出土台付浅鉢形土器口縁部
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して細い沈線が密に施文される細い脚部の例が存在

している。

・八幡堂 2 群（第 80 図 10〜21）

浅鉢形土器，台付浅鉢形土器，壺形土器のいずれ

も 4単位の口縁部突起と文様の交点・中点が整然と

対応する。浅鉢・台付浅鉢形土器を見た場合，やや

砂礫の目立つ胎土に相対的に細い沈線の a 類（第

80 図 12・16・17）と，精良な胎土，相対的に太い

沈線の b類（第 80 図 10・11・13〜15・18〜20）に

細別可能である。a類は b類と比較すると器高が大

きく文様施文部位が幅狭で，沈線はやや曲線的なの

にたいし，b群は低平な器形をなし，沈線は直線的

である。突起や粘土粒も b類の方が相対的に大き

い傾向がある。こうした属性をもつ b 類は 2 群 a

類と後述する 3群の中間的な特徴を備えるものであ

り，型式学的に「2群 a類→ 2 群 b類→ 3 群」の変

遷も想定できる。

・八幡堂 3 群（第 80 図 22〜31）

浅鉢形土器，台付浅鉢形土器，壺形土器の全てで

文様単位数が 3，波状口縁の場合には内面沈線上端

が段をなす特徴を示す群。浅鉢形土器は平縁のもの

と，6単位の突起で口径・底径差の大きいものがあ

り，突起があるものでは文様の交点・中点と整然と

対応する。口縁部突起，変形工字文交点・中点の貼

付粘土粒はいずれも 2 群よりも大きく，器面から明

瞭に突出する。また，文様が器面全面に描かれるも

のが含まれる点も 2 群と大きく異なっている。文様

の主線上下を彫去したものが含まれるほか，縦長の

刺突など両者に共通する属性も少なくない。

(3) 編年の基点となる出土例

ここまでで分類した八幡堂遺跡出土土器群から，

中期前葉に位置付けられる二枚橋式土器の間には大

きな型式学的隔絶があるが，ここでは他の遺跡から

出土した土器群をもとにして，両者の間を埋める資

料を検討するため，単位となる資料を提示する。

・むつ市梨ノ木平遺跡（第 80 図 32〜34・36〜40）

本遺跡では 1984 年，1987 年，1989 年の三次にわ

たって発掘調査が行われており（橘・奈良 1986，

橘・佐藤 1988・1990），発掘区から多量の「砂沢

式」土器が出土している。本遺跡で出土した土器群

は破片資料が多く，全体の形が判別できるものが多

くはないものの，以下のような特徴を知ることがで

きる。

まず，浅鉢形土器の口縁部にみられる突起は

「U」字形に近かった八幡堂 3 群段階にくらべて大

きく，突起の頂部がやや内向きにそり出して横

「C」字形をなしているものが多い（第 80 図 33・

34）。文様では八幡堂 2・3 群段階と同じく主線側面

彫去手法を用いた例があるほか，平行沈線間を段状

に窪める手法（第 80 図 32）がみられる。口縁部内

面沈線は段をなすものと通常の沈線のものの双方が

存在する。壺形土器では変形工字文が多段に展開す

るものが多い。また，馬淵・新井田川流域からの搬

入品の可能性があるものとして，古いタイプの類遠

賀川系土器が出土している（第 80 図 40）。

・江豚沢遺跡第 4 号竪穴住居跡貼床・床面（第 80

図 35・41）

本遺構から出土した土器群は完全な形がうかがえ

るものが少ないものの，八幡堂 3 群にみられない大

型の突起（本書第 46 図 348）がある。平縁の浅鉢

形土器では，八幡堂 3 群のものと異なり口唇部が外

反する特徴がある（第 80 図 35）。ほかに主線側面

彫去手法を用いた例（本書第 46 図 355）がある。

・戸沢川代遺跡（第 80 図 45〜47・50）

本遺跡は青森県むつ市に所在し，陸奥湾に面し，

戸沢川によって浸食された標高約 11mの海岸段丘

突端に位置している。斜面から「捨て場」が検出さ

れており（葛西 1991），出土土器の型式学的特徴か

ら短い時間幅の間に残された土器群とみることがで

きる。本遺跡から出土した土器群には大型の突起を

もつ例が多く，平縁の個体では口唇部が外反する。

口縁部内面沈線は段をなすものはなく，いずれも幅
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広の浅い沈線が用いられる。主線側面彫去手法およ

び平行沈線間を段状に窪める手法は一切見られない。

壺形土器にも大型の突起や幅広で浅い沈線といった

特徴がみられる。

・江豚沢遺跡第 2号竪穴住居跡

本遺構からは覆土を中心に多量の遺物が出土して

いるが，一部に前後する段階の土器群を含むものの，

戸沢川代遺跡出土土器群に類似した資料が多数を占

めている。こうした資料の浅鉢形土器の沈線は浅く

幅広で（本書第 37 図 226〜232），主線側面彫去手

法や平行沈線間を段状に窪める手法は認められない。

(4) 層位的出土事例

八幡堂遺跡が所在する下北半島では，八幡堂 1 群

に類似した土器群のまとまった出土は現在まで知ら

れていないが，津軽半島の宇鉄遺跡 IIb 層から出土

した土器群はこれによく共通した型式内容を示し

（第 81 図 9〜13），大洞 A 式相当土器群（第 81 図

1〜8）の上層に位置している。また，IIab 層から

は八幡堂 2 群に類似した土器群がまとまって出土し

ている（第 81 図 20〜26）。この事例は，層位的に

「大洞A式相当土器群→八幡堂 1 群→八幡堂 2 群」

の型式変遷を傍証するとともに，八幡堂 3 群が八幡

堂 2 群と年代差にあることを示しているものと解釈

できる。

その他，層位的な出土状況ではないが単純なまと

まりを示す資料として，八幡堂 2 群に相当する土器

群が江豚沢遺跡第 4 号竪穴住居跡 pp12，八幡堂 3

群に相当する土器群が青森県今別町二ツ石遺跡第 3

号土壙（青森県教育委員会 1989）でまとまって出

土している例がある。また，遺跡単位では，青森市

米山（2）遺跡（青森県教育委員会 2008b）におい

て，八幡堂 3 群段階の土器群のみがまとまって出土

している。以上の例に江豚沢遺跡では八幡堂 1 群段

階は出土していないこととあわせて，前節で設定し

た各段階は年代学的な差を反映しているものとして

とらえて良いだろう。以下では，それぞれを八幡堂

1 群段階，八幡堂 2 群段階，八幡堂 3 群段階と呼称

することとする。

梨ノ木平遺跡・江豚沢遺跡第 4号竪穴住居跡とい

う 2 例の土器群は，先行する八幡堂 3 群段階と後述

する土器群の中間的な特徴を示しており，八幡堂 3

群段階に直接後続するまとまりを示すものと考えら

れる。この段階のある程度まとまった資料としては，

ほかにむつ市葉色遺跡（小山 2007）の例がある。

戸沢川代遺跡出土土器群に類似するまとまった資

料としては，江豚沢遺跡第 2号竪穴住居跡出土土器

群のほかに，第 1号竪穴住居跡出土土器群，第 2号

竪穴遺構出土土器群があげられる。

江豚沢遺跡では遺構の重複関係から「梨ノ木平段

階が出土した第 4号竪穴住居跡（旧）→戸沢川代段

階が出土した第 2 号竪穴住居跡（新）」という順序

が明らかになっており，土器の型式学的順序と整合

的である。以下ではそれぞれ梨ノ木平段階，戸沢川

代段階と呼称する5)。

(5) 台付深鉢形土器の型式変化

ここまででまとめた変遷を台付深鉢形土器に着目

してふりかえってみると，4単位の突起が多く直線

的な器形の八幡堂 1・2 群段階（第 81 図 18・26・

第 80 図 21）から，徐々に体部上半の屈曲が強くな

り，戸沢川代段階には 6単位の突起に強い屈曲をも

つ，二枚橋式土器（須藤 1970・大坂 2007）の祖形

と言える器形（第 80 図 51）が成立してくる過程を

スムーズにトレースすることができる。また，頸部

の眼鏡状隆帯（第 80 図 21）が形骸化して沈線中の

粘土粒（第 80 図 31）になったのち，台付鉢形土器

には用いられなくなることも分かる。

文様に着目してみると，波状工字文は八幡堂 3 群

段階以前は聖山式の連繫入組文に由来する「沈線の

途切れ」（福田 2000）が認められるが（第 80 図

21・31），梨ノ木平段階には「沈線の途切れ」を欠

く個体が見られるようになり（第 80 図 41），戸沢

川代段階には管見の限り全ての個体で欠落するよう

になる（第 80 図 50・5I）。本章で検討した型式変

遷とその連続性の強さは，このような属性のスムー

ズな変遷からも確認することができる。
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2．馬淵・新井田川流域の様相

(1) 剣吉荒町遺跡出土土器群の変遷

剣吉荒町遺跡は，青森県三戸郡南部町に所在し，

青森県東部を流れる馬淵川の西岸に位置している。

1956 年と 1966 年には江坂輝彌氏らによる発掘調査

が行われたほか（江坂 1967a・b，安藤編 2009），

1982 年には当時の名川町教育委員会，翌 83 年には

青森県立郷土館によって発掘調査が行われ，それぞ

れ報告書が刊行されている（名川町教育委員会

1984，青森県立郷土館 1988）。本章では，従来，北

部の基準的資料として扱われてきた剣吉荒町遺跡の

出土土器群を通して，津軽・下北半島地域で検討し

た土器型式変遷との異同を確認しておきたい6)。

本遺跡で江坂氏らによる調査地点とは約 200m
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離れた位置で行なわれた 1983 年の調査では，斜面

の上部から下部に向けてA〜Jのグリッドが設定さ

れており（第 82 図），A〜Cグリッドでは新しい時

期の遺構によって当該期の包含層が失われているほ

か，D・Eグリッドおよび Fグリッドの一部が町教

育委員会による調査区とほぼ重なっているものとさ

れている（青森県立郷土館 1988 : p. 11）。残念なが

ら，この調査区では 82 年度，83 年度調査の層位に

ついて，対応関係が十分に把握できるだけの情報が

示されていないため，記述からは分層の対応関係は

明らかではない制約があるのだが，出土した土器群

をみてみると，区・層位によってその内容に違いが

認められる。

・1982 年調査区

1982 年調査区から出土した土器群は，第 3 層か

ら八幡堂 1 群相当の土器（第 83 図 1）が少数出土

しているほかは八幡堂 2 群段階相当の資料が多く

（第 83 図 2・3・8・13〜22・24），ほかに中部の系

統の土器（第 83 図 9・27・28）が出土している。

明確に八幡堂 3 群段階に位置付けられる資料は出土

していない。

・1983 年調査区F・G区

1983 年調査区のうち Fグリッドは 1982 年調査区

と部分的に重なりながら斜面下方の G 区につなが

っており，1982 年調査区出土資料と接合するもの

もある（第 84 図 6）。ここでは，八幡堂 1 群相当の

土器（第 84 図 1・2）が少数出土しているほかは，

八幡堂 2 群相当の資料（第 84 図 3・5・6）がある

ほか，八幡堂 3 群段階の資料（第 84 図 7・15〜17）

がまとまって出土している。

・1983 年調査区H・I区

この発掘区は 1983 年度調査区の中で最も標高が

低い位置にある。ここでは，最下層の III 層から II

層にかけて八幡堂 3 群相当（第 85 図 6・15）が出

土しているほかは，ほとんどが梨ノ木平段階相当

（第 85 図 1・11〜14）の土器群に占められている。

また，古い様相を示す類遠賀川系土器（第 85 図

23・24）がややまとまって出土している。

前章での津軽・下北半島地域での土器型式変遷の

検討を受け入れれば，以上の出土状況からは，この

発掘区内の堆積が，居住域の存在が予想される斜面

上部からの廃棄行為を挟み込みながら形成されたも

のであり，斜面上部から下部にかけて廃棄が繰り返

された結果，おおむね「D・E区 2・3 層」→「F・

G 区」→「H・I区」の順に堆積していった可能性

が考えられる。

(2) その他の編年の基点となる出土例と土器型式

編年

剣吉荒町遺跡出土土器群には，戸沢川代段階相当

の資料が含まれていないが，これにあたる資料は八

戸市是川中居遺跡 G 区でややまとまって出土して

おり（第 86 図 10・11），口縁部突起や粘土粒の大

型化，底部が大きい器形など，津軽・下北半島地域

の土器群と共通する様相が確認できる。また，この

土器群には剣吉荒町遺跡では見られない在地化の進
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第 83図 青森県南部町剣吉荒町遺跡 1982年調査区出土土器群
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第 84図 青森県南部町剣吉荒町遺跡 1983年調査 F・G区出土土器群
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んだ類遠賀川系土器（八戸遺跡調査会 2004 : 第 17

図 5ほか）が伴っており，この点でも剣吉荒町遺跡

H・I区出土土器群よりも新しい様相を示すことが

確認される。

遺跡単位でまとまりがある土器群が出土している

例としては，八戸市荒屋敷久保（1）遺跡（青森県

教育委員会 2008a）で八幡堂 1 群段階の中でも古相

を示す土器群が出土しているほか，梨ノ木平段階相

当のほぼ単純な資料として八戸市楢館遺跡第 IV層

出土土器群（青森県教育委員会 2003），剣吉荒町遺

跡 1966 年調査区出土土器群（第 86 図 1〜9），八戸

市南郷区畑内遺跡出土土器群（青森県教育委員会

1997・2000・2001）がある。荒谷遺跡出土土器群

（水野 2007）も梨ノ木平段階相当の資料を多く含ん

でいる。

なお，この地域には，後述する中部に由来する系

統の土器群が一定量出土しており，文様の幅が狭い

ものが多いこうした資料（第 86 図 2）は従来，年

代学的に古いものとみる意見があった。本論であら

ためてこの地域における八幡堂 2・3 群段階並行期

の土器群が明瞭にしたことで，沈線の描出手法など

が明確に異なる異系統土器（櫻井 2009）との峻別

が可能になってくる可能性があるが，その前に，ま

ずは中部の編年を確認しておく必要がある。

IV．本州島東北部中部の編年

1．対象資料

本章では，岩手県北上市に位置する九年橋遺跡お

よび金附遺跡出土土器群をもとにして土器型式編年

を考える。基本的に以前に提示した土器型式編年

（大坂 2009b）に変更は無いが，今回は年代的によ

り新しい部分まで対象とするため，その部分に補足

を加える形をとる。

九年橋遺跡は 1975 年から 3〜11 次調査が実施さ

れており，縄文時代晩期中葉から末葉を中心とする

多量の土器群が報告されている（北上市教育委員会

1988ほか）。出土土器群には本稿で対象とするより

も明らかに古いと考えられる土器群が多量に含まれ

ているが，秋田県横手市平鹿遺跡 SX009 出土土器
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群（秋田県教育委員会 1983）を基準として，これ

よりも型式学的に先行すると考えられる土器群を除

外したものを九年橋遺跡第 11 次段階と呼称するこ

ととする。

金附遺跡は九年橋遺跡の南方約 4 kmの位置に所

在し，2002 年から 2003 年にかけて行われた発掘調

査で 1m程度の厚さをもつ包含層から多量の土器

群が出土している（財団法人岩手県文化振興事業団

埋蔵文化財センター 2006b）。報告で指摘されてい

るように，層位的に新古が逆転する部分があるとい

った事例があるものの（財団法人岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 2006b : p. 94），NII 区・

NIII区を中心として層位的に変遷を観察できる。

以下の検討では，NII5・3-4 層，NIII7・4-5 層，

NII18・4-5 層および OII3・3 層出土土器群などを

「金附 I 段階」，NII3・4b 層，NII5・4b 層および

NIII11・4c 層出土土器群などを「金附 II 段階」，

NIII・2・3b2 層出土土器群を「金附遺跡 III段階」

とする。

2．器形

台付浅鉢形土器では，九年橋第 11 次段階では台

部が相対的に小さく，鉢部が強く丸みを帯びている

（第 88 図 5〜7）。口縁部は平縁か突起があっても小

さいもので，大型の突起がつくもの（第 88 図 6）

は稀である。一方，金附 I段階では口径が大きいも

のが目立ち，鉢部の形態は直線的である。金附 II

段階・III段階では，台付浅鉢で全体の形が判別で

きるものが得られていないが，破片資料を見る限り

では大型の突起や筒型の台部などが含まれている。
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壺形土器では，九年橋 11 次段階には口頸部が内

傾するものが多く含まれているが（第 88 図 9），そ

うしたものがすべてではなく，筒形の頸部のものも

含まれている（第 88 図 10）。全体の形が判別でき

るものでは胴部最大径の位置が相対的に高いものが

多く含まれている。金附 I段階・II段階ではやはり

全体の形が判別できるものが多くはないものの，い

ずれも頸部が筒形をなしており，胴下半部が間延び

したような器形のもの（第 88 図 21）が多い。

3．文様

九年橋 11 次段階から金附 I段階には所謂「変形

工字文 A1」「変形工字文 B1」が双方に含まれてい

る（第 88 図 1・5・11）。

両者は，実測図を提示していないものにもよく類

似した文様が含まれているため，ここで比較してお

きたい（第 89 図）。九年橋 11 次段階の「変形工字

文 A」と金附 I段階の例（第 88 図 3・4）を比べて

みると，九年橋第 11 次段階のものにみられる文様

が，より扁平である。また，九年橋 11 次段階では

沈線中に加えられる粘土粒がないか，あっても相対

的に小さいものが加えられるのに対して，金附 I段

階ではかなり大きく器面から明瞭に突出したものが

見られるという差異がある。粘土粒の差異は，「変

形工字文 B1」においても明確に確認できる（第 89

図 5〜8）。

V．本州島東北部南部の編年

1．分析資料

続いて，山形盆地に位置する砂子田遺跡および北

柳 1 遺跡出土土器群を中心に，南部における土器型

式編年案を確認する。

砂子田遺跡は天童市大字高擶に所在し，1998 年

から 1999 年にかけての発掘調査で縄文時代晩期末

葉の土器群が多量に出土している（財団法人山形県

埋蔵文化財センター 2003）。

北柳 1 遺跡は山形市大字青柳に所在し，砂子田遺

跡からは直線距離で約 4.5 km の位置にあたる。

1996 年に行われた発掘調査で，埋没河川に沿った

形で縄文時代晩期末葉から弥生時代の遺物が出土し

ており，空間的に 6，細分 10 のブロックが設定さ

れた（財団法人山形県埋蔵文化財センター 1997）。

また，1999 年に行われた第 2 次調査では，第 1 次

調査の 2ブロックに接する形で多数の重複する遺構

が検出されており，本来的に同一の遺構に属した可

能性が指摘されている（財団法人山形県埋蔵文化財

センター 2000 : p. 15）。ただし，3 ブロックおよび

4aブロックは小破片が多く具体的な検討が難しい

ほか，4cブロックでは出土している器種に偏りが

あるため比較しにくい部分がある。

そこで以下では，北柳 1 遺跡の上記のブロックを

分析対象から除き，砂子田遺跡出土土器群，北柳 1
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第 87図 弘前市宇田野（2）遺跡出土の戸沢川代段階並行期土器群

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12
13

1/5

0 10 ㎝



170

第 88図 岩手県北上市九年橋遺跡・金附遺跡出土土器群
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遺跡の 2ブロックおよび第 2次調査区出土土器群を

統合した一群，4bブロック出土土器群，北柳 1 遺

跡 1ブロックおよび 6aブロックという 4 群を単位

として型式学的特徴を確認する。なお，記述が煩雑

になるため，以下ではそれぞれを「砂子田段階」，

「北柳 I段階」，「北柳 II段階」「北柳 III段階」と呼

称する。また，資料が零細な「北柳 II 段階」に属

する一括資料として，山形県村山市作野遺跡 ST40

竪穴住居跡出土土器群（財団法人山形県埋蔵文化財

センター 2011）を取り上げる。

2．器形

南部における土器型式編年では，とくに丸底鉢形

土器の器形が鍵になる（第 92 図）。砂子田段階の丸

底鉢形土器は，底部から僅かに内湾する体部が作り

出される（「南部型丸底鉢 A類」）。北柳 I段階では，

底部からの内湾が強い一方で，体部の開きが大きい

ものがみられる（「南部型丸底鉢 B類」）。北柳 II段

階では，底部付近から大きく外側に開き，口縁部が

強く内湾する（南部型丸底鉢C類）。

3．文様

器形によって分類した南部型丸底鉢 A〜C類には，

いずれも所謂「変形工字文 B」が施文される個体が

含まれているが，比較してみた場合には，砂子田段

階に続する A類（第 92 図 1）ではモチーフが非常

に扁平なのに対して，北柳 I段階の B 類（第 92 図

2）では文様が全体に丸みを帯びており，文様が描

かれる幅も縦に広い。北柳 II段階に属する C 類で

は文様が扁平で一見すると A類の文様に類似して

いるものの，文様の頂点に粘土粒がみられる点が明

確に異なっている（第 92 図 3）。

4．その他の型式学的特徴

浅鉢形土器を中心に三つの土器群を比較してみる

と，砂子田遺跡出土土器群は全体に黒褐色や暗褐色

を示すものが多く胎土は精良なものが多いのに対し

て，北柳 1 遺跡第 2次調査区出土土器群はやや明る

い色調で胎土は砂粒が目立つものが多いという差異

がある。また，北柳 1 遺跡 4bブロック出土土器群

の浅鉢では全体の個体数が多くはないものの黄褐色

のものを含み，精良な胎土のものが多くを占めてい

るという差異がある。

5．南部における土器型式編年

ここまでの検討で，砂子田段階と北柳 I段階，北

第 4章 考 察 171

第 89図 ｢変形工字文 A1」「変形工字文 B1」中の年代差を示す例
1・2・5・6 :九年橋遺跡，3・4・7・8 :金附遺跡
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第 90図 山形盆地における砂子田段階・北柳 1段階の土器群
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柳 II段階の丸底鉢にみられる型式学的差異につい

て確認した。類似した土器群は阿武隈川下流域にも

分布しており，北柳 I段階は宮城県丸森町岩ノ入 A

遺跡（宮城県教育委員会 1983），北柳 II段階は宮城

県柴田町鹿野遺跡，白石市和尚堂遺跡 J17・18 グリ

ッド（白石市教育委員会 2009）で単純なまとまり

が知られていることからも，それぞれの年代学的単

位としての有効性が確認できる。

ただし，これらの土器群の年代学的関係を層位的

に検討することは現状ではできないため，周辺地域
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第 91図 山形盆地における北柳 II段階・北柳 III段階の土器群
1〜16 :作野遺跡 ST40 竪穴住居跡，17〜24 :北柳 I 遺跡 4bブロック，26・27・28 :北柳 I 遺跡 6aブロック，25 :北柳 I 遺跡 1ブロック
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との並行関係から考えていく必要がある。また，こ

れらの年代幅に収まらない資料として「北柳 III

群」とした一群は，福島県から新潟県域の影響から

考えるべき土器群であり，これについては後述する

こととする。

VI．並行関係の検討

1．北部と中部の関係

北部と中部の間では，八幡堂 1 群段階と九年橋

11 次段階，八幡堂 2 群段階と金附 I段階のあいだ

で型式学的共通性が強く，強固な並行関係が想定で

きる。八幡堂 3 群段階に関しては中部で出土した例

は無いものの，北部における八幡堂 3 群段階の単純

出土例である米山（2）遺跡で，搬入品の可能性が

ある金附 I段階の浅鉢形土器が出土していることか

ら（青森県教育委員 2008b :図 32-137），ここでは，

金附 I段階の新しい部分に八幡堂 3 群段階が並行す

るものと考えておきたい。

続く段階には，梨ノ木平段階の土器群がほぼ単純

に出土している剣吉荒町遺跡 1966 年調査地点にお

いて，金附 II段階に相当する浅鉢形土器（第 86 図

2）が出土していることから，両者の並行関係が想

定できる。

戸沢川代段階には，これに並行する土器がまとま

って出土した弘前市宇田野（2）遺跡出土土器群に，

金附 III 段階に属するとみられる，胎土に「金雲

母」を含む台付浅鉢形土器（第 87 図 10），および

下北半島の戸沢川代段階（第 87 図 11〜13）が伴っ

ていることから，これらの並行関係が考えられる。

2．中・北部と南部の並行関係

中・北部と南部のあいだでは型式学的な差異が大

きく，当初から明確な共伴事例によって検討する必

要がある。

八幡堂 1 群段階並行期の事例としては，仙台市赤

生津遺跡で，当該期の土器群が前後の時期の土器群

を混じえずに出土している例がある（仙台市教育委

員会 1990）。この土器群では，浅鉢（第 94 図 3）と

台付浅鉢（第 94 図 5），壺（第 94 図 7）の文様や器

174
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形が，八幡堂 1

群段階および九

年橋 11 次段階

の特徴と共通性

が高い一方で，

鉢には胴下半に

屈曲部がある点

で山形盆地地域

の砂子田段階の

ものに類似した

ものが含まれて

いる（第 94 図

1）。もう一点の

鉢は直線的な器

形を呈している

が（第 94 図 2），

こうした例は九

年橋 11 次段階に多く含まれているほか，砂子田段

階にも認められる（第 90 図 5）ものであり，それ

ぞれの地域の後続する土器群には含まれていないこ

とも，先に述べた点と整合的である。以上の点から，

赤生津遺跡出土土器群を砂子田段階と九年橋 11 次

段階，八幡堂 1 群段階の並行関係を示す事例と考え

ておく。

八幡堂 2 群段階の例としては，北柳 1 遺跡第 2次

調査区出土土器群がある。ここでは，一括資料に八

幡堂 2 群段階の搬入品とみられる浅鉢（第 90 図

26）が含まれている。図示していない中にも，同様

に搬入品とみられる台付浅鉢があり（財団法人山形

県埋蔵文化財センター 2000 : 第 17 図 66），これら

の資料によって，八幡堂 2 群段階・八幡堂 3 群段階

および金附 I段階，北柳 I段階の並行関係が認めら

れる。

梨ノ木平段階には，金附遺跡 NIII11区 4c層では

金附 II段階の土器群とともに，大きく開き口縁部

が強く内湾する器形を呈する丸底鉢 C類（第 88 図

22）が出土している例がある。また，直接的な共伴

例ではないが，北柳 II段階の資料がまとまって出

土した作野遺跡 ST40 出土土器群の中に，梨ノ木平

段階の北部の土器を模倣したものとみられる例があ

る（第 91 図 7），この事例を通して，梨ノ木平段階，

金附 II段階，北柳 II段階の並行関係を想定してお

きたい。

3．浮線網状文土器群との並行関係

(1) 浮線網縄文土器群からの変遷

浮線網状文土器群のうち，新潟県域に分布する鳥

屋式土器の一部が「大洞 Aʼ 式土器」と接点を持つ

ことは古くから知られていたが（磯崎 1957），近年

の調査でも，新潟県新発田市青田遺跡（新潟県教育

委員会 2004）において鳥屋 2 式土器の新しい部分

（第 95 図 1・2・5・6）と砂子田段階（第 95 図 3）

および八幡堂 1 群段階（第 95 図 4），八幡堂 2 群段

階（第 95 図 7）が共伴することが確かめられてい

る。とくに八幡堂 1・2 群相当の資料には，北部地

域からの搬入品と考えられるものがあり，これらと

鳥屋 2 式土器の新しい部分の並行関係はかなり強固

なものとしてとらえられる。

青田遺跡では，上層から鳥屋 2 式土器に後続する

沈線化の進んだ土器群（第 95 図 8・9・10・11）が

出土している。こうした沈線化が進行した土器群は

福島県郡山市滝ノ口遺跡 1 号住居跡検出面（第 95

図 14・15・第 28 図）で前後の土器群を混じえずに

出土しているほか，福島県いわき市作 B遺跡（い

わき市教育委員会 2004）でも多量に出土している。

ここではこうした土器群を「滝ノ口式土器」と仮称

しておきたい。この滝ノ口式土器には変形工字文を

もつ定形的な鉢形土器（第 95 図 11・第 96 図 1）が

多く含まれるが，これは山形盆地地域の砂子田段階

から北柳 II段階に組成する土器（第 90 図 6・第 91

図 4・6）の影響で成立してきたものとみられる。

福島県福島市大平後関遺跡第 2号土器埋設遺構で

は，滝ノ口式に属する変形工字文が用いられる壺形

土器（第 95 図 16）が，曲線的な磨消縄文が「磨消

浮帯文」（石川 2004）に近い手法で描かれる壺（第

95 図 17）と重なって出土しており，後続する時期

に急速に普及する磨消縄文の祖形として注目される。

続く段階の資料は新潟県阿賀野市山口遺跡（新潟
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県教育委員会 2010），および山形県置賜地方の白鷹

町岡ノ台遺跡（財団法人山形県埋蔵文化財センター

1994）でまとまって出土している。この土器群には

定形的な深鉢形土器（第 95 図 18・19・22〜26）が

多く，それらの中には口縁部がわずかに立ち上がる

もの（第 95 図 18・22・24・25）がみられる。より

新しい土器群は単純な内湾口縁をなしていることか

ら，この口縁部の立ち上がりは先行する段階の口縁

部外反（第 95 図 10）が形骸化していく，中間的な

段階であることを示しているものと見られる。

この段階に伴う磨消縄文の成立過程にはいまだ不

明瞭な部分が多いものの，先行する滝ノ口式にわず

かにみられる磨消縄文と変形工字文に由来する三角

形（第 95 図 15)・菱形（第 95 図 16）の沈線文とが

融合することで，いわゆる「ヒトデ文」の祖形（第

95 図 18・22・23・25・26）が成立してきたものと

考えることができるだろう。ここではこうした土器

群を仮に「岡ノ台式土器」と呼称しておく。岡ノ台

式土器には戸沢川代段階並行期の北部の土器が伴う

例があり（第 95 図 20・21・32），両者が並行関係

にあるものとみられる7)。

本州島東北部南部の山形盆地において「北柳 III

段階」と仮称した土器群（第 91 図 25〜28）は，岡

ノ台式土器の範疇で捉えられるものを含んでいる。

(2) 氷式土器との関係

浮線文土器との関係において，広域編年とのかか

わりで注目されるのは，滝ノ口遺跡第 1号竪穴住居

跡検出面で，中部高地を中心に分布する氷 I 式土器

中段階に属する浅鉢形土器（設楽 1991，中沢 1991）

（第 96 図 2）が，典型的な滝ノ口式の鉢形土器（第

96 図 1）と折り重なるように出土した例である。最

近では同様の共伴例は，大平後関遺跡 14 号土坑で

も知られている（第 95 図 12・13）。

従来の研究では，新潟県の鳥屋 2 式土器と中部高

地の氷式土器の終末が一致するものとみなされるこ

とが多かったが，ここであげた共伴事例の存在は，

浮線網状文土器群の終末時期が地域によって必ずし

も一致していなかった可能性を示している。筆者は，

鳥屋 2 式期に八幡堂 1・2 群段階が多数出土してい

た新潟県〜福島県域においては，中部高地よりも一

段階早く変形工字文が受容されて滝ノ口式土器が成

立し，それが氷 I 式の中段階と接点を持つものと考

えておきたい。

なお，この時期の土器群が多量に出土した作 B

遺跡では，前後の時期の土器群が少量含まれている
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第 95図 浮線網状文土器圏の北辺における土器型式変遷
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ものの，北柳 II段階の丸底鉢 C 類（いわき市教育

委員会 2004：第 90 図 2），関東地方の荒海 3 式に類

似した資料（いわき市教育委員会 2004：第 98 図

28）が出土しており，これらの並行関係が想定でき

る点も重要である。

VII．総括

以上の検討に対して，各地域で設定した年代学的

単位と従来の土器型式名称との対比を示すことが望

ましいが，所謂「大洞 A2 式土器」は，その指標と

されてきた「変形匹字文」，「変形工字文 B」が本州

島東北部全域で長期間にわたって用いられ続けてい

たことが明らかになり，とりわけ南部地域では新し

い段階まで主要なモチーフのひとつとして高い割合

で用いられていることから，年代学的単位として適

切なものとは言い難く，その型式名称を用いること

は控えたい。

｢大洞Aʼ 式土器」および「砂沢式土器」について

は，北部で大洞 Aʼ 式と砂沢式土器の細分根拠とさ

れてきた諸属性は八幡堂 2 群段階から戸沢川代段階

にかけての変化を含んではいるものの，細分の指標

を芹沢（芹沢 1960）が砂沢式設定当初に着目した

「東北地方の弥生式土器にともなうものの祖形」，今

日でいう類遠賀川系土器が認められる点に求めれば，

類遠賀川系土器が出現する梨ノ木平段階を砂沢式古

段階とし，戸沢川代段階を新段階とすることも可能

であろう。

ただし，八幡堂 3 群段階以前を「大洞 Aʼ 式」と

呼んだ場合，中部における標式資料（第 70 図）が

必ずしも八幡堂 3 群以前の年代幅に収まらないこと

が問題になる（大坂 2009d : p. 62-64）。あくまでも

標式資料を重視した場合には，砂沢式の古段階に中

部の大洞 Aʼ 式の新しい部分が並行することになっ

てしまうのである。以上のように複雑に入り組んだ

研究史を踏まえここでは，従来の型式名称を再定義

することによって新たな混乱が生じることを避ける，

前稿（大坂 2009d）での立場を踏襲しておきたい。

ここまでの検討を通じて考えた編年は，第 2表の

ようにまとめることができる。そこでの結論は，従

来，前期中葉か，後葉か意見が分かれていた「砂沢

式」土器のうち，梨ノ木平段階が広域編年上の前期
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中葉に，戸沢川代段階が前期後葉にあたると考えた

ことになる。

検討の過程では，従来の地域区分とは異なり，山

形盆地および阿武隈川下流域において，独自の変遷

を遂げる土器型式が存在することを論じてきた。北

部と中部が，弥生時代前期を除けば比較的類似した

型式変遷をたどったのに対して8)，当初から地域色

の強い変遷をたどった南部の土器群について本稿で

は，浮線網状文土器群に隣接する「特殊工字文土器

群｣9)と呼称することを提唱する。

従来「東北南部」として大洞式に含めて論じられ

てきた福島県域の土器群は，その殆どが弥生前期に

属する資料を，単位文様を基準に「大洞 A2 式」

「大洞Aʼ 式」と誤認していたものであり，この地域

は浮線網状文土器の系統で捉えなおすのが適切であ

る。

(大坂 拓)

謝辞

本稿は，2002 年から 2010 年度にかけて下北半島地域

出土資料の整理作業を行なうなかで進めた検討の成果を

まとめたものである。石川日出志先生は「関東・東北弥

生土器と北海道続縄文土器の広域編年」（平成 14〜16 年

度科学研究費補助金）の中で，数多くの資料を実地に観

察する貴重な機会を与えてくださり，筆者の研究の出発

点となった。江豚沢遺跡出土資料の整理検討にあたって

は，高瀬克範先生をはじめ江豚沢遺跡調査グループの

面々に多大な示唆を与えていただいた。安藤広道先生に

は 2006 年度から 2008 年度にかけて，慶応大学所蔵の八

幡堂遺跡出土資料整理の機会を頂くとともに，作業期間

を通じて多大なご指導を賜った。これらの方々にまず心

から御礼申し上げる。そのほか，東京大学総合博物館所

蔵の大洞貝塚出土資料の観察・図化にあたってご配慮い

ただいた野口和己子氏，剣吉荒町遺跡出土土器群の観

察・図化にあたって多くのご教示を賜った青森県立郷土

館（当時）の斉藤岳氏と南部町教育委員会の永井治氏，

山形県埋蔵文化財センター所蔵の砂子田・北柳・岡ノ

台・作野遺跡資料の観察・図化に関してご配慮を頂いた

小林圭一氏，整理作業中だった不備無遺跡出土土器群に

ついて様々なご教示をいただいた関根達人先生・上條伸

彦先生，二枚橋・瀬野遺跡出土資料の見学を許可いただ

いた東北大学考古学研究室の鹿又喜隆先生，多くの忌憚

ないご批判を寄せていただいた櫻井はるえ氏と佐藤祐輔

氏，鈴木正博氏，中沢道彦氏，有難いお電話を頂いた中

村五郎氏にお礼申し上げる。

註

(1) 中村によって紹介された写真では，写真の右端にあ

たる部分で突起が残存しているように見えるが，これは

石膏によって復元されたものである。

(2) なお，芹沢が大洞A式の例として示した浅鉢形土器

（第 72 図 4）は，後に林謙作が大洞 Aʼ 式に比定したもの

（鈴木・林編 1981 : p. 170）である。芹沢が示した資料は，

大洞A式の範囲という点に関してもやや問題を含んでい

る。

(3) 波状工字文は当時すでに，青森県田舎館村出土の土

器にもみられることが知られており，型式学的に新しい

ものと考える根拠となっていた可能性がある。

(4) この資料は新谷雄蔵によって収集されたもので，砂

沢遺跡出土として紹介されることもあったが，このコレ

クションには複数の遺跡の資料が含まれており明確な峻

別が困難な個体も多いことが指摘されている。そこで，
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Ⅰ‐3・4

Ⅰ‐2・3

Ⅰ‐1　長原

戸沢川代段階

梨ノ木平段階

八幡堂 3群段階

八幡堂 2群段階

八幡堂 1群段階

（宇鉄遺跡Ⅱc層）

近畿
津軽・下北半島馬淵・新井田川

( 荒屋敷久保 )

( 剣吉荒町 1982 年調査区 )

( 剣吉荒町 F・G区 )

( 剣吉荒町 H・I 区 )

( 是川中居中居地区D区 )金附Ⅲ段階

金附Ⅱ段階

金附Ⅰ段階

九年橋 11 次段階

本州島東北部
北部中部南部

北柳Ⅲ段階

北柳Ⅱ段階

北柳Ⅰ段階

砂子田段階

岡ノ台段階

滝ノ口段階

鳥屋 2b式

鳥屋１式

鳥屋 2a 式

女鳥羽川

離山

氷Ⅰ（古）

氷Ⅰ（中・新）

氷Ⅱ

平鹿段階縄
文
晩
期

弥
生
前
期

水神平

遠賀川　樫王

馬見塚

五貫森

東海西部 中部高地 関東

荒海 3

荒海 4

船橋 千網

(2012 年 3 月 11 日作成 )※1　括弧内に遺跡名があるものは、まとまった資料があるものの、隣接地域の系統が混在して型式編年の単位として扱うには複雑な様相を示していることを示す。

新潟北部・福島

※2　関東で荒海 4式とされている土器群の一部が中期に降る可能性があるが、共伴している本州島東北部系の土器は北柳Ⅲ(≒岡ノ台段階 ) よりも新しいため並行関係に影響はない。

滝ノ口式

（＋）

岡ノ台式

式 ) よりも新しいため並行関係に影響はない。
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ここでは齋藤岳の記述（齋藤 2009）に従った。

(5) 砂沢式を細分する見解として，品川欣也による 3細

分案がある。これは，砂沢遺跡において「遺物集中区」

を設定し，各期の土器群が地点別に出土（第 1期：「遺物

集中区②：A-9区 IV」，第 2 期：「遺物集中区③：a-9区

I，a-8区 III」，第 3 期：「遺物集中区④：A-9区 III」）し

たものとして説明されている（品川 2002・2005 : p. 31）。

根拠となる属性は，

(a) ｢頸体部文様帯」の幅は「第 1 期では 3 分の 2，第

2・3期では全体を占め」る。

(b) 変形工字文は「第 2 期以後上下に重層化し，第 3

期では上層の変形工字文のみ複線化する」。

(c) ｢地文の縄文は第 2期以降消失」する。

(d) 口縁部の突起は「順次重厚長大化」する。

(e) ｢第 3期では口外側に沈線をめぐらせ」る。

というものである（品川 2005 : p. 31）。

以上のような変遷観は，筆者の案と比べると，文様の

施される幅の変化や複線変形工字文の位置付けについて

異なっているが，筆者は品川の依拠した出土状況につい

ていくつかの異なった見解を持っている。まず，砂沢遺

跡A9区では品川による第 1 期と第 2 期（松本ほか 1988 :

写真 18），a8区では第 2 期と第 3 期（松本ほか 1988 :写

真 17）に分類されるべき個体が，それぞれ折り重なるよ

うに出土していることが確認できるなど，砂沢遺跡にお

いても品川の細分が空間的に検証されたものとは言えな

いことがあげられる。また，品川の提示した平面図（品

川 2002）に攪乱層の分布を重ねてみると，特に「遺物集

中区②・④」は攪乱層の隙間に残された包含層とみるべ

き点がある。

(6) 剣吉荒町遺跡出土資料のうち旧名川町教育委員会に

よって調査された資料（以下「町報告」）は現在，南部町

教育委員会，1983 年度調査資料は青森県立郷土館（以下

「郷土館報告」）に収蔵されている。今回，一部の資料に

ついて新たに実測図を作成した。第 83 図 24は現状では

口縁部全体が石膏復元されており形態が不明なため，欠

損部位として実測図の表現に手を加えた。第 84 図 6は，

町報告第 3 図 4が郷土館報告写真掲載資料の欠損部分に

相当することが明らかになったため，新たに実測図を作

成して同一個体として扱った。また，第 84 図 7は郷土館

報告資料が接合して口縁部突起の構成が明らかになった

ため，同一個体として実測図に手を加えた。第 84 図 9・

11は口縁部の突起がほとんど欠損しているものを報告書

では完全な形に推定復元して提示されているものについ

て，本報告書の実測図作成方針にあわせて欠損部位を表

示する方式に改めた。第 84 図 5は郷土館報告写真 20-13

を新たに実測した。

(7) 岡ノ台遺跡出土土器群の全容が明らかではないため，

この砂沢式土器が真に岡ノ台式との並行関係を示すもの

か否かやや曖昧な部分がある。

(8) 近年では，層位的にも整合的な出土事例を基本にし

ながら大洞A1 式，A2 式，Aʼ 式の名称を用いる意見もあ

る（藤沼・関根 2008）。本州島東北部中部の編年として

大洞式の範囲を考える立場に立てば，学史的経緯を踏ま

えたうえで，改めてこのような型式名称を用いていくの

もひとつの方法だと考えられ，方向性として参考になる。

ただし，その場合にも「大洞 A2 式」，「大洞 Aʼ 式」の空

間的範囲は本稿の北部・中部に限られるべきだと考える。

南部の土器群は独自の文様変遷を辿っている点で，例え

て言えば大洞 C2 式から所謂大洞 A 式に並行する聖山式

と同じように，亀ヶ岡式の地方型式として明確に区分さ

れる必要があると考えるためである。

(9) この名称は，鈴木による提唱（鈴木 1985a・b・

1987）以来，「変形匹字文」「変形匹字三角文」と呼ばれ

る文様が狭い年代幅に限って認められる「大洞A2」式の

指標とされてきた経緯を踏まえ，その用語の踏襲を避け

るものとして提唱する。この文様が高橋の言う「特殊工

字文」（高橋 1993）との関係で説明できることは以前説

明したが（大坂 2009d : p. 67），南部ではこの文様がとり

わけ高い頻度，長期間にわたって用いられることを重視

した。

特殊工字文土器群の問題に関しては，最近になって中

沢道彦が，鈴木による文章（鈴木 2000）を引用する中で

筆者の論文（大坂 2009d）にも触れている（中沢 2010）。

中沢の学史整理は整然としているが，「変形匹字文土器に

ついては鈴木自身が大洞Aʼ 式，弥生前期まで残存するこ

とを指摘し（鈴木 2000）」（中沢 2010 : p. 189）という記述

には，若干の違和感がある。

第一に，2000 年の鈴木の論考では中沢が引用した部分
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にかかる鳥内遺跡出土土器について「この浅鉢の形態は

「大洞 A2 式」期の南奥で発達し，「大洞 Aʼ 式」期まで残

存することが知られているが，報告書掲載写真（一部の

み）で確認した沈線の様子から確認する限り，本例は

「大洞Aʼ 式期」の例である」（鈴木 2000 : p. 60）としてい

るものの，文様構図に関する言及はないため，時期判断

の根拠は「大洞 A2 式」から「大洞 Aʼ 式」にあるという

器形，および「沈線の様子」の二点にあるように読み取

れるのであり，鈴木がこの個体の文様構図についてどの

ように考えているのか，文章から判断できない。弥生時

代前期の土器に伴っている点については「このような混

入は墓域として継続的に特定の土地が（再）利用される

場合にしばしば見られている現象である」（鈴木 2000 : p.

60）としているため，土器型式は「大洞Aʼ 式」の範囲で，

弥生時代前期の遺構に混入したものとみなしていると読

むのが自然だろう。これは筆者が考える文様変遷の複雑

性とは根本的に異なった理解になる。

また，ここで鈴木による以上の記述をもって，中沢が

言うように，「変形匹字文」を「大洞 Aʼ 式」にも残存す

ると主張したものだとしても，同様の指摘は須藤隆によ

るものが早く（伊東・須藤 1985，須藤 1998 : p. 305ほか），

弥生時代にも残存すると体系的に指摘した意見は無かっ

たと思われる。鈴木はその後も作 B遺跡出土の南部型丸

底鉢 C 類を文様から「大洞 A2 式」に並行する「作 B1

式」だとしているのであり（鈴木 2004 : p. 69-71），筆者

との立場の違いは大きい。

第二点として，中沢のような理解に立てば，鈴木によ

る当初の「大洞A2 式」以降に関する編年案は文様類型が

時期ごとに変化するように考えられているように読み取

れるのに対し，2000 年の論考では同様の文様構図をもっ

た個体が「大洞Aʼ 式」に属するとしたと判断することに

なる。そうすると，「大洞 A2 式」以降について，何を基

準とし，どのような型式変遷を考えているのか，きわめ

て不明瞭になってしまうだろう。複数文様の共存を認め

つつ「鈴木正博の一連の論考（鈴木 1985・1987他）を参

考にし，図 4-10 (本書第 75 図 3衾筆者註）を大洞 Aʼ 式

古古段階，大洞A式後半段階では変形匹字文→変形匹字

三角文の型式学を前提にする」（中沢 2010 : p. 186）立場

に立つならば，「変形匹字文」が大洞 Aʼ 式の模型図（山

内 1930）には存在しないとして「大洞 Aʼ 式」との型式

同定を「拒絶する」（鈴木 1985b : p. 390）とし，文様類型

ごとに細かな時期差を考える見解と，筆者のように複数

の文様が併存するとみる理解という，相容れない二つの

説を認めることになってしまうのであり，その両立は難

しいだろう。
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第 4節 石器製作技術と組成の特徴

1．製作技術の特徴

江豚沢遺跡出土石器群は，弥生時代前期並行期の

下北半島における石器製作技術・組成を知るうえで

重要な手がかりを提供している。本節では，その特

徴について簡単にまとめておきたい。遺構別の出土

石器一覧を第 3表に，器種と岩石の相関関係を示す

クロス集計表を第 4表に示した。

剝片石器の製作に用いられている岩石は，拳大か

ら人頭大の自然礫である。表面にはローリングを強

くうけた自然面がのこるものが多いが，少ないなが

らも岩屑面をのこす資料もある。剝片石器の素材と

しての岩石には，頁岩・チャート・シルト岩がもっ

とも多く用いられている。とくに頁岩の質にはさま

ざまなヴァリエーションが含まれ，黒褐色や茶褐色

を呈する非常に緻密なもの，灰白色で珪化が比較的

すすんでいないもの，不純物を多く含む粗粒でやや

軟質のものなど，多様性が高い。

これらの岩石は，安山岩や砂岩など礫石器の原料

とともに，基本的には下北半島の沿岸部や河川流域

で採取可能な岩石である。黒曜石や緑泥石片岩製の

石器が出土しているように，一部の石器については

他地域から原料や製品が移入されていることも確実

であるが，簡略ではあったが筆者らの礫種調査結果

をふまえても，多くは下北半島陸奥湾側の沿岸部や

河川流域で採取が可能な岩石と考えられる。

原石や石核には，入念な石核調整や打面調整をお

こなった形跡はなく，フリーフレイキングによって

形態やサイズに明確な規格性がみとめられない剝片

が剝離されていたと考えられる。第 4号竪穴住居跡

pp15 の埋土 1 層と 2 層からは多数の石核が出土し

ているが，多くが多方面から剝片剝離が行われた痕

跡をのこすサイコロ状の形態を呈している。打面転

移が頻繁におこなわれ，打面と作業面の角度が大き

くなった状態で剝離が停止されるという傾向がある。

石核のなかでは，第 1 号竪穴住居跡 2a 層から出土

した頁岩製の資料はもっともサイズが大きい両面調

整の資料となるが，残存している痕跡から判断する

かぎり，剝離されているのは最大で 15 cm 程度の

横長の剝片である。第 1号竪穴住居跡埋土出土資料

（2005-6・7，2005-8・9）のように，縦長で比較的

大型の剝片が剝離されているケースもあるが，より

多数を占めているのは長さ・幅が 10 cm 以内のい

わゆる貝殻状剝片である。

石核から推定されるこうした剝片剝離技術の概略

は，それ以外に出土している剝片や，それに簡便な

二次加工をくわえたスクレイパー類の規格性・定形

性が低いことなどからも支持される。もちろん，本

遺跡出土石器には製作過程だけではなく，使用のす

すんだ資料も相当数含まれているため，刃部再加工

や転用の可能性も考慮に入れる必要があるが，入念

な二次加工によって規格性の高い形態を有する石器

を複数製作しようとする意図はほとんど認められな

い。強いていえば，石鏃の刃部が長く有茎であるこ

と，石匙は「縦型」だけであることなどがあげられ

るが，それ以外の点については目立った定形性は認

められない。

礫石器には磨製石斧のほか，敲石，磨石，石皿，

台石，砥石，石製容器などがある。敲石，磨石は原

石をそのまま使用することで，表面に使用痕が残っ

ている。台石・砥石類も整形のための敲打痕などは

基本的にみられず，これは石斧についても同様であ

る。ただし，この時期の石斧製作にあたっては，擦

切技法が用いられることがしばしばある。このため，

小破片のため不明な部分が多いが，本遺跡から出土

した緑泥石片岩製の石斧に関しても，異なる製作方

法がとられていた可能性はある。

石製容器は同じ時期の近接する時期においては他

に類例がないと思われるが，外面には意図的な製作

痕は残存しておらず，内面はほぼ全面が磨りによる

平滑面となっているため，とくに内面凹部の製作技

術を推定することは難しい。
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2．組成の特徴

石核・剝片・砕片をのぞくと，剝片石器は石鏃・

石匙・スクレイパー・石錐・楔形石器・二次加工あ

る剝片・微細剝離痕ある剝片と，これらの未製品・

再加工品などから構成される。このうち，量的には

スクレイパー・二次加工ある剝片・微細剝離痕ある

剝片といったサイズ・形態の規格性が比較的低い器

種がもっとも多く，全体（134 点）の 7割以上を占

めている。このほか石鏃が約 16％認められるが，

石匙は 4％ほどである。鏃とは考えにくい尖頭器も

出土しているが，1 点のみの出土にとどまる。こう

した剝片石器の組成は，当時の狩猟・漁労活動を直

接表しているというよりは，確保された動物資源の

加工や植物資源の加工・採集などをよりつよく反映

していると考えられる。今後，集落内，捨て場，水

田，墓地など，遺跡の機能によって石器組成がどの

ように異なるかをより詳細に分析する必要がある。

このほか，剝片石器の組成や製作技術は縄文晩期の

系譜をつよく引いていること，弥生前期に新しい器

種が加わる状況は見られないことなどが指摘できる。

剝片石器については，石鏃の形態以外に，北海道島

との関連性を積極的に示しうる遺物はとくに認めら

れなかった。

礫石器の組成についても，新たな器種が加わるな

どの変化は観察されず，基本的に縄文晩期の系譜を

引くもので構成されている。ただし，磨製石斧につ

いては北海道島との関連性をうかがい知ることがで

き，さらに，「石製容器」の位置づけについては今

後も注意が必要である。全体としてみると，礫石器

の内容は比較的貧弱で，その内容をみても当時の食

糧資源利用のありかたを直接的に反映しているとは

やはり考えにくい。石器の組成論からそうした検討

を行うためには，捨て場から出土する資料のほうが，

質・量ともにより適している可能性が明確になって

きた。しかしながら，顔料の加工に見られるように，

食料以外の資源の加工痕跡がみられる点なども集落

遺跡の調査から判明してきた点は重要である。下

北・津軽半島においても，遺跡の機能による石器組

成のちがいを具体的に検討できる下地がようやく整

いつつあるといえるであろう。

(高瀬克範)
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第 3表 遺構別出土石器集計表

遺構名 層位 石
鏃

石
鏃
未
成
品
（
？
）

石
鏃
未
製
品
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

尖
頭
器

石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

石
錐

石
錐
ま
た
は

石
匙
・
異
形
石
器

石
錐
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙
未
製
品

楔
形
石
器

二
次
加
工
あ
る
剥
片

微
細
剥
離
痕
あ
る
剥
片

剥
片

砕
片

石
核

磨
石

敲
石

台
石

石
製
容
器

剥
離
痕
（
？
）
あ
る
礫

磨
製
石
斧

砥
石 礫

赤
色
顔
料
原
石

（
一
括
取
上
を
含
む
）

計

第 1号竪穴住居跡 1 1 1 2 7 1 33 1 1 1 48
第 1 号竪穴住居跡 2a 2 2 12 14 64 15 1 1 3 4 118
第 1 号竪穴住居跡 2b 2 1 8 1 3 2 17
第 1 号竪穴住居跡 床面 1 1
第 1 号竪穴住居跡
　pp37 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　pp60 2 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　pp80 1 1 1 1 3

第 1 号竪穴住居跡
　pp86 1 1 5 6

第 1 号竪穴住居跡
　pp96 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　焼土 1 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　焼土 6 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　溝 6 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　pp101 1 1 1

第 1 号竪穴住居跡
　pp110 2 1 1

小計 7 1 7 22 15 113 15 1 1 3 4 8 4 201
第 2 号竪穴住居跡 1a 1 13 1 1 3 19
第 2 号竪穴住居跡 1b 2 1 3
第 2 号竪穴住居跡 1 1 2 2 1 8 1 15
第 2 号竪穴住居跡 2a 2 1 1 1 4 47 1 1 1 59
第 2 号竪穴住居跡 2b 1 3 1 1 16 1 1 1 25
第 2 号竪穴住居跡 2 1 1
第 2 号竪穴住居跡 3 1 1
第 2 号竪穴住居跡 床面 1 2 3
第 2 号竪穴住居跡 貼床 2 1 3 1 7
第 2 号竪穴住居跡
　pp4 2 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　pp7 1 2 2

第 2 号竪穴住居跡
　pp14 1 1 1 1 3 6

第 2 号竪穴住居跡
　pp15 1 1 1 1 3

第 2 号竪穴住居跡
　pp19 1 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　pp21 2 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　pp27 1 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　pp27 2 2 1 3

第 2 号竪穴住居跡
　pp28 1 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　pp45 1 1 1

第 2 号竪穴住居跡
　溝 1 1 2 2

第 2 号竪穴住居跡
　溝 9 1 1 1

小計 7 1 4 4 1 1 1 9 4 107 2 3 2 1 1 1 6 1 156
第 4 号竪穴住居跡 1 2 2
第 4 号竪穴住居跡 床面 1 1 2
第 4 号竪穴住居跡 貼床 4 1 5 10
第 4 号竪穴住居跡 一括 1 1 1 3
第 4 号竪穴住居跡
　pp4 3 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp5 1 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp10 2 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp12 1 1 1 1 3 6
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遺構名 層位 石
鏃

石
鏃
未
成
品
（
？
）

石
鏃
未
製
品
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

尖
頭
器

石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

石
錐

石
錐
ま
た
は

石
匙
・
異
形
石
器

石
錐
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙
未
製
品

楔
形
石
器

二
次
加
工
あ
る
剥
片

微
細
剥
離
痕
あ
る
剥
片

剥
片

砕
片

石
核

磨
石

敲
石

台
石

石
製
容
器

剥
離
痕
（
？
）
あ
る
礫

磨
製
石
斧

砥
石 礫

赤
色
顔
料
原
石

（
一
括
取
上
を
含
む
）

計

第 4号竪穴住居跡
　pp12 2 2 2

第 4 号竪穴住居跡
　pp13 1 2 1 3

第 4 号竪穴住居跡
　pp15 1 1 1 1 2 1 6

第 4 号竪穴住居跡
　pp15 2 2 2 7 8 1 20

第 4 号竪穴住居跡
　pp15 4 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp16 1 1 1 2

第 4 号竪穴住居跡
　pp20 1 4 2 6

第 4 号竪穴住居跡
　pp21 1 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp21 2 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　pp30 1 1 1

第 4 号竪穴住居跡
　溝 1 1 1 1

小計 3 10 1 1 2 1 9 30 10 1 2 70
第 1 号竪穴遺構
　pp8 1 1 1

第 2 号竪穴遺構
　溝 1 1 1 1

第 20 号土坑 1 1 1
第 21 号土坑 1 1 1 2
第 27 号土坑 1 1 1
第 30 号土坑 1 1 1
第 33 号土坑 1 1 1 2
第 34 号土坑 1 1 1 2
第 34 号土坑 2 1 1

小計 2 2 5 2 1 12
表土 I 2 2 1 10 1 4 46 1 2 2 4 1 76
総計 21 1 2 1 5 31 2 1 1 1 1 2 35 30 302 17 14 1 8 6 1 1 3 1 21 6 515

第 4表 器種と岩石のクロス集計表

岩石 石
鏃

石
鏃
未
成
品
（
？
）

石
鏃
未
製
品
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

尖
頭
器
石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

石
錐

石
錐
ま
た
は

石
匙
・
異
形
石
器

石
錐
ま
た
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙

ス
ク
レ
イ
パ
ー

ま
た
は
石
匙
未
製
品

楔
形
石
器

二
次
加
工
あ
る
剥
片

微
細
剥
離
痕
あ
る
剥
片

剥
片

砕
片
石
核
磨
石
敲
石
台
石

石
製
容
器

加
工
痕
あ
る
礫

加
工
痕
（
？
）
あ
る
礫

剥
離
痕
（
？
）
あ
る
礫

磨
製
石
斧

砥
石礫

赤
色
顔
料
原
石

（
一
括
取
上
を
含
む
）

計

頁岩 11 1 1 5 23 1 1 1 1 2 21 27 201 15 12 3 326
シルト岩 8 1 4 1 14 3 73 2 1 107
泥岩 1 1 2
砂岩 1 1 1 2 5
粘板岩 1 1
チャート 1 1 11 1 1 15
瑪瑙 1 1
黒曜石 3 1 4
凝灰岩 4 2 4 10
安山岩 5 1 5 5 1 1 1 4 23
花崗岩 2 1 2 5
ハンレイ岩 1 1
緑泥石片岩 2 1 3
軽石 1 1
石英 1 1 1 3
赤鉄鉱 2 6 8



第 5節 石器の使用痕分析

1．分析の目的と方法

第 53〜65 図に掲載した石器について，その使用

方法を明らかにするために使用痕の観察をおこなっ

た。方法は，Keeley (1977，1980) による高倍率法

をもちい，使用痕光沢面の分類については，阿子島

（1989），御堂島（1986，1988）の実験結果を参照し

つつ，おもに梶原・阿子島（1981）にしたがった。

磨製石斧に関しては，斎野（1998）および高瀬

（2007a）による実験資料の検討結果を参照した。

観察に用いたのは，落射照明付き金属顕微鏡オリ

ンパス BX-30M (100〜500 倍），BX-FM [50〜500

倍，第 60 図 7・第 61 図 3（第 98 図 3・4）のみ］

である。ただし，第 57 図 1 の資料については顕微

鏡の構造により資料内面の観察が困難であるため，

デジタルマイクロスコープ（キーエンス VHX-

100）を使用した。顕微鏡写真の撮影にあたっては，

第 60 図 7・第 61 図 3（第 98 図 3・4）については

オリンパス DP-20を，それ以外の資料については

オリンパス DP-12を用いた。観察にさきだって，

エタノールをふくませた脱脂綿で資料表面を拭き，

脂肪分を除去した。

2．分析結果

本遺跡から出土した石器は比較的保存状態がよく，

顕微鏡下での観察に大きな支障がでる程度の表面変

化の影響を考慮する必要性は，経験的には低いと考

えられる。ただし，礫石器や珪質化がそれほど進行

していない頁岩などでは，風化によって使用痕が消

失あるいは観察困難になっている可能性は否定でき

ない。そのなかで，第 97・98 図にしめした 14 点の

資料に明確な使用痕光沢面（ポリッシュ）が認めら

れたので，以下に報告する。

第 97 図 1は，頁岩製のスクレイパーである。素

材剝片腹面側末端部に相当し，弧状を描くスクレイ

パー刃部がもっとも張り出す箇所に使用痕光沢面が

認められた（写真図版 41-1〜2）。石器表面の微妙

な凹凸のなかの凸部に小さなパッチが認められた。

使用痕光沢面は，形態学的特徴からみて大きく分け

て 2種類に分けられる。ひとつは表面がピットや縁

辺に対して直交・斜行する線状痕でおおわれた荒れ

た外観を呈し，断面形がそれほど丸みを帯びないも

のである。いまひとつは，やはり直交・斜行方向の

線状痕をともなうが，滑らかで縁辺や断面形が丸み

を帯びるものである。前者は，梶原・阿子島分類の

E1もしくは E2タイプ，後者は Bタイプに対比さ

れる。

第 97 図 2は，頁岩製のスクレイパーである。素

材剝片腹面側の右側縁の一部に使用痕光沢面が認め

られた（写真図版 41-3）。分布域は狭い範囲に限ら

れるが，微細剝離痕の稜線上を中心に，比較的なめ

らかで，稜線上の最も高い部分から遠ざかるにした

がって使用痕光沢面の縁辺部が網目状に分散し，ピ

ットも目立つようになる。線状痕は，縁辺に対して

平行方向にはしるものが明確にともなっている。梶

原・阿子島分類の D1タイプに類似している。

第 97 図 3は，頁岩製の微細剝離痕ある剝片で，

腹面側の右側縁の一部に使用痕光沢面が認められた。

比較的なめらかであるが原面の影響をうけた凹凸が

あり，断面形も平坦な特徴を有する（写真図版

41-4）。使用痕光沢面上の線状痕は必ずしも明確で

はないが，石器縁辺に対して直交方向にはしってい

る。使用痕光沢面は折れ面とも接しているが，折れ

面上には全く分布していない。梶原・阿子島分類の

D1タイプに類似するが，分布がきわめて限られる

こと，パッチが非常に小さく 500倍の観察でようや

く形態学的特徴が捉えられる微細なものであるため，

確定的ではない。

第 97 図 4は，頁岩製のスクレイパーである。二

次加工が加えられている二側縁の素材剝片腹面側に

使用痕光沢面がみとめられた（写真図版 41-5〜8，

42-1・2）。比較的明るくなめらかで，極めて小さな

ピットを伴うもののやや丸みを帯びる特徴を有して
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いる。分布はほぼ縁辺に限定されるが，腹面側の左

側縁では縁辺から最大で 2〜3mm程度はいったと

ころにも分布している。線状痕はすべての箇所で縁

辺に対して直交方向にはしっている。ポリッシュの

特徴は梶原・阿子島分類の Bタイプとの共通性が

高く，一部にそれが面的に拡がりつつある箇所も認

められる。

第 97 図 5は，頁岩製のスクレイパーである。粗

い調整が区割られている二側縁に使用痕光沢面が認

められた（写真図版 42-3・4）。使用痕光沢面は，

断面形が平坦で，表面の線状痕・小ピットがやや目

立ち，荒れた外観を呈する。分布範囲はきわめて限

定的で，縁辺部数十〜300ミクロン程度の範囲にの

み認められる。また，石器表面の微妙な凹凸のうち，

凸部にのみ認められる点も大きな特徴となっている。

線状痕はすべての箇所で縁辺に対して平行方向には

しっている。もっとも発達した箇所の使用痕光沢面

は梶原・阿子島分類での D2タイプに，その周囲で

発達が弱い箇所はCタイプに類似している。

第 97 図 6は，頁岩製の石匙である。素材剝片の

腹面側左側縁辺に，明瞭な使用痕光沢面が認められ

た（写真図版 42-5〜7）。ややピットが多く，にぶ

く，荒れた外観を呈する。光沢面に覆われた縁辺は

丸く磨耗しており，梶原・阿子島分類では E2タイ

プにもっとも類似している。部分的ではあるが，縁

辺から 1mm程度奥にはいった箇所の凸部にも，同

様の使用痕光沢面が分布している。線状痕は，腹面

側左側で縁辺に対して直交方向にはしるものが明確

に認められる。このほか，腹面側下側，右側でも使

用痕光沢面が認められるが，左側ほど発達したもの

ではなく，E1もしくは E2タイプと考えられるも

のであった。そこでは線状痕は縁辺に対して平行す

るものが優勢で，直交するものも認められる。

第 97 図 7は，頁岩製のスクレイパーである。二

次加工が加えられている素材剝片の腹面側右側縁の

一部に，使用痕光沢面が認められた（写真図版 42-

8）。発達の程度は比較的弱いが，非常の細かなピッ

トや凹凸・｢皺」がともない，にぶく，荒れた外観

を呈する。縁辺に対して直交・平行方向の線状痕を

ともなっている。使用痕光沢面および線状痕の分布

範囲は内部にまで広がることはなく，縁辺に限定さ

れている。梶原・阿子島分類の E2タイプに類似す

る。

第 97 図 8は，頁岩製の微細剝離痕ある剝片であ

る。剝片の末端部に，にぶく大小のピットを多数と

もなう使用痕光沢面が認められた（写真図版 43-1）。

使用痕光沢面には，刃部縁辺に対して直交方向には

しる線状痕もしくはアンデュレーションが認められ

る。使用痕の分布は石器縁辺にかぎられるが，とく

に凸部では縁辺がはげしく摩耗した面のうえに使用

痕光沢面が分布している。梶原・阿子島分類による

E2タイプとの類似性がきわめて高い。

第 97 図 9は，頁岩製の石錐もしくは石匙・異形

石器のつまみ部と考えられる資料である。使用痕光

沢面は，器体両脇の微妙な凸部の，きわめて限定さ

れた範囲にのみ分布している（写真図版 43-2）。や

やなめらかで縁辺が若干丸みを帯びている。使用痕

光沢面の発達の程度は微弱で，パッチが小さく形態

学的な特徴がとらえにくく，従来の実験結果との明

確な対比は難しい。

第 98 図 1は，頁岩製の微細剝離痕ある剝片であ

る。両側縁と末端に使用痕光沢面が確認された（写

真図版 43-3〜6）。いずれもなめらかで，断面形が

丸みをおびており，梶原・阿子島分類の Bタイプ

に相当するのは確実である。とくに腹面側の右側縁

および末端では発達した使用痕光沢面が認められ，

一部に Bタイプが連接することで，Aタイプと判

断してもよいほどまでに大きく発達した使用痕光沢

面も認められる。ただし，これに対応する背面側で

はそれほど発達した Bタイプ光沢は分布しておら

ず，腹面側と背面側をくらべると腹面側における使

用痕光沢面の形成が顕著である。線状痕は，縁辺に

対して斜行・直交するものが支配的で，平行方向の

ものはほとんど認められない。

第 98 図 2は，緑泥石片岩製の磨製石斧である。

基部にちかい主面上の一部に，なめらかではあるが，

断面形が典型的な Bタイプよりもやや平坦な使用

痕光沢面のパッチが散在している箇所が認められた
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第 97図 石器使用痕分析結果（1)
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第 98図 石器使用痕分析結果（2)
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（写真図版 43-7・8）。

第 98 図 3は，頁岩製の石匙である。欠損資料で

はあるが，素材剝片腹面側の左側縁の一部に使用痕

光沢面が認められた（写真図版 44-1・2）。使用痕

光沢面の分布は縁辺のみならず，最大で 1mm程度

内部にまではいった箇所にもおよんでいる。折れ面

とも接しているが，折れ面上や折れ面によって形成

された稜線上には使用痕光沢面はまったく分布して

いない。使用痕光沢面はなめらかで，断面形がやや

丸みを帯びている。梶原・阿子島分類における B

タイプに対比しうる。線状痕は縁辺に対して直交方

向のものが優勢である。

第 98 図 4は，頁岩製のスクレイパーである。二

次加工が加えられている素材剝片左側縁の一部に使

用痕光沢面が認められた。細かなピットをともなう

が，表面はなめらかで，断面も丸みを帯びている

（写真図版 44-3・4）。線状痕は縁辺に対して平行・

斜行方向である。梶原・阿子島分類の Aタイプに

相当すると判断される。分布は縁辺部にくわえて最

大で 0.5mmほど内部にはいった箇所にもおよんで

いる。微細剝離痕の稜線上の凸部でもっとも面的に

発達した使用痕光沢面がみられ，より低所や石器内

部にいくにしたがって，パッチの大きさが小さくな

り Bタイプに相当する使用痕光沢面も分布してい

る。

第 98 図 5は，花崗岩製の磨製石斧である。破損

した資料であるが，刃縁部から 4 cm以上奥にはい

った箇所にまで面的に使用痕光沢面が分布していた

（写真図版 44-5〜8）。さらに奥側には研磨面のみが

拡がっており，明確な使用痕光沢面は認められない。

刃縁部から 1 cm以内の部分では，相対的により発

達した大きな使用痕光沢面のパッチがみとめられた。

使用痕光沢面は，表面がなめらかで，断面形の全体

や縁辺部分が丸みをおびている。伐採磨製石斧の実

験資料をもとにした高瀬（2007a）による分類と比

較すると，1類・2b類・3b類に類似している。

3．石器の機能・用途の推定

(1) 剝片石器

剝片石器に認められた使用痕光沢面は，おもに 5

種類の組み合わせに分けることができる。第 1のグ

ループは A・Bタイプが組み合うもの，第 2のグル

ープは D1・D2・Cタイプが単独もしくは複合して

みられるもの，第 3のグループは E1・E2タイプが

それぞれ単独もしくは Bタイプと組み合ってみら

れるもの，第 4のグループは明確なタイプ分類が困

難な微弱な光沢をともなうものである。

第 1 のグループは Bタイプやそれがより発達し

た A タイプが見られるもので，第 97 図 4，第 98

図 1・3・4 の石匙，スクレイパー，微細剝離痕ある

剝片などが相当する。使用痕光沢面の種類からこれ

らは植物に対して用いられた蓋然性は極めて高い。

これまでの実験結果を参照すると，とりわけイネ科

植物や木に対して用いられたものと考えられよう。

ただし，使用痕の詳細を個別にみてみると，その

使用法には個性もあるようである。第 97 図 4や第

98 図 3 には，Bタイプ光沢にともなって直交方向

の線状痕が認められる。使用痕光沢面の分布は素材

剝片の腹面側でやや奥に入った箇所にもおよんでい

るにもかかわらず，二次加工が入っているその裏側

にはほとんど及んでいない。

おなじような状況は，第 98 図 1 にも認められる。

草本のような軟らかい対象物への使用では背面側に

も使用痕光沢面が分布するケースが多いと考えられ

るが，本資料では腹面側への偏りが特徴的である。

たとえば穂の単純な切断のような行為でも，Bタ

イプの使用痕光沢と直交・斜行方向の線状痕が出現

することはありうる。しかし，使用痕光沢面の分布

は，下にした面で若干広くなるようなことはありえ

ても，両面で大きくことなることは考えにくい。し

たがって，上記の石器は，腹面側を下にした状態で，

イネ科植物や木のスクレイピングなどに使用された

と考えるのがもっとも妥当と考えられ，この点は第

98 図 1 では背面側にマイクロフレイキングが多数

出現していることとも整合的である。

D1・D2・Cタイプがともなう第 2 のグループに
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は，第 97 図 2・3・5が相当する。使用痕光沢面の

種類から，これらは比較的硬い動物質資源，すなわ

ち角・骨などにたいして使用されたものと推定され

る。第 97 図 2・5は平行方向の線状痕をともなって

おり，切断や鋸引きのような動作で用いられたこと

がわかる。また，第 97 図 3は直交方向の線状痕を

ともなっており，搔き取りや削り取りの動作がもっ

とも想定しやすい。

E1・E2タイプをともなう第 3 のグループは，第

97 図 1・6・7・8 である。使用痕光沢面の種類から，

皮革にたいして用いられた可能性が高い石器と考え

られよう。このうち第 97 図 1 には Bタイプも一部

に認められることから，被加工物が複数の種類にわ

たる可能性，つまりイネ科植物に対しても利用され

た可能性も否定はできない。しかしながら，皮革に

対して用いた場合でも Bタイプ光沢が生じる場合

はないわけではないので，おもに皮革に対して用い

られた石器である可能性が高い点に変わりはないと

いえるであろう。

線状痕から推定される運動方向は，第 97 図 1・

7・8は直交・斜行方向が支配的であるため，皮の

搔き取りもしくは削り取りに用いられた可能性がき

わめて高い。これに対して，第 97 図 6は直交方向

の線状痕もみとめられるが，平行方向の線状痕がよ

り支配的であり，切断・鋸引きの動作で用いられる

ことが多かったと想定される。なお，皮革加工によ

る使用痕光沢面が重度に発達している場合は，磨耗

の角度から搔き取りか削り取りかを推定することが

できるケースもないわけではないが（高瀬 2005，

2008bなど），本遺跡の資料ではそれほど使い込ま

れた皮なめし具は存在していなかった。

第 4 のグループに属するのは第 97 図 9 である。

この資料は使用されたことは確かであるが，被加工

物や運動方向の特定に必要な情報が不足している。

(2) 磨製石器

磨製石器については，2 点の磨製石斧に使用痕を

認めることができた。

第 98 図 2 では，基部にちかい主面上になめらか

ではあるが，断面形が比較的平坦で，それほど丸み

を帯びない使用痕光沢面が認められた。北海道島続

縄文期の緑泥石片岩・頁岩製を中心とする片刃石斧

の基部には，木との接触によるものと考えられる着

柄痕が分布することが知られている（斎野 1998，

高瀬 2007a）。本資料の形態・石材も北海道島との

共通性が高く，この使用痕光沢面も着柄痕の一部で

ある可能性が高い。

破片資料のため推測の域をでないが，使用痕光沢

面が認められる主面はやや丸みを帯びている。これ

に対して，使用痕光沢面が認められない主面は相対

的により平坦である。使用痕光沢面が着柄痕である

とするならば，やや丸みをおびた面が片刃石斧の前

主面になると考えられる。この時期の片刃石斧では，

後主面が平坦で，前主面がやや丸みを帯びている資

料はしばしば認められ，平坦な主面が必ずしも前主

面となるわけではない点に注意を要する。

第 98 図 5 の刃部には，比較的広い範囲に，高瀬

分類の 1類・2b類・3b類に類似した使用痕光沢面

が認められた。このうち 1類は，梶原・阿子島分類

の Bタイプに対比しうるものである。使用痕光沢

面は，刃縁部で相対的に発達することはすでに触れ

たが，左右でも発達の程度に差がある。第 98 図 5

の実測図の左側の主面上には，刃部左側でより発達

した使用痕光沢面が認められ，実測図右面では刃部

の右側でより発達した使用痕光沢面が認められる。

磨製石斧の使用実験では（高瀬 2007a），実測図左

面の左側が佐原（1994）のいう後角側として着柄さ

れ，縦斧として使用された可能性が高い。線状痕は

必ずしも明確ではないが，使用痕光沢面の形態学的

特徴と分布から，木の伐採に使用された蓋然性が非

常に高い資料と推定される。

本遺跡の使用痕分析によって，伐採にもちいられ

た両刃の石斧，木製の柄に着柄された片刃もしくは

片刃気味のやや扁平な石斧が存在することが確認さ

れた。

以上，江豚沢遺跡出土石器の使用痕分析によって，

皮や角・骨の加工具とともに木の伐採痕跡のある斧

とその着柄痕，イネ科植物に対して利用した石器を
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検出することができた。これらは，当時の生産行為

を理解するうえで基礎的かつ重要な情報となる。

(高瀬克範)
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第 6節 放射性炭素年代測定

はじめに

これまで，2005・2006・2008 年度の調査概報で，

第 1 号竪穴住居跡（國木田・吉田 2006），第 2 号竪

穴住居跡（國木田・吉田 2007），関連する周辺遺跡

の土器付着物（國木田・吉田 2009）の 14C年代値，

炭素・窒素安定同位体分析の報告を行ってきた。本

研究の主目的は，弥生時代前期の砂沢式の年代評価

を行うことにあり，遺構出土木炭と土器付着炭化物

の年代を比較しながら検討を重ねてきた。また，先

行研究の年代値を集成し，当該遺跡の年代的な位置

づけを明確にした。本報告では，第 4号竪穴住居跡

出土の炭化物，土器付着物年代を追加するとともに，

これまでの調査成果をまとめてみたい。

江豚沢遺跡の年代値を報告する前に，弥生開始年

代の問題を含めた 14C年代と日本考古学の研究史，

暦年較正，海洋リザーバー効果，炭素・窒素安定同

位体分析について少し触れておきたい。弥生開始問

題に関しては 2003 年に発表されてから，すでに 7

年が経過した。時を同じく江豚沢遺跡の発掘調査も

2003 年から開始され，東北地方の弥生開始年代を

一つの課題として取り組んできた。そのため，やや

時代遅れの感は否めないが，あらためて弥生開始の

問題について簡単に紹介し，筆者の考えを述べたい。

1．弥生開始年代をめぐる議論

日本考古学における 14C 年代をめぐる議論は，

1950 年代初めの研究開発当初から行われてきた。

日本の考古学資料の年代値が初めて登場するのは，

姥山貝塚（千葉県市川市）の炭化材であり，4513±

300 年前と報告されている（Libby1951）。その後，

最も著名なデータである夏島貝塚（神奈川県横須賀

市）の年代値が報告され（Crane and Griffin1960），

縄文土器が世界最古の土器として議論された。この

年代値および 14C年代測定法の是非をめぐり，短期

編年派の山内清男と長期編年派の芹沢長介の両氏を

中心に論争が繰り広げられたことは有名である（例

えば，山内・佐藤 1962）。この経緯に関しては吉田

（2007）に詳しい。1960 年代後半頃になると，年代

値を集成した論文などが報告され，旧石器時代・縄

文時代・弥生時代の区分について議論が行われる

（渡辺直 1966，芹沢 1967など）。1982 年には，それ

までの 14C年代値を集成し，地域別に時期区分の定

義がなされた（キーリ・武藤 1982）。この論文内で

のデータは全て β線計数法で測定された年代値であ

ったが，すでに地域別に時期区分が異なることを指

摘している。また，縄文と弥生年代の境界に関して

は，夜臼式の年代を根拠に 2550BP頃に位置づけて

おり，夜臼式の年代自体に関しては後述する国立歴

史民俗博物館の年代観とそれほど変わりはなかった。

1980 年代は，日本においても加速器質量分析法が

導入され，土器付着炭化物の測定も 1990 年にはじ

めて報告された（中村俊ほか 1990）。1990 年代後半

以降は，各地で土器付着炭化物を対象とした研究プ

ロジェクトが立ちあげられ成果を挙げてきた。その

最も著名な成果が，大平山元 I 遺跡（青森県東津軽

郡外ヶ浜町）や，三内丸山遺跡（青森県青森市）の

事例であり，第四紀研究の特集号「21世紀の年代

観―炭素年から暦年へ」に収録されている（谷口・

川口 2001，辻・中村 2001）。この号において，縄文

〜弥生時代移行期の年代も論じられている（今村

2001）。この時点での九州における弥生前期の年代

値は，板付遺跡（福岡県福岡市），宇木汲田貝塚，

菜畑遺跡（佐賀県唐津市）の例しかなかったが，そ

の多くが 400BC を遡っていたことから，弥生開始

年代は 750〜400BCの範囲の後半の可能性が高いこ

とが指摘された。後に，藤尾ほか（2006）でも記さ

れているように，この段階では考古学的な見解と年

代の大きな齟齬は見られなかった。この研究を土台

に今村を代表とする科学研究費「縄文時代・弥生時

代の高精度年代体系の構築」，文部科学省学術創成

研究「弥生農耕の起源と東アジア」が進められ，前

者の成果として 2003 年 5月の考古学協会にて，紀
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元前 10世紀の弥生開始年代が提示された。2003 年

以降は，御存じの通り多くの論考が提示されてきて

いるが，本節では割愛し，筆者の見解を簡単に述べ

たい。まず確認すべきことは，弥生時代の区分上の

問題である。国立歴史民俗博物館の研究チームは，

従来縄文晩期後半に位置づけられた突帯文土器から

弥生時代早期とする編年案の立場をとるため，山の

寺・夜臼 I 式土器を弥生最古としている（藤尾ほか

2006）。つまり，新たな時代区分を年代とともに提

示したのであり，先行研究の年代を否定したもので

はないと言える。測定対象物における考古学的な解

釈の相違はあってしかるべきであり，年代の方法論

とは区別して議論する必要がある。弥生開始年代の

方法論的な問題は，以下の暦年較正や付着物にみら

れる海洋リザーバー効果の影響が主であり，次項で

説明していきたい。

2．暦年較正と海洋リザーバー効果の問題

14C年代値が暦年代でないことは，もはや考古学

分野においても周知の事実となっている。これは，

過去の大気 CO2 の
14C濃度が，太陽活動にともな

う銀河宇宙線の強度変化，地球の地磁気強度変化な

どにより，大きく変動していたことに原因がある。

そのため，14C年代を暦年代に較正するためには，

過去の大気 CO2 の
14C濃度と暦年年代（年輪年代

など）を対応させたデータ集である暦年較正曲線が

必要となる。暦年較正曲線（Calibration Curve）は，

1986 年，1993 年に発表された後，これを改訂して

1998 年に INTCAL98 が公表された。現在では，

INTCAL98をベースに RandomWalkModel を用い

てスムージング化された較正曲線 IntCal04 や

Marine04が推奨されている（Reimer et al. 2004）。

昨年，IntCal09が公表されているが，弥生時代に関

して変更はない。縄文から弥生時代の移行期の暦年

較正曲線は，「縄文・弥生ミステリーゾーン」「2400

年問題」（辻 2004）と呼称され，較正曲線がほとん

ど変化しない区間であり，精度の高い暦年代への変

換が困難となっている。また，この領域を抜けた弥

生時代中期開始前後の 2320〜2140calBP の区間で

も小規模ながら較正曲線が変化しないか，もしくは

逆行する領域が存在する（第 108 図）。つまり，

2006 年度の概報で，筆者が述べた通り（國木田・

吉田 2007），750 (2700）〜410calBC (2360calBP)

の平坦部分，370 (2320）〜190calBC (2140calBP)

の逆行部分は，幅広い暦年較正年代値が得られてし

まうことになる。このような較正曲線の特異な時期

は，近世において小氷期の一因となった“太陽活動

の異常低下期”である Maunder Minimum に類似

した期間と考えられ，宇宙線強度の増加により 14C

濃度が異常に増加したと推定されている（今村

2001）。今村（2001）で当初，750〜400BC の範囲

と幅を持って定義されていた原因は，この暦年較正

曲線にあり，年代測定分野では弥生開始年代は絞れ

ないと思われていた。ところが，前述の山の寺・夜

臼 I 式，夜臼 IIa 式がこの範囲より古い 2800〜

2600BP の範囲（暦年較正曲線では約 1000〜

750calBC，第 108 図）で年代値が得られたため，

750BCより古いという結論が出されたわけである。

一方で，基準となっている暦年較正曲線に地域差が

存在するのではないかという疑問もあり，日本版暦

年較正曲線の作成も進んだ。尾嵜・今村（2007）で

は，長野県飯田市畑ノ沢地区出土のヒノキの埋没樹

幹，広島県東広島市黄幡 1 号遺跡出土のヒノキ加工

材木を用いて，紀元前 815 年から紀元前 195 年の範

囲で，INTCAL98 および IntCal04 と非常によく一

致した結果が報告されている。鈴木ほか（2008）で

も，鳥海山麓出土の杉を用いて，ほぼ同時期の検討

がなされている。この年輪では，IntCal04 と比較し

て一部（2570〜2530calBP）に相違がみられたもの

の，他の期間（2700〜2480CalBP）では誤差範囲内

で一致した結果であった。現段階で，縄文〜弥生時

代移行期の暦年較正曲線に大きな地域差はなかった

と考えられる。

次に，土器付着物にみられる海洋リザーバー効果

の問題である。14C濃度は経年変動だけではなく，

大気圏・水圏中において平衡状態，拡散・循環の影

響を受けるため均一ではない。中緯度地域の表層海

水は，大気と比較して 400 年程度，深層海水は約
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第 5表

No. 遺跡名 試料名 型式など
14C 年代
（BP） Lab.code ゅ13C

（質量分析計，‰）
ゅ15N

（質量分析計，‰） C/N

 1 板付遺跡 34 次 FJ-048 夜臼 I 式新，口縁外 2670 ± 40 Beta-184551 －26.4，－26.5  6.2 17.0

 2 FUFU-49 夜臼 I 式新，口縁外（FJ-048 と同一個体） 2630 ± 40 Beta-204409 －27.1，－26.9 10.2 29.4

 3 FUFU-40 夜臼 I 式新，底部内 2630 ± 40 Beta-204406 －25.8，－25.9  5.3 34.4

 4 FUFU-42 夜臼 I 式新，口縁外 2620 ± 40 Beta-204385 －25.8，－25.7 18.1 32.2

 5 FUFU-41b 夜臼 I 式新，胴外 2600 ± 40 Beta-204407 －25.7，－25.5  8.1 23.5

 6 FUFU-50b 夜臼 I 式新 2570 ± 40 Beta-204410 －25.5，－24.9 12.2 29.7

 7 FJ-045ad 夜臼 I 式新，口縁外（FUFU-42 と同一個体） 2410 ± 40 Beta-188074 －25.7

 8 日佐遺跡 1次 FJ-043 夜臼 I 式，口縁外 3060 ± 40 Beta-188185 －26.0，－26.0 12.4 17.8

 9 雀居遺跡 4次 FUFJ-29 夜臼 IIa 式，坏部内 2735 ± 35 MTC-08037 －21.7 11.2  9.2

10 FUFJ-30b 夜臼 IIa 式，坏部内 2745 ± 35 MTC-08038 －20.8 11.1 16.7

11 橋本一丁田遺跡 HSM-1 夜臼 IIa 式，胴外 2770 ± 40 Beta-172128 －25.1  0.8 10.9

12 HSM-3 夜臼 IIa 式，胴部突帯下 2640 ± 40 Beta-172129 －26.1  9.2 15.6

13 HSM-6 夜臼 IIa 式，胴外 2650 ± 40 Beta-172131 －25.8 10.3 16.8

14 屋敷遺跡 FJ-0142 夜臼 IIa 式，口縁外 2540 ± 40 Beta-189554 －26.2，－26.0 11.2 20.2

15 石木中高遺跡 FJ-0162 黒川式新，外 2830 ± 40 Beta-189556 －26.0，－26.1  9.1 18.4

16 FJ-0165 黒川式新，胴外 2840 ± 40 Beta-191834 －25.7，－25.7 12.4 22.2

17 FJ-0167 黒川式新，口縁外 2610 ± 40 Beta-189568 －25.5，－25.7 11.4 14.1

18 FJ-0168 黒川式新，口縁外 2820 ± 40 Beta-189558 －25.4，－25.5  7.5 28.0

19 大江前遺跡 SAGFJ-9 夜臼 IIa 式，底部内 2530 ± 30 MTC-07433 －26.6  2.9 17.0

20 菜畑遺跡 FJ-0401 黒川式新，口縁外 2820 ± 40 Beta-189572 －26.7，－26.5 11.0 29.1

21 FJ-0403 黒川式新，胴外 2820 ± 40 Beta-189570 －23.5，－23.7  8.3 38.7

22 FJ-0407 黒川式新，坏屈曲部 2710 ± 40 Beta-189574 －25.8，－25.9  6.8 23.6

23 FJ-0409 山の寺式，胴外 2760 ± 40 Beta-189573 －25.7，－25.7  5.7 39.4

24 FJ-0408 山の寺式，胴内 2730 ± 40 Beta-188522 －25.2，－25.3  3.7 17.3

25 FJ-0406 山の寺式新，胴外 2880 ± 40 Beta-189571 －26.5

26 FJ-0412 夜臼 IIa 式，胴内 2810 ± 40 Beta-188523 －22.8，－23.0  9.9  9.9

27 FJ-0410 夜臼 IIa 式，胴外 2300 ± 40 Beta-189575 －25.9，－26.5 10.1 21.6

28 東畑瀬遺跡 FJ-159 黒川式新，口縁外 2860 ± 40 Beta-184543 －26.5，－25.6  8.1 20.7

29 FJ-151 黒川式新，口縁外 2840 ± 40 Beta-184542 －25.3

30 FJ-149 黒川式新～山の寺式，口縁外 2850 ± 40 Beta-184541 －26.0，－26.0 10.2 16.4

31 権現脇遺跡 FJ-0573 黒川式古，胴外 2825 ± 25 PLD-5055 －26.3 11.7 22.8

32 FJ-0575 山の寺式，胴外 2780 ± 25 PLD-4661 －26.6 12.1 35.0

33 FJ-0574 山の寺式，胴外（FJ-0575 と同一個体） 2775 ± 25 PLD-5056 －26.7 14.2 26.3

34 FJ-0442 山の寺式，胴外 2750 ± 30 IAAA-40546 －26.4  9.9 23.9

35 FJ-0577 山の寺式新，口縁外（FJ-0442 と同一個体） 2780 ± 40 IAAA-41101 －26.3 11.3 20.5

36 FJ-0571 原山式（山の寺式新），胴部上 2570 ± 40 IAAA-41100 －26.1  8.7 26.5

37 FJ-0436 夜臼 IIa 式，胴外 2590 ± 40 IAAA-40544 －26.4  9.6 23.8

38 里田原遺跡 FJ-0478 山の寺式，胴外 2750 ± 40 IAAA-41094 －25.4 11.4 21.3

39 FJ-0481 山の寺式，胴外 2740 ± 40 IAAA-41095 －26.8  9.6 24.5

40 玉沢地区条里跡遺跡第 7次調査 FJ-0460 上菅生 B～下黒野式，口縁外 2760 ± 40 IAAA-40795 －25.9  6.5 13.3

41 FJ-0461 上菅生 B～下黒野式，口縁外 2760 ± 40 IAAA-40796 －26.1 10.4 16.3

42 OIFJ-78 山の寺式新？，上菅生式新，胴部外 2930 ± 30 MTC-07423 －23.9  2.0 52.9

43 山王遺跡 1次 KUFJ-9 夜臼 II 式，底部内 2525 ± 20 PLD-11629 －16.7  2.2 20.0

44 KUFJ-3 夜臼 IIa 式，屈曲部外 2500 ± 20 PLD-11624 －26.8 10.4 18.8

45 KUFJ-8a 夜臼 IIa 式，胴外 2420 ± 20 PLD-11628 －26.7 11.1 26.3

46 榎木原遺跡 III KAMB-105 夜臼 IIa 式？，口縁外 2635 ± 25 PLD-9667 －26.9 10.5 28.9



700〜1000 年以上古い 14C年代をもち，この差は年

代や地域によって異なることが知られ，海洋リザー

バー効果（marine reservoir effect）と呼称されて

いる。陸上資料と海洋資料の年代を比較する際は，

海洋資料の暦年較正曲線Marine04を用いて較正す

ることになる。Marine04 は，陸域との年代差が

405 年あるものとして作成されている。ところが，

炭素循環における海洋環境は，場所や時代によって

変動する要因がある。例えば，地球の海洋大循環

（Broecker et al. 1995）によって北太平洋では約

1800 年前の海水が湧昇している。このような局所

的な海洋リザーバー効果（local reservoir effect）

は，地域オフセット Δ R 値（local reservoir correc-

tion）で評価される。つまり，海洋リザーバー効果

は，前述の平均的な海洋リザーバー効果約 405 年

（Global reservoir effect）と，局所的な影響をあわ

せて評価しなければならず非常に複雑である。日本

列島近海の海洋リザーバー効果の研究は近年いくつ

かの論文が発表され大勢は解明されつつある。

Yoneda et al. (2001) では，北海道の各時期の遺跡

のオットセイとニホンジカの骨の年代差が一貫して

約 800BPあることを報告し，その原因が熱塩循環

にあることを言及している。最近の研究では，核実

験以前の標本貝類を対象にした論文があり，貝類か

らは小樽（Δ R : 94 年）や函館（Δ R : 34 年）で海洋

リザーバー効果が小さいことが報告されている

（Yoneda et al. 2007）。東北地方以南についても，

Nakamura et al. (2007) で，真脇遺跡（石川県鳳珠

郡能登町，各コアの値 Δ R : -71，-30，-78 年など），

楠廻間貝塚（愛知県知多市，Δ R : -255，-146 年），

吉胡貝塚（愛知県田原市，Δ R : -46，40，-136，

100 年）などで Δ R 値が報告されているが，北海道

のような大きい値は存在しない。関東地域は吉田ほ

か（2008）で市川市周辺の縄文時代の貝塚資料を中

心に測定が行われ，Δ R 値-73〜145 年が報告され

ている。以上の先行研究から，北海道や東北北部地

域での海洋資源の 14C年代値は，最大で約 800BP，

それ以外の地域では基本的に 400BP程度古く得ら

れることが予想される。ただし，土器付着炭化物に

反映される海洋資源の割合や種類は特定不可能であ

るので年代の補正を行うことは難しい。例えば，北

海道や東北北部地域においても，比較的移動範囲の

大きい魚類（遡上性をもつサケ・マスも考慮）や海

獣類は湧昇流の影響を大きく受けるであろうし，湾

内に生息する貝類は，ほとんど影響を受けないと考

えられる。東北北部地域の土器付着物が 100％海洋

資源で構成されていると想定した場合，最大で

800BP古く見積もられる可能性があることになる。

3．炭素・窒素安定同位体分析

現在，土器付着炭化物における海洋リザーバー効

果の有無を検討するための指標として炭素・窒素安

定同位体比が用いられている。自然界に存在する炭

素や窒素の安定同位体存在度は，光合成回路の違い

や食物連鎖の段階などによって変化し，それぞれ

δ13C，δ15Nと表記される。植物の体内に取り込まれ

生成した有機化合物の炭素や窒素は，植物から 1次

消費者，2次消費者と伝達される食物連鎖の過程を

経て，同位体比も伝達されていく。食物連鎖で上位

に位置する動物の同位体比は，分別の蓄積によって，

炭素，窒素ともに高い値を取ることが知られている。

海洋生態系では，陸上生態系と比較して食物連鎖が

長いので，最上位の海棲哺乳類は特に重い同位体が

濃縮し，高い δ15N値を示すことになる（第 99 図）。

また，樹木やイネ，コムギ，オオムギなどの穀物を

含む多くの C3 植物は，熱帯原産のイネ科を主とす

るキビ，アワ，ヒエといった C4 植物と比較して，

炭素安定同位体比が大きく異なる。炭素・窒素安定

同位体分析は，1970 年代から人骨資料のコラーゲ

ンを用いて盛んに行われてきた。炭化物への応用は，

土器付着物の 14C年代測定における海洋リザーバー

効果の有無を検討するための指標として測定される

ようになり（Kunikita et al. 2007，坂本 2007），最

近では，食性復元の観点から研究が進められている

（吉田 2008）。炭化物を分析する場合，形態観察が

困難な資料に適用可能である点，試料量が極微量

（数 mg程度）ですむという利点がある反面，種の

同定ができない点やデータの解釈が難しいといった
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第 99図 弥生時代早期の土器付着物の炭素・窒素同位体比

第 100図 弥生時代早期の土器付着物の炭素同位体比と C/N比



欠点がある。

これまでの先行研究における問題点などを簡単に

整理しておきたい。現生資料を用いた煮炊き実験で

は，土器付着物の炭化前後の同位体比変化が炭素で

は小さく，窒素では重い同位体の割合が最大 5‰程

度増えることが報告されている（吉田 2006）。下宅

部遺跡（東京都東村山市）では，外面土器付着物の

δ15N 値が 10‰を大きく超える値が報告されており，

燃焼・炭化過程の同位体分別や由来の異なる窒素の

混入の可能性が推測されている（工藤ほか 2007）。

また，御経塚遺跡（石川県石川郡野々市町）では，

縄文後期の土器の内面付着炭化物の年代値が約

200〜600BP程度古い年代値を示しているにもかか

わらず，大部分の試料で炭素同位体比が-24〜-26‰

と陸上起源の範囲に分布するという結果が得られて

いる（工藤ほか 2008）。これと類似したデータは押

出遺跡（山形県東置賜郡高畠町）などでも確認され

ている（國木田ほか 2010）。土壌埋没中の続成作用，

炭化前後の同位体分別などの課題や炭化物が混合物

である点を考慮すると，現状では海洋生物，C4 植

物，C3 植物・陸上動物のどのグループに強く依存

するか程度の分析精度で食性分析が可能であると言

える。

国立歴史民俗博物館の弥生時代早期の九州におけ

るデータ（縄文晩期末，黒川式を含める）で，炭

素・窒素安定同位体比が報告されている資料は 43

点ある（国立歴史民俗博物館 2009）。筆者が作成し

たものを第 5表，第 99・100 図に示す。43 点の内，

36 点が外面で 7 点が内面である。食性復元を行う

場合，内面資料が適しているので，ここでは 7 点に

ついて検討したい。第 99 図で，雀居遺跡 4 次の 2

点（第 5表，No. 9，10），菜畑遺跡の 1点（No. 26）

は，海洋資源と草食動物・C3 植物の中間領域にプ

ロットされ，年代値も他の資料と比較して 100〜

200BP程度古い結果となっている。この 3資料は，

第 100 図においても C3 植物・動物の領域からやや

はずれており，海洋資源の影響が考えられる。対し

て，板付遺跡 34 次の 1点（No. 3），大江前遺跡の 1

点（No. 19），菜畑遺跡の 1 点（No. 24）は，第 99

図で草食動物・C3 植物の領域，第 100 図でも C3 植

物・動物もしくは C3堅果類の領域に入り，海洋資

源の影響はないと考えられる。山王遺跡 1次の 1点

（No. 43）は，C4 植物の影響があり，非常に注目さ

れる。前述の通り，御経塚遺跡や押出遺跡の例外は

あるものの，筆者は δ13C 値が-25‰よりも高く，

δ15N 値も 10‰より高い範囲を海洋リザーバー効果

の一つの基準として捉えてきた（國木田ほか 2008，

2009，國木田・吉田 2009）。その点を考慮すると，

板付遺跡 34 次の 1 点（No. 3），大江前遺跡の 1 点

（No. 19），菜畑遺跡の 1 点（No. 24）の年代（山の

寺式 2730BP，夜臼 I 式新 2630BP，夜臼 IIa 式

2530BP）は信憑性が高いといえる。

結論として，弥生開始年代は，暦年較正，炭素・

窒素安定同位体（点数は少ないが）の面を考慮した

結果，2700BP (暦年較正年代で紀元前 9 世紀頃）

まで遡る可能性が高い。残された問題は，①暦年較

正年代の幅（例えば 2730±40BPを較正すると，約

68.2％の 1 σでは 907〜831calBC，約 95.4％の 2 σ

では 975〜806calBC）をどう捉えるか，②土器付着

物年代の統計的なばらつきをどう解釈するか，③国

立歴史民俗博物館の測定した山の寺・夜臼 I 式の土

器年代を弥生開始と考えてよいのか等がある。この

問題は各研究者の解釈の違いが大きいため，本稿で

は論じないことにする。重要なことは，測定対象物

の考古学的解釈の違いと，14C年代測定法の方法論

的な問題を分けて議論することであろう。

4．試料の分析方法

本研究における 14C年代測定の試料調製は，通常

の方法に従って行った（参照：吉田 2004）。土器付

着物試料のアルカリ処理濃度は，試料が全て溶解し

ない程度にとどめた。試料の化学処理回収率などは

第 8表に示している。本稿での暦年較正年代値は，

OxCal 4. 1. 5 (Ramsey 2010)を用いて IntCal09 で較

正している（第 7 表）。測定は，東京大学工学系研

究科のタンデム加速器設備（MALT ; Micro Analy-

sis Laboratory, Tandem accelerator）を用いた。

炭素・窒素安定同位体分析の試料調製は，東京大
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学総合研究博物館放射性炭素年代測定室に設置され

た IsoPrimeEA安定同位体比質量分析装置（Micro-

mass, UK）を用いた。本装置は，元素分析計

EuroEA 3028-HT (EuroVector S. p. A.)を前処理装

置としている。試料測定の手順は，まず，固体試料

をスズ製カプセル（3.5mm φ×5mm）に入れ，折

りたたみ封入し，オートサンプラーにセットする。

カプセルは，オートサンプラーから 1030℃に加熱

された石英ガラス製の燃焼管に投入され，酸素ガス

をフラッシュ（瞬間的に導入）することによって，

スズの燃焼熱を利用して一気に試料を燃焼させる。

燃焼気体はキャリアーガス（Heガス）とともに還

元管を通して，二酸化炭素，窒素ガスとした後，小

型のガスクロマトグラフで両者は分離され，TCD

(熱電対検出器）でクロマトグラムとして検出され

る。TCD 検出器の信号をクロマトパック C-R8A

(島津製作所）に入力して，クロマトグラムの面積

計算，元素含有率の計算を行った。元素分析計の部

分で，炭素・窒素含有率，C/N 比を測定できる。

分離された窒素ガスと二酸化炭素は，順に質量分析

計に導入され，窒素安定同位体比（15N/14N），炭

素安定同位体比（13C/12C）が自動的に測定される。

1試料の投入で，窒素と炭素の同位体比を連続して

測定できるが，炭化物試料は C/N 比が大きく窒素

含有量が小さいため，本研究では別々に測定を行っ

た。炭素同位体比の測定には試料 0.1〜0.2mgを，

窒素同位体比の測定には，窒素含有量に応じて，

0.5〜6mg を用いた。炭素・窒素同位体比は原則 1

回の測定を行い，誤差は標準試料（窒素の場合は値

決めされたグリシン，炭素の場合は ANUスクロー

ス）のばらつきで評価している。試料の誤差は，均

一性や量に依存するが，本システムでは，δ13C 値

で最大±0.4‰，δ15N 値で最大±0.7‰程度と考え

られる。C/N 比に関しては平均値を示している。

なお，第 6 表の δ13C 値は加速器による測定値で，

加速器の状態によって安定質量分析計と大きく異な

る値を示すこともある。第 8 表に示した δ13C 値が

安定質量分析計での測定値である。食性分析には，

化学処理や加速器測定で同位体分別の起こっていな

い後者の値を用いる。

5．測定土器の編年的位置づけ

本研究で付着物を測定した土器は，従来の編年で

はおおむね縄文時代晩期末葉の「大洞Aʼ 式」から，

弥生時代前期「砂沢式」と呼ばれてきた土器群と，

弥生時代中期前葉の二枚橋式に相当する。大坂の編

年案では，古いものから順に八幡堂 2 群段階，八幡

堂 3 群段階，梨ノ木平段階，戸沢川代段階，二枚橋

式の変遷が考えられ，これらは八幡堂 1 群段階に後

続し，恵山 Ia 式に先行する（大坂 2007a，大坂

2009c，本書第 4章第 3節）。

東北地方における当該期の土器付着物年代測定デ

ータは，サンプリングの対象が大型の深鉢形土器に

偏る傾向があり，これは，付着物の認められる比率

から考えれば当然の結果ではある。しかしながら，

深鉢形土器の編年的位置付けは，これまでの研究の

蓄積によってある程度の時期の絞り込みが可能とは

いえ，主として浅鉢形土器の文様変化の視点に基づ

いて考えられている現状の編年研究と同様の水準で

型式同定をおこなうには困難な部分が伴っているこ

とも認めなければならない。また，サンプリングの

対象となった深鉢形土器の位置付けについて，周辺

から出土した編年的位置の明確な遺物から類推され

たと考えられる場合も多いが，その一括性について

は判断が難しい部分が残される。

下北半島では，幸いなことに，付着物が顕著に付

着する傾向がある台付の深鉢形土器が安定的に組成

しており，この器種の型式変遷が細かく明らかにな

りつつある（大坂 2009c）。そのため，資料の選択

によっては比較的精度の高いデータを提供できる可

能性があるが，いずれにしても，こうした研究では

編年的位置付けの根拠とした土器そのものの型式学

的特徴を明らかにしたうえで，さらに出土状況から

の解釈が加わっている場合にはその点も明示し，両

者をもっても細別型式一つに絞り込めない場合には，

ある程度の幅をもたせたデータの提示をおこなうこ

とが重要になろう。
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(1) 江豚沢遺跡出土測定土器の編年的位置付け

05FG-1 は第 1 号竪穴住居跡 2b-1 層から出土し

た第 31 図 70 からサンプリングされた資料である。

70 の編年的位置に関わる重要な型式学的特徴は，

口唇部の定型的なキザミと，胴部の縄文施文後のき

わめて顕著なミガキである。この二つの特徴は八幡

堂 2群段階や 3群段階の深鉢形土器にはほとんど認

められないことから，梨ノ木平段階以降に位置付け

られることは間違いない。第 1号竪穴住居は，炉か

ら出土した浅鉢形土器が戸沢川代段階に属し，埋土

出土の土器の大部分も同段階に属する。以上の点か

ら，2b-1 層から押しつぶされたような状態（写真

図版 3-5）で出土した 70 は，戸沢川代段階に属す

るものと考えるのが妥当だろう。

05FG-2-1，05FG-2-2 は第 11 号土坑から出土し

た第 52 図 445 の資料である。445 の型式学的特徴

は，（a）口縁部の突起が相対的に小さい，（b）直

線的な器形，（c）頸部外面の眼鏡状隆帯は粘土粒の

貼付後に丁寧なナデによって成形されている，（d）

口縁部内面沈線がやや太く，明瞭に施文される，

（e）波状工字文と思われる文様に明確な縦の沈線が

加えられる，という点にある。このうち，（b）は

梨ノ木平段階まで継続する可能性があるが，（c）は

八幡堂 2群段階以前に限られることが明らかになっ

ている。また，八幡堂 3群段階以降には，内面沈線

上端がミガキによって不明瞭になったものがみとめ

られるため，（d）も八幡堂 2 群段階以前に多く見

られる特徴である。この器種については，八幡堂 1

群段階から 2群段階への変化が乏しいものと考えら

れていることから，土器そのものの特徴からはこの

個体が八幡堂 1群段階に属する可能性も否定できな

い。ただし，江豚沢遺跡では，橘氏による発掘時の

資料を含めても八幡堂 1群段階の資料は出土してい

ないため，ここでは 445 を八幡堂 2群段階のものと

考える。

06FG 付-1 は第 2 号竪穴住居跡 2a 層から出土し

た第 43 図 308 から採取した資料。308 は口縁部に

小波状をなす無文部があり，やや丸みを帯びた胴部

に特徴がある。こうした資料は，宇鉄遺跡 IIb 層で

八幡堂 2 群段階に伴っている（児玉・相馬 2004 第

9 図 73）ほか，梨ノ木平段階から戸沢川代段階の多

くの遺跡で出土し，二枚橋遺跡では多量の二枚橋式

とともに出土している（須藤 1970 第 5 図・第 16 図

6）。年代が新しくなるに従って胴部の丸みが強い資

料が増える傾向があるようだが，それほど強い丸み

を示さない資料も二枚橋式期まで認められるため，

土器そのものの特徴からはこれ以上絞り込んだ判断

はできない。出土状況の面からは，第 2号竪穴住居

跡の埋土中から出土した資料のうち，完形・半完形

ものは戸沢川代段階から二枚橋式に属する一方，前

後の段階の資料はいずれも小破片で，接合率も低い

傾向がある。この点から考えて，2a 層中から押し

つぶされた状態でほぼすべての破片がまとまって出

土（写真図版 7-8）した 308 は，戸沢川代段階から

二枚橋式に属する可能性が高い。

06FG 付-2 は第 2 号竪穴住居跡 2b 層出土の第 40

図 271，06FG 付-3 は，大部分の破片が第 2 号竪穴

住居跡 2a 層からまとまって出土した第 40 図 269 の

資料。この 2点は，戸沢川代段階の資料に比べて口

縁部が長大で，頸部の屈曲も強い。第 40 図 271 で

は，結節沈線の施文も特徴的である。これらは二枚

橋遺跡出土土器を標式とする二枚橋式土器（須藤

1970，大坂 2007a）と共通している。もっとも，

269，271 はともに，二枚橋遺跡出土土器と比較し

てみると口縁部のミガキが丁寧で，突起の形態も二

枚橋遺跡出土土器との間で細かな違いがある。また，

よく類似した資料は東通村大平（4）遺跡（東通村

史編集委員会 1999）でも戸沢川代段階に類似した

土器群とともに出土しており，二枚橋式と微妙な年

代差を示す可能性も否定できないが，ここではこれ

らの資料をひとまず，二枚橋式土器の範疇に含めて

考えておくこととする。

06FG 付-4 は第 2 号竪穴住居跡床面出土の第 40

図 267 の資料。口縁部突起の発達が弱い点や全体の

屈曲がそれほど顕著ではないこと，口縁部にキザミ

が施されない，LR縄文が施文される点からみて，

二枚橋式まで下らない。戸沢川代段階の資料である。

床面から出土した他の資料がいずれも戸沢川代段階
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に属する点とも整合的である。

06FG 付-5 は第 2 号竪穴住居跡から出土した第

42 図 293 の資料。沈線中に添付される粘土粒から

二枚橋式まで下ることはなく，全体の調整がやや粗

雑であることから，梨ノ木平段階まで古く考える必

要はない。第 2号竪穴住居跡では二枚橋式を除けば

出土土器のほとんどが戸沢川代段階に属しているこ

とから，本資料も同じ段階に属するものと考えられ

る。細部の特徴まで非常に類似した資料がむつ市

（旧川内町）戸沢川代遺跡から前後の時期を混じえ

ず，戸沢川代段階の土器群とともに出土しているこ

と（葛西編 1991 第 20 図 7）もこれと整合的である。

06FG 付-6 は，第 2 号竪穴住居跡 pp19-1 層から

出土した第 45 図 337 の資料。本資料は口縁部のキ

ザミの形態ややや丸みを帯びた器形から考えて梨ノ

木平段階以降に属することは間違いないが，その細

かな年代学的位置については出土状況を踏まえても

絞り込みが難しい部分がある。梨ノ木平段階から二

枚橋式期の土器だと考えておくこととする。

06FG 付-7 は第 2 号竪穴住居跡 2b 層から出土し

た深鉢形土器の口縁部第 42 図 299 の資料。小波状

口縁部をなし，強い屈曲を示すこうした資料は戸沢

川代段階から二枚橋式にかけてみられるもので，型

式学的特徴からそのどちらかに絞り込むことは現状

ではできない。また，第 2号竪穴住居跡埋土出土土

器群は両段階を含んでいるため，299 についてもよ

り絞り込んだ判断を下すのは避け，戸沢川代段階か

ら二枚橋式にかけてのものとする。

06FG 付-8 は，第 2 号竪穴住居跡出土の第 39 図

262 の資料である。類例のない器形だが，沈線の形

態は二枚橋式のような太く内部の調整のあらいもの

ではないため，戸沢川代段階以前に属するものと考

えられる。第 2号竪穴住居跡から出土しているその

ほかの土器は梨ノ木平段階以前の土器を含んでいな

いため，ここではこの土器を戸沢川代段階のものと

して考える。

09FG 付-2 は破片が第 2 号竪穴住居跡 2a 層のほ

か，第 4号住居跡など周辺の遺構から分散して出土

した第 38 図 234 の資料。変形工字文の沈線が断面

三角形を呈しており，やや細い。また，粘土粒も相

対的に小さいことや，全体に暗い色調を呈する点か

らみて，梨ノ木平段階ないし戸沢川代段階に下るこ

とはなく，八幡堂 3群段階に属する可能性が高い。

こうした多段構成の変形工字文を古く位置付けるこ

とについては異論もあろうが，近年蓄積された資料

からは，複線や多段構成の資料が一概に新しいとは

言えないことが明らかになりつつある。

09FG 付-1 は，第 4 号住居跡 pp29-1 層から出土

した第 48 図 397 の資料。口縁部の突起が発達して

おり，頸部の屈曲も非常に強い，沈線中には粘土粒

が添付され，全体の調整が粗雑だという点からみて，

戸沢川代段階に属する。

09FG 付-3 は第 4 号竪穴住居跡 pp25-1 層から出

土した第 49 図 409 の資料。口縁部に極めて狭い無

文部分をもち，器厚はやや薄手で胎土中の砂粒もそ

れほど多くない。また，暗褐色を呈しているなどの

点で八幡堂遺跡出土資料（安藤編 2009：第 44 図

189）に類似している。こうした特徴を示す大型の

深鉢は梨ノ木平段階から二枚橋式にはほとんど見ら

れないことから，八幡堂 1群段階から 3群段階に伴

う可能性が高い。出土状況からは，先に述べたよう

に，八幡堂 1群段階の土器が江豚沢遺跡では出土し

ていないことから，この個体は八幡堂 2群段階から

八幡堂 3群段階に属する可能性が高いものと考えて

いいだろう。

(2) 周辺遺跡出土測定土器の編年的位置付け

梨ノ木平遺跡から出土した資料（第 103 図 1〜7）

は，1〜7 がそれぞれ資料番号の NSD付-1〜7 に対

応する。1・2・4・6・7・が波状口縁の台付の深鉢

形土器，3・5 が深鉢形土器とみられる。台付鉢形

土器は八幡堂 3群段階に比べて胴部の屈曲が強い資

料が含まれていることや，口唇部に強い斉一性を示

すキザミが高い頻度で施文されることからみて，全

て梨ノ木平段階に属するものと考えられる。深鉢形

土器については細かな年代を型式学的特徴から絞り

込むのは難しいが，梨ノ木平遺跡では浅鉢形土器や

壺形土器が多量に出土しており，すべて梨ノ木平段
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階の一時期に限られることから，これらの資料も同

じ段階に位置付けられるものと考えておく。

NSD付-8 の付着していた第 103 図 8 は注記から

宿野部遺跡から出土したと判断される資料だが，出

土状況の詳細は不明である。ただし，頸部・胴部の

境界に施文されるやや粗雑な結節沈線の特徴や波状

工字文の特徴から考えて，二枚橋式から恵山 Ia 式

に属するものと考えられる。

OKW 付-1 は，大川目遺跡で出土した口縁部が

肥厚する大型の深鉢形土器（第 103 図 9）から採取

された。06FG 付-1 の部分でも述べたように，この

類型は八幡堂 2群段階以降に出現し，二枚橋式まで

明瞭な型式学的変化が認められない。9に限っては，

やや砂粒が目立ち，灰褐色に近い色調を示すなど，

二枚橋式に伴う資料に類似する部分があるが，大川

目遺跡では八幡堂 3群から二枚橋式にかけて長期間

におよぶ土器群が出土しているため，これ以上に絞

り込んだ判断は控えておく。

6．第 1号竪穴住居跡の年代

本遺構の資料採取は 2005 年度に実施し，炭化物

の位置についても記録を行った（第 101 図）。炭化

物は住居跡覆土のすべての層で確認されたため，主

な遺構及びセクション面を中心にサイズの大きい資

料を選択的に採取した。そのため，図示した炭化物

の位置情報は，すべての炭化物の情報を反映するも

のではなく，測定資料の履歴を明確にする理由で提

示したものである。住居跡南西部（四分の一区画）

の北側と東側セクション，炉の中心部付近，周溝を

中心に資料採取を行った。採取炭化物および土壌資

料は，住居跡覆土 1 層出土 23 点，2a，2b 層出土 9

点，溝（6，11) 5 点，土坑（pp120) 1 点，炉周辺
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第 103図 周辺遺跡出土測定土器（1〜7 梨ノ木平，8宿野部？，9大川目)
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第 6表

No. 試料番号 測定試料 状況ほか
14C 年代
（BP）

ゅ13C
（加速器，‰）

Lab.code
（TKa-）

第 1号竪穴住居跡

 1 05FG-19 炭化物 住居跡覆土 1層（位置は中央部） 2190 ± 25 －24.0 13823

 2 05FG-35 炭化物 炉の焼土内（焼土上部） 2265 ± 25 －21.5 13824

 3 05FG-37 炭化物 炉の焼土内（焼土上部） 2220 ± 25 －22.6 13825

 4 05FG-42 炭化物 炉に配置された完形土器内部の土壌中 2160 ± 35 －25.5 13771

 5 05FG-43 炭化物 炉に配置された完形土器内部の土壌中 2135 ± 35 －25.4 13772

 6 05FG-44 炭化物 炉に配置された完形土器内部の土壌中 2205 ± 30 －25.8 13773

 7 05FG-45 炭化物 炉に配置された完形土器周辺の覆土中 2185 ± 30 －23.5 13774

 8 05FG-46 炭化物 炉に配置された完形土器周辺の覆土中 2195 ± 35 －24.4 13775

 9 05FG-47 炭化物 炉の焼土内（焼土上部） 2195 ± 30 －27.5 13776

10 05FG-溝 3 炭化物 周溝 6（セクション面） 2285 ± 25 －22.3 13826

11 05FG-溝 5 炭化物 周溝 6（セクション面） 2395 ± 25 －22.7 13827

12 05FG-1 土器付着物 戸沢川代段階（第 1号竪穴住居跡，口縁～胴部内面），第 31 図 70 2420 ± 30 －19.3 13828

13 05FG-2-1 土器付着物 八幡堂 2群段階（pit11，口縁外面），第 52 図 445 2875 ± 30 －14.7 13829

14 05FG-2-2 土器付着物 八幡堂 2群段階（pit11，口縁内面），第 52 図 445 2820 ± 30 －15.0 13830

第 2 号竪穴住居跡

15 06FG-2 炭化物 住居跡覆土 2290 ± 80 －15.0 14095

16 06FG-3 炭化物 住居跡覆土（板石横完形土器に近接） 2420 ± 40 －26.6 14096

17 06FG-4 炭化物 床面直上 2405 ± 40 －25.2 14097

18 06FG-5 炭化物 床面直上 2400 ± 110 －27.5 14130

19 06FG-6 炭化物 床面直上 2330 ± 30 －26.8 14131

20 06FG-18 炭化物 炉の焼土内 2220 ± 35 －26.6 14098

21 06FG-19 炭化物 炉の焼土内 2175 ± 35 －32.2 14099

22 06FG-20 炭化物 炉の焼土内 1060 ± 35 －28.9 14100

23 06FG-21 炭化物 炉の焼土内 2350 ± 45 －23.6 14101

24 06FG 付-1 土器付着物 戸沢川代段階～二枚橋式（口縁～胴部外面），第 43 図 308 2230 ± 40 －27.5 14088

25 06FG 付-2 土器付着物 二枚橋式（胴部内面），第 40 図 271 2580 ± 45 －23.3 14089

26 06FG 付-3 土器付着物 二枚橋式（口縁外面），第 40 図 269 2355 ± 35 －25.1 14090

27 06FG 付-4 土器付着物 戸沢川代段階（口縁外面），第 40 図 267 2285 ± 35 －27.8 14091

28 06FG 付-5 土器付着物 戸沢川代段階（胴部内面），第 42 図 293 2305 ± 40 －26.9 14092

29 06FG 付-6 土器付着物 梨ノ木平段階～二枚橋式（口縁外面），第 45 図 337 2390 ± 35 －33.1 14093

30 06FG 付-7 土器付着物 戸沢川代段階～二枚橋式（口縁外面），第 42 図 299 2300 ± 40 －27.1 14094

31 06FG 付-8 土器付着物 戸沢川代段階（頸部外面），第 39 図 262 2230 ± 30 －26.2 14132

32 09FG 付-2 土器付着物 八幡堂 3群段階（口縁外面），第 38 図 234 2690 ± 60 －24.1 15053

第 4 号竪穴住居跡

33 09FG-2 炭化物 炉の内部 2350 ± 50 －28.3 15055

34 09FG-3 炭化物 炉の内部 2600 ± 80 －33.9 15056

35 09FG 付-1 土器付着物 戸沢川代段階（口縁～頸部内面），第 48 図 397 2710 ± 50 －30.0 15052

36 09FG 付-3 土器付着物 八幡堂 2～3群段階（胴部外面），第 49 図 409 2620 ± 70 －32.3 15054

梨ノ木平遺跡

37 NSD付-1 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁～胴部内面），第 103 図 1 2375 ± 35 －24.9 14183

38 NSD付-2 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 2 2805 ± 40 －21.7 14184

39 NSD付-3 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 3 2540 ± 50 －12.8 14185

40 NSD付-4 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 4 2650 ± 45 －21.0 14186

41 NSD付-5 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 5 3030 ± 50  －9.6 14187

42 NSD付-6 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 6 2875 ± 50 －21.2 14188

43 NSD付-7 土器付着物 梨ノ木平段階（口縁内面），第 103 図 7 2870 ± 50 －21.5 14189

宿野部遺跡

44 NSD付-8 土器付着物 二枚橋式～恵山 Ia 式（口縁内面），第 103 図 8 2370 ± 45 －25.9 14190

大川目遺跡

45 OKW付-1 土器付着物 八幡堂 3群段階～二枚橋式（胴部外面），第 103 図 9 2190 ± 30 －24.9 14133
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第 7表

No. 試料番号
14C 年代
（BP）

暦年較正年代値（calBC）

（68.2％） （95.4％）

第 1号竪穴住居跡

 1 05FG-19 2190 ± 25 354-291（47.7％），231-.201（20.5％） 362-271（57.5％），264-182（37.9％）

 2 05FG-35 2265 ± 25 391-358（42.5％），280-258（20.6％），243-236（5.1％） 396-351（47.3％），297-210（48.1％）

 3 05FG-37 2220 ± 25 362-350（8.0％），304-269（23.3％），264-210（36.9％） 381-337（19.2％），330-203（76.2％）

 4 05FG-42 2160 ± 35 353-295（34.2％），229-220（3.8％），211-166（30.3％） 361-272（38.9％），264-95（56.5％）

 5 05FG-43 2135 ± 35 343-325（8.2％），205-107（60.0％） 354-293（17.5％），230-218（1.7％），213-51（76.1％）

 6 05FG-44 2205 ± 30 358-343（8.9％），325-278（28.4％），258-205（31.0％） 377-197（95.4％）

 7 05FG-45 2185 ± 30 356-287（45.9％），234-196（22.3％） 365-171（95.4％）

 8 05FG-46 2195 ± 35 357-284（43.9％），256-248（4.1％），235-201（20.2％） 375-175（95.4％）

 9 05FG-47 2195 ± 30 356-286（46.9％），234-201（21.3％） 367-181（95.4％）

10 05FG-溝 3 2285 ± 25 398-361（61.8％），271-263（6.4％） 401-354（68.6％），291-231（26.8％）

11 05FG-溝 5 2395 ± 25 509-438（52.5％），421-403（15.7％） 716-695（3.1％），540-397（92.3％）

12 05FG-1 2420 ± 30 537-408（68.2％） 748-687（15.6％），666-644（4.0％），590-579（1.0％），556-401（74.9％）

13 05FG-2-1 2875 ± 30 1114-1007（68.2％） 1191-1178（1.4％），1160-1144（1.8％），1131-971（88.1％），961-934（4.1％）

14 05FG-2-2 2820 ± 30 1007-927（68.2％） 1070-1065（0.3％），1056-898（95.1％）

第 2号竪穴住居跡

15 06FG-2 2290 ± 80 411-336（27.7％），331-203（40.5％） 747-688（3.3％），665-646（0.9％），587-582（0.2％），553-157（90.2％），136-115（0.8％）

16 06FG-3 2420 ± 40 720-695（8.6％），540-407（59.6％） 752-686（17.9％），668-637（6.1％），622-614（0.8％），595-399（70.7％）

17 06FG-4 2405 ± 40 750-687（68.2％） 750-687（14.6％），666-642（4.1％），592-395（76.7％）

18 06FG-5 2400 ± 110 751-687（14.0％），667-638（6.0％），619-615（0.7％），594-392（47.5％） 797-351（89.1％），300-210（6.3％）

19 06FG-6 2330 ± 30 406-385（68.2％） 508-438（8.0％），421-360（85.9％），273-260（1.5％）

20 06FG-18 2220 ± 35 363-350（7.9％），311-209（60.3％） 383-202（95.4％）

21 06FG-19 2175 ± 35 354-291（39.3％），231-176（28.9％） 370-155（92.4％），136-115（3.0％）

22 06FG-20 1060 ± 35 903-915（9.2％），969-1019（59.0％）calAD 895-927（18.5％），935-1025（76.9％）calAD

23 06FG-21 2350 ± 45 510-437（33.7％），425-383（34.5％） 736-689（5.3％），663-649（1.1％），547-357（86.5％），283-257（2.0％），246-235（0.6％）

24 06FG 付-1 2230 ± 40 377-351（15.3％），300-210（52.9％） 389-202（95.4％）

25 06FG 付-2 2580 ± 45 811-753（51.3％），686-668（10.0％），632-626（1.6％），612-596（5.3％） 829-731（58.3％），692-660（12.5％），651-544（24.6％）

26 06FG 付-3 2355 ± 35 504-496（3.8％），489-461（16.4％），451-440（5.6％），418-387（42.4％） 716-695（1.7％），540-375（93.7％）

27 06FG 付-4 2285 ± 35 399-358（49.9％），279-258（15.1％），242-236（3.2％） 405-350（54.3％），303-209（41.1％）

28 06FG 付-5 2305 ± 40 406-358（57.2％），278-258（11.0％） 485-464（1.4％），448-443（0.3％），416-347（62.2％），319-207（31.6％）

29 06FG 付-6 2390 ± 35 511-435（49.2％），428-401（19.0％） 734-690（8.5％），662-650（1.6％），546-392（85.2％）

30 06FG 付-7 2300 ± 40 405-358（55.8％），278-258（12.4％） 414-347（59.4％），321-206（36.0％）

31 06FG 付-8 2230 ± 30 373-352（14.0％），297-228（47.7％），221-211（6.6％） 387-341（23.1％），327-204（72.3％）

32 09FG 付-2 2690 ± 60 896-806（68.2％） 995-998（0.6％），980-781（94.8％）

第 4号竪穴住居跡

33 09FG-2 2350 ± 50 512-383（68.2％） 747-688（7.2％），665-646（1.7％），588-581（0.3％），554-354（81.6％），290-232（4.6％）

34 09FG-3 2600 ± 80 841-745（38.0％），689-664（7.6％），646-551（22.6％） 919-503（93.0％），494-488（0.3％），462-449（0.7％），441-417（1.3％）

35 09FG 付-1 2710 ± 50 900-816（68.2％） 976-952（4.0％），947-797（91.4％）

36 09FG 付-3 2620 ± 70 897-756（62.1％），685-669（4.9％），607-602（1.1％） 927-538（95.4％）

梨ノ木平遺跡

37 NSD付-1 2375 ± 35 508-438（44.7％），421-396（23.5％） 726-693（5.0％），541-388（90.4％）

38 NSD付-2 2805 ± 40 1006-910（68.2％） 1056-838（95.4％）

39 NSD付-3 2540 ± 50 796-746（23.4％），689-665（11.0％），646-553（33.8％） 809-511（95.0％），435-428（0.4％）

40 NSD付-4 2650 ± 45 889-882（3.9％），843-791（64.3％） 905-772（95.4％）

41 NSD付-5 3030 ± 50 1386-1256（59.9％），1237-1215（8.3％） 1412-1129（95.4％）

42 NSD付-6 2875 ± 50 1127-976（68.2％） 1252-1242（0.9％），1213-918（94.5％）

43 NSD付-7 2870 ± 50 1124-976（66.9％），952-948（1.3％） 1213-912（95.4％）

宿野部遺跡

44 NSD付-8 2370 ± 45 511-393（68.2％） 748-687（9.4％），666-644（2.3％），590-579（0.6％），557-373（83.0％）

大川目遺跡

45 OKW付-1 2190 ± 30 356-286（46.5％），234-199（21.7％） 365-176（95.4％）
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第 8表

No. 試料番号 使用量
（mg）

AAA処理後
（mg）

回収率
（％）

酸化量
（mg）

CO2 生成量
（mg）

CO2 収率
（％）

CO2 使用量
（mg）

ゅ13C
（‰）

ゅ15N
（‰）

C
（％）

N
（％） C/N

第 1号竪穴住居跡

 1 05FG-19 52.0 12.3 23.6 2.0 1.2 58.3 1.2

 2 05FG-35 18.5  7.0 37.7 2.0 1.4 68.5 1.4

 3 05FG-37 52.3 31.0 59.2 1.8 1.2 64.6 1.2

 4 05FG-42 46.6 19.3 41.4 1.7 1.1 59.7 1.1

 5 05FG-43 ▅ ▅ ▅ 1.7 1.1 66.1 1.1

 6 05FG-44 ▅ ▅ ▅ 2.0 1.3 66.6 1.0

 7 05FG-45 31.7 15.4 48.7 1.8 1.2 64.4 1.2

 8 05FG-46 43.6  7.2 16.5 1.8 1.2 65.6 1.2

 9 05FG-47 23.9  7.9 33.0 1.7 1.1 64.3 1.1

10 05FG-溝 3 48.2 16.0 33.3 1.7 1.0 59.6 1.0

11 05FG-溝 5 22.7  8.3 36.7 2.2 1.5 69.1 1.2

12 05FG-1 30.8 17.0 55.1 2.0 1.2 57.9 1.2 －22.8 ▅ 56.0  5.9 11.0

13 05FG-2-1 15.0  8.9 59.7 2.1 1.1 52.3 1.1 －17.6 ▅ 55.4 11.5  5.6

14 05FG-2-2 19.1  7.3 38.0 2.3 1.1 47.7 1.1 －18.0 ▅ 47.9  9.6  5.8

第 2 号竪穴住居跡

15 06FG-2 109.4 45.2 41.3 1.9 1.3 68.9 1.3

16 06FG-3 50.4 16.1 32.0 2.2 1.5 66.8 1.1

17 06FG-4 16.4  7.8 47.6 1.9 1.3 68.2 1.3

18 06FG-5 34.6 19.8 57.1 2.1 1.4 68.3 1.1

19 06FG-6 16.1  9.0 55.8 2.2 1.5 69.4 1.1

20 06FG-18 47.1 21.7 46.2 2.2 1.5 67.9 1.1

21 06FG-19 14.0  7.6 54.6 1.8 1.2 66.8 1.2

22 06FG-20 18.3  8.4 45.6 1.9 1.2 66.4 1.2

23 06FG-21 51.8 23.4 45.3 1.9 1.3 70.1 1.3

24 06FG 付-1 108.2 66.0 61.0 3.3 2.3 68.2 1.2 －24.9  3.8 61.4  2.8 25.5

25 06FG 付-2 27.9 18.6 66.9 3.0 1.6 53.1 1.2 －21.5 10.9 55.8  7.9  8.3

26 06FG 付-3 12.6  7.2 57.1 2.3 1.2 54.5 1.2 －23.3 11.1 52.8  6.0 10.3

27 06FG 付-4 15.2  7.1 47.0 2.4 1.2 49.9 1.2 －25.2 ▅ 50.2  3.4 17.0

28 06FG 付-5 23.8 13.3 56.0 3.0 1.5 50.3 1.1 －25.3  5.9 44.7  3.3 15.8

29 06FG 付-6  7.3  4.0 54.3 1.8 0.8 46.3 0.8 －26.0 ▅ 55.1  2.5 25.8

30 06FG 付-7 28.6 18.4 64.3 2.9 0.8 64.4 1.3 －25.7  7.0 60.5  3.4 20.7

31 06FG 付-8 14.0  8.9 63.3 2.4 1.6 63.9 1.1 －25.6  5.6 56.9  3.9 16.9

32 09FG 付-2  7.6  4.9 64.0 2.0 1.2 60.5 1.2 －25.8 ▅ 58.6  3.6 18.8

第 4 号竪穴住居跡

33 09FG-2 22.0 10.0 45.4 2.2 1.4 62.7 1.0

34 09FG-3 25.3 10.4 41.1 2.4 1.5 64.3 1.1

35 09FG 付-1 48.7 31.3 64.3 2.3 1.3 55.9 1.3 －24.4 ▅ 48.9  4.8 11.9

36 09FG 付-3 27.8 15.4 55.4 2.5 1.4 57.1 1.1 －26.8 ▅ 46.0  1.0 52.8

梨ノ木平遺跡

37 NSD付-1 35.0 20.3 58.0 2.0 1.3 63.9 1.3 －25.8  7.7 56.7  3.6 18.3

38 NSD付-2 45.5 29.7 65.3 2.0 1.2 61.2 1.2 －20.2 13.5 61.0  8.3  8.6

39 NSD付-3 38.4 21.3 55.5 3.0 1.8 59.2 1.3 －24.9  6.6 56.5  5.5 12.0

40 NSD付-4 14.0  7.7 54.6 2.8 1.2 40.9 1.2 －19.3 11.8 39.4  6.4  7.2

41 NSD付-5 45.6 29.5 64.8 2.5 1.5 61.8 1.1 －20.4 16.2 58.9  7.3  9.4

42 NSD付-6  9.4  5.3 55.8 2.3 1.2 54.8 1.2 －21.0 14.1 53.1  6.8  9.1

43 NSD付-7 19.7 12.0 60.8 2.2 1.3 59.8 1.3 －17.9 15.6 58.5 11.8  5.8

宿野部遺跡

44 NSD付-8 46.3 28.9 62.4 2.5 1.4 58.0 1.1 －23.4 11.7 55.2  5.3 12.3

大川目遺跡

45 OKW付-1 18.1  9.9 54.6 3.3 2.0 60.3 1.1 －24.0  6.5 57.7  3.0 22.8
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第 104図 本研究における土器付着物の炭素・窒素同位体比

第 105図 本研究における土器付着物の炭素同位体比と C/N比



（覆土 1〜2 層，炉配置土器内部，焼土内) 14 点，主

柱穴内（pp88) 12 点の計 64 点で，土器付着炭化物

は戸沢川代段階 1点，八幡堂 2群段階 1点の計 2 点

である。焼土中の炭化物を中心に炭化物 11 点，土

器付着炭化物 3 点の測定を行った。

炉に配置された完形土器内部の土壌に包含された

炭化物，炉焼土内，周溝の炭化物を含む 11 点の年

代値は 2135〜2395BP であった（第 6 表）。戸沢川

代段階の土器付着炭化物（口縁〜胴部内面）の年代

値は 2420BP，八幡堂 2群段階は 2875BPと 2820BP

(同一個体，口縁外面と内面），周溝 6 の炭化物は，

炉関連の年代値よりやや古く 2285BPと 2395BPと

得られた。土器付着物 3 点の δ13C 値は，-22.8‰，

-17.6‰，-18.0‰であるため，海洋リザーバー効

果の影響を受けている可能性が高い。住居跡の年代

値は，炉の焼土からサンプリングした 3 点 2265〜

2195BPが最も信頼性が高いと考えられる。覆土由

来の炭化物の年代が，2205〜2135BPであり，炉の

炭化物と比較してやや若い年代値が得られた。この

ことから，住居は廃絶後短時間で埋没したものと考

えられる。第 1号竪穴住居跡の暦年較正年代値は，

炉焼土の炭化物の年代値（2265〜2195BP）を参考

にすると，「2400 年問題」を外れた 390〜200calBC

(68.2％)の範囲内となる（第 109 図）。

7．第 2号竪穴住居跡の年代

第 2号竪穴住居跡のサンプリングは，第 1号竪穴

住居跡での状況を鑑みて，測定対象物の選定は炉跡

出土資料を中心に行い，土器付着物の測定値を増や

すために，付着物のある土器資料はほぼ全て測定を

行った。第 1号竪穴住居跡では，主な遺構及び住居

内セクションの炭化物を中心に，サイズの大きい資

料を選択的に記録採取した。第 2号竪穴住居跡でも

同様の手順で行っている。炭化物は各層で確認され

たが，量的には第 1号竪穴と比較して少量であった。

炉跡と床面の炭化物に関しては特に注意を払い，付

着物のある土器がまとまって出土した場合には近接

した炭化物を記録採取した（第 102 図）。採取炭化

物資料は，住居跡覆土 5 点，床面直上 4 点，炉内

12 点の計 21 点で，土器付着物は，八幡堂 3 群〜二

枚橋式の資料 9点である。採取炭化物の点数が第 1

竪穴住居跡と比較して大幅に減少しているが，これ

は採取対象資料を十分に検討し絞った結果であるた

め，第 2号竪穴住居跡が極端に少なかったわけでは

ない。

炉焼土内で出土した炭化物の年代値は，2350〜

1060BPであった。1 点が非常に若い年代値を示し

ているが，焼土掘削時にパッチ状の根跡らしき痕跡

があったことを考慮すると覆土由来の可能性が高い。

それを除く 3 点では 2350〜2175BPであり，第 1 号

住居跡とほぼ同年代であった。床面直上出土の炭化

物 3 点の年代値は，2405〜2330BPで，覆土由来の

炭化物 2 点の年代値は，2420,2290BPと得られた。

炉焼土内 3点と床面直上出土 3点の信頼性が高いと

考えると，第 2 号住居跡の年代値は 2405〜2175BP

の範囲内と捉えるのが妥当である。常識的な住居の

存続期間から判断すると，一部の 2400BP 台の年代

値（2 点）は古木効果の可能性を考える必要がある

のかもしれない。八幡堂 3群〜二枚橋相当の土器付

着炭化物の年代値は，2690〜2230BPで得られた。

09FG 付-2 (2690BP) の 1 点が非常に古い結果とな

っているが，δ13C 値・C/N 比（-25.8‰，18.8）か

らは，海洋リザーバー効果の可能性は低く，再測定

の必要がある。第 104 図から判断して，06FG 付-2

および 06FG 付-3 が海洋リザーバー効果の影響が

考えられる。この 3 点を除く 6 点は，2390〜

2230BPと比較的まとまった傾向を示しており，炭

化物の年代値と非常によく一致した結果である。第

2号竪穴住居跡の暦年較正年代値は，炉焼土の炭化

物の年代値（2350〜2175BP）を参考にすると，第

1 号住居跡と同じく「2400 年問題」を外れた

510〜180calBC (68.2％)の範囲内となる。一部の

2400BP 台の年代値は，「2400 年問題」にかかって

しまうため 800calBCまでの可能性が残ってしまう。

8．第 4号竪穴住居跡の年代

第 4 号竪穴住居は，2009 年度の調査によって，

第 2号竪穴住居に切られる形で炉などが検出されて
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No. 遺跡名 試料名 測定試料 型式など
14C 年代
（BP） Lab.code ゅ13C

（質量分析計，‰）
ゅ15N

（質量分析計，‰） C/N

 1 是川中居 AOH-H14-2 土器付着物 弥生前期～中期（砂沢式併行，胴下部内面） 2220 ± 40 IAAA-31127

 2 AOH-H14-2 土器付着物 ＊上段と同一資料 2210 ± 40 Beta-189945 －24.7，－24.6  2.8 21.6

 3 AOH-H14-2 土器付着物 ＊上段と同一資料 2170 ± 20 PLD-4130

 4 砂沢 AOHR-1 土器付着物 砂沢式（口縁部内面） 2530 ± 45 MTC-08954 －27.0  7.5 22.4

 5 AOHR-1 土器付着物 ＊上段と同一資料 2535 ± 20 PLD-8227

 6 米山（2） AOMB-004 土器付着物 大洞A′ ～砂沢式（口縁部外面） 2470 ± 40 Beta-197423

 7 剣吉 AOKO-11 土器付着物 砂沢式（胴上部内面） 2780 ± 60 MTC-11293

 8 AOKO-13 土器付着物 砂沢式（胴上部外面） 2445 ± 35 MTC-11294

 9 八幡堂 AOKO-14 土器付着物 大洞A′ 式（胴上部内面） 2920 ± 60 MTC-11295

10 岱 II AKT-113 土器付着物 青木畑式（胴部外面） 2280 ± 40 IAAA-40521 －23.7  1.4 25.4

11 奥椿岱 AKT-114 土器付着物 大洞A′ 式（口縁部内面） 2560 ± 20 PLD-8229 －26.1  6.5 16.1

12 諏訪台 C 炭化物 弥生時代初頭 SI60 竪穴住居跡採取土壌（砂沢期） 2570 ± 80 GaK-14553

13 炭化物 弥生時代初頭 SI61 竪穴住居跡採取土壌（砂沢期） 2240 ± 70 GaK-14554

14 上猪岡 炭化物 SR03 土器埋設遺構出土，弥生時代の遺構と推定 2290 ± 100 GaK-14184

15 上熊ノ沢 土壌 SI01 竪穴住居跡 pit3 の土壌 3700 ± 80 GaK-14607

16 金附 IWM-C2 炭化材 青木畑式 2220 ± 25 PLD-4070

17 IWM-C5 炭化材 青木畑式？ 2400 ± 25 PLD-4073

18 IWM-C6 炭化材 大洞A′ 式古 2435 ± 25 PLD-4074

19 IWM-C7 炭化材 大洞A′ 式～青木畑式 2440 ± 25 PLD-4075

20 IWM-C8 炭化材 大洞A′ 式～青木畑式 2335 ± 25 PLD-4076

21 IWM-C9 炭化材 大洞A′ 式～青木畑式 2225 ± 30 PLD-4077

22 IWM-C10 炭化材 大洞A′ 式？ 2455 ± 25 PLD-4078

23 IWM-6 土器付着物 大洞A′ 式古（胴部内面） 2390 ± 40 IAAA-41911 －24.4  1.5 27.3

24 IWM-9 土器付着物 大洞A′ 式古（口縁部外面） 2430 ± 40 IAAA-41913 －26.9  8.3 38.4

25 IWM-4a 土器付着物 大洞A′ 式（砂沢式併行，口縁部外面） 2440 ± 40 IAAA-41906 －26.3  8.6 19.4

26 IWM-4b 土器付着物 大洞A′ 式（砂沢式併行，胴部外面），上段と同一個体 2450 ± 40 IAAA-41907 －26.2  9.7 24.3

27 IWM-4c 土器付着物 大洞A′ 式（砂沢式併行，胴部内面），上段と同一個体 2610 ± 40 IAAA-41908 －26.1  7.8 12.5

28 IWM-5a 土器付着物 大洞A′ 式（砂沢式併行，胴部外面） 2430 ± 40 IAAA-41909

29 IWM-5b 土器付着物 大洞A′ 式（砂沢式併行，胴部内面），上段と同一個体 2520 ± 40 IAAA-41910 －26.5  7.3 15.9

30 IWM-3a 土器付着物 青木畑式（口縁外面） 2210 ± 40 IAAA-41904

31 IWM-3b 土器付着物 青木畑式（口縁内面），上段と同一個体 2310 ± 40 IAAA-41905 －25.3 10.8 12.1

32 長谷堂 IWHS-13 土器付着物 大洞A式～大洞A′ 式（口縁部内面） 2590 ± 30 Beta-17727 －25.5

33 IWHS-15 土器付着物 大洞A式～砂沢式（胴部外面） 2660 ± 40 Beta-17728 －23.1，－23.0 11.4  8.4

34 IWHS-19 土器付着物 大洞A式～砂沢式（胴部外面） 2580 ± 30 Beta-17726 －23.9，－24.9  6.8  8.8

35 牡丹畑 IK-42 土器付着物 青木畑式（口縁外面） 2305 ± 35 MTC-05098

36 丸子館 IK-37 土器付着物 砂沢式（口縁部・胴部外面） 2480 ± 40 IAAA-30024

37 IK-51 土器付着物 砂沢式（口縁部外面） 2330 ± 35 MTC-05099

38 生石 2 YGT-9 土器付着物 砂沢式併行（胴部外面） 2480 ± 40 Beta-194403 －26.5

39 YGT-11 土器付着物 砂沢式併行（胴部・底部外面） 2460 ± 40 Beta-189579 －26.6，－26.8  5.9 42.9

40 北柳 1 YGT-13b 土器付着物 大洞A′ 式（胴部外面） 2410 ± 25 MTC-06989

41 十三塚 MGNY-2b 土器付着物 弥生前期（口縁部外面） 2390 ± 20 PLD-7764

42 MGNY-6 土器付着物 弥生前期（胴部外面） 2260 ± 20 PLD-7765

43 岩下A1次 HKMB-23 土器付着物 大洞A′ 式（口縁部外面） 2305 ± 40 MTC-10967 －27.5 12.0 43.4

44 HKMB-24 土器付着物 大洞A′ 式（口縁部外面） 2345 ± 35 MTC-10968

45 HKMB-25 土器付着物 大洞A′ 式（口縁部外面） 2365 ± 40 MTC-10969 －27.3  8.9 57.0

46 上台 HKKR-1a 土器付着物 弥生前期，条痕文（胴部内面） 2260 ± 20 PLD-10216 －23.2 －2.7 26.3

47 HKKR-1b 土器付着物 弥生前期，条痕文（胴部外面），上段と同一個体 2230 ± 20 PLD-10217 －24.2  5.0 18.0

第 9表
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第 106図 東北地方弥生前期の土器付着物の炭素・窒素同位体比

第 107図 東北地方弥生前期の土器付着物の炭素同位体比と C/N比
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第 108図 縄文時代晩期〜弥生時代中期にかけての暦年較正曲線

第 109図 江豚沢遺跡の暦年較正年代値



おり，これまでに炉内部の炭化物 2 点，土器付着物

2 点の測定を行った。炉の年代値は，2600,2350BP

で得られており，第 1号および第 2号竪穴住居より

古い結果である。付着物 2 点は，2710,2620BP と

非常に古い年代値が得られているが，炭素・窒素同

位体から判断して海洋リザーバー効果の影響は考え

にくい。年代的には，晩期末〜弥生前期に入ると考

えられる（第 109 図）。

9．周辺遺跡の年代値検討

本研究では，江豚沢遺跡の年代を検討するととも

に，当該時期の周辺遺跡の分析も行ってきた。測定

を実施した遺跡は，同じ下北半島に立地する梨ノ木

平遺跡，宿野部遺跡，大川目遺跡である。梨ノ木平

遺跡は，むつ市大平に所在し，これまでに 3回の調

査が行われている（橘・奈良 1986，橘・佐藤 1988，

橘・佐藤 1990）。大川目遺跡は，むつ市城ヶ沢に所

在し，1979 年に報告がなされている（橘 1979）。両

遺跡ともに，下北半島の縄文晩期から弥生前期，特

に砂沢式の時期を考える上で非常に重要な遺跡であ

る。測定点数は，梨ノ木平遺跡 7 点，宿野部遺跡 1

点，大川目遺跡 1点の計 9 点である。土器の型式編

年上の位置については，前述の通りである。

梨ノ木平遺跡の土器付着物 7 点は，3030BPから

2375BPまで幅広い年代値が得られている。第 104

図の炭素・窒素同位体比，C/N 比の分布から，

NSD付-2，4，5，6，7 の 5 点は，海洋リザーバー

効果の影響を受けている可能性が高いと判断した。

前述の通り，これらの分布のみで海洋リザーバー効

果の影響を判断するのは少し危険であるが，本稿で

は δ13C 値が-25‰よりも高く，δ15N 値も 10‰より

高い範囲を一つの基準として捉えておく。この基準

で判断すると，宿野部遺跡の年代値 2370BPも古く

得られている可能性が高い。海洋リザーバー効果を

受けていないと考えられる資料は，梨ノ木平遺跡で

2点（NSD付-1 : 2375BP，NSD付-3 : 2540BP），大

川目遺跡の 1 点（OKW付-1 : 2190BP）となる。江

豚沢遺跡第 2号竪穴住居跡出土の砂沢式土器付着物

の年代値 2390〜2230BP と比較すると，NSD 付-3

(2540BP) は古い値であり，OKW 付-1 (2190BP)

はやや新しい。

梨ノ木平遺跡，宿野部遺跡，大川目遺跡の土器付

着物は，その大部分が海洋リザーバー効果の影響を

受けていると判断した。これらの遺跡は陸奥湾沿岸

に近い丘陵地に立地しており，海産物に強く依存し

た生業を行っていたことが推定される。江豚沢遺跡

の第 1号・第 2号竪穴住居跡出土の資料も海洋資源

の影響が考えられる付着物があり，下北半島の砂沢

式期の生業を考える上で，興味深い結果といえる。

10．先行研究における年代値との比較検討

これまで述べてきた江豚沢遺跡の年代値をまとめ

ると以下の通りである。第 1号・第 2号竪穴住居跡

の年代はほぼ同年代で，約 500〜200calBC (紀元前

500〜200 年）の範囲内である（第 109 図）。この範

囲の暦年較正曲線は，370〜190calBCの逆行範囲が

あり，これ以上の精度での議論は困難と言える。砂

沢式の年代的位置づけに関しては，第 2号住居跡出

土土器付着物資料で，海洋リザーバー効果を受けて

いないと判断される年代値 2390〜2230BPの範囲内

と考えられ，暦年較正曲線では，750〜410calBCの

平坦部分の後半および，それ以降の急落する部分，

370〜190calBCの逆行範囲に該当する。これらの年

代値は，2390BP 以外は，2305〜2230BP であり，

大部分は住居跡年代範囲内の約 400〜200calBC と

考えられる。第 2号住居跡の測定土器は，弥生時代

中期の二枚橋段階も含められているので，逆行範囲

のどこかで弥生時代中期に入るものと推察される。

梨ノ木平遺跡で，海洋リザーバー効果を受けていな

い資料は，2540BP と 2375BP で，江豚沢遺跡の年

代値と比較して少し古い。大坂（2009c）の編年で

は，梨ノ木平段階から戸代川代段階（江豚沢遺跡第

2 号住居資料含む）に変遷すると考えており，その

点では矛盾しない。

江豚沢遺跡の調査が開始された 2003 年当初は，

当該期の先行研究の年代値も β線計数法の数点のみ

であったが，この 7 年間で 47 点（第 9表）に増加

した。第 9表では，東北地方における弥生前期，大
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洞 Aʼ式も含めて集成を行った。前項の弥生開始問

題と同じく，炭素・窒素同位体比，C/N 比が報告

されている資料に関しては第 106，107 図を作成し，

海洋リザーバー効果の影響を検討した。当該期の編

年に関しては，山王囲遺跡（須藤 1997 ほか），金附

遺跡（金子 2007），下北半島の遺跡（大坂 2009c）

などにより，いくつかの段階に分けられているが，

第 9表の型式は引用文献の記述通りに従った。本稿

での目的は年代値を概観することにあるので，細か

い土器型式の認定に関しては議論を控えたい(1)。

第 106，107 図で，海洋リザーバー効果と判断さ

れるものは 1点であった。内面の土器付着物を重要

視すれば，奥椿岱遺跡の 1 点（大洞 Aʼ 式，

2560BP），金附遺跡の 4 点（大洞 Aʼ 式，2610，

2520，2390BP，青木畑式，2310BP），砂沢遺跡の 1

点（砂沢式，2530BP）の信頼性が高い。外面では，

大洞 Aʼ式（砂沢式併行も含める）が，金附遺跡の

2450，2430BP，北柳 1 遺跡の 2410BP，岩下 A1次

の 2365，2345，2305BP，砂沢式（併行も含める）

が，剣吉遺跡の 2445BP，丸子館遺跡の 2480，

2330BP，生石 2 遺跡の 2480，2460BP，青木畑式が，

岱 II 遺跡の 2280BP，金附遺跡の 2210BP，牡丹畑

遺跡の 2305BPと報告されている。青木畑式はやや

若く年代値が得られているが，山王囲遺跡の編年で

は最終段階とされているので，この結果は編年と矛

盾しないと考えられる。これまで，小林謙一は，是

川中居遺跡，丸子館遺跡，金附遺跡などの年代値か

ら，砂沢式の開始年代を「紀元前 380 年ころを含む

年代」（小林 2004），「紀元前 400 年以降を含む年代

から紀元前 350 年頃まで」（小林ほか 2006）として

きた。この見解は，縄文時代晩期や弥生時代中期の

測定例を加味して絞り込んだ解釈となっている。ま

た，弥生時代中期の開始は「紀元前 350 年頃よりも

新しい年代から紀元前 200 年頃までを含む年代であ

ると推定できる」（小林ほか 2006）としている。前

述の通り，370〜190calBCの逆行範囲があるため，

弥生時代中期開始の議論は慎重になった方がよいと

思われる。純粋に 14C年代値のみから言える結論と，

土器編年の考察を加味して絞り込んだ年代とは明確

に区別して提示する必要があると感じる。ただ，今

回の砂沢式の検討では，大洞式を含めた年代値の蓄

積が進んだことや，海洋リザーバー効果を検討する

一定の基準が判明したことを考慮して，多少年代を

絞り込んだ議論が可能になったと言える。筆者も，

東北地方北部における弥生前期の年代は，暦年較正

曲線との関係も考慮して，便宜的に紀元前 400 年頃

に開始し，紀元前 200 年頃までを含む年代と考えて

いる。前後の土器編年の状況などを考慮すると，開

始はおそらく紀元前 400 年よりももう少し古く，終

わりは紀元前 200 年よりも少し古いと思うが，14C

年代測定からではこれ以上立ち入れない。弥生時代

中期も，暦年較正曲線を考慮し，紀元前 200 年頃と

定義するのがよいと思われる。

以上から，大洞 Aʼ式・砂沢式と呼称される型式

は，暦年較正曲線では，750〜410calBCの平坦部分

の後半および，それ以降の急落する部分，年代的に

は約 500〜400calBCに開始し，370〜190calBCの逆

行部分のどこかまで継続すると結論づけられる。そ

の中で江豚沢遺跡（第 2号住居跡）の砂沢式は，最

終末の年代に位置づけられる。

(國木田大・大坂 拓・吉田邦夫)

註

1）資料の年代的位置づけについて，筆者の一人である大

坂の編年観と食い違っているものは以下の 3 点である。

①青森県砂沢遺跡 AOHR-1 は「砂沢式」とされている。

この個体（P121）は砂沢遺跡 IVʼ下層出土で，付近から

出土している P116，P117，P119，同一層から出土した

P119，P145，P146，P147，P149，P240 などはいずれも

既存の編年（高瀬 2000，品川 2005）でも「大洞 Aʼ 式」

と呼ばれてきた土器群であり，筆者の編年観では八幡堂

2 群段階に相当する良好なまとまりとみなすことができ

る。P121 そのものも，口縁部の突起が小型で 4単位をな

している点や，直線的な体部の立ちあがり，大洞A式期

に類似した立体的な眼鏡状隆帯の形態から，周辺から出

土した土器群に比べて新しいものと考えることはできな

い。「砂沢式」と呼ばれてきた土器群（本稿の八幡堂 3群

の一部〜戸沢川代段階並行期）は，より上の層からまと
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まって出土している。

②青森県是川中居遺跡 AOH-H14-2 は，「砂沢式」並行

期とされているが，壺の最大径の位置が高い点はこの地

域では弥生時代中期の土器群に特徴的なものである。周

辺からは二枚橋式並行が出土していないものの，恵山 Ia

式がまとまって出土しているため，この時期に収まって

くる可能性もある。

③山形県北柳 1 遺跡の大型の鉢形土器（第 91 図 20）

は，「大洞 Aʼ式」とされているが，この土器が出土した

ブロックは北柳 II 段階のまとまりであり（大坂 2009d），

北部の編年に照らし合わせれば梨ノ木平段階に並行する。

つまり，北部で「大洞Aʼ式」と呼ばれてきた八幡堂 2群

段階および 3 群の一部よりも一段階年代的に新しく位置

づけられる。
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第 7節 プラント・オパール分析

1．はじめに

青森県むつ市に所在する江豚沢遺跡においては，

2003 年より断続的に発掘調査が行われている。こ

の江豚沢遺跡は弥生時代前期後葉の集落遺跡で，

2006 年と 2008 年の 2カ年において行われた調査の

際，竪穴住居跡の床面・貼床より土壌試料が採取さ

れた。この土壌試料について，①植物利用の内容，

②住居内の空間利用，③穀物類の利用・貯蔵形態と

いったことに関する手がかりを得る目的でプラン

ト・オパール分析を行った。

2．試料と分析方法

分析した試料は，第 2号竪穴住居跡の床面・貼床

より採取された 46試料（No. 1〜46）のうち，No. 3，

No. 30 の 2試料を除く 44試料である（第 110 図）。

これらの土相はおおむね褐色〜黒褐色の砂質シルト

である。プラント・オパール分析はこれら 44試料

について以下に示した手順にしたがって行った。

秤量した試料を乾燥後再び秤量する（絶対乾燥重

量測定）。別に試料約 1 g (秤量）をトールビーカー

にとり，約 0.02 g のガラスビーズ（直径約 0.04

mm）を加える。これに 30％の過酸化水素水を約

20〜30cc 加え，脱有機物処理を行う。処理後，水

を加え，超音波ホモジナイザーによる試料の分散後，

沈降法により 0.01mm以下の粒子を除去する。こ

の残渣よりグリセリンを用いて適宜プレパラートを

作製し，検鏡した。同定および計数はガラスビーズ

が 300 個に達するまで行った。

3．分析結果

同定・計数された各植物のプラント・オパール個

数とガラスビーズ個数の比率から試料 1 g当りの各

プラント・オパール個数を求め（第 10表），それら

の分布を第 111 図に示した。以下に示す各分類群の

プラント・オパール個数は試料 1 g当りの検出個数

である。

検鏡の結果，イネのプラント・オパールは 1個体

も観察されなかった。最も多く検出されたのはクマ

ザサ属型で，半数を越える試料で 100,000 個以上を

示しており，No. 1，19，20，43 では 200,000 個を

越えている。次いで多く観察されたのはウシクサ族

であるが，10,000 個を越えているのは No. 20 の 1

試料のみであった。キビ族も No. 29 において

10,000 個を越えており，プラント・オパールの生

産量の少ないキビ族としては高い数値を示している

が，その他多くは 1,000 個〜3,000 個である。ネザ

サ節型も多くの試料より検出されているが，個数的

には 2,000 個前後が多くなっている。その他，ヨシ

属やシバ属が若干観察されている（写真図版 45）。

4．分析結果について

上記したようにイネは検出されず，江豚沢遺跡に

イネが存在していたかについて今回の分析結果から

は言及できない。その他，栽培植物としてはアワ，

ヒエ，キビのキビ族が考えられる。このキビ族は先

にも記したようにプラント・オパールの生産能力が

低いことが知られているが，そのなかでも No. 27，

No. 29 では 10,000 個前後とやや高い数値を示して

いる。検出個数を 5,000 個以上に範囲を広げると

No. 18〜No. 29 に集中する傾向が認められる。しか

しながらこのキビ族については上記栽培植物とイヌ

ビエ，エノコログサなどの雑草類との区別が難しく，

ここで観察されたキビ族についても栽培植物かどう

かは不明であり，さらに検討が必要と考える。

貯蔵については突出した数値を示す試料は認めら

れておらず，ここでは言及できないと考える。なお，

最も多く検出されているクマザサ属型については，

遺跡周辺に成立していた森林の下草的存在で分布し

ていたクマザサ属型のササ類，すなわちチシマザサ

やチマキザサといったササ類よりもたらされたと推

測される。また，ウシクサ族やネザサ節型について

は，遺跡周辺の空き地や森林の林縁部などの日のあ
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第 110図 第 2号竪穴住居跡プラント・オパール分析用サンプル位置図
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第 10表 試料 1 g当たりのプラントオパール個数

試料番号 ネザサ節型 クマザサ属型 他のタケ亜科 ヨシ属 シバ属 キビ族 ウシクサ族 不明
（個/g） （個/g） （個/g）（個/g）（個/g）（個/g） （個/g）（個/g）

1 1,200 238,300 0 0 0 1,200 2,500 1,200

2 0 140,200 0 0 0 4,300 4,300 0

4 5,400 109,200 2,700 0 0 0 8,100 2,700

5 1,200 132,900 0 0 0 0 9,800 1,200

6 1,200 130,400 0 0 0 0 1,200 3,700

7 2,300 153,600 0 0 0 2,300 5,900 5,900

8 4,000 90,300 0 0 0 1,300 2,700 2,700

9 0 170,200 0 0 0 3,900 3,900 0

10 0 190,700 0 0 0 2,700 5,300 0

11 0 191,600 0 0 0 3,400 4,600 1,100

12 0 132,600 0 0 0 1,300 6,700 2,700

13 0 85,500 1,200 0 0 2,400 3,700 1,200

14 0 66,100 0 0 0 1,400 5,700 0

15 2,600 76,700 0 0 0 5,300 6,600 1,300

16 900 196,500 0 0 0 2,700 6,700 1,300

17 0 77,000 0 0 0 0 8,800 0

18 3,800 81,200 0 0 0 6,300 6,300 1,300

19 2,700 215,700 1,300 0 0 5,300 9,300 2,700

20 1,200 206,000 1,200 0 1,200 6,100 13,500 2,500

21 1,300 175,200 0 0 0 1,300 8,900 5,100

22 1,400 99,900 0 0 0 2,700 5,400 1,400

23 0 100,100 0 0 1,400 4,100 4,100 4,100

24 1,300 117,400 0 0 0 0 2,700 0

25 0 87,100 0 0 0 4,200 2,800 1,400

26 4,200 85,000 0 0 0 5,600 7,000 2,800

27 0 170,000 0 0 0 9,400 6,700 1,300

28 1,400 148,300 0 0 0 6,800 5,400 2,700

29 2,500 117,800 0 1,200 0 11,200 7,400 1,200

31 0 97,900 0 0 0 3,700 5,000 1,200

32 1,400 97,100 0 0 0 0 1,400 1,400

33 1,300 137,400 0 0 0 1,300 7,900 3,900

34 0 93,600 0 0 0 5,100 2,600 1,300

35 1,100 57,900 0 0 0 0 1,100 4,500

36 2,700 112,700 0 0 0 0 5,400 1,400

37 0 134,700 0 0 0 1,300 2,600 2,600

38 0 69,500 1,200 0 0 0 1,200 0

39 1,300 166,300 1,300 0 0 0 4,000 1,300

40 0 76,000 0 0 0 2,400 3,600 1,200

41 1,400 90,600 0 0 0 1,400 0 1,400

42 1,200 98,500 1,200 0 0 2,500 1,200 0

43 0 211,600 0 0 0 7,100 4,200 2,800

44 0 96,500 0 0 0 1,200 2,400 3,500

45 1,300 152,100 1,300 0 0 1,300 4,000 1,300

46 1,400 34,600 0 1,400 0 1,400 5,500 1,400



たる開けたところでの生育が考えられるススキ，チ

ガヤ（ウシクサ族）やアズマネザサ（ネザサ節型）

などと推察される。

(パレオ・ラボ株式会社 鈴木 茂・米田恭子)
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第 111図 第 2号竪穴住居跡のプラント・オパール分布図
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第 8節 テフラ分析

1．はじめに

江豚沢遺跡の調査では，弥生時代前期の竪穴住居

覆土中にブロック状のテフラが挟まれていた。ここ

では，この覆土中のテフラについて火山ガラスの形

態的特徴の記載と屈折率測定を行った。

2．試料と分析方法

試料は，江豚沢遺跡第 1 号竪穴住居の覆土中（1

層）にブロック状に挟在するテフラ 2 試料である

（第 11表）。

試料は，2 g 程度をトールビーカーに入れ，精製

水を加えた後，超音波洗浄を行った。アスピレータ

を用いて，コロイド分を除去した。いずれの試料も

スポイトを用いて一部を取り，精製水を用いて封入

し顕微鏡観察用の簡易プレパラートを作製した。作

製したプレパラートは，偏光顕微鏡を用いて火山ガ

ラス 200 粒について分類と計数を行った。なお，火

山ガラスの形態は，町田・新井（2003）の分類基準

に従って分類した。

さらに，温度変化型屈折率測定装置を用いて，横

山卓ほか（1986）に従って，火山ガラスの屈折率

（n）を測定した。

3．分析結果

以下に，各テフラの特徴，火山ガラス組成および

屈折率について述べる。

試料 No. 1 : テフラはオリーブ褐色（2.5Y 4/3）

を呈するシルトサイズからなる。試料は，火山ガラ

ス以外の他起源の粒子は非常に少ない（写真図版

46）。火山ガラスは，軽石型の繊維状ガラスおよび

スポンジ状ガラスが多く，全体の 66％を占める。

その他，バブル型の平板状ガラスおよび Y字状ガ

ラスを含み，急冷破砕型のフレーク状を少量含む

（第 12 表）。軽石型火山ガラスの屈折率は，範囲

（range）が 1.5126-1.5184，平均（mean）が 1.5155

であった（第 112 図）。

試料 No. 2 : テフラはオリーブ褐色（2.5Y 4/3）

を呈するシルトサイズからなる。試料は，火山ガラ

ス以外の他起源の粒子は非常に少ない（写真図版

46）。火山ガラスは，軽石型の繊維状ガラスおよび

スポンジ状ガラスが多く，全体の 67％を占める。

その他，バブル型の平板状ガラスおよび Y字状ガ

ラスを含み，急冷破砕型のフレーク状を少量含む

（第 12 表）。軽石型火山ガラスの屈折率は，範囲

（range）が 1.5120-1.5161，平均（mean）が 1.5143

であった（第 112 図）。

4．考察

試料 No. 1および No. 2 のテフラは，軽石型ガラ

スを特徴的に多く含み，バブル型ガラスも含む。ま

た，軽石型火山ガラスの屈折率は，範囲（range）

が 1.5126-1.5184および 1.5120-1.5161 であった。

これら火山ガラスの形態的特徴および屈折率測定

結果から，いずれのテフラも白頭山苫小牧テフラ

（B-Tm）と同定される。

白頭山苫小牧テフラ（B-Tm）は，10世紀に中国

と北朝鮮の国境に位置する白頭山火山から噴火した

火砕流を伴った降下軽石や降下火山灰であり，分布

範囲は東側 1500 km に及ぶ。このテフラはガラス

質が主体であり，斑晶鉱物としてアルカリ長石を特

徴的に含み，単斜輝石を僅かに含む。軽石型ガラス

およびバブル型ガラスの屈折率は，1.511-1.522 で

ある（町田・新井 2003）。なお，石塚ほか（2003）

は，白頭山の火砕流堆積物や泥流などによって埋没

した樹木のウィグルマッチングによる年代較正を行

い，埋没樹木の最外年輪の較正年代 936 + 8-

6calADを示した。

5．まとめ

江豚沢遺跡第 1 号竪穴住居の覆土中（1 層）にブ

ロック状に挟在するテフラは，火山ガラスの形態的

特徴および屈折率測定結果から，いずれのテフラも
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白頭山苫小牧テフラ（B-Tm）と同定された。

なお，いずれの試料も火山ガラスの純度が非常に

高いことから，一次堆積のテフラと考えられる。

(パレオ・ラボ株式会社 藤根 久)
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第 11表 火山ガラスの形態分類および屈折率測定を行った試料

試料No. 取上げNo. 遺跡 遺構 層位 位置 時期 備考

1 FGS04-01
江豚沢遺跡 第 1号竪穴住居 1層

北西
弥生時代前期

オリーブ褐色（2.5Y 4/3）

2 FGS04-02 南東 オリーブ褐色（2.5Y 4/3）

第 12表 テフラ中の火山ガラスの計数結果（個数)

分類群

試料No.

火山ガラス

合計バブル型 軽石型 急冷破砕型

平板状 Y字状 繊維状 スポンジ状 フレーク状

1 31 35 81 51 2 200

2 29 31 71 63 6 200

第 112図 火山ガラスの屈折率測定結果（縦軸：測定粒数，横軸：屈折率)



第 9節 江豚沢遺跡出土のベンガラ関連遺物について

江豚沢（ふぐさわ）遺跡は，下北半島の海岸部

（青森県むつ市）に位置する，砂沢式を主体とする

（存続時期は大洞Aʼ式〜二枚橋式期）集落遺跡であ

る。2003 年度から江豚沢遺跡調査グループ（代表：

高瀬克範）による発掘調査が進められており，筆者

も調査参加する機会（2003〜2006 年度）を得た。

砂沢式期の竪穴住居跡（1・2 号住居跡）の調査に

参加したおり，赤色顔料利用に関する遺物を検出し，

その分析及び報告を担当することになった。その概

要は既に報告している（根岸・西野 2006）が，そ

の後に資料実測・成分分析・顕微鏡観察を行い，関

連資料の収集に努めてきた。特に成分分析は，東京

都埋蔵文化財センターの上條朝宏氏に依頼し，玉稿

を執筆していただいた。本章では本報告を兼ねて，

その調査成果と分析結果を記すことにする。

1．赤色顔料関連遺物の出土状況

第 1 号竪穴住居跡（1・2a・2b 層）から，ブロッ

ク状の赤色塊と赤色顔料の付着した礫石器類との二

者が（第 113 図），第 2 号竪穴住居跡（pp15）から

赤色塊が出土した。いずれも床面直上から出土した

ものではないが，1 号竪穴住居跡では南西偶に，2

号竪穴住居跡では単独のピットに集中して検出され

たため，弥生時代前期における赤色顔料（ベンガ

ラ）利用実態の一端を示すものと考えられる（第

13表）。以下，赤色顔料の原材・赤色顔料を加工す

る道具・顔料母材の分析についての三つに分けて，

詳細を報告していく。

色調・硬度・形状などから，出土した顔料原材は

三種類（顔料原材 A・B1・B2）に分けられた。そ

れぞれについて，肉眼観察による特徴を記載する。

また礫石器のうち，遺物洗浄段階で赤色物の付着を

観察できたものを抽出した。顔料が付着する土器は

一定数あるが，図化できるほど付着しているといえ

資料は数が限られており，その付着状況は図化して

いない。

また縄文晩期後半に属する宇鉄遺跡で見られた，

粒度調整済みの赤色顔料が詰まった土器や，内面・

外面に顔料が付着する煮沸による水簸用深鉢（児玉

2003・2005）などは出土していない。これら礫石器

の組み合わせは，顔料調整作業が 1号竪穴住居跡内

部で行われたことを示す事例であると考えられるが，

成分分析の項目（4）で詳しく述べるように，石器

に付着した顔料と顔料原材の全てが一致したわけで

はない。竪穴住居跡には残されていない別種の顔料

原材を，これらの礫石器を用いて粉末化した可能性

も考えられる。

(根岸 洋)

2．顔料原材について

(1) 顔料原材 A (第 114 図：1-2)

1 号住居南西区 1 層から出土した，半円状の立断

面を呈する小型片（第 114 図 1）と，同じく南西区

2b-1 層から出土した，立断面が匙状となる大型片

（第 114 図 2）の二つがあり，両者は接合したので

住居内で分割されたと考えられる。後者は焼土 5の

横に隣接して検出された（第 113 図）。全体で計

1,130 g出土しており，顔料原材 Bよりも比重が重

い。硬度がありガラス質が強く，不純物を伴わない

ガラス質が強い部位では，貝殻状剝離を起こすとい

う材質状の特徴を持つ。判定基準によっては赤色チ

ャートとみなす向きもあろう。高い硬度によって原

材 B1・B2 と明確に区別できる。表面には風化面

（原礫面）と割れ面の二つを観察する事が出来る。

風化面は淡いピンク色を呈し，発泡した箇所・不純

物を含んで黒色化した箇所も層状に見受けられるが，

割れ面は赤色を呈して一部にリングも観察できる。

この赤色の部位が，赤色顔料として粉末化した際に

もっとも発色が良いと考えられる。

大型片の表面の割れ面のうち，小さな剝離面は下

半に集中しており，風化面を一部落とそうとした痕

跡のように思われる。ただしこれがより粉末化しや
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第 113図 顔料原材 A・B1の出土位置（1号竪穴住居跡)



すいと考えられる風化面を求めて行われた剝片剝離

であるのか，この破片の形を作り出すための調整剝

離であるのかは，判断がつかなかった。また大型

片・小型片が接合した面である割れ面には，風化面

ではあったが明らかなリングが観察できた。大型片

の左側縁がバルブ状に凹んでいるため，この部位か

ら右斜め上方向に向けての打撃が加えられたものと

観察できる。裏面は平坦面が目立つが，全体的にリ

ングが未発達で風化程度が著しく，表面に比べて加

工した痕跡を見出すことが難しい。

(2) 顔料原材 B1 (第 114 図 3-7)

1 号住居南西区の 1層から，小型破片（直径 2〜3

cm 前後)・大型破片（直系 4〜5 cm 前後）の二種

からなるブロックが出土している（第 113 図 1 の赤

鉄鉱集中：425.5 g）。ただし大部分（987.1 g）は，

1 号住居南隅 2a 層の「焼土 6」（調査当初に焼土と

誤認した）として検出されたものである。これは当

初焼土と誤認したため，完全な形でなく破砕して持

ち帰っている。この破砕ブロックの一部を成分分析

資料として用いた。この他，覆土全体に直径 1 cm

程度の破片が相当数見られた（持ち帰っていない）。

顔料生産工程で生まれた破片と認識すべきだろう。

合計で 1412.6 g検出された。

原材 Aよりかなり軟質で，触れるとチョークの

ように赤色成分が付着する。いわゆるソープストー

ンに感触は近く，水分につけると直系 4〜5mmほ

どの細片へと自壊するため，粘土鉱物として分類で

きるかもしれない。全体に白色粒子を大量に含み，

基本となる色調はにぶい赤褐色を呈する。後述する

が，白色粒子はケイ素（Si）が凝集・風化したもの

という成分分析結果が出ている。顔料原材 Aより

も赤みは大分弱く，赤色顔料の材料としての質は劣

ると言える。一般に赤化度合いが最大になる 800度

に熱しても，明らかな色調変化は見出せなかったの

で，本来的に加熱することなく使用するものである

可能性が高いが，加熱した後のものである可能性も

否定できない。焼土跡もいくつか同じ層位で検出さ

れているので，両方の可能性を想定すべきだろう。

形状は角礫状・亜角礫状の両方を呈する。側面は

平坦面をなすことが多いが，これは粘土鉱物として

の成分が強いせいだと考えられる。肉眼ではリング

などの痕跡は見出せず，自然面（原礫面）と人工の

剝離面との区別が明瞭ではない。顔料原材 Aと異

第 4章 考 察 223

第 13表 江豚沢遺跡出土の赤色顔料関連遺物一覧

番号 種類 遺構 層位 備考 色調 サイズ 重量（g）蛍光X線分析 図版番号

1 顔料原材A 1号住居 南西区 1層 No. 8（No. 2 と接合）7.5R4/8/10R4/8 の赤色 15＊11.6＊5.6 199.0 ○ 第 114 図 1

2 顔料原材A 1号住居 2b-1 層 No. 2 7.5R4/8/10R4/8 の赤色 7.6＊8＊3.1 931.0 △ 第 114 図 2

3 顔料原材 B 1 号住居 2a 層　焼土 6 角礫 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 4.7＊4.7＊5.2 89.4 ○ 第 114 図 3

4 顔料原材 B1 1 号住居 2a 層　焼土 6 角礫 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 3.2＊3.8＊4.6 33.6 同上 第 114 図 4

5 顔料原材 B1 1 号住居 2a 層　焼土 6 亜角礫 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 3＊2.6＊2.6 13.9 同上 第 114 図 5

6 顔料原材 B1 1 号住居 2a 層　焼土 6 角礫 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 3.1＊3＊3.1 16.6 同上 第 114 図 6

7 顔料原材 B1 1 号住居 2a 層　焼土 6 角礫 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 4＊4.1＊4 39.6 同上 第 114 図 7

8 顔料原材 B1 1 号住居 2a 層　焼土 6 角礫・亜角礫含む 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 その他合計 794.0 同上 図なし

9 顔料原材B1 1 号住居 2a 層（1層？）角礫・亜角礫含む 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 その他合計 425.5 同上 図なし

10 石皿 1号住居 北西区 2a 層 付着顔料は未分析 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色 21.6＊22.7＊ ▅ 2004 年概報 第 115 図 1

11 磨石 1号住居 北西区 2a 層 顔料原材 C（赤根沢
産赤鉄鉱）付着 2.5R 4/8 9＊5.4＊5.2 ▅ ○ 第 115 図 2

12 石皿 1号住居 2a 層 No. 4（顔料原材C？
が付着）

2.5YR4/6～4/8 のにぶい
赤褐色か赤褐色 17.8＊18＊4.1 ▅ ○ 第 115 図 3

13 鉢形土器片 2号住居 表土・2b 層 顔料原材D（パイプ
状構造）付着 10R4/6 ～ 4/8 の赤色 ○ 第 37 図 229

14 鉢形土器片 2号住居 明治資料① 顔料原材Bが付着 5YR4/8 の赤褐色 ○ 図なし

15 鉢形土器片 2号住居 明治資料③ 顔料原材Bが付着 5YR5/8 の明赤褐色 ○ 図なし

16 顔料原材 B2 2 号住居 PP15　1 層 表皮に黒色層を持つ
外皮：7.5R2/3 の黒褐色
内面：2.5YR4/4 のにぶい
赤褐色

細片が数点 計 21.5 ○ 第 114 図 8



なり，発泡している箇所・風化度合いの著しい差・

変色している箇所は見られない。第 114 図 3 には，

風化度が強い面を接合面としてもつ二点の接合例を

挙げた。ほぼ平坦に割れているので，これが節理面

だと思われる。同じような節理面は同 4・5・6にも

見られるので，検出されたブロックはこれらが結合

した状態を示すと考えられる。興味深いのは，どの

細片を見ても同じ色調を呈しており，顔料原材 B2

のように別成分の鉱脈を示唆する部位が，全く見ら

れない点である。これはこのタイプの原材が，選択

的に 1号竪穴住居跡内に搬入されたことを示してい

よう。
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第 114図 顔料原材（1・2 :顔料原材 A ; 3〜7 :顔料原材 B1 ; 8 :顔料原材 B2)



(3) 顔料原材 B2 (第 114 図 8)

非常に少ない量（21.5 g）であるが，2 号竪穴住

居内の pp15 の 1 層から，顔料原材 A・B1 とは異

なった特徴をもつタイプの顔料原材が検出された

（第 114 図 8）。これは別成分の鉱脈あるいは層と考

えられる，黒ずんだ外皮をもつものである。黒褐色

の外皮を除けば，白色粒子を多く含み，にぶい赤褐

色の色調を基調とする点から，原材 B1 と同一であ

る可能性があるため顔料原材 B2 と呼称する。ただ

し黒色の外皮のためか，原材 B1 と類似する内面で

あっても原材 B1 よりも硬度がやや高く，触れても

赤色が付着しないという特徴を持つ。

(根岸 洋)

2．赤色顔料付着石器

(1) 石皿①（第 115 図 1）

石材は安山岩である。1 号住居跡 2a 層から出土

した。平面形は台形状を呈する。表裏面とも使用面

であり，また側面にもそれぞれ擦痕が観察できる。

敲打痕は見当たらなかった。図には赤色顔料の付着

する表裏面のみを示している。共に擦痕を明瞭に残

し平坦面を作り出しており，側面との稜線は明確で

ある。端部に粗雑な剝離が幾つか見られるが，意図

的な調整とは思われない。下部左側に，主要な磨面

と見られる光沢面を切る，大型の剝離が見られる。

幾つかの方向を向く擦痕を確認できるが，端部に近

づくとその数が少なく風化度合いが増し，原礫面状

を呈する。表面中央には弱い光沢を示す箇所（図に

おける光沢面）があり擦痕は殆ど確認できない。

この面には赤色顔料が特定範囲をもって付着して

おり，顔料を擦る際に集中的に使用された面である

と考えられる。付着量の度合いには強弱があるが，

範囲は点線で示すように限られる。点的に濃く付着

する箇所があるので，顔料原材を擦るというより，

おしつぶすといった加工作業を想定した方が良いか

もしれない。付着する顔料は，不鮮明ながら赤色度

合いが強く，少なくとも顔料原材 B1・2 ではない

と考えられた。後述する石皿②と異なり，顔料が面

的に付着しない点もこの推定を裏付けている。

まとめてみると，本資料は石皿としての機能を終

えた後，顔料調整のために転用されたものと判断さ

れる。

(2) 石皿②（第 115 図 3）

石材は凝灰岩である。1 号住居の 2a 層から出土

した。平面形は不規則ながら方形状を呈する。石皿

の右側縁は割れ面であり，意図的に打ち欠いたもの

と思われる。表面を主な使用面とし，裏面は原礫面

を多く残している。顔料の付着範囲は表面・左側面

に限られることから，少なくとも顔料調整作業時に

は裏面は用いていないと思われ，固定した台石とし

て機能したかもしれない。表面の左側縁には粗雑で

大きな剝離がいくつか見られ，擦痕を残す面と切り

合っている。さらにこの剝離の上から，橙色を呈す

る赤色顔料が広範囲に付着しており，顔料原材を磨

った痕跡とみなすことができるだろう。ちなみに右

側縁の割れ面にのみ顔料の付着が見られないので，

この打ち欠きが顔料調整作業の後に行われたことが

分かる。

剝離内は礫面であり残存しやすいためか，比較的

明瞭に顔料の付着が確認できる。これに対し，隣接

する磨面にのびる付着範囲（第 115 図 3 の点線部

分）は不明瞭である。ここで顔料の付着状況に着目

したい。石皿①とは異なり，赤色度合いの弱い橙色

の付着範囲が面的に広がり，ある程度の厚みをもっ

て付着している様子がうかがえる。粉末化された顔

料はチョーク状を呈すると考えられるので，顔料原

材 B (1・2）を想定しておくのが妥当だろう。蛍光

X線による成分分析成果によれば，Fe と共に Siの

ピークも持つため，顔料原材 Aである可能性も捨

てきれない。少なくとも鉄分に大きなピークが来る，

赤根沢産のような赤鉄鉱とは成分が一致しないこと

は言える。

以上をまとめると，本資料は石皿を「赤色顔料を

粉末化する道具」として転用したものであり，顔料

調整作業を行った後で，右側縁を打ち欠いたものと

判断される。
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(3) 磨石（第 115 図 2）

石材は砂岩である。楕円形を呈する平面形の右半

分が欠失している。意図的な打ち欠きによる所産だ

と思われる。表裏面とも平坦面を作り出し，稜線は

比較的明瞭である。擦痕は全面に見られ，特に側縁

には縦・斜め方向のものが集中している。

赤色顔料が多く付着するのは，図中央の粗雑な割

れ面である。この面には，石皿と比べて顔料が広範

囲に厚みをもって付着するが，擦痕が殆ど見られず，

不鮮明な敲打痕が見られる。よって顔料を磨りつぶ

す行為というよりも，石皿へと付着させるため押し

つぶすというような行為を想定してよいだろう。こ
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第 115図 顔料付着石器（石皿・磨石)



のほか表裏・側面にも付着するが，いずれも少量で

ある。付着顔料は暗赤褐色を呈し，肉眼観察では顔

料原材 A・B両方とも異なっているようである。こ

れは蛍光 X線による成分分析結果とも一致する。

以上をまとめると，磨石を打撃によって半分に分

割した後，顔料調整作業に用いた転用品であると判

断される。

3．顔料母材の分析について

(1) 分析試料について

今回の分析試料は，江豚沢遺跡の調査で検出され

た顔料についてである。顔料原材は，前述の根岸が

述べた A・B1・B2 と，赤色顔料を加工する道具中

の磨石に付着した顔料（顔料原材 C）である。土器

に塗彩された赤色顔料は，2号住居出土鉢形土器片，

明治大学 FGS①・②の 3 点である。このうち 2 号

住居出土鉢形土器片に付着する顔料を，他と区別で

きる構造を持つという意味で顔料原材 Dと呼称す

る。詳細は以下で著述していく。

顔料原材 Aは，第 1 号竪穴住居跡南西区 1 層か

ら出土した，硬質かつガラス質であり，判定基準に

よれば赤色チャートに属するかもしれないが，

7.5R4/8 か 10R4/8 の赤色である。顔料原材 B1 は，

第 1号竪穴住居跡 2a 層の焼土 6に該当する試料で，

2.5YR4/4 のにぶい赤褐色を呈する。この 2 点の試

料のうち特に原材 B1 については，未焼成試料であ

ることも考慮し，2 点とも少量の試料を採取し，電

気炉で 800℃まで加熱をしたが，色調には変化がみ

られなかった。

顔料原材 B2 は，第 2 号竪穴住居跡内の pp15 の

1 層から出土した 7.5R2/3 の黒褐色の外皮をもつ試

料であり，内面は 2.5YR4/4 のにぶい赤褐色で原材

B1 と同質と思われる。

赤色顔料を加工する道具中の磨石の割れ面に付着

した顔料は，7.5R4/8 か 10R4/8 の赤色な顔料（顔

料原材 C）である。同じく石皿（第 1号竪穴住居跡

2a 層 No.4）に付着した顔料は，2.5YR4/6〜4/8 の

にぶい赤褐色か赤褐色な顔料である。

土器に塗彩された顔料は 3 点であり，2 号住居出

土鉢形土器片に塗彩された 10R4/6〜4/8 の赤色な

顔料（顔料原材 D），FGS明治大学①で 5YR4/8 の

赤褐色な顔料と明治大学③で 5YR5/8 の明赤褐色な

顔料の試料である。

(2) 分析方法

顔料原材 A・B1・B2 は，精密加工機ミニターで

2mm大の小薄片を作製し，両面テープを貼り付け

た四分割のアルミニウムの試料台に付着した。土器

に塗彩された顔料（顔料原材 Dを含む）及び，磨

石（顔料原材 C）と石皿の割面に付着した顔料は，

手術用のナイフや先端を尖らした竹串を用いて実体

顕微鏡で観察しながら少量の試料を採取し，同様に

試料台に付着した。測定機器は，走査電子顕微鏡

（日立 S-530）とエネルギー分散形 X 線分析装置

（堀場 EMAX-1770）を用いて，最初は無常着状態

（× 1500倍）で元素分析をおこない，その後蒸着装

置（日立イオンスパッター E-1020）で白金パラジ

ウムを蒸着し，再度無常着時の測定値を確認しなが

ら写真撮影（× 1500倍）をおこなった。

なお，比較試料は，顔料原材 Aについては岩質

の問題があるが，新潟県佐渡産の通称赤石，酸化第

二鉄のベンガラは，青森県東津軽郡今別町赤根沢，

千葉県市原市市原台草刈 F区の小型壺内から出土

したパイプ状物質，青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩村

算用師の遺跡で濱田善四郎氏が採取したベンガラ塊

の一部を安孫子昭二氏から入手した試料の 4点でお

こなった（第 116 図 1〜4）。

(3) 分析結果（第 116・117 図）

5 の顔料原材 A は，赤色でガラス質な物質であ

り，1の佐渡の赤石と比較すると Ca (カルシウム）

を含まないことで違いが明瞭であり，不純物も少な

く良質な原材といえる。

6 の顔料原材 B1 は，Si (ケイ素）や AI (アルミ

ニウム）が Fe (鉄）に比べて多く含まれているこ

とから，にぶい赤褐色に発色している理由と考えら

れる。また顔料原材 B1 に含まれている 7 の白色物

質は Si・AI に比べてさらに Fe が少なく長石類が
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風化した状態で含まれている。これらのことから顔

料原材 B1 は，2 の赤根沢のように赤鉄鉱や赤色チ

ャートが母材とすれば鉄分が少ない岩質部分が風化

して粘土化した原材と考えられる。

8 の土器に塗彩された赤色顔料には，縄文時代前

期から古墳時代にいたるまで使用されたパイプ状物

質が含まれており，良質なベンガラである。この特

徴は他の原材に見られなかったため，厳密には原材

そのものとは言えないものの，顔料原材 Dと呼称

する。

9 の土器に塗彩された赤色顔料には，Ca (カルシ

ウム）がやや多く含まれる傾向がみられるが，顔料
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原材 B1 に比べると鉄分が多く含まれることから，

4の算用師に近い顔料と思われる。この 4の算用師

の顔料は，2の赤根沢に比べた場合は，Siが多く含

まれることから，赤根沢に近い赤色な顔料であるが，

土器に使用されている事例といえる。10 と 11 の土

器に塗彩されている赤色顔料は，Si・AI に比べて

Fe が少なく含まれることから，赤鉄鉱や赤色チャ

ートが母材の顔料とすれば，発色が弱い材料が使用

されていると考えられる。

12 の顔料原材 B2 は，黒褐色に黒ずんだ外皮であ

るが，元素分析の結果は 5 の顔料原材 B1 に近い X

線分析スペクトルである。このため，この黒色化し
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た理由としては，800℃以上に焼成されて表面が四

三酸化鉄に変化したか，あるいは土壌中において地

下水などに影響されて顔料原材 B2中に含まれる鉄

分の酸化状態が進行し黒色化したものと考えられる。

13 の顔料原材 B2 に含まれる白色物質は，7 の顔料

原材 B1 の白色物質に比べて，やや風化が進んでい

るためか，12 と同様な X線スペクトルが得られた。

14 の磨石割れ面に付着した赤色顔料（顔料原材

C）は，パイプ状物質が含まれない赤色な顔料であ

り，X 線スペクトルは 2 の赤根沢の赤色顔料と同

様といえる。

以上の分析結果から，江豚沢遺跡から出土した顔

料原材 Aは，赤色でガラス質な原材であり，顔料

としてだけでなく，石器などの材質としても良好な

原材といえる。顔料 B1 は，2 の赤根沢に比べて赤

色が弱い原材であり，顔料製作の目的で採取しなが

らも良好な結果が得られなくて放置されたものか，

あるいは別な目的で採取されたものかを検討する必

要があるかもしれない。8の土器に塗彩された顔料

（顔料原材 D）は，パイプ状物質が含まれることか

ら良質なベンガラである。9の土器に塗彩された顔

料は，Ca がやや多く含まれることが，2の赤根沢，

4の算用師に比べて異なる顔料であるが，いずれに

しても赤根沢に関連する母材から製作された顔料と

思われる。10・11 の土器に塗彩された顔料は，鉄

分が少なく発色の弱い赤色顔料である。12 の黒褐

色の外皮は，鉄分が何らかの理由で酸化が進行した

原材と思われる。14 の磨石割り面に付着した顔料

（顔料原材 C）は，赤根沢と同様な顔料原材といえ

る。

(上條朝宏)

4．江豚沢遺跡における赤色顔料利用形態について

の考察

江豚沢遺跡では，3基検出された竪穴住居跡（い

ずれも砂沢式期）のうち，1 号住居跡のみから顔料

原材・顔料付着石器のセット（石皿・磨石）という，

赤色顔料関連遺物が出土した。いずれも床面直上で

なく覆土中から出土したものであるが，一定のスペ

ースにまとまっており，ベンガラの加工（粒度調整

作業）が 1号住居跡内部で行われたことを想定させ

る事例であると考えられた。

そこで，走査電子顕微鏡による観察と蛍光 X線

分析（3）によって，ベンガラの原材の成分と加工

道具に付着した顔料成分が一致するかどうか，また

縄文晩期全般を通じて見られた赤鉄鉱ベンガラの利

用形態が，弥生前期まで継続しているかどうかを検

討してみた。全点分析を行った訳ではないが，肉眼

観察によって分類した顔料関連遺物に，想定した通

りの関連性があるかどうかを検証する目的をもって

行ったものである。結果，以下（ア〜ウ）の結論を

得た：

(ア）住居内に残された顔料原材は，硬質で分割さ

れた痕跡の残る顔料原材 Aと，軟質で粘土質の強

い顔料原材 B (1・2）の二種類があった。前者から

取られた小剝片は検出されなかったが，後者の小破

片は覆土中全体に散布していた。両者は鉄分によっ

て赤色に発色するが赤鉄鉱（hematite）とは異なる

元素組成を示し，宇鉄遺跡他で出土している赤根沢

産赤鉄鉱と明確な基準で区別できた。ただし赤鉄鉱

を主要な岩脈（母材）とする原産地であっても，鉄

分が少ない岩質から顔料原材 Aや Bのような鉱物

が採掘できると思われるので，赤鉄鉱原産地と関連

がない産出経路を持つとは言えない。

(イ）石皿②・磨石に付着する赤色顔料（顔料原材

C）は，蛍光 X線スペクトルが赤根沢産赤鉄鉱と類

似し，顔料原材 A・Bとは区別できた。元素分析結

果は，この顔料の原材がケイ素分の少ない良質な赤

鉄鉱であることを示している。つまりこれらの石器

は，住居内に残された原材とは異なるベンガラ（顔

料原材 C）を加工したものである。

(ウ）江豚沢遺跡出土土器のうち，三点の赤彩土器

について元素分析を行った。結果，二点は顔料原材

Bと類似するという結果が得られたが，一点は顔料

原材 A・Bや，赤鉄鉱ベンガラとは一致しない，パ
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イプ状構造を持つ顔料原材 Dに由来する赤色顔料

であることが判明した。これは出土土器中最も赤色

度合いが強く，かつ土器表面の付着率が良い顔料原

材であった。

以上の考察により，1 号住居跡内に残された顔料

原材（A・B）は，共伴した石皿・磨石を用いて加

工された赤色顔料とは，成分が一致しない可能性が

高いといえる。顔料原材 Aと判断できる付着物を

同定することが出来なかったが，これを石材として

用いた石器類が見つかっていないので，やはり顔料

原材として搬入されたのだと考える。また石器に付

着しているのは良質な赤鉄鉱ベンガラ（顔料原材

C）であり，1 号住居跡内に保有されていたのは鉄

分が少なくて質の劣る，精製されていない顔料原材

だと考えられる。この点で，顔料原材と石器付着顔

料とを関連づけて考えていた，肉眼観察による推測

は外れたと言える。

つまり 1号住居跡南西偶は，顔料原材 A・Bの保

有スペースである可能性が強いものの，細粉化（磨

り潰し）が行われたことを想定するのは困難だとい

うことである。また顔料原材 Cは赤根沢産赤鉄鉱

にかなり類似しているが，酸化鉄の原産地同定はか

なり困難であるため，原産地について容易に結論を

出すことはできない。ただし宇鉄遺跡（児玉 2002），

二枚橋（2）遺跡（大畑町教育委員会 2001），岩井・

大沼遺跡（市浦村教育委員会 2001）で検出されて

いるような，赤根沢産赤鉄鉱の破片は遺跡内で見つ

けることが出来なかった事を明記しておく。また 1

号住居跡で出土した土器には顔料原材 Bが付着し

ているから，この遺跡内のどこかで細粉化工程が行

われ，土器に塗彩したのだと考えられる。

興味深いのは，赤鉄鉱ベンガラとは産出経路が異

なるとされる（岡田 1997），パイプ状構造をもった

赤色顔料が塗布された土器があることである。この

構造を持ったベンガラは，関東地方では赤色の発色

がよく良質であるから，質の劣るベンガラと使い分

けられていた可能性が指摘されている（上條 2004）。

この土器は精製土器であるが，遺跡内で作られたも

のか，搬入されたものかは分からない。またベンガ

ラは土器・土製品にしか付着しておらず，またその

遺存状態は決して良くないため，付着状況から使い

分けがあったかどうかを論じることは困難である。

しかし本論文の分析結果によって，一遺跡内で少

なくとも四種類のベンガラが使用されていた状況を

示すことが出来た。その中で，赤根沢産と思われる

ベンガラ（顔料原材 C）は加工用の石器には付着し

ていたが，成分分析を実施した土器 3点には付着し

ていなかった。顔料原材 Cがどの程度この遺跡に

搬入されたかどうか分からないが，最終的に消費さ

れ，1号住居跡内に保有されていないことは分かる。

これに対して質の劣るベンガラ（顔料原材 A・

B）は，住居内に保有されており，住居廃絶時に廃

棄される程度は搬入・確保されていたらしい。江豚

沢遺跡において，質の劣るベンガラを貯蔵し精製土

器の塗彩のために消費している点を考慮すると，1

号住居跡が営まれた弥生前期（砂沢式）に，赤鉄鉱

ベンガラ（顔料原材 C）の搬入量が減少していた可

能性を想定しても，さほど無理はないだろうと思わ

れる。この推定を裏付けるのが，産出経路が赤鉄鉱

と違うことが分かっている顔料原材 Dの存在であ

る。これは東北地方の弥生遺跡で検出例が急増して

いる（第 14表），パイプ状構造をもつ物質である。

最近では赤沼（2003）が，青森県内の弥生土器の分

析事例を増やし，パイプ状構造を持つベンガラを多

数見出している。赤鉄鉱ベンガラの代わりに，補完

的に用いられた可能性を想定しておきたい。

時間の都合上果たせなかったが，本来ならば本遺

跡出土の精製土器全点について同種の分析を行い，

顔料原材利用の型式別変遷を細かく示すべきであっ

た。しかし少ない分析試料からでも，「赤鉄鉱ベン

ガラの搬入量の減少」と，「顔料原材 Dの消費の開

始」および「顔料原材 A・B (1・2）の竪穴住居内

保有」の間に何らかの関係がある可能性を，本遺跡

例によって示唆することができたと思われる。

(根岸 洋)
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第 14表 東北地方における弥生時代のベンガラ分析事例集成表

遺跡名 所在地 時期 分析資料 コンテクスト
ベンガラ 文献

パイプ状 非パイプ状
アヨロ 北海道白老町 弥生 III 以降 顔料塗彩土器か 不明 ○ 見城・浅井 1988
神明町 青森県金木町 弥生 II（五所式） 顔料塗彩土器（高坏） 第 1号土坑墓 ○ △ 赤沼 2003
宇鉄 青森県三厩村 弥生 III（宇鉄 II 式）以降 顔料入土器（壺） 第 I地点第 II 層 ○ 小山・菊池 1989
垂柳 青森県田舎館村 弥生 III（田舎館式） 顔料塗彩土器（台付鉢） 第 1号水路跡 △ ○ 赤沼 2003

▅ 顔料塗彩土器（高坏） 第 1号水路跡 △ ○ ▅

▅ 顔料塗彩土器（広口壺） 遺構外　T-17 IV 層上面 ○ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 第 1号水路跡 ○ ▅

▅ 木製塗彩材 未公表（ベンガラ） 赤沼 2003：註 8
▅ 顔料・漆付着石皿（1点） 不明 田舎館村教育委員会 2009

宇田野（2）青森県弘前市 弥生 I（砂沢式） 顔料塗彩土器（鉢） 谷（R-165） ○ 赤沼 2003
▅ 顔料塗彩土器（鉢） 谷（R-165） ○ ▅

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 谷（Q-162） ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 谷（R-165） ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 谷（R-168） ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 谷（P-161） 不明 ▅

▅ 顔料塗彩土偶 谷（Q-161） ○ ○ ▅

津山 青森県深浦町 弥生 II（五所式） 顔料塗彩土器（高坏） 第 4号土坑 △ ○ 赤沼 2003
▅ 顔料塗彩土偶 弥生柱穴群エリア（IIIa層上面） ○ ○ ▅

▅ 蓋 弥生柱穴群エリア（IIIa層上面） ○ ▅

前坂下（3）青森県東通村 弥生 I（砂沢式） 顔料塗彩土器（浅鉢） 第 1号住居跡　床面 不明 赤沼 2003
板子塚 青森県川内町 弥生 II（二枚橋式） 顔料塗彩土器（高坏） 第 7号土坑　確認面 ○ △ 赤沼 2003
江豚沢 青森県むつ市 弥生 I（砂沢式） 顔料塗彩土器（顔料原材D） 住居内（1号住） ○ 根岸 2009，上條 2009

▅ 顔料塗彩土器 住居内（1号住） ○ ▅

▅ 顔料付着石皿（2点） 住居内（1号住） ○ 根岸・西野 2004
▅ 顔料付着磨石（1点） 住居内（1号住） ○ ▅

▅ 顔料原材A 1130 g 住居内（1号住） ○ 根岸 2009，上條 2009
▅ 顔料原材B1 1412.6 g 住居内（1号住） ○ ▅

▅ 顔料原材B2 21.5 g 住居内（2号住） ○ ▅

弥次郎窪 青森県八戸市 弥生 II 顔料塗彩土器（高坏） 第 9号住居跡　床面直上 ○ ○ 赤沼 2003
畑内 青森県八戸市 弥生 I（砂沢式） 顔料塗彩土器（高坏） 遺構外　BA-24 不明 赤沼 2003

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 遺構外　BA-25 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 遺構外　出土地点不明 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 遺構外　CC-62 ○ ▅

弥生 II（青木畑） 顔料塗彩土器（高坏） 遺構外　AO-31 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 第 54 号住居跡　Pit 1 ○ △ ▅

弥生 III（田舎館式） 顔料塗彩土器（鉢） 遺構外　CO-67 不明 ▅

▅ 顔料塗彩土器（鉢） 遺構外　CC-66 不明 ▅

畑内 青森県八戸市 ▅ 顔料塗彩土器（台付鉢） 遺構外　CF-64 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 遺構外　CE-65 ○ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 遺構外　CF-68 ○ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 遺構外　AX-40 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（壺） 遺構外　AY-28 不明 ▅

▅ 顔料塗彩土器（蓋） 遺構外　BD-40 ○ △ ▅

▅ 顔料塗彩土器（甕） 遺構外　CC-65 不明 ▅

▅ 顔料塗彩土器（甕） 遺構外　CB-63 ○ ▅

金附 岩手県北上市 弥生 I 顔料付着磨石（2点） 捨て場 未分析 岩手県文化振興事業団 2006
▅ 顔料付着石皿（2点） 捨て場 未分析 ▅

上甲子 岩手県大船渡市 弥生 I 顔料入土器（壺） RA07 号住居 ○（不明） 小山 1997
▅ 土壌混じりの赤色顔料 14K II 層（住居跡？） ○（不明） ▅

▅ 顔料付着磨石（赤彩か） RA06 号住居 未分析 ▅

谷起島 岩手県一関市 弥生 I 顔料付着石皿（3点） 遺構外 未分析 一関市教育委員会 1977
諏訪台 C 秋田県大館市 砂沢式 顔料原材（不明） 住居内（SI60）：径 15 cm ○（未分析） 秋田県教委 1990

砂沢式 顔料原材（不明） 住居内（SI61）：径 15＊30＊8 cm ○（未分析） ▅

高田B 宮城県仙台市 弥生 III 漆塗弓 ○ 岡田 2000
▅ 赤漆塗儀杖 ○ ▅

▅ 赤漆塗土器 1点 ○ ▅

▅ 顔料付着土器 5点 ○ ▅

中在家南 宮城県仙台市 弥生 III 赤彩土器（鉢） IX区河川跡 15c 層 ○ パリノ・サーヴェイ株式会社 1996
▅ パレット（蓋の転用品） IX区河川跡 15c 層 ○ ▅

▅ 赤漆付着斧柄状木製品 II 区河川跡 15c 層 ○ ▅

三貫地 福島県新地町 弥生 II（今和泉式） 赤彩土器 ○（不明） 成瀬 1981
▅ 赤彩土器 ○（不明） ▅

▅ 赤彩土器 ○（不明） ▅

▅ 赤彩土器 ○（不明） ▅

油田 福島県会津美里町 弥生 II 赤彩土器（壺） 340 号土坑No. 9 ○ ○ 手代木 2007
▅ 赤彩土器（筒） 338 号土坑No. 4 ○ ○ ▅

▅ 赤彩土器（壺） 693 号土坑No. 1 ○ ○ ▅

▅ 赤彩土器（高坏） 569 号土坑No. 5 ○ ○ ▅

▅ 赤彩土器（高坏） 遺構外 ○ ○ ▅

▅ 顔料入土器（鉢） 715 号土坑No. 1 ○ ▅

▅ 顔料入土器（壺） 672 号土坑No. 1 ○ ○ ▅

▅ 赤彩土器（壺） 試掘 ○ ▅

▅ 赤彩土器（高坏） 試掘 ○ ▅

権現山下 福島県会津市 弥生 I 赤彩土器 1点 ○ ○ 手代木 2007
五本松 福島県会津高田町 弥生 II 赤彩土器 5点 ○ ○ 手代木 2007



第 10 節 青森県江豚沢遺跡出土黒耀石製石器の原産地分析

1．まえがき

石器時代に使用された黒耀石製石器の原産地推定

については，黒耀石の岩石学的性質に着目して，今

日まで様々な理化学的分析方法を用いた産地推定が

行われてきた。特に蛍光 X線分析装置を用いた分

析は，装置の操作や測定の前処理が容易である点や，

特に資料を非破壊で測定できるなど，考古資料を扱

うのに適している。また，比較的短い時間で測定で

きるという点で，分析対象が出土遺物全般におよぶ

石器研究においては非常に有効な測定手段といえよ

う。

明治大学文化財研究施設においても，蛍光 X線

分析装置を用いた元素分析による産地推定を行って

いる。

2．測定方法

蛍光 X線法を用いて黒耀石の正確な元素分析値

は得るには，内部が均質で表面形態が一様な試料を

作成し検量線法などによって定量分析を行う必要が

ある。そのためには試料を粉砕してプレスしたブリ

ケットを作成するか，もしくは溶融してガラスビー

トを作成するのが一般的である。しかし遺跡から出

土した石器は，通常，非破壊での測定が要求される

ため，これらの方法をとることは困難である。そこ

で試料表面に直接 X線を照射し半定量分析を行う

ことが行われている。このような蛍光 X線の強度

そのものは試料の状態や装置の経年変化によって変

動する可能性が高いが，複数の元素の蛍光 X強度

同士の比を採った場合はその影響は小さいと考えら

れている。今回は測定強度比をパラメータとして産

地推定をおこなうこととした(註 1)。

3．試料の前処理

比較用の産地採取原石については必要に応じて新

鮮な破断面または研磨面を作成し，超音波洗浄器に

よるクリーニングを行った。遺跡出土試料について

は多くの場合，新鮮で平滑な剝離面があるため，測

定前に超音波洗浄器によるクリーニングのみを行っ

た。

4．装置・測定条件

蛍光 X線の測定にはエネルギー分散型蛍光 X線

分析装置 JSX-3201 (日本電子データム製）を用い

た。X線管球はターゲットが Rh (ロジウム）のエ

ンドウインドウ型を使用した。管電圧は 30KV，電

流は抵抗が一定となるよう自動設定とした。X 線

検出器は Si (ケイ素）／ Li (リチウム）半導体検出

器を使用した。試料室内の状態は真空雰囲気下とし，

X線照射面径は 32mmとした。測定時間は，産地

採取原石が 600sec，遺跡出土試料が 300sec である。

測定元素は，主成分元素はケイ素（Si），チタン

（Ti），アルミニウム（Al），鉄（Fe），マンガン

（Mn），マグネシウム（Mg），カルシウム（Ca），

ナトリウム（Na），カリウム（K）の計 9元素，微

量元素はルビジウム（Rb）ストロンチウム（Sr），

イットリウム（Y），ジルコニウム（Zr）の計 4 元

素の合計 13元素とした。

5．石器の産地推定

黒耀石はケイ酸，アルミナ等を主成分とするガラ

ス質火山岩であるが，その構成成分は産出地による

差異が認められる。とりわけ微量元素の Rb，Sr，

Y，Zrでは産出地ごとの組成差がより顕著となる。

望月（1994，1996）は，この産地間の組成差から黒

耀石の産地推定が可能であると考え，上記の 4元素

に K，Fe，Mnの計 7元素の強度比を組み合わせる

ことで産地分析を行っている。これら 7元素の半定

量分析による産地推定の有効性は，ガラスビートを

用いた定量分析によっても裏付けられている（嶋野

ほか 2004）。ここでも，上記した望月の判別方法に

準拠する形をとることとし，産地同定のパラメータ

に Rb 分率（Rb 強度×100／ Rb 強度＋Sr強度＋Y
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強度＋Zr強度），Sr分率（Sr強度×100／ Rb 強度

＋Sr 強度＋Y 強度＋Zr），Mn 強度×100 ／ Fe 強

度，log (Fe 強度／ K強度）を用い，判別図の作成，

および判別分析を行った。これらの元素比の繰り返

し測定（13 回）における再現性（1σ）は霧ケ峰地

区星ヶ塔産黒耀石試料（KRG7-27）において Rb 分

率＝4.1，Sr 分率＝2.9，Mn 強度×100 ／ Fe 強度

＝0.25，log (Fe 強度／ K強度)＝0.0053 であった。

6．黒耀石原産地の判別

6-1 判別図

判別図は，視覚的に分類基準が捉えられる点，お

よび判定基準が分かりやすいというメリットがある。

また，測定結果の提示に際し，読者に理解しやすい

という点もまた有効であろう。まず，各産地採取試

料（基準試料）の測定データを図上にプロットして

各産地を同定するための分布域を決定し，次に遺跡

出土資料の測定結果を重ね合わせて大まかな判別を

行った。Rb 分率 vsMn×100/Fe と Sr 分率 vslog

(Fe/K）の 2種類の散布図グラフを作成した。

個々の遺物の判別に際しては，基準試料の測定値

（上記の 4パラメータ）と対比することによって産

地の推定を行った。基準試料の測定強度比の平均値

を第 17表に示す。

6-2 判別分析

判別図や測定値の比較による産地の推定は，測定

者ごとの恣意的な判断を完全に排除することは難し

い。そこで，多変量解析の一つである判別分析を行

った。判別分析では，判別図作成に用いたパラメー

タを基にマハラノビス距離を割り出し，各産地に帰

属する確率を求めた。距離と確率とは反比例の関係

にあり，資料と各産地の重点間の距離が最も短い産

地（群）が第一の候補となる。なお，分析用ソフト

には statisica2000 (statto soft 社製）を使用した。

また，判別結果の参考資料として，各産地群（重
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第 118図 江豚沢遺跡出土黒耀石製石器の判別図（Rb 分率)



点）間のマハラノビス距離を提示した（第 18表）。

7．黒耀石原産地の名称と地理的な位置づけ

今回の黒耀石の原産地推定にあたっては，日本の

黒耀石産出地データベース（杉原・小林，2004）を

使用し，この中から，既存の文献・資料を参考にし

て現地調査を行い，石器石材に利用可能と思われる

黒耀石の産地を選択した。また，ここでは黒耀石の

原産地候補を北海道・東北地方に限定して考察して

いる。

北海道・東北地方における黒耀石の原産地区分を

第 15表にしるす。黒耀石原産地の判別にあたって

は，各産地を火山体，島嶼，河川流域，岩石区等の

地形・地質的条件によって枠組みを行い，これを

「地区」と名づけ，現在，黒耀石を産出する地点

（露頭・散布地など）を「産地」とした。今回の原

産地分析に使用した「系」は，「地区」内の「産地」

のうち，蛍光 X線分析によって判別された地理的

に隣接する「産地」グループで，岩石化学的原産地

を指す。それぞれの「系」内の黒耀石原石について

は，火道や貫入岩の位置，噴出物の産状や分布状態，

黒耀石の岩石学的特徴（含有する斑晶鉱物，球顆の

有無，色調，透明度など）等についても検討を行い，

産地推定の際に参考とした。ただし，同一の「系」

内の産地でも，複数の分析値が存在する場合や，異

なる「系」どうしで判別が困難な例も存在する。ま

た，黒耀石産出地には，噴出源に近い 1次産地のほ

か，河川や海流によって遠方に運ばれた 2次産地が

あり，ここでの判別域は，必ずしも考古学的原産地

（石器時代における採取地）を示すのではないこと

は言うまでもない。

8．江豚沢遺跡出土黒耀石製石器の産地推定結果

今回，測定を行ったのは河豚沢遺跡出土黒耀石製

石器 3 点である。第 16表に記したように，判別の

結果は 3点とも所山系であった。このうち，FGS-01
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第 119図 江豚沢遺跡出土黒耀石製石器の判別図（Sr分率)



は判別分析結果の確率が 9割を切るが，これは，所

山系の基準試料の値が，他産地と部分的に重複して

いるためである。しかしながら，第 118，119 図の

判別図上では石器 3点とも所山系の範囲に納まるこ

とから，判別結果の信頼性は高いと考えられる。

(鈴木尚史・杉原重夫)

註釈

1．強度には各スペクトルの積分強度を用いた。装置の都

合上，Na〜Fe の 9 つの主要元素は Kα線の強度比を，

Rb〜Zrの微量元素は Kβ線以下も参照しつつ強度比をも

とめた。
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第 15表 北海道・東北地方における黒耀石の原産地区分

第 16表 江豚沢遺跡出土黒耀石製石器の判別結果

北海道

地区（area） 系（system） 産地（district）

名寄地区 名寄系 忠烈布川，知恵門川，下川橋，朝田川

白滝地区
赤石山系 赤石山，八号沢，幌加沢，球顆の沢　（二次産地 : 湧別川）

十勝石沢系 十勝石沢川　（二次産地 : 湧別川）

置戸地区
置戸山系 置戸山

所山系 所山

ケショマップ地区 ケショマップ系 ケショマップ，丸瀬布

旭川・滝川地区 旭川・滝川系 高砂台，近文台，秩父別

十勝地区 上士幌系 芽登川，旭ヶ丘牧場，タウシュベツ川，十一の沢，居辺川

赤井川地区 赤井川系 赤井川

豊浦地区 豊浦系 豊泉

東北

地区（area） 系（system） 産地（district）

岩木山地区 岩木山系 鳴沢川，出来島

深浦地区 深浦系 六角沢，岡崎浜

男鹿地区 男鹿系 金ヶ崎，脇本

北上地区 北上系 小赤沢，水沢，一関，東原

月山地区 月山系 なるさわ橋，長防山，上野新田

湯之倉地区 湯之倉系 湯之倉

土蔵地区 土蔵系 土蔵

判別結果 測定値

測定No. 候補 1 確率 距離 候補 2 確率 距離 Rb分率 Sr 分率 Mn×100/Fe Log （Fe/K）

FGS1-001 所山系 0.895 0.765 上士幌系 0.105  8.479 40.934 20.024 3.655 0.042

FGS1-002 所山系 0.995 1.308 上士幌系 0.005 15.433 39.521 19.782 3.374 0.036

FGS1-003 所山系 0.999 5.776 上士幌系 0.001 22.461 36.624 19.106 3.620 0.042
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第 17表 北海道・東北地方における黒耀石の測定値（平均)

北海道

名寄系 名寄系
（朝田川産）

白滝・
赤石山系

白滝・
十勝石沢系 置戸山系 所山系 ケショ

マップ系 上士幌系 旭川・
滝川系 赤井川系 豊浦系

Rb分率

平均値 33.646 39.337 53.187 61.079 29.073 40.294 30.958 46.153 34.247 45.329 26.237

±3.105 ±1.664 ±5.657 ±4.694 ±2.509 ±2.677 ±3.131 ±5.576 ±3.107 ±3.724 ±3.716

標準偏差 1.668 1.381 2.272 2.597 1.364 1.716 1.491 2.165 1.693 1.780 1.979

Sr 分率

平均値 27.307 11.940 10.692 4.056 22.948 20.320 30.307 16.596 30.817 16.577 29.858

±3.786 ±1.778 ±4.377 ±3.977 ±2.444 ±3.6 ±4.563 ±7.612 ±2.639 ±2.058 ±3.914

標準偏差 1.591 1.393 1.850 1.939 1.374 1.773 2.466 2.064 1.546 1.178 2.047

Mn＊100
/Fe

平均値 2.306 1.475 3.962 4.869 3.247 3.423 2.976 4.027 3.293 5.185 4.698

±0.293 ±0.145 ±0.604 ±0.535 ±0.325 ±0.231 ±0.376 ±0.468 ±0.264 ±0.372 ±0.354

0.140 0.112 0.254 0.267 0.178 0.152 0.181 0.210 0.153 0.224 0.206

log （Fe/K）

平均値 0.202 0.108 0.009 －0.007 0.232 0.049 0.301 0.022 0.220 －0.005 0.144

±0.019 ±0.005 ±0.046 ±0.036 ±0.041 ±0.02 ±0.034 ±0.063 ±0.013 ±0.013 ±0.022

標準偏差 0.008 0.004 0.024 0.016 0.018 0.009 0.012 0.018 0.009 0.006 0.011

東北

岩木山系 深浦系 男鹿系 北上系 東原産 月山系 湯ノ倉系 土蔵系 1 土蔵系 2

Rb 分率

平均値 32.242 15.246 46.419 21.802 5.610 36.317 10.340 2.635 6.292

±5.791 ±1.472 ±3.575 ±3.694 ±1.781 ±6.079 ±0.929 ±0.509 ±1.521

標準偏差 2.560 0.802 1.892 1.852 1.075 2.556 0.734 0.509 1.117

Sr 分率

平均値 34.709 0.872 25.454 25.157 34.779 33.132 38.526 79.517 45.630

±5.904 ±1.342 ±2.523 ±4.125 ±2.495 ±8.4 ±0.85 ±0.877 ±3.506

標準偏差 3.109 0.960 1.323 2.347 1.570 2.996 0.633 0.877 2.841

Mn＊100
/Fe

平均値 14.100 2.473 17.887 4.145 5.966 13.061 2.927 1.189 2.774

±0.575 ±0.201 ±0.566 ±0.534 ±0.234 ±1.082 ±0.143 ±0.038 ±0.09

標準偏差 0.306 0.126 0.336 0.275 0.154 0.512 0.102 0.038 0.075

log （Fe/K）

平均値 －0.004 0.337 －0.174 0.342 0.782 －0.078 0.799 1.472 1.119

±0.023 ±0.02 ±0.014 ±0.03 ±0.011 ±0.051 ±0.006 ±0.022 ±0.01

標準偏差 0.011 0.010 0.007 0.020 0.007 0.022 0.004 0.022 0.008
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第 18表 判別分析における群間距離（マハラノビス距離の 2乗)

名寄系 朝田川産 赤石山系 十勝
石沢系 置戸山系 所山系 ケショ

マップ系 上士幌系
旭川・
滝川系 赤井川系 豊浦系 岩木山系 深浦系 男鹿系 北上系 東原産 月山系 湯ノ倉系 土蔵系 1 土蔵系 2

名寄系 ▅ 102.97 212.79 347.33 37.73 92.94 63.86 148.92 22.81 216.85 94.85 1840.98 404.47 3172.91 219.50 2122.71 1518.39 1632.83 7068.21 3736.49

朝田川産 102.97 ▅ 118.85 239.26 176.52 64.42 299.53 100.78 203.00 189.60 251.08 2266.77 466.09 3547.36 502.01 2921.14 1829.33 2352.42 8568.42 4778.88

赤石山系 212.79 118.85 ▅ 28.80 270.88 47.28 405.35 14.26 253.93 38.14 253.87 1675.23 730.00 2637.28 610.04 3107.24 1257.50 2679.82 9140.24 5201.06

十勝
石沢系 347.33 239.26 28.80 ▅ 379.53 141.13 520.94 71.87 365.09 72.19 360.88 1554.31 835.71 2383.75 704.42 3155.53 1159.56 2798.59 9312.31 5302.64

置戸山系 37.73 176.52 270.88 379.53 ▅ 148.56 36.75 198.55 28.69 231.70 54.24 1545.33 240.79 2817.81 88.80 1726.14 1298.84 1367.80 6698.08 3355.25

所山系 92.94 64.42 47.28 141.13 148.56 ▅ 265.64 12.83 137.56 46.21 121.30 1665.04 582.72 2769.01 448.69 2831.52 1265.48 2385.03 8638.86 4844.69

ケショ
マップ系 63.86 299.53 405.35 520.94 36.75 265.64 ▅ 325.01 25.78 373.44 121.18 1634.83 347.01 2985.74 73.68 1465.24 1427.39 1075.91 5887.17 2863.18

上士幌系 148.92 100.78 14.26 71.87 198.55 12.83 325.01 ▅ 182.39 18.34 160.13 1560.74 657.57 2566.46 509.06 2930.26 1161.79 2519.09 8880.41 5010.18

旭川・
滝川系 22.81 203.00 253.93 365.09 28.69 137.56 25.78 182.39 ▅ 222.84 63.97 1540.11 428.33 2807.15 144.59 1828.35 1277.28 1422.37 6615.87 3406.56

赤井川系 216.85 189.60 38.14 72.19 231.70 46.21 373.44 18.34 222.84 ▅ 147.90 1267.60 692.09 2163.62 511.35 2875.85 901.80 2563.94 9005.88 5066.35

豊浦系 94.85 251.08 253.87 360.88 54.24 121.30 121.18 160.13 63.97 147.90 ▅ 1169.24 405.56 2298.59 164.37 1950.64 918.18 1677.00 7312.55 3823.31

岩木山系 1840.98 2266.77 1675.23 1554.31 1545.33 1665.04 1634.83 1560.74 1540.11 1267.60 1169.24 ▅ 2061.86 246.93 1365.92 2435.81 56.47 2925.71 8593.41 4922.35

深浦系 404.47 466.09 730.00 835.71 240.79 582.72 347.01 657.57 428.33 692.09 405.56 2061.86 ▅ 3442.98 210.70 1518.78 1888.64 1260.06 6613.67 3092.23

男鹿系 3172.91 3547.36 2637.28 2383.75 2817.81 2769.01 2985.74 2566.46 2807.15 2163.62 2298.59 246.93 3442.98 ▅ 2659.22 3917.60 328.48 4667.38 11023.06 6899.20

北上系 219.50 502.01 610.04 704.42 88.80 448.69 73.68 509.06 144.59 511.35 164.37 1365.92 210.70 2659.22 ▅ 1045.35 1258.58 831.71 5533.05 2478.18

東原産 2122.71 2921.14 3107.24 3155.53 1726.14 2831.52 1465.24 2930.26 1828.35 2875.85 1950.64 2435.81 1518.78 3917.60 1045.35 ▅ 2787.09 151.24 2300.33 495.56

月山系 1518.39 1829.33 1257.50 1159.56 1298.84 1265.48 1427.39 1161.79 1277.28 901.80 918.18 56.47 1888.64 328.48 1258.58 2787.09 ▅ 3143.19 9274.75 5396.81

湯ノ倉系 1632.83 2352.42 2679.82 2798.59 1367.80 2385.03 1075.91 2519.09 1422.37 2563.94 1677.00 2925.71 1260.06 4667.38 831.71 151.24 3143.19 ▅ 2136.90 445.17

土蔵系 1 7068.21 8568.42 9140.24 9312.31 6698.08 8638.86 5887.17 8880.41 6615.87 9005.88 7312.55 8593.41 6613.67 11023.06 5533.05 2300.33 9274.75 2136.90 ▅ 729.06

土蔵系 2 3736.49 4778.88 5201.06 5302.64 3355.25 4844.69 2863.18 5010.18 3406.56 5066.35 3823.31 4922.35 3092.23 6899.20 2478.18 495.56 5396.81 445.17 729.06 ▅



第 11 節 青森県むつ市江豚沢遺跡出土黒曜石の化学分析

はじめに

黒曜石は地質学においてはガラス質火山岩と呼ば

れ，本質は非晶質の自然ガラスであり，一般的な工

業用ガラスと物性は異ならない。

古代人にとっての黒曜石やサヌカイト（ガラス質

安山岩）は人工的に精練さて制作された鋭利な鉄器

や青銅器のない時代の鋭利な刃物を容易に制作でき

る材質として位置づけられ，尖頭器，ナイフ型石器，

石鏃，搔器，剝器，細石刃など多種の使用目的に利

用される石材である。

考古学分野における黒曜石研究では，黒曜石の原

産地調査，肉眼的な岩相分類，石材としての適性な

どを対象として原産地黒曜石を研究してきた。（原

産地とは黒曜石が採取される産地のことで，産状は

特定しない。産状としては黒曜石岩体，礫層中の礫，

岩体や礫層中の礫が洗い出されて沢や河床に堆積し

ているもの衾転石がある。）この原産地黒曜石の研

究と平行して遺跡出土の黒曜石遺物の研究がおこな

われ，原産地黒曜石との肉眼観察による岩相的対比

により原産地を特定し，遺跡に至る黒曜石のルート

の解明や，流通機構などについての研究が行われて

きた。黒曜石はガラスであるため，個々の原石に際

立った特徴がなく，肉眼的な岩相区分にとってはこ

の点が限界となる。（岩相とは岩石学的な面でとら

えた特徴）言い換えれば，原産地の黒曜石の岩相区

分による分類では遺跡出土遺物がどの原産地の黒曜

石であるのか判別ができないものが出てくることに

なる。

このような岩相区分の難しさと肉眼観察の限界に

対する危機意識から物理的に数値化された機器分析

による分析への要望が分析分野に対してなされた。

分析分野といっても化学分野の分析と地質学分野

の分析は各々その対象とするものに対する考え方が

異なることから，元素を中心とする化学分野での分

析と酸化物濃度による岩石学的な分類をする地質学

分野とでは基本的な考え方に違いがある。この分析

対象への考え方の違いは考古学者の間では初期の段

階では余りよく理解されていなかった。

本文では，地質学分野での岩石学的な分析法と分

類法で黒曜石を分類し，各原石の酸化物濃度での標

準化を行い，組成領域を確定した。この標準化によ

り，遺跡出土黒曜石遺物と原産地黒曜石の同定が容

易となり，考古学分野の研究者に共有できるデータ

として寄与できることを示した。

1．分析試料の調整と実験条件

(1) 分析試料の調整

分析試料は黒曜石の岩体では岩体のなかで 5個所

程度選択し，1 個所で 5〜10試料を採取した。分析

結果は岩体の中で選択した各個所について 1分析値

で代表させた。例えば，西餅屋の岩体では孔道内の

4個所を 4分析値で表示した。岩体が貧弱である場

合には 1岩体の中で 10 個以上を採取し，試料数分

の分析結果を表示した。岩体が消滅しているものや，

明確な岩体としての露頭が認められないものや河床

の中の転石あるいは斜面に露出する堆積した黒曜石

は 10 個以上採取し，試料数分の分析結果を表示し

た。

分析にあたっては，露頭より採取した黒曜石を打

ちかき，比較的平滑な面を分析面とする未整形試料

を作成した。

ガラス質安山岩は表面が風化しており，表面には

鉄分が付着して，岩石本来の分析値を反映すること

が出来ないので，ダイヤモンドカッターで切断し，

剝片を作成し，新鮮な面を分析した。分析した結果

は黒曜石と同様に酸化物濃度で表示した。

(2) 実験条件

分析はエネルギー分散型蛍光 X線分析装置（日

本電子製 JSX-3200）で行なった。

この分析装置は標準試料を必要としないファンダ

メンタルパラメータ法（FP法）による自動定量計
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第 120図 原産地黒曜石位置図

第 121図 分析装置
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第 122図 東北日本の黒曜石 SiO2-Al2O3 (総合図)

第 123図 東北日本の黒曜石 SiO2-Al2O3 (総合図)
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第 124図 東北日本の黒曜石 Fe2O3-TiO2図（総合図)

第 125図 東北日本の黒曜石 Fe2O3-TiO2図（総合図)
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第 127図 東北日本の黒曜石 K2O-CaO図（総合図)

第 126図 東北日本の黒曜石 K2O-CaO図（総合図)
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第 128図 東北日本の黒曜石 Rb-Sr図（総合図)

第 129図 東北日本の黒曜石 Rb-Sr図（総合図)
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第 130図 北海道の黒曜石 SiO2-Al2O3図（標準図)

第 131図 北海道の黒曜石 SiO2-Al2O3図（標準図)
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第 132図 北海道の黒曜石 Fe2O3-TiO2図（標準図)

第 133図 北海道の黒曜石 Fe2O3-TiO2図（標準図)
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第 134図 北海道地方の黒曜石 K2O-CaO図（標準図)

第 135図 北海道地方の黒曜石 K2O-CaO図（標準図)
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第 136図 北海道地方の黒曜石 Rb-Sr図（標準図)

第 137図 北海道地方の黒曜石 Rb-Sr図（標準図)



算システムが採用されており，6C〜92U までの元

素分析ができ，ハイパワー X 線源（最大 30kV，

4mA）の採用で微量試料〜最大 290mmф×80

mmHまでの大型試料の測定が可能である。小形試

料では 16試料自動交換機構により連続して分析で

きる。分析はバルク FP法でおこなった。FP法と

は試料を構成する全元素の種類と濃度，X 線源の

スペクトル分布，装置の光学系，各元素の質量吸収

係数など装置定数や物性値を用いて，試料から発生

する各元素の理論強度を計算する方法である。

分析にあたっては，露頭より採取した黒曜石を打

ちかき，比較的平滑な面を分析面とする未整形試料

を X線照射範囲が約 15mmфの試料台に直接のせ

分析した。実験条件はバルク FP法（スタンダード

レス方式），分析雰囲気＝真空，X線管ターゲット

素材＝Rh，加速電圧＝30kV，管電流＝自動制御，

分析時間＝200秒（有効分析時間）である。また，

分析にあたっては標準サンプルを分析し，キャリブ

レーションを行い，装置の正常さを保って行った。

分析対象元素は Si，Ti，Al，Fe，Mn，Mg，Ca，

Na，K，P，Rb，Sr，Y，Zr の 14 元素，分析値は

黒曜石の含水量＝0 と仮定し，酸化物の重量％を

100％にノーマライズし，表示した。

地質学的には分析値の重量％は小数点以下 2桁で

表示することになっているが，微量元素の Rb，Sr，

Y，Zrは重量％では小数点以下 3〜4桁の微量とな

り，小数点以下 2桁では 0と表示される。ここでは

分析装置のソフトにより計算された小数点以下 4桁

を用いて化学分析結果を表示した。

岩石の化学組成を構成する主要元素と微量元素の

中から，岩石の骨格となる Siと Al，有色鉱物の主

要元素である Fe，Ca, 無色鉱物の主要元素である

Na と Kの関連から K，副成分鉱物のイルメナイト

から Fe と Ti，微量元素では Rb と Srの各元素組

み合わせにより黒曜石を分類する図を作製した（周

藤ほか 2002）。基本的には主要元素の各元素が重複

しない組み合わせとしたが，Fe，Mn，Tiは鉄質関

連として相関性の高い元素であり，Tiは Fe とMn

の 2元素との対比となっている。主要元素と微量元

素の酸化物濃度（重量％）で SiO2-Al2O3，Fe2O3-

TiO2，K2O-CaOの 3組，積分強度で Rb-SrOの組

み合わせで図を作成した。

2．分析結果

むつ市江豚沢遺跡より出土した黒曜石 3 点につい

て分析し，東北日本全体の原産地と対比し，この 3

点が所山 II の原石と組成が一致する。さらに，北

海道の原石の詳細図と対比し，この 3 点が所山 II

の領域にあり，他の原石の領域とは異なる。このこ

とから，江豚沢遺跡より出土した黒曜石遺物 3 点は

第 19表化学分析表の原産地欄に示すように所山 II

が原産地である。

(（株）第四紀 地質研究所 井上 巖)

謝辞

新潟大学積雪地域災害研究センター長の佐藤 修教授

には本論文を作成するにあたり，元素間の相関の取り扱
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第 19表 青森県むつ市江豚沢化学表 1

試料名 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Rb2O SrO Y2O3 ZrO2 Total Rb （I） Sr （I） 原産地

江豚沢-1 3.4101 0.0000 11.9955 77.8387 0.2836 4.1748 0.8195 0.1645 0.0486 1.2132 0.0166 0.0097 0.0076 0.0176 100.0000 1256 721 所山 II

江豚沢-2 3.2868 0.0000 11.3009 78.8720 0.2981 3.8863 0.8128 0.1700 0.0465 1.2730 0.0201 0.0106 0.0034 0.0195 100.0000 1373 710 所山 II

江豚沢-3 3.8251 0.0000 11.3496 78.5787 0.0000 3.8924 0.7763 0.1600 0.0489 1.3065 0.0229 0.0125 0.0112 0.0159 100.0000 1534 816 所山 II

　0.0000

第 20表 青森県むつ市江豚沢化学表 2

試料名
SiO2 Al2O3 K2O CaO Fe2O3 TiO2 MnO Rb （I） Sr （I）

江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡 江豚沢遺跡

江豚沢-1 77.8387 11.9955 4.1748 0.8195 1.2132 0.1645 0.0486 1256 721

江豚沢-2 78.8720 11.3009 3.8863 0.8128 1.2730 0.1700 0.0465 1373 710

江豚沢-3 78.5787 11.3496 3.8924 0.7763 1.3065 0.1600 0.0489 1534 816



い，元素の組み合わせかたなど基本的な研究の方法を指

導していただいた。静岡大学農学部の土屋 智教授には

本論文の原稿を見ていただき，多くの御指摘をいただい

た。

信州大学工学部を退官された渡辺晃二名誉教授には蛍

光 X線分析の分析法とデータの分類法についてご教示い

ただいた。

信州大学教育学部を退官された故河内晋平氏には八ケ

岳周辺の黒曜石の産状や分布など，広範な情報を提供し

ていただいた。（財）長野県埋蔵文化財センター：大竹憲

明氏，長門町教育委員会：大竹幸恵氏，下諏訪町教育委

員会：宮坂 清氏，茅野市教育委員会：守矢昌文氏，芙

蓉パーライト（株）には長野県内の黒曜石の原産地や遺

跡についてご教示と多くの協力をいただいた。

伊豆箱根系と神津島の黒曜石については箱根町大涌谷

自然科学館：袴田和夫氏，伊勢原市教育委員会：諏訪間

伸氏，神津島では河合健一氏と中村隆儀氏に原石の採取

などについてご指導と協力をいただいた。高原山の黒曜

石については（財）栃木県文化振興事業団埋蔵文化財セ

ンター：上野修一氏と矢板市教育委員会：石川 均氏に

ご指導いただいた。（財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団の

西井幸雄氏にはこれらの黒曜石全般に対する情報の提供

と原産地への案内などの協力をいただいた。

東北・北陸北部地方の黒曜石については，新発田市教

育委員会の田中耕作氏が熱心な黒曜石の研究者で，原石

採取が容易になるように尽力していただいた。

北海道地方の黒曜石については（財）北海道埋蔵文化

財センターの田口 尚氏に北海道全体の黒曜石の産地を

教えていただいた。

タナカコンサルタントの豊原熙司氏は白滝村の黒曜石

の原産地である赤石山全山の露頭の状況を熟知しており，

赤石山の原石の採取時には同行していただき，多くの情

報を提供していただいた。白滝村教育委員会の松村愉文

氏には赤石山への案内や多くの地元情報を提供していた

だき，便宜を図っていただいた。

(財）群馬県埋蔵文化財調査事業団の能登 健氏には遺

跡出土黒曜石の化学分析の機会とご指導をいただいた。

また，同財団のガラス質安山岩の研究者から原石を提供

していただいた。

(株）第四紀 地質研究所井上壽美子社長には蛍光 X

線分析装置やコンピューターなどの使用を快諾いただい

た。遠藤保江所員には図表の整理，千田許由君には分析

データの打ち込みなどコンピューター関連の作業で協力

していただいた。柴田緑嬢にはコンピューターの環境設

定などで協力いただいた。

これらの諸機関の方々に深く感謝申し上げます。
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第 5章 成果と展望

第 1節 成果の要約

1．検出された遺構

(1) 竪穴住居跡

竪穴住居跡は，包蔵地東側で以下の 6棟が検出さ

れた。2009 年度までに調査が終了し，本書で報告

したのは，第 1・2・4・6 号竪穴住居跡の 4棟であ

る。

a．第 1号竪穴住居跡

第 1 号竪穴住居跡は 7.8m×7.3mの不整円形の

プランを呈し，壁溝からみて少なくとも 2〜3回の

拡張が行われたと考えられる。床面積は，もっとも

小さな段階が 31.08m2，拡張後の最も大きな段階

で 43.29m2 である。主柱は，長方形に配置された

4本である。遺構中央部で石囲炉が検出され，炉に

は砂沢式あるいは大坂（2009c）編年の戸沢川代段

階（広域編年上では弥生時代前期後葉）の土器が埋

置されていた。

住居跡埋土（1 層）に含まれるテフラは，火山ガ

ラスの形態的特徴および屈折率測定から白頭山苫小

牧テフラ（B-Tm）と推定されている［本書第 4章

第 8節］。

b．第 2号竪穴住居跡

第 2 号竪穴住居跡の規模は 9.4m×8.3mで，卵

形のプランを呈する。壁溝から，少なくとも 1回は

拡張されていると考えられるが，古い段階のプラン

は明確ではない。最終段階の床面積は，58.20m2

である。菱形に配置された 4本主柱で，中央部に一

部が石に囲われた炉がともなう。炉・床面出土土器

から，構築年代はやはり戸沢川代段階と考えられる。

ただし，埋土からは次段階の二枚橋式土器が一定量

まとまって出土している。

c．第 3号竪穴住居跡

包蔵地の南側で検出したが，未調査である。

d．第 4号竪穴住居跡

第 4号竪穴住居跡は，南側が第 2号竪穴住居跡に

切られる。表土（I 層）直下で石囲炉が検出された。

埋土は一部にかろうじて認められる程度で，壁は残

存していなかった。小規模なピットと短い溝が，壁

にそってめぐっている。遺構北側が調査区外にかか

っていることもあり正確な形状は把握できないが，

プランは卵形もしくは楕円形で，長軸は 10m以上

と推定される。ゆがんだ菱形に配置された 4本主柱

で，主柱穴の掘方規模が大きいのが特徴である。壁

溝の状況から，少なくとも 1回は拡張されたと考え

られる。床は貼床をして構築されている。床面・貼

床出土土器から，遺構の時期は大坂編年の梨ノ木平

段階に位置づけられる。

e．第 5号竪穴住居跡

包蔵地北側で検出したが，未調査である。

f．第 6号竪穴住居跡

第 6 号住居跡は，第 2・4 号竪穴住居跡に切られ

ている。遺構はごく一部しか残存しておらず，壁溝

からその存在が確認できた。壁溝や推定されるプラ

ンとの位置関係や検出面から，第 2号竪穴住居跡の

内部で検出された 4つの土坑が柱穴になると思われ

る。この場合，主柱配置は，台形となる。このうち

1本は，第 4号竪穴住居跡建築時にも引き続き使用

されたか，ほぼ同じ箇所で柱穴が作り直されたと考

えられる。周溝から八幡堂 2群もしくは 3群の可能
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性が高い土器片が出土しているが，量的に少ないた

め，遺構の時期は明確に特定することが難しい。

(2) 竪穴遺構

土坑とは隔絶した直径数 m以上の規模を有する

竪穴遺構で，柱穴・炉を欠くために明確な居住施設

として認定しえなかったものを「竪穴遺構」とした。

以下の 2棟が検出されている。

a．第 1号竪穴遺構

包蔵地の東端で 1棟が検出された。明確な壁溝が

めぐるが，柱穴・炉は検出されなかった。東側が調

査区外にのびているが，調査した範囲での最大径は

5.6mである。明確なプランはやはり不明であるが，

調査を実施した範囲からの推定では円形もしくは楕

円形となる可能性が高いと考えられる。

b．第 2号竪穴遺構

第 2号竪穴住居跡の東側で，それに大部分を切ら

れた状態で検出された。壁溝は確認されていない。

プランは不明であるが，楕円形もしくは卵形になる

可能性が高いと考えられる。残存部の規模は，6.9

m×1.5mである。

(3) 土坑

調査区内において，38基の土坑を検出した。竪

穴住居跡内に付属するものや，竪穴住居跡・竪穴遺

構と切り合い関係をもつものについては，このなか

に含めていない。出土遺物から時期を明確に決める

ことができるものはない。また，明確な貯蔵穴と思

われるものもなく，掘立柱建物跡などとして性格を

推定できるものもない。

2．検出された遺物

出土した人工遺物には，土器・石器・土製品・石

製品がある。竪穴住居跡の時期は，出土した土器か

らすべて砂沢式並行期におさまるものと考えられる

が，少数ではあるがその前後の大洞 Aʼ式や二枚橋

式も出土している。

本遺跡の 1966 年調査出土資料（橘・山本 1967）

をもとに「江豚沢式」が設定されてきており，大洞

Aʼ式〜砂沢式並行に位置づけられることが知られ

てきた。砂沢式を大洞 Aʼ式の一部と見るか，それ

に後続する型式として見なすかにもよるが，広域編

年網上では弥生中期初頭までは降らず，おおむね弥

生時代前期並行であるとの理解は 2003 年からの調

査結果からも追認できることとなった（福田 2004，

品川ほか 2006a，大坂 2004，2006，2007b，2009a）。

ただし，出土土器の内容には，1966 年調査資料

との相違点もある。1966 年調査資料には，文様帯

幅が狭く，細い沈線で描かれた変形工字文をもち，

突起が小さい大洞 Aʼ式並行と考えられる資料が多

く含まれている。しかしながら，2003〜2009 年調

査においては，文様帯幅が広く，太い沈線で描かれ

た変形工字文を有し，突起が発達した砂沢式並行と

考えられる資料が圧倒的に多い。

1966 年の調査箇所は，故・橘善光氏の所蔵コレ

クションのなかに保存されていた当時の記録写真か

らみて，2003〜2009 年の調査箇所とかなり近接し

ている可能性が高いものの（高瀬編 2009，本書第 4

章第 1節），正確な位置は特定されていない。した

がって，土器群の型式論的な特徴の差異を，地点や

遺構のちがいによるものとして説明することもまだ

難しい状況にある。現状でいえるのは，2003〜2009

年調査出土土器の中心的な時期は，従来の「江豚沢

式」とは完全には重なっておらず，その新しい部分

にかたよっているという点である。近年の下北半島

における研究では，すでに「江豚沢式」にとらわれ

ない段階設定も行われてきており，本書でもこれに

照らしあわせて遺構・遺物の時期決定を行ってきた

が（大坂 2009c），江豚沢遺跡の 2003〜2009 年調査

資料は，従来の「江豚沢式」との関連でいえばその

全存続期間の資料の量的な充実に貢献したと評価す

ることは難しい。むしろ，従来の「江豚沢式」のな

かでももっとも新しい段階をより明確にできたこと，

そして，この段階（砂沢式並行期）において竪穴住

居跡が次々に拡張され，建て替えられていったこと

が非常に確度の高いデータにより裏付けられた点に

意義がある。
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石器には石鏃，石匙，石錐，スクレイパー，楔形

石器，微細剝離痕ある剝片，磨製石斧，石皿，磨石，

敲石，「石製容器」があるほか，多数の石核・剝片

も出土した。剝片石器には頁岩・凝灰岩などが多く

用いられているが，ごく少数の黒曜石製石器も認め

られた。

第 1・2・4号竪穴住居跡からは，石器製作の過程

をしめす石核や剝片も出土しており，拳大から人頭

大の原石のフリーフレイキングによって残されたサ

イコロ状を呈する石核が目立つ。剝離されている剝

片のサイズ・形状には変異が大きく，石匙・石錐・

スクレイパーの製品形状も多様性が高い。また，と

くに第 1号竪穴住居跡の埋土からは赤色顔料の原石

と，その加工具と考えられる顔料が付着した台石・

石皿などが多く出土している点も特筆される。

土製品には中実・中空の土偶があり，縄文晩期後

半の結髪土偶と刺突文土偶の系譜下にあるものと

（会田 1979，金子 2004 など），その中間的な要素を

あわせもつものがある（根岸 2007，安達 2007）。ま

た，石製品には 2 個体の石刀があり，頭部に三叉

文・弧線文・直線文を組み合わせた文様を配した資

料が含まれている（品川 2006a，b，c，鷹見 2007）。

3．各種分析結果

(1) 放射性炭素年代測定（國木田・吉田 2006，

2007，2009，本書第 4章第 6節）

國木田大氏・吉田邦夫氏（東京大学）による放射

性炭素年代測定（AMS法）では，第 1 号竪穴住居

跡の炉埋設土器内の土壌，炉焼土および周溝から採

取した炭化物 11 点の年代値は 2395〜2135BPであ

った。

また，埋土から出土した土器の付着炭化物は，砂

沢式並行 1 点が 2420BP，大洞 Aʼ 式並行 2 点が

2875・2820BPであった。ただし，とくに後者につ

いては，質量分析計による δ13C測定値（-17.6‰，

-18.0‰）から海洋リザーバー効果の影響を考慮す

る必要がある。

第 2号竪穴住居跡炉焼土内の炭化物 4 点の年代値

は，2350〜1060BPであった。非常に若い 1 点の年

代値は根などからの混入物に由来する可能性が高く，

それを除くと 2350〜2175BPである。床面直上出土

の炭化物 3 点の年代値は 2405〜2330BP，埋土に含

まれる炭化物 2 点の年代値は 2420・2290BPであっ

た。

また，本住居跡から出土した砂沢式並行・二枚橋

式土器の付着炭化物の年代値は，2580〜2230BPで

あった。質量分析計による δ13C測定値を考慮する

と，1 点は海洋リザーバー効果の影響を受けている

可能性があるが，その他の 7 点は 2390〜2230BPで，

炉のサンプルと共通性の高い結果となる。

第 4号竪穴住居跡炉焼土出土炭化物の測定値は，

2600・2350BPであった。また，本住居跡から出土

した土器の付着炭化物の年代値は，2710・2620BP

であった。

(2) 石器使用痕分析（高瀬 2004b，2006a，2006c，

2007b，2009a，本書第 4章第 5節）

高瀬による高倍率法の分析によれば，剝片・スク

レイパー類を中心とした石器に，イネ科植物・木に

対して使用されたと推定される資料［A・Bタイプ

（梶原・阿子島 1981）が認められるもの］，角・骨

の加工に利用されたと考えられる資料（D タイプ

が認められるもの），皮革加工に用いられたと考え

られる資料（Eタイプが認められるもの）が確認さ

れた。また，磨製石斧には，植物（木と推定され

る）に対して使用された痕跡が刃部に認められるも

のと，柄（木製か）に装着された痕跡が基部付近に

認められる資料が確認された。

(3) フローテーション法・植物種子圧痕（高瀬

2006b，2007b，2007d，山崎 2006，本書第 3 章第

5・6節）

第 1・2・4号竪穴住居跡の炉焼土から回収した土

壌サンプルのフローテーションによって，タデ属，

アカザ科の炭化・酸化種子と種不明の炭化種子が出

土した（筆者の観察による）。いずれの遺構からも，

イネや雑穀の種子は検出されなかった。また，動物

骨も 1点出土したが，分類群は不明であった［山崎
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健氏（奈良文化財研究所）の観察による］。

土器の表面には，植物種子に由来すると考えられ

る圧痕は認められなかった。

(4) プラント・オパール分析（本書第 4 章第 7

節）

第 2 号竪穴住居跡内部を 1mメッシュで区切り

（第 118 図），各区画の床面・貼床から採取した土壌

44試料について，プラント・オパールの定量分析

を実施した。その結果，クマザサ属型・ウシクサ属

がもっとも最も多く検出され，ついでキビ族，ネザ

サ節型が多く検出された。ヨシ属やシバ属も検出さ

れたが，イネは全く認められなかった。

(5) 黒曜石元素分析（本書第 4章第 10・11節）

第 1号竪穴住居跡から出土した 3点の黒曜石製ス

クレイパー・剝片について，エネルギー分散型蛍光

X線分析装置による元素分析を行った。その結果，

北海道置戸産と推定された（本書第 4章第 10・11

節）。

(6) 顔料関連資料の分析（本書第 4章第 9節）

第 1号竪穴住居跡埋土からは，赤色顔料の原材料

やその調整に関係すると考えられる資料が多く出土

している。とくに，赤褐色の物質に関しては，鉄を

主成分とすること，パイプ状物質は確認されないこ

とが判明している（根岸・西野 2006）。

その後，第 2号竪穴住居跡から出土した資料もふ

くめて，赤色鉱物，赤色顔料が付着した石皿・磨石，

土器片に付着した顔料について，走査型電子顕微鏡

観察とエネルギー分散型蛍光 X線分析装置による

元素分析が行われた（本書第 4章第 9節）。その結

果，1）赤色鉱物には硬質・軟質の二種があるが赤

根沢産赤鉄鉱とは元素組成が異なる，2）石皿・磨

石に付着した顔料は蛍光 X線スペクトルが赤根沢

産赤鉄鉱と類似する，3）土器に付着している顔料

はパイプ状構造を有する，などといった点が明らか

となっている。

(7) 集落の時期・構成と資源利用

調査した住居跡は大坂（2009c）編年の梨ノ木平

段階〜戸沢川代段階に位置づけられ，比較的近接し

た範囲において竪穴住居が継起的に拡張・建築され

ていたことが明らかとなった。住居の規模や主柱穴

配置，付帯施設の特徴などは，青森・秋田県域の同

時期の事例と共通点が多い。石器使用痕分析やプラ

ント・オパール分析の結果によれば，雑穀類の利用

は想定できるが，大型植物遺体からそれを裏付ける

ことはできなかった。また，イネの利用をしめす物

的証拠は，一切見いだされなかった。

4．まとめ

江豚沢遺跡の調査によって，以下の点が明らかに

なった。

1）江豚沢遺跡（青森県むつ市）において弥生時

代前期の集落は，単独もしくは複数の竪穴住居によ

って構成される。竪穴住居跡の規模は，長径 7.8〜

9.4m以上で，面積 30〜50m2 以上の比較的大型の

ものが中心となる。

2）竪穴住居跡のプランは円形または楕円形（卵

形を含む）で，4本主柱である。

3）竪穴住居跡のほぼ中央部には炉が設置されて

おり，その中央部付近には土器が埋設されているも

のもある。

4）竪穴住居跡の床面は，直床の場合と貼床の場

合がある。

5）周溝は必ずしも全周するわけではないが，す

べての竪穴住居跡に認められる。

6）周溝から判断して，それぞれの住居は少なく

とも 1〜3回は拡張されている。

7）出土した剝片石器のなかには，皮革やイネ科

植物に対して利用されたものがある。

8）磨製石斧は，木製の柄に着柄して，木に対し

て使用されている。

9）プラント・オパールの分析結果によれば，竪

穴住居内にはイネが持ち込まれた形跡はないが，雑

穀が利用された可能性は残される。

10）各竪穴住居跡の炉から採取した土壌のウォー
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ター・フローテーションでは，穀類の種子は検出さ

れなかった。

11）江豚沢遺跡周囲においては，森林の下草とし

てや，日のあたる開けた場所での生育が考えられる

クマザサ属型のササ類（チシマザサやチマキザサな

ど），ウシクサ族（ススキ・チガヤなど）やネザサ

節型（アズマネザサなど）が繁茂していたと推定さ

れた。

(高瀬克範)
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第 2節 課題と展望

以上，2003〜2009 年にわたって実施した，江豚

沢遺跡の調査成果について報告・検討を行ってきた。

のこされた課題と展望について，江豚沢遺跡の野外

調査そのものに関わる面と，この遺跡の評価に関わ

る面とにわけて記すことで，結びとしたい。

野外調査に関わる面では，以下のような課題が残

されている。

1）第 3・5号竪穴住居跡の調査。

2）包蔵地西側に存在する台地上の沢地形内部と

未調査の遺構調査。

3）台地北側の平坦面・斜面地および谷部の調査。

このうち，1)・2）については，諸々の条件が許

せば，小規模ながらこれまでの調査方法を踏襲して

実施することが可能である。とくに，新たな竪穴住

居の調査によって，その建築方法・付帯施設と，時

期・植物遺体の出土状況を確認することは，これま

でと同様，きわめて重要な意味を持っている。

また，西側の沢地形内部の堆積物は，2009 年ま

での調査によって得られなかった，弥生時代前期を

前後する時期の環境変遷についても重要な情報源と

なることが期待される。

3）については，現時点で調査の優先順位として

は 1)・2）よりも低く位置づけているが，将来的に

は集落としての江豚沢遺跡の全貌をとらえるととも

に，墓地・廃棄域と生産域の有無についても手がか

りをえるために避けては通れない作業である。

本遺跡の評価にかかわる研究面において，2003〜

2009 年の調査は大きな成果をもたらした。土器の

編年観と数値年代，資源利用，集落構成などについ

ては，弥生時代前期並行期の下北半島ではもっとも

充実したデータをほこる調査事例となった。それだ

けに，この遺跡の調査が提起した新たな問題点も大

きく，おおまかに見てつぎの論点について，江豚沢

遺跡と他遺跡との比較研究による解明が要求される

ようになったと思われる。

第一に，弥生時代前半期並行の下北半島において，

稲作が積極的かつ安定的に行われていたとは考えら

れない場合，その社会のあり方をどのように説明し，

位置づけるのかという問題である。これは，狩猟採

集経済，生産経済という単純な二分論や「弥生文

化」の範囲をどこで線引きするのかという問題設定

に簡単に置き換えてしまうことができない課題であ

る。

むしろ，明らかに水稲耕作に依存した生活を開始

していた弥生時代前半期の津軽平野南部や，漁労・

海獣特猟に対して格段に高い社会的・経済的意義付

けが与えられていた続縄文期前半の北海道島南部と

の比較のなかで，同時期の下北半島の考古学的文化

をどのように理解するのかという点について，新た

な説明が求められる段階に入ったことを意味する。

弥生時代や続縄文時代の社会そのものについて，構

成原理や区分の歴史学的意義を従来の枠組みにこだ

わらずに改めて提示する必要が出てきているのであ

る。

下北半島ではこれまで，宿野辺（伊東 1968），瀬

野（伊東 1970），二枚橋（伊東 1968）で，土器表面

に籾状圧痕が認められることが報じられてきた。こ

のうち二枚橋例はサヤヌカグサ属の種子圧痕である

点に注意が必要であるが（須藤 1970），それ以外の

宿野辺・瀬野例は，丸みを帯びた形状を呈している

ことにくわえ，維管束や大きめの顆粒状突起が拡大

写真によって明確に看取できることから，籾の圧痕

である可能性が現時点では非常に高いと考える（高

瀬 2010a）。

しかしながら，宿野辺・瀬野の籾状圧痕がイネに

由来するものであったとしても，現状では下北半島

におけるイネ栽培については積極的には想定しがた

い。集落遺跡においてイネの利用や生産を裏付ける

痕跡がほとんど見られない現状では，津軽平野南部

などからイネが移入されたと考えるほうが，考古資

料全体の説明の合理性が高まると思われる。

稲作の証拠が認められないにもかかわらず，住居
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の規模や建築・運用方法などに関しては，津軽・秋

田平野，馬淵川流域などと類似した状況が認められ

た。以前，高瀬（2004a）は，下北半島においても

住居の大型化と稲作の導入が結びつく可能性がある

と予測したが，この想定に対しては本遺跡の調査に

よって否定的なデータが数多くえられた。したがっ

て，上記の理解については再考が必要であるが，こ

の集落を営んでいた人々の紐帯と集団規模，他地域

との交渉や生業の内容については，これからも追究

されるべき重要なテーマであることには変わりはな

い。

遺構の特徴からもわかるとおり，弥生時代前半期

並行の下北半島では，江豚沢・瀬野のような特徴を

持つ竪穴住居だけではなく，異なる系譜下にある居

住施設が存在している可能性もあり，建物の構成は

複雑な状況を呈していることも想定される。江豚沢

遺跡の調査だけでは解明できない部分を多くふくむ

問題であるだけに，たとえ近接する地域であっても

比較資料として他遺跡が調査されることの重要性は

ますます高まっているといえる。江豚沢遺跡以外の

さまざまな遺跡における考古学的情報が，今後も，

目的意識をもった発掘調査によって回収されてゆく

ことを望みたい。

また，下北半島においては，弥生時代後半期並行

の遺跡が比較的多いことが知られてきたが，近年の

分布・発掘調査によってその数はさらに増加してき

ている。弥生中期中葉に水稲耕作の中断と大幅な人

口減が生じたと考えられる津軽平野南部との比較を

行ううえで，下北半島の重要性はやはり以前にもま

して高まってきているように思われる。弥生時代後

半期並行期の下北半島についてもデータがより厚み

を増し，考古学からこの地域の歴史的意義を着実に

評価できるような土台作りが進むことを期待したい。

冒頭の例言でもふれたとおり，本遺跡の発掘調査

ならびに研究においては，多くの方々にご協力とご

支援・ご教示を賜ってきた。本書のなかでは，頂い

たご助言・ご示唆を十分に活かしきれなかったが，

最後にお世話になった方々に深く御礼申し上げる。

(高瀬克範)

第 5章 成果と展望 257



258



引用・参考文献

会津坂下町教育委員会 1976『袋原遺跡範囲確認調

査概報』会津坂下町教育委員会。

会田容弘 1979「東北地方における縄文時代終末期

以降の土偶の変遷と分布」『山形考古』3-2，

pp. 27-43。

青森県教育委員会 1974『今別町浜名遺跡・中宇田

遺跡・西田遺跡・五郎兵衛山遺跡・五所川原市

原子溜池遺跡群発掘調査報告書』青森県教育委

員会。

青森県教育委員会 1989『二ツ石遺跡』青森県教育

委員会。

青森県教育委員会 1982『下北地点原子力発電所建

設予定地内埋蔵文化財試掘調査報告書』青森県

教育委員会。

青森県教育委員会 1985『垂柳遺跡発掘調査報告書』

青森県教育委員会。

青森県教育委員会 1997『畑内遺跡Ⅳ』青森県教育

委員会。

青森県教育委員会 1998『青森県遺跡地図』青森県

教育委員会。

青森県教育委員会 1999『畑内遺跡Ⅴ』青森県教育

委員会。

青森県教育委員会 2000『畑内遺跡Ⅵ』青森県教育

委員会。

青森県教育委員会 2001『畑内遺跡Ⅶ』青森県教育

委員会。

青森県教育委員会 2003『楢館遺跡』青森県教育委

員会。

青森県教育委員会 2008a『荒屋敷久保（1）遺跡』

青森県教育委員会。

青森県教育委員会 2008b『米山（2）遺跡Ⅴ』青森

県教育委員会。

青森県史編さん考古部会 2005『青森県史 資料編

考古 3』青森県史友の会。

青森県立郷土館 1988『名川町剣吉荒町遺跡（第 2

地区）』青森県立郷土館。

赤沼英男 2003「畑内遺跡出土土器赤色塗彩材料の

EPMA による分析結果」『畑内遺跡 IX』，pp.

258-271，青森県教育委員会。

秋田県教育委員会 1983『平鹿遺跡発掘調査報告書』

秋田県教育委員会。

秋田県教育委員会 1990『諏訪台 C遺跡発掘調査報

告書』秋田県教育委員会。

阿子島香 1989『石器の使用痕』ニュー・サイエン

ス社。

安達香織 2007「第 2章 第 3節 3．土製品」高瀬

克範編『江豚沢遺跡発掘調査概報（2006 年

度）』，p. 21，江豚沢遺跡調査グループ。

阿部朝衛 1997「新潟県北部地域における縄文時代

の石材使用とその背景」『帝京史学』12，pp.

4-5。

新谷雄蔵 1980「青森県大曲 V号遺跡出土の土偶と

若干の考察」『考古風土記』5，pp. 181-188。

安藤広道 2009「本研究の成果と課題」『東日本先史

時代土器編年における標式資料・基準資料の基

礎的研究』平成 18〜20 年度科学研究費補助金

（基盤研究（C））研究成果報告書，pp. 157-159。

安藤広道編 2009『東日本先史時代土器編年におけ

る標式資料・基準資料の基礎的研究』平成

18〜20 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））

研究成果報告書。

池島柳一・青木謙一郎 1962「高原火山の岩石学的

研究」『岩鉱』48，pp. 97-107。

石川日出志 1985「関東地方初期弥生土器の一系譜」

『論集日本原史』，pp. 479-506。

石川日出志 1993「鳥屋 2b 式土器再考―六野瀬遺跡

出土資料を中心に―」『古代』95，pp. 208-225。

石川日出志 2000「東北日本の人びとの暮らし」国

立歴史民俗博物館編『倭人をとりまく世界』，

pp. 68-86，山川出版社。

引用・参考文献 259



石川日出志編 2005『関東・東北弥生土器と北海道

続縄文土器の広域編年』平成 14 年度〜平成 16

年度科学研究費補助金（基盤研究（B）（2））

研究成果報告書。

石塚友希夫・中村俊夫・奥村充・木村勝彦・金奎

漢・金伯禄・森脇広 2003「白頭山火山の 10世

紀における巨大噴火の高精度 AMS14C年代測

定」『名古屋大学加速器質量分析計業績報告』

XIV，pp. 58-65，名古屋大学年代測定総合セン

ター。

石本省三ほか 2000『国立療養所裏遺跡』七飯町教

育委員会。

磯崎正彦 1957「新潟県鳥屋の晩期縄文式土器（予

報）」石器時代 4，pp. 22-35。

磯崎正彦 1975「工字文土器論序説」『大阪学院大学

人文自然論叢』1，pp. 49-62。

一関市教育委員会 1977『谷起島遺跡第一次発掘調

査報告書（LOC. A）』一関市教育委員会。

一関市教育委員会 1981『谷起島遺跡第 3次発掘調

査報告書』一関市教育委員会。

一関市教育委員会 1982『谷起島遺跡第 4次発掘調

査報告書』一関市教育委員会。

一迫町教育委員会 1977『巻堀発掘調査報告書』一

迫町教育委員会。

一迫町教育委員会 1998『国史跡山王囲遺跡発掘調

査報告書 III』一迫町教育委員会。

一色直記 1972『神津島地域の地質（地域地質研究

報告）』，pp. 1-75，地質調査所。

生出慶司・中川久夫・蟹沢聡史 1998「東北地方」

『日本の地質』，pp. 160-170，共立出版株式会

社。

田舎館村教育委員会 2009『史跡垂柳遺跡発掘調査

報告書』田舎館村教育委員会。

伊東信雄 1950「東北地方の弥生式文化」『文化』2-

4，pp. 40-64。

伊東信雄 1967「東北における稲作の起源」（「東北

地理学会講演要旨」，伊東信雄 1973『古代東北

発掘』pp. 102-108 に再録）。

伊東信雄 1968「東北の稲作起源」（朝日新聞 4月 19

日，伊東信雄 1973『古代東北発掘』pp. 123-

126 に「東北北部の稲作起源」と改題して再

録）。

伊東信雄 1970「稲作の北進」『古代の日本 8東北』，

pp. 22-42，角川書店。

伊東信雄 1979a「青森県田舎館遺跡出土の土器とそ

の性格」『辰馬考古資料館考古学研究紀要』1，

pp. 1-19。

伊東信雄 1979b「東北の弥生文化―辰馬考古資料館

開館記念講演―」『東北学院大学東北文化研究

所紀要』10，pp. 1-12。

伊東信雄・須藤 隆 1982『瀬野遺跡―青森県下北

郡脇野沢村瀬野遺跡の研究―』東北考古学会。

伊東信雄・須藤 隆 1985『山王囲遺跡調査図録』

一迫町教育委員会。

田舎館村教育委員会 1993『垂柳遺跡発掘調査報告

書（8）』田舎館村教育委員会。

田舎館村教育委員会 2002『高樋（3）遺跡発掘調査

報告書』田舎館村教育委員会。

稲野裕介 1986「亀ヶ岡文化における中空土偶と中

実土偶」『慶應義塾大学考古学研究会二十周年

記念論集』，pp. 60-67。

井上 巖 1986「中砂遺跡出土石器石質分析」『中砂

遺跡』，pp. 199-201，（財）埼玉県埋蔵文化財

調査事業団。

井上 巖 2000「東北・北陸北部における原産地黒

曜石の蛍光 X 線分析（XRF）」『北越考古学』

11，pp. 23-38。

井上 巖 2001「テフラ中の火山ガラスの同定に関

する一提言」『軽石学雑誌』7，pp. 23-51。

今村峯雄 2001「縄文〜弥生時代移行期の年代を考

える―問題と展望」『第四紀研究』40-6，pp.

509-516。

いわき市教育委員会 2004『作 B遺跡』いわき市教

育文化事業団。

岩手県埋蔵文化財センター 1981『二戸バイパス関

連遺跡発掘調査報告書』岩手県埋蔵文化財セン

ター。

上野修一・二宮修二・網干 守・大沢真澄 1986

260



「石器時代の本県域における黒曜石の利用につ

いて」『栃木県立博物館紀要』3，pp. 91-115。

丑野 毅・田川裕美 1991「レプリカ法による土器

圧痕の観察」『考古学と自然科学』24，pp. 13-

36。

江坂輝彌 1953「青森県下北郡田名部奥内江椓沢遺

跡」『貝塚』47，pp. 218-219。

江坂輝彌 1955「日本石器時代の文化（6）―縄文文

化の終末とそれ以降の文化―」『奥羽史談』6-1，

pp. 8-16。

江坂輝弥 1957「奥羽地方北部の続縄文式土器と弥

生土器の関係に関する一見解」『日本考古学協

会第一九回総会研究発表要旨』pp. 5-6。

江坂輝彌 1960「五 縄文時代晩期の土偶 第五類

土偶，第六類土偶」『土偶』，pp. 104-109。

江坂輝弥 1967a『青森県剣吉荒町遺跡調査略報』。

江坂輝弥 1967b「青森県名川町剣吉荒町遺跡の発掘

調査」『考古学ジャーナル』No. 6，p. 26，ニュ

ーサイエンス社。

江坂輝弥 1968a「本州最北端の弥生遺跡 八幡堂遺

跡」『考古学ジャーナル』24，頁なし。

江坂輝弥 1968b「7．下北半島における縄文文化の

終末とその直後の文化」『日本考古学協会昭和

43 年度大会』，p. 6。

大坂 拓 2004「第 2章 第 4節 3．土製品」高瀬

克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2003 年度）』，p. 24，江豚沢遺跡調査グループ。

大坂 拓 2006「第 2章 第 3節 1．土器」高瀬克

範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2005 年度）』，pp. 30-52，江豚沢遺跡調査グル

ープ。

大坂 拓 2007a「恵山式土器の編年」『駿台史学』

130，pp. 53-83。

大坂 拓 2007b「第 2 章 第 3 節 1．土器」高瀬

克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2006 年度）』，pp. 15-18，江豚沢遺跡調査グル

ープ。

大坂 拓 2009a「第 2 章 第 4 節 1．土器」高瀬

克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2008 年度）』，p. 16，江豚沢遺跡調査グループ。

大坂 拓 2009b「II-2．（2）八幡堂遺跡出土土器の

分析」安藤広道編『東日本先史時代土器編年に

おける標式資料・基準資料の基礎的研究』平成

18〜20 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））

研究成果報告書，pp. 37-40。

大坂 拓 2009c「III研究成果（2）-3下北地域にお

ける初期弥生土器編年」安藤広道編『東日本先

史時代土器編年における標式資料・基準資料の

基礎的研究』平成 18〜20 年度科学研究費補助

金（基盤研究（C））研究成果報告書，pp. 113-

125。

大坂 拓 2009d「大洞 A2 式土器の再検討―山形県

天童市砂子田遺跡・山形市北柳 1 遺跡出土土器

群の編年的位置」『考古学集刊』5，pp. 39-74。

大村 平 1992『多変量解析のはなし』，pp. 162-186，

日科技連。

大畑町教育委員会 2001『二枚橋（2）遺跡発掘調査

報告書』大畑町教育委員会。

岡田文男 1997「パイプ状ベンガラ粒子の復元」『日

本文化財科学会第 14回大会研究発表要旨集』，

pp. 38-39，日本文化財科学会。

岡田文男 2000「仙台市高田 B遺跡出土の漆製品の

塗膜構造」『高田 B遺跡 第 2 分冊 分析・考

察編』，pp. 119-123，仙台市教育委員会。

岡村道雄 2000『縄文の生活史』，p. 95，講談社。

尾嵜大真・今村峯雄 2007「日本産樹木年輪試料中

の炭素 14濃度を基にした較正曲線の作成」『国

立歴史民俗博物館研究報告』137，pp. 61-77，

国立歴史民俗博物館。

小保内裕之ほか 2004『田向遺跡 I』八戸市教育委員

会。

小保内裕之ほか 2006『田向冷水遺跡 II』八戸市教

育委員会。

小山陽造・菊池良栄 1989「三厩村宇鉄遺跡出土赤

色顔料の化学分析」『三厩村宇鉄遺跡発掘調査

報告書（II）―弥生甕棺墓の第 4 次調査―』，

pp. 51-55，青森県立郷土館。

小山陽造・千葉憲一 1997「岩手県大船渡市日頃市

引用・参考文献 261



町上甲子遺跡出土の赤色顔料の科学的調査」

『上甲子遺跡発掘調査報告書』，pp. 123-124，

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター。

葛西 励編 1991『戸沢川代遺跡発掘調査報告書』

川内町教育委員会。

葛西 励・高橋 潤編 1994『撚糸文』21，青森山

田高等学校考古学研究室。

葛西 勵・高橋潤・児玉大成 1996『宇鉄遺跡発掘

調査報告書』三厩村教育委員会。

梶原 洋・阿子島香 1981「頁岩製石器の実験使用

痕研究―ポリッシュを中心とした機能推定の試

み―」『考古学雑誌』67-1，pp. 1-36。

勝井義雄・佐藤博明 2000『地学辞典』（地学団体研

究会編），p. 493，平凡社。

金子昭彦 2004「結髪土偶と刺突文土偶の編年―東

北地方北部における縄文時代晩期後葉の大形土

偶―」『古代』114，pp. 21-50。

金子昭彦 2006「VII 考察 1．縄文時代晩期末〜

弥生時代中期土器の型式編年的検討」『金附遺

跡発掘調査報告書』，pp. 242-254，（財）岩手

県文化振興事業団埋蔵文化財センター。

金子昭彦 2007「大洞 Aʼ式から青木畑式へ」『縄文

時代』18，pp. 145-178，縄文時代文化研究会。

上條朝宏 1997「研究ノート 赤色顔料の研究（そ

の 1）―母材に含まれるパイプ状物質について

―」『研究論集 XIV』，pp. 115-122，東京都埋

蔵文化財センター。

上條朝宏 2004「縄文時代から古墳時代の赤色顔料

について」『色材』77-2，pp. 86-90。

河内晋平 1974『蓼科山地域の地質（地域地質研究

報告）』，pp. 1-99，地質調査所。

河内晋平 1998「八ケ岳およびその周辺の火山岩と

軽井沢町八風山溶岩の K-Ar年代」『信州大学

紀要 9-3，pp. 149-160。

川内町教育委員会 1997『川内町埋蔵文化財発掘調

査報告書』川内町教育委員会。

久野 久 1952『7万 5千分 1地質図幅「熱海」およ

び同説明書』，pp. 1-141。

木越邦彦 1990「14C年代測定」『秋田県文化財調査

報告書第 196 集 諏訪台 C 遺跡発掘調査報告

書―釈迦内地区農免農道整備事業―』，p. 145，

秋田県教育委員会。

木越邦彦 1991a「放射性炭素年代測定」『東北横断

自動車道秋田線発掘調査報告書 X―上猪岡遺

跡―』，p. 135，秋田県教育委員会。

木越邦彦 1991b「放射性炭素年代測定」『大砂川地

区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査

報告書 II―上熊ノ沢遺跡―』，p. 134，秋田県教

育委員会。

北上市教育委員会 1988『九年橋遺跡第 11次発掘調

査報告書』北上市教育委員会。

北上市教育委員会 1991『九年橋遺跡第 10次発掘調

査報告書（補遺）』北上市教育委員会。

北上市教育委員会 1994『飯島遺跡』北上市教育委

員会。

北上市教育委員会 2004『丸子館遺跡』北上市教育

委員会。

北村 信・岩井武彦・多田元彦 1972「青森県の新

第三系」『青森県の地質』，pp. 5-70。

キーリ C. T.・武藤康弘 1982「縄文時代の年代」

『縄文文化の研究 1』，pp. 246-275，雄山閣。

金属鉱物探鉱促進事業団 1971『昭和 45 年度広域調

査報告書「国富地域」』，通商産業省。

工藤竹久 1973「下北半島大平 D 地点遺跡」『考古

学ジャーナル』83。

工藤竹久 1978「東北地方における弥生時代の諸問

題」『北奥古代文化』10，pp. 43-52。

工藤竹久 1987「東北北部における亀ヶ岡式土器の

終末」『考古学雑誌』72-4，pp. 39-68。

工藤竹久 2005「第 2章第 2節 青森県の弥生土器」

『青森県史 資料編 考古 3』，pp. 14-21，青森

県史友の会。

工藤竹久編 1999『東通村史―遺跡発掘調査報告書

編―』東通村。

工藤雄一郎・小林謙一・坂本 稔・松崎浩之 2007

「東京都下宅部遺跡における 14C年代研究―縄

文時代後期から晩期の土器付着炭化物と漆を例

として―」『考古学研究』53-4，pp. 56-76。

262



工藤雄一郎・小林謙一・山本直人・吉田 淳・中村

俊夫 2008「石川県御経塚遺跡から出土した縄

文時代後・晩期土器の年代学的研究」『第四紀

研究』47-6，pp. 409-423。

國木田大・吉田邦夫 2006「第 3 節 放射性炭素年

代測定」『青森県むつ市 江豚沢遺跡 発掘調

査概報（2005 年度）』，pp. 60-63，江豚沢遺跡

調査グループ。

國木田大・吉田邦夫 2007「第 3 章 まとめと若干

の考察 第 1節 放射性炭素年代測定」『青森

県むつ市 江豚沢遺跡 発掘調査概報（2006

年度）』，pp. 24-28，江豚沢遺跡調査グループ。

國木田大・吉田邦夫 2009「第 3 章 若干の考察と

まとめ 第 1節 放射性炭素年代測定」『青森

県むつ市 江豚沢遺跡 発掘調査概報（2008

年度）』，pp. 19-22，江豚沢遺跡調査グループ。

國木田大・吉田邦夫・児玉大成 2009「小牧野遺跡

における土器付着炭化物の 14C年代測定」『青

森県考古学』17，pp. 21-26，青森県考古学会。

國木田大・吉田邦夫・辻誠一郎 2008「東北地方北

部におけるトチノキ利用の変遷」『環境文化史

研究』1，pp. 1-26，環境文化史研究会。

國木田大・吉田邦夫・辻誠一郎・福田正宏 2010

「押出遺跡のクッキー状炭化物と大木式土器の

年代」『東北芸術工科大学東北文化研究センタ

ー研究紀要』9，pp. 1-14，東北芸術工科大学

東北文化研究センター。

倉沢 一 1959「伊豆・天城火山の岩石学的および

化学的性質」『地球科学』44，pp. 1-18。

見城敏子・浅井敏雄 1988「古代赤色顔料について」

『考古学雑誌』73-3，pp. 77-86。

甲元眞之 1992「海と山と里の形成」『考古学ジャー

ナル』344，pp. 2-9。

国立歴史民俗博物館 2009『弥生農耕の起源と東ア

ジア―炭素年代測定による高精度編年体系の構

築―研究成果報告書』（研究代表者：西本豊弘），

国立歴史民俗博物館。

輿水達司 2001「船橋市飛ノ台貝塚出土黒曜石の原

産地」『飛ノ台貝塚第 1次・2次発掘調査報告

書（科学分析編）』，pp. 5-9，船橋市教育委員

会。

小杉 康・高倉 純・守屋豊人・小野哲也 2004

『K39 遺跡人文・社会・科学総合教育研究棟地

点発掘調査報告書』I（遺物・遺構編），北海道

大学。

児玉大成 1999「熊ケ平（2）遺跡における弥生時代

前期の住居跡」『青森大学考古学研究所研究紀

要』2，pp. 11-24。

児玉大成 2002「縄文時代におけるベンガラ生産の

一様相―宇鉄遺跡出土赤鉄鉱の考古学的分析

―」『青森県考古学会 30 周年記念論集』，pp.

83-109。

児玉大成 2003「縄文時代におけるベンガラ生産用

の石器―宇鉄遺跡出土石器の分析を中心に―」

『研究紀要』6，pp. 33-56，青森大学考古学研

究所。

児玉大成 2005「亀ヶ岡文化を中心としたベンガラ

生産の復元」『日本考古学』20，pp. 25-46。

児玉大成・相馬俊也 2004「宇鉄遺跡における縄文

晩期中葉〜末葉の土器」『研究紀要』7，pp. 1-

38，青森大学考古学研究所。

国立歴史民俗博物館 1994『漆文化―縄文・弥生時

代―』。

小林圭一 1997「V．調査の成果」『北柳 1・2 遺跡

発掘調査報告書』，pp. 72-87，（財）山形県埋

蔵文化財センター。

小林圭一 1998「1997 年の縄文時代学会動向 土器

型式編年論 晩期」『縄文時代』9，pp. 166-

175。

小林圭一 2001「最上川流域における縄文時代後・

晩期の遺跡分布」『山形考古』7-1，pp. 21-81。

小林圭一 2008「遺跡分布からみた亀ヶ岡文化の地

域相」『考古学』VI，pp. 84-118。

小林謙一 2004「3東日本の実年代」春成秀爾・今村

峯雄編『弥生時代の実年代』，pp. 34-50，学生

社。

小林謙一・今村峯雄・永嶋正春・西本豊弘・坂本

稔・陳建立 2004「八戸市是川遺跡・風張遺跡

引用・参考文献 263



出土試料の 14C年代測定」『是川中居遺跡 中

居地区 G・L・M』，pp. 136-146，八戸遺跡調

査会。

小林謙一・今村峯雄・坂本 稔・西本豊弘・設楽博

己・小林青樹・松崎浩之 2005「東日本縄文晩

期の 14C年代測定」『日本文化財科学会 第 22

回大会研究発表要旨集』，pp. 4-5，日本文化財

科学会。

小林謙一・遠部 慎・坂本 稔 2009「付編 剣吉

荒町遺跡・八幡堂遺跡出土土器付着物の 14C年

代測定」『東日本先史時代土器編年における標

式資料・基準資料の基礎的研究（安藤広道編）』

平成 18〜20 年度科学研究費補助金（基盤研究

（C）研究成果報告書），pp. 153-156。

小林謙一・金子昭彦 2005「岩手県長谷堂遺跡出土

土器付着物の 14C年代測定」『（財）岩手県文化

振興事業団埋蔵文化財センター紀要 XXIV』，

pp. 97-102，（財）岩手県文化振興事業団埋蔵

文化財センター。

小林謙一・小林圭一・坂本 稔・松崎浩之 2005

「山形県内遺跡出土試料の 14C年代測定（1）」

『（財）山形県埋蔵文化財センター研究紀要』3，

pp. 161-177，（財）山形県埋蔵文化財センター。

小林謙一・坂本 稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩

之 2005「北上市内遺跡出土土器付着物の 14C

年代測定（2）」『北上市埋蔵文化財年報（2003

年度）』，pp. 27-32，北上市立埋蔵文化財セン

ター。

小林謙一・坂本 稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩

之・小林 克 2005「秋田県内遺跡出土試料

の 14C年代測定」『秋田県埋蔵文化財センター

研究紀要』19，pp. 1-16，秋田県埋蔵文化財セ

ンター。

小林謙一・坂本 稔・尾嵜大真・新免歳靖・村本周

三・金子昭彦 2006「岩手県北上市金附遺跡出

土試料の 14C年代測定」『埋蔵文化財調査報告

書第 482 集 金附遺跡』，pp. 373-385，（財）

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター。

小林正史 1999「土器文様の受け入れプロセスにつ

いて」『北越考古学』10，pp. 23-50。

小山浩平 2007『葉色遺跡』青森県教育委員会。

小山正忠・竹原秀雄 1967『新版標準土色帳』日本

色研事業株式会社。

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2000『川岸場 II 遺跡発掘調査報告書』（財）岩

手県文化振興事業団埋蔵文化財センター。

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2004『本宮熊堂 A 遺跡第 17 次発掘調査報告

書』（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財セ

ンター。

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2006a『大橋遺跡発掘調査報告書』（財）岩手県

文化振興事業団埋蔵文化財センター。

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2006b『金附遺跡発掘調査報告書』（財）岩手

県文化振興事業団埋蔵文化財センター。

財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2007『本宮熊堂 A 遺跡第 26 次・29 次発掘調

査報告書』（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文

化財センター。

財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団 2004『青田

遺跡』新潟県教育委員会。

財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団 2010『山口

遺跡』新潟県教育委員会。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 1994『岡ノ台

遺跡発掘調査報告書』（財）山形県埋蔵文化財

センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 1997『北柳 1・

2 遺跡発掘調査報告書』（財）山形県埋蔵文化

財センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 2000『北柳 1

遺跡第 2次発掘調査報告書』（財）山形県埋蔵

文化財センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 2003『砂子田

遺跡第 2・3次発掘調査報告書』（財）山形県埋

蔵文化財センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 2004『小田島

城跡遺跡発掘調査報告書』（財）山形県埋蔵文

264



化財センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 2005『高瀬山

遺跡（HO 地点）発掘調査報告書』（財）山形

県埋蔵文化財センター。

財団法人山形県埋蔵文化財センター 2011『作野遺

跡第 2次発掘調査報告書』（財）山形県埋蔵文

化財センター。

齋藤 岳 2009「故新谷雄蔵氏の収集品について」

『青森県立郷土館研究紀要』33，pp. 39-44，青

森県立郷土館。

齋藤瑞穂・福田正宏 2003「縄文／弥生移行期の下

北半島についての一考察―一般調査の成果にも

とづいて―」『北方探求』5，pp. 26-49。

齋藤瑞穂 2004「江豚沢遺跡の周辺遺跡（縄文時代

晩期〜弥生時代）」，高瀬克範編 2004『青森県

むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報（2003 年度）』，

pp. 6-9，江豚沢遺跡調査グループ。

斎藤林次 1954「青森県西津軽郡地域調査報告」『青

森県の地下資源調査報告』，pp. 84-92。

斎野裕彦 1998「片刃磨製石斧の実験使用痕分析」

『仙台市富沢遺跡保存館研究報告』1，pp. 3-22，

仙台市富沢遺跡保存館。

斎野裕彦 2008「宮城県の考古学―この 10 年の歩み

と展望―III. 弥生時代」『宮城考古学』10，pp.

37-52。

坂本 稔 2007「安定同位体比に基づく土器付着物

の分析」『国立歴史民俗博物館研究報告』137，

pp. 305-315，国立歴史民俗博物館。

櫻井はるえ 2009「III研究成果（2) 3．剣吉荒町遺

跡出土の類遠賀川系土器について」安藤広道編

『東日本先史時代土器編年における標識資料・

基準資料の基礎的研究』平成 18〜20 年度科学

研究費補助金（基盤研究（C））研究成果報告

書，pp. 127-138。

佐々木繁喜 1997「東北地方の黒曜石」『岩手考古

学』9，pp. 60-65。

札幌市教育委員会 2000『K435 遺跡第 2次調査』，

pp. 4-28，札幌市教育委員会。

佐原 真 1975「農業の開始と階級社会の形成」『岩

波講座日本歴史 1』，pp. 113-182。

佐原 真 1987「みちのくの遠賀川」『東アジアの考

古と歴史』中，pp. 265-291。

佐原 真 1994『斧の文化史』東京大学出版会。

佐藤祐輔 2005「砂子田遺跡が投げかける問題」『山

形考古』8-1，pp. 1-32。

佐藤祐輔 2008「変形工字文覚書―変形する工字文

と変形する変形工字文―」『地域と文化の考古

学 II』，pp. 75-90，六一書房。

佐藤嘉広 1996a「東北地方の弥生土偶」『考古学雑

誌』81-2，pp. 31-60。

佐藤嘉広 1996b「亀ヶ岡文化終末期の土偶」『土偶

シンポジウム 5宮城大会 東北・北海道の土偶

II―亀ヶ岡文化の土偶―シンポジウム発表要

旨』，pp. 63-68，『土偶とその情報』研究会。

市浦村教育委員会 2001『岩井・大沼遺跡』市浦村

教育委員会。

設楽博己 1991「最古の壺棺再葬墓―根古屋遺跡の

再検討―」『国立歴史民俗博物館研究報告』36，

pp. 195-238，国立歴史民俗博物館。

設楽博己 2000「縄文系弥生文化の構想」『考古学研

究』47-1，pp. 88-100。

設楽博己 2005「書評高瀬克範著『本州島東北部の

弥生社会誌』」『考古学研究』52-2，pp. 92-95。

設楽博己編 2007『日本の美術 499 縄文土器 晩

期』至文堂。

設楽博己・小林青樹 2007「板付 I 式土器成立にお

ける亀ヶ岡系土器の関与」西本豊弘編『縄文時

代から弥生時代へ 新弥生時代のはじまり 第

2巻』，pp. 66-107，雄山閣。

品川欣也 2002「砂沢式土器の型式学―北日本先史

時代史の再構築に向けて―」駿台史学会発表要

旨。

品川欣也 2005「4．砂沢式土器の細分と五所式の位

置づけ」石川日出志編『関東・東北弥生土器と

北海道続縄文土器の広域編年』（科学研究費補

助金基盤研究 B2研究成果報告書），pp. 31-42。

品川欣也 2006a「III．出土遺物 3．土製品」『貝

塚』61，pp. 36-37。

引用・参考文献 265



品川欣也 2006b「第 2 章 第 3 節 2．土製品」高

瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概

報（2005 年度）』，pp. 53-54，江豚沢遺跡調査

グループ。

品川欣也 2006c「第 2 章 第 3 節 3．石製品」高

瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概

報（2005 年度）』，pp. 55-56，江豚沢遺跡調査

グループ。

品川欣也・大坂 拓・福田正宏 2006「III．出土遺

物 1．土器」『貝塚』61，pp. 32-35。

菅原俊行編 1986『秋田市秋田臨空港新都市開発埋

蔵文化財発掘調査報告書』秋田市教育委員会。

杉原荘介 1955「弥生文化」『日本考古学講座 4巻』，

pp. 2-30，河出書房。

杉原重夫・小林三郎 2004「考古遺物の自然科学的

分析に関する研究―黒耀石産出地データベー

ス」『明治大学人文科学研究所紀要』55，pp.

1-83。

鈴木克彦 1978「青森県の弥生時代土器集成 III」

『考古風土記』5，pp. 189-210。

鈴木克彦 1984『亀ヶ岡石器時代遺跡』青森県立郷

土館。

鈴木佳代・櫻井敬久・高橋唯・佐藤太一・松崎浩

之・宮入陽介・春原陽子 2008「鳥海神代杉に

よる約 2700〜2480calBP の単年輪 14C 年代測

定」『第 10 回 AMS シンポジウム』，pp. 192-

194，AMS研究協会ほか。

鈴木公雄・林 謙作編 1981『縄文土器大成 4 晩

期』講談社。

鈴木 信 2009a「続縄文文化における物質文化転移

の構造」『国立歴史民俗博物館研究報告』152，

pp. 401-440。

鈴木 信 2009b「続縄文文化と弥生文化」設楽博

己・藤尾慎一郎・松木武彦編『弥生時代の考古

学 1 弥生文化の輪郭』，pp. 129-147，同成社。

鈴木隆英 1983「岩手県岩手郡雫石町小赤沢産の黒

曜石について」『岩手県立埋蔵文化財センター

紀要』，pp. 45-78。

鈴木正博 1985a「「荒海式」生成論序説」『古代探叢

II』，pp. 83-135，早稲田大学出版会。

鈴木正博 1985b「弥生式への長い途」『古代』80，

pp. 382-398。

鈴木正博 1987「続大洞 A2 式考」『古代』84，pp.

110-133。

鈴木正博 1991「栃木「先史土器」研究の課題

（二）」『古代』91，pp. 133-171。

鈴木正博 2000「「砂沢式縁辺文化」生成論序説―

「砂沢式」南下と連動した「藤堂塚 S式」の制

定と杉原荘介氏命名「有肩甕」の今日的評価

―」『婆良岐考古』22，pp. 41-74，婆良岐考古

同人会。

鈴木正博 2004「「荒海式」変遷の背景―常磐弥生式

前期への移行に見られる文化系統の一断面―」

『茨城県考古学協会誌』16，pp. 67-94。

鈴木尚史・杉原重夫 2006「IV 石器石材・赤色顔料

の分析 1．青森県江豚沢遺跡出土黒耀石製石

器の産地分析」『貝塚』61，pp. 38-41。

庄司力偉 1958「宮城県北西部亜炭田地域の地質―

鮮新統に発達する堆積輪廻の生成に関する研究

―」『東北鉱山』5-1，pp. 1-25。

周藤賢治・小山内康人 2002『記載岩石学 上』，

pp. 5-20，共立出版。

須藤 隆 1970「青森県大畑町二枚橋遺跡出土の土

器・石器について」『考古学雑誌』56-2，pp.

10-65。

須藤 隆 1973「土器組成論」『考古学研究』19-4，

pp. 62-89。

須藤 隆 1976「亀ヶ岡式土器の終末と東北地方に

おける初期弥生土器の成立」『考古学研究』

23-2，pp. 25-50。

須藤 隆 1983「東北地方の初期弥生土器―山王 III

層式―」『考古学雑誌』68-3，pp. 1-53。

須藤 隆 1987a「東日本における弥生文化の受容」

『考古学雑誌』73-1，pp. 1-42。

須藤 隆 1987b「東日本における弥生文化の成立と

展開」『弥生文化の研究 第 4 巻』，pp. 201-

216，雄山閣。

須藤 隆 1997「東北地方における弥生文化成立過

266



程の研究」『歴史』89，pp. 44-82，東北史学会。

須藤 隆 1998『東北日本先史時代文化変化・社会

変動の研究』纂修堂。

須藤 隆 1999「III 出土土器の分析」奈良国立文

化財研究所『岩手県足沢遺跡資料 山内清男考

古資料 10』，pp. 10-28，奈良国立文化財研究所。

須藤 隆 2007「第 2 章 東北中部前期集落と弥生

文化―弥生土器の地域性―」須藤隆編『東日本

縄文・弥生時代集落の発展と地域性』平成

17〜18 年度科学研究費補助金（基盤研究（C）

（1））研究成果報告書 pp. 39-59。

須藤 隆編 1999『岩手県足沢遺跡資料 山内清男

考古資料 10』奈良国立文化財研究所。

諏訪間伸，野内秀明 1991「伊豆・箱根系黒曜石原

産地について」『第 4回長野県旧石器文化研究

交流会発表要旨』，pp. 39-50。

諏訪間伸 1996「石材環境（黒曜石）」『石器文化研

究』5，pp. 285-291。

嶋野岳人ほか 2004「全国黒耀石の波長分散型蛍光

X線分析装置による定量分析」『日本文化財科

学会第 21 回大会研究発表要旨集』，pp. 140-

141。

白滝団体研究会 1963『白滝遺跡の研究』，pp. 9-10，

白滝団体研究会。

白石市教育委員会 2009『和尚堂遺跡ほか発掘調査

報告書』白石市教育委員会。

神保小虎 1886「黒曜石比較研究諸言」『人類学会報

告』2，p. 24。

芹沢長介 1958「縄文土器」『世界陶磁全集 1日本古

代篇』pp. 159-176，河出書房。

芹沢長介 1960『石器時代の日本』築地書店。

芹沢長介 1967「日本石器時代と 14C年代」『第四紀

研究』6-4，pp. 239-242。

仙台市教育委員会 1990『赤生津遺跡』仙台市教育

委員会。

高瀬克範 1998「恵山式土器群の成立・拡散とその

背景」『北海道考古学』34，pp. 21-40。

高瀬克範 2000「東北地方における弥生土器の形成

過程」『国立歴史民俗博物館研究報告』83，pp.

61-96。

高瀬克範 2004a『本州島東北部の弥生社会誌』六一

書房。

高瀬克範 2004b「第 2 章 第 4 節 2．石器」高瀬

克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2003 年度）』，p. 23，江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範 2005「スクレイパーの運動方向と作業角

度を考える」『第 6回北アジア調査研究報告会』，

pp. 63-66。

高瀬克範 2006a「III．出土遺物 2．石器」『貝塚』

61，pp. 35-36。

高瀬克範 2006b「III．出土遺物 4．植物遺体」『貝

塚』61，p. 37。

高瀬克範 2006c「第 3章 第 2節 出土石器につい

て」高瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘

調査概報（2005 年度）』，p. 59，江豚沢遺跡調

査グループ。

高瀬克範 2006d『東北日本先史時代における栽培作

物利用の変遷と特質』（文部科学省科学研究費

補助金（若手研究（B））研究成果報告書）。

高瀬克範 2006e「儀礼と交換―弥生 I 期の秋田平野

から津軽平野の事例―」『考古学研究』53-2，

pp. 9-23。

高瀬克範 2007a「実験磨製石斧の使用痕分析」『人

類誌集報 2005』，pp. 65-113，首都大学東京考

古学研究室。

高瀬克範 2007b「第 3章 第 2節 石器の使用痕分

析」高瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘

調査概報（2006 年度）』，p. 29-30，江豚沢遺跡

調査グループ。

高瀬克範 2007c「第 2章 第 3節 5．動植物遺体」

高瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査

概報（2006 年度）』，p. 23，江豚沢遺跡調査グ

ループ。

高瀬克範 2007d「動植物遺体」高瀬克範編 2007

『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報（2006

年度）』，p. 23，江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範 2007e「本州島東北部における縄文・弥生

期の出土種子」『日本考古学協会 2007 年度大会

引用・参考文献 267



研究発表資料集』，pp. 398-408。

高瀬克範 2007f「日本 2 東北地方」『日本考古学協

会 2007 年度熊本大会 II 分科会 列島初期農

耕史の新視点種子出土遺跡地名表』，pp. 1-28

(青森県），pp. 1-8 (岩手県），pp. 1-4 (秋田県），

pp. 1-6 (宮城県），pp. 1-4 (山形県），pp. 1-7

(福島県）。

高瀬克範 2008a「レプリカ法による先史時代植物利

用の研究」『2008 年度考古学実習成果報告会』

pp. 61-65，明治大学文学部考古学研究室。

高瀬克範 2008b「古コリャーク文化期の搔器―カム

チャツカ・タイゴノス半島の事例分析―」『考

古学集刊』4，pp. 1-24，明治大学考古学研究

室。

高瀬克範 2009a「第 3 章 第 3 節 石器使用痕分

析」高瀬克範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘

調査概報（2008 年度）』，p. 25-26，江豚沢遺跡

調査グループ。

高瀬克範 2009b「「変動期東北北部」の歴史世界」

『東北学』19，pp. 50-60。

高瀬克範 2009c「レプリカ法による先史時代植物利

用の研究」『2009 年度考古学実習成果報告会』

pp. 57-61，明治大学文学部考古学研究室。

高瀬克範 2010a「レプリカ・セム法による先史時代

の植物利用に関する基礎的研究―青森県域出土

土器を対象として―」『日本古代学研究所紀要』

13，pp. 3-22。

高瀬克範 2010b「江豚沢遺跡（2003〜2009 年）」

『むつ市文化財調査報告書』38，pp. 17-30。

高瀬克範 2010c「レプリカ・セム法による先史時代

の植物利用に関する基礎的研究―秋田県域出土

土器を対象として―」『貝塚』66，pp. 1-18。

高瀬克範・大坂 拓・國木田大・根岸洋・福田正宏

2010「青森県むつ市江豚沢遺跡の発掘調査

（2003-2009）」『第 11北アジア回調査研究報告

会』，pp. 37-40。

高瀬克範編 2004『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2003 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2006『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2005 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2007『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2006 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2008『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2007 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高瀬克範編 2009『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調

査概報（2008 年度）』江豚沢遺跡調査グループ。

高橋 豊・西田史郎 1986「伊豆半島の縄文遺跡出

土黒曜石の原石産地」『考古学と自然科学』19，

pp. 29-41。

高橋龍三郎 1993「大洞 C2 式土器細分のための諸課

題」『先史考古学論集』4，pp. 83-151。

高橋龍三郎 1999「東北地方晩期（亀ヶ岡式）」『縄

文時代』10，pp. 178-196。

鷹見悠介 2007「第 2 章 第 3 節 4．石製品」『青

森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報（2006 年

度）』p. 23，江豚沢遺跡調査グループ。

滝沢村教育委員会 1986『湯舟沢遺跡』滝沢村教育

委員会。

多田文男 1967「下北半島の地形区分」九学会連合

下北調査委員会『下北』，pp. 22-29，平凡社。

橘 善光 1951「青森県下北半島大湊町に於ける先

史時代遺跡」『貝塚』32，pp. 3-4。

橘 善光 1952「青森県下北郡八森遺跡発掘調査概

報」『貝塚』42，p. 2。

橘 善光 1975「下北半島の弥生土器の研究（7）」

『うそり』12，pp. 57-69。

橘 善光 1977『下北の古代文化』下北の歴史と文

化を語る会。

橘 善光 1979「むつ市城ヶ沢大川目遺跡」『むつ市

文化財調査報告』5，pp. 1-26，むつ市教育委

員会。

橘 善光 1987「中島全二蒐集遺物集成（五）」『う

そり』24，pp. 56-70。

橘 善光 1988「中島全二蒐集遺物集成（六）」『う

そり』25，pp. 68-86。

橘 善光 1994「第 2 章新石器時代（1) 江豚沢遺

跡」『むつ市史 原始・古代・中世編』，pp.

394-398，むつ市。

268



橘 善光 1995「中島全二蒐集遺物集成（十二）」

『うそり』32，pp. 61-75。

橘 善光・佐藤敏次 1988「梨ノ木平遺跡第 2 次発

掘調査報告」『むつ市文化財調査報告』14，pp.

55-148，むつ市教育委員会。

橘 善光・佐藤敏次 1990「梨ノ木平遺跡第 3 次発

掘調査報告」『むつ市文化財調査報告』16，pp.

3-122，むつ市教育委員会。

橘 善光・奈良正義 1986「梨ノ木平遺跡発掘調査

報告」『むつ市文化財調査報告』12，pp. 19-72，

むつ市教育委員会。

橘 善光・山本一雄 1967「青森県むつ市江豚沢遺

跡調査概報（1）」『うそり』4，pp. 17-23。

谷口康浩・川口 潤 2001「長者久保・神子柴文化

期における土器出現の 14C 年代・較正年代」

『第四紀研究』40-6，pp. 485-498。

田部井功 1993「大洞 A2 式に関する覚書」『古代』

95，pp. 89-113。

地質調査所 1961『五万分の一地質図幅 近川』。

辻誠一郎 2004「1植物遺体の放射性炭素年代測定に

よる青田遺跡の編年」『日本海沿岸東北自動車

道関係発掘調査報告書 V 青田遺跡 関連諸科

学・写真図版編』，pp. 157-164，新潟県教育委

員会。

辻誠一郎・中村俊夫 2001「縄文時代の高精度編年：

三内丸山遺跡の年代測定」『第四紀研究』40-6，

pp. 471-484。

土橋由理子 1998「新潟県における縄文時代の黒曜

石利用について」『（財）新潟県埋蔵文化財調査

事業団研究紀要』2，pp. 43-55。

堤 隆 1998「氷期の終末と細石刃文化の出現」『科

学』68-4，pp. 329-336。

堤 隆 2002「旧石器時代をフィールドから見つめ

なおす」『科学』72-6，pp. 600-606。

手島秀一・河内晋平 1994「和田峠東方・鷹山火山

岩類の地質と岩石」『信州大学志賀自然教育研

究施設研究業績』31，pp. 1-8。

手代木美穂 2007「油田遺跡出土土器に塗彩された

赤色顔料の科学分析」『油田遺跡 第 3 分冊

自然科学分析編，写真図版［縄文・弥生時代

編］』，pp. 84-91，会津美里町教育委員会。

東北大学文学部考古学研究室 1997『岩手県花泉町

中神遺跡の調査』花泉町教育委員会。

長尾正義 1999『小山田（2）遺跡 天狗森（3）遺

跡』三沢市教育委員会。

中沢道彦 1991「氷式土器をめぐる研究史（一）」

『信濃』43-5，pp. 71-89。

中沢道彦 2007a「2006 年の縄文時代学会動向 土器

型式編年論 晩期」『縄文時代』12，pp. 233-

236。

中沢道彦 2007b「東海地方浮線文土器資料と研究史

的意義」『山内清男縄文晩期研究と東海地方』

縄文部会シンポジウム（『南山大学人類学博物

館オープンリサーチセンター 2007 年度年次報

告書』再録）。

中沢道彦 2009「縄文農耕論をめぐって―栽培種植

物種子の検証を中心に―」『弥生時代の考古学

5食糧の獲得と生産』，pp. 228-246，同成社。

中沢道彦 2010「縄文時代晩期浮線文土器の広域的

変化と器種間交渉」『比較考古学の新地平』，

pp. 180-191。

永嶋 豊 2005「青森県域の弥生時代遺跡立地」『古

代文化』57-5，pp. 3-20。

仲田茂司 1991「東北地方南部における縄文文化の

終焉と弥生文化の成立―土偶を中心に―」『北

奥古代文化』21，pp. 34-67。

中村五郎 1982『畿内第 I 様式に並行する東日本の

土器』。

中村五郎 1988『弥生文化の曙光』未来社。

中村五郎 1990「①大洞 A2 式土器をめぐって」『荒

屋敷遺跡Ⅱ』，pp. 256-258，福島県会津若松建

設事務所・三島町教育委員会。

中村俊夫・中井信之・石原哲弥・岩花秀明 1990

「岐阜県森ノ下遺跡出土の縄文土器に付着した

炭化物の加速器による放射性炭素年代測定」

『第四紀研究』28-5，pp. 389-397。

名川町教育委員会 1984『剣吉荒町遺跡発掘調査報

告書』名川町教育委員会。

引用・参考文献 269



成田誠治ほか 1988「むつ市角違（3）遺跡発掘調

査」『調査研究年報』12，pp. 97-112，青森県

立郷土館。

成瀬正和 1981「三貫地遺跡出土の土器に塗彩され

た赤色顔料について」『三貫地遺跡』，pp. 106-

107，三貫地遺跡調査団。

新潟県 1977『新潟県地質図説明書』，pp. 79-108。

西本豊弘編 2007『弥生農耕の起源と東アジア―炭

素年代測定による高精度編年体系の構築―』

（平成 16〜21 年 文部科学省科学研究費補助金

学術創生研究費 平成 17・18 年度研究成果報

告書）。

西本豊弘・三浦圭介・住田雅和・宮田佳樹 2007

「『縄文ヒエ』の年代―吉崎昌一先生を偲んで

―」『動物考古学』24，pp. 85-88。

根岸 洋 2007「第 2章 第 3節 3．土製品」高瀬

克範編『江豚沢遺跡発掘調査概報（2006 年

度）』，pp. 21-22，江豚沢遺跡調査グループ。

根岸 洋・西野摩耶 2006「赤色顔料関連遺物」『貝

塚』61，pp. 41-44。

野村 崇 1979「北海道日ノ浜 8 号遺跡出土の晩期

縄文土器について」『北海道開拓記念館研究年

報』7，pp. 53-69。

羽賀憲二 1996『H37 遺跡 丘珠空港内』札幌市教

育委員会。

長谷部言人 1925「陸前大洞貝塚（発掘）調査所見」

『人類学雑誌』40-10，pp. 349-360。

八戸遺跡調査会 2004『是川中居遺跡 中居地区 G・

L・M』八戸遺跡調査会。

早坂典久・北村 信 1953「雫石盆地西縁部の地質

（概報）」『岩石鉱物鉱床学会誌』37-1，pp. 29-

39。

林 謙作 1981「縄文晩期という時代」『縄文土器大

成 4 晩期』，pp. 130-136，講談社。

林 謙作 1987「続縄文の広がり」『季刊考古学』19，

pp. 55-57。

林 謙作 1988a「II-3-2-1 土器」吉崎昌一・岡田淳

子編『北大構内の遺跡 6』，pp. 26-35，北海道

大学。

林 謙作 1988b「亀ヶ岡式土器のすがた」『第 3 回

縄文文化検討会シンポジウム 亀ヶ岡式土器の

編年について』，pp. 1-5，縄文文化検討会。

林 謙作 1993「クニのない世界」『みちのく弥生文

化』，pp. 66-76，大阪府立弥生文化博物館。

パリノ・サーヴェイ株式会社 1996「第 8 章 中在

家南遺跡出土遺物付着物の成分分析」工藤哲司

編『中在家南遺跡他 仙台市荒井土地区画整理

事業関連発掘調査報告書 第 2分冊分析・考察

編』，pp. 85-97，仙台市教育委員会。

東通村史編集委員会 1999『東通村史（遺跡発掘調

査報告書編）』。

東通村教育委員会 2003『瀧之不動明遺跡・岩屋近

世貝塚発掘調査報告書―主要地方道むつ尻屋崎

線道路改良（岩屋バイパス）事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査―』東通村教育委員会。

東村武信・藁科哲男 1982「黒曜石製石器の産地推

定―蛍光 X線による石器産地の推定―」『古文

化財に関する保存科学と人文・自然科学（昭和

56 年度特定研究）』，pp. 141-163。

比佐陽一郎・片多雅樹 2005『土器圧痕のレプリカ

法による転写作業（試作版）』，福岡市埋蔵文化

財センター。

弘前大学考古学研究室 1981「牧野 II 遺跡出土遺物

について（1）」『弘前大学考古学研究』1，pp.

30-45。

平山久夫・安藤幸吉・中村五郎 1971「山内清男先

生と語る」『北奥古代文化』3，pp. 59-80。

広瀬和雄 2009「古墳時代の国家フロンティア」『古

代学』1，pp. 1-17，奈良女子大学古代学学術

研究センター。

江豚沢遺跡調査グループ 2006「青森県むつ市江豚

沢遺跡発掘調査概報（2004 年度）」『貝塚』61，

pp. 29-50。

福田正宏 2000「北部亀ヶ岡式土器としての聖山式

土器」『古代』108，pp. 129-158。

福田正宏 2004「第 2章 第 4節 1．土器」高瀬克

範編『青森県むつ市江豚沢遺跡発掘調査概報

（2003 年度）』，p. 22，江豚沢遺跡調査グループ。

270



藤尾慎一郎 1999「福岡平野における弥生文化の成

立過程―狩猟採集民と農耕民の集団関係―」

『国立歴史民俗博物館研究報告』77，pp. 51-83。

藤尾慎一郎 2000「弥生文化の範囲」国立歴史民俗

博物館編『倭人をとりまく世界』，pp. 158-171，

山川出版社。

藤尾慎一郎 2003『弥生変革期の考古学』同成社。

藤尾慎一郎・今村峯雄・西本豊弘 2006「弥生時代

の開始年代―AMS―炭素 14 年代測定による高

精度年代体系の構築―」『弥生時代の新年代』，

pp. 7-28，雄山閣。

藤沢 敦 2001「倭の周縁における境界と相互関係」

『考古学研究』48-3，pp. 41-55。

藤沢 敦 2007「倭と蝦夷と律令国家」『史林』90-1，

pp. 4-27。

藤沼邦彦・関根達人 2008「亀ヶ岡式土器（亀ヶ岡

式系土器群）」小林達雄編『総覧 縄文土器』，

pp. 682-693，株式会社アム・プロモーション。

藤本 強 1988『もう二つの日本文化』東京大学出

版会。

藤本 強 2009『日本列島の三つの文化―北の文化・

中の文化・南の文化―』同成社。

船橋市教育委員会 1978『飛ノ台貝塚，千葉県船橋

市飛ノ台貝塚発掘調査概報』，pp. 1-5。

船橋市教育委員会 1999『飛ノ台貝塚 平成 10 年度

第 4次発掘調査報告書』，pp. 1-5，船橋市教育

委員会。

細田昌史 2006『森吉 B遺跡 二重鳥 A遺跡』北秋

田市教育委員会。

前沢町教育委員会 2004『川岸場 I 遺跡第 2次発掘

調査報告書』前沢町教育委員会。

前野昌弘・三國 彰 2000『統計解析』日本実業出

版社。

町田 洋・新井房夫 2003『新編 火山灰アトラス』

東京大学出版会。

松本建速ほか 1988『砂沢遺跡発掘調査報告書―図

版編―』弘前市教育委員会。

松本建速ほか 1991『砂沢遺跡発掘調査報告書―本

文編―』弘前市教育委員会。

水野一夫 2007『荒谷遺跡』八戸市南郷区役所建設

課。

御堂島正 1986「黒曜石製石器の使用痕―ポリッシ

ュに関する実験的研究―」『神奈川考古』22，

pp. 51-77。

御堂島正 1988「使用痕と石材―チャート，サヌカ

イト，凝灰岩に形成されるポリッシュ―」『考

古学雑誌』74-2，pp. 1-28。

宮内崇裕 2005「下北半島・上北平野―本州太平洋

岸の最北の地―」小池一之・田村俊和・鎮西清

高・宮城豊彦編『日本の地形 3 東北』，pp.

93-100，東京大学出版会。

宮城県教育委員会 1983『宮城県文化財調査報告書』

95，宮城県教育委員会。

望月明彦ほか 1994「遺跡内における黒耀石製石器

の原産地別分布について―沼津市土手上遺跡

BBV層の原産地推定から―」『静岡県考古学研

究』26，pp. 1-24。

望月明彦 1996「蛍光 X線分析による中部・関東地

方の黒耀石産地の判別」『X線分析の進歩』28，

pp. 157-168。

望月明彦・池谷信之・小林克次・武藤由里 1994

「遺跡内における黒曜石製石器の原産地別分布

について―沼津市土手上遺跡 BBV 層―」『静

岡県考古学研究』26，pp. 1-24。

森岡秀人・中園 聡・設楽博己 2005『稲作伝来』

（稲田孝司・林謙作編），岩波書店。

矢島敬之 2000「津軽・砂沢式直後土器雑考」『村越

潔先生古希記念論文集 北奥の考古学』，pp.

113-137。

山浦 清 2000「続縄文から擦文文化成立期にかけ

ての北海道・本州間の交流―その交易システム

の展開―」小川英文編『現代の考古学 5交流の

考古学』，pp. 73-94，朝倉書店。

山崎 健 2006「III．出土遺物 5．動物遺体」『貝

塚』61，p. 37-38。

山崎晴雄 2001「下北半島」小池一之・町田 洋編

『日本の海成段丘アトラス』，pp. 26-27，東京

大学出版会。

引用・参考文献 271



山形県教育委員会 1984『作野遺跡発掘調査報告書』

山形県教育委員会。

山内清男 1925「石器時代にも稲あり」『人類学雑

誌』40-5，pp. 181-184。

山内清男 1930「所謂亀ヶ岡式土器の分布と縄紋式

土器の終末」『考古学』1-3，pp. 139-157。

山内清男編 1964『日本原始美術』講談社。

山内清男・佐藤達夫 1962「縄紋土器の古さ」『科学

読売』12-13，pp. 21-26，pp. 84-88。

山本 薫・柴田 徹・高松武次郎 1997「ガラス質

黒色安山岩製石器の石材産地推定方法に関する

研究―蛍光 X線分析法とプレパラート法によ

る石材産地推定結果の比較と評価―」『縄文時

代』8，pp. 1-30。

横山卓雄・檀原 徹・山下 透 1986「温度変化型

屈折率測定装置による火山ガラスの屈折率測

定」『第四紀研究』25，pp. 21-30。

吉川純子 2002「是川中居遺跡長田沢 1区より産出

した大型植物化石」『是川中居遺跡（長田沢地

区）』，pp. 176-179，八戸遺跡調査会。

吉川純子 2003「第 1 号住居跡土器埋設炉内出土炭

化種子の同定」川村眞一・田中寿明『向田

（29）遺跡発掘調査報告書』，p. 22，野辺地町教

育委員会。

吉崎昌一 1992「青森県八幡遺跡 12 号住居から検出

された雑穀類とコメほかの植物種子」『八幡遺

跡』，pp. 59-73，八戸市教育委員会。

吉崎昌一 1997「縄文時代の栽培植物」『第四紀研

究』36-5，pp. 343-346。

吉崎昌一 2003「先史時代の雑穀：ヒエとアズキの

考古植物学」山口裕文・河瀬眞琴編『雑穀の自

然史―その起源と文化を求めて―』，pp. 52-70，

北海道大学出版会。

吉崎昌一・椿坂恭代 1993「青森県富ノ沢（2）遺跡

出土の縄文時代中期の炭化植物種子」『富ノ沢

（2) IV発掘調査報告書』，pp. 1097-1107，青森

県教育委員会。

吉田邦夫 2004「火炎土器に付着した炭化物の放射

性炭素年代」新潟県歴史博物館編『火炎土器の

研究』，pp. 17-36，同成社。

吉田邦夫 2006「煮炊きして出来た炭化物の同位体

分析」『新潟県立歴史博物館研究紀要』7，pp.

51-58，新潟県立歴史博物館。

吉田邦夫 2007「日本における 14C年代測定の黎明

期」『徳永重元博士献呈論集』，pp. 535-555。

吉田邦夫 2008「縄文人の食性と生業」『季刊考古

学』105，pp. 51-56，雄山閣。

吉田邦夫・西田秦民 2009「考古科学が探る火炎土

器」『火焰土器の国 新潟』，pp. 87-99，新潟

日報事業社。

吉田邦夫・領塚正浩・宮崎ゆみ子・原 辰彰・飯嶋

寛子 2008「14C 年代からみた市川市の縄文貝

塚」『市川市縄文貝塚データブック』，pp. 151-

162，市立市川考古博物館。

和田村教育委員会 1993『長野県黒曜石原産地遺跡

分布調査報告書 III』。

渡辺直経 1966「縄文および弥生時代の C14 年代」

『第四紀研究』5-3・4，pp. 157-168。

渡辺 仁 1948「北海道の黒耀石鏃」『人類学雑誌』

60-1，pp. 24-31。

藁科哲男・東村武信・鈴木義昌 1973「螢光 X線分

析法によるサヌカイト石器の原産地推定」『考

古学と自然科学』6，pp. 33-42。

藁科哲男・東村武信 1977「螢光 X線分析法による

サヌカイト石器の原産地推定（III）」『考古学

と自然科学』10，pp. 53-81。

Broecker, S.W., Sutherland, S. and Smethie,W. 1995

Oceanic radiocarbon : separation of the natural

and bomb components. Global Biogeochemical

Cycles, 9-2, pp. 263-288.

Crane, H. R. and Griffin, J. B. 1960 University of

Michigan radiocarbon dates V, American Jour-

nal of Science Radiocarbon Supplement, 2, pp.

31-48.

DʼAndrea, A. C. 1992 Palaeoethnobotany of Later

Jomon and Yayoi Cultures of Northern Japan :

Northeastern Aomori and Southwestern Hok-

kaido, A Thesis Submitted in Conformity with

272



the Requirements for the Degree of Doctor of

Philosophy in the University of Toront.

DʼAndrea, A. C., Crawford, G. W., Yoshizaki, M. and

Kudo, T. 1995 Late Jomon Cultigens in North-

eastern Japan, Antiquity, 69, pp. 146-152.

Keeley, L. H. 1977 The functions of paleolithic flint

tools, Scientific American, 237-5, pp. 108-126.

Keeley, L. H. 1980 Experimental determination of

stone tool uses : a microwear analysis, Universi-

ty of Chicago Press.

Kudo, T. and DʼAndrea, A. C. 1991 An Accelerator

Radiocarbon Date on Rice from the Kazahari

Site, Projects Seeds News, 3, p. 5.

Kunikita et al. 2007 Analysis of radiocarbon dates of

an archaeological site in the Russian Far East :

The marine reservoir effect as seen on charred

remains on pottery, Nucl. Instr. and Meth. in

Phys. Res., B 259, pp. 467-473.

Libby,W. F. 1951 Radiocarbon dates, II, Science, 114,

pp. 291-296.

Nakamura, T., Nishida, I., Takada, H., Okuno, M.,

Minami, M., Oda, H. 2007 Marine reservoir

effect deduced from 14C dates on marine shells

and terrestrial remains at archaeological sites

in Japan, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res.,

B259, pp. 453-459.

Ramsey, B. 2005 OxCal v3. 10.

Ramsey, C. B. 2008 OxCal 4. 0. 5.

Ramsey, C. B. 2010 OxCal 4. 1. 5.

Reimer, P. J. et al. 2004 IntCal04 terrestrial

radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP,

Radiocarbon, 46, pp. 1029-1058.

Suzuki, M. 1973 Chronology of Prehistoric Human

Activity in Kanto, Japan Journal of the Faculty

of Science, the University of Tokyo Sec. V,

VolIV, Part 3, pp. 241-318.

Yoneda, M., Hirota, M., Uchida, M., Uzawa, K.,

Tanaka, A., Shibata, Y., Morita, M. 2001 Marine

radiocarbon reservoir effect in the western

North Pacific observed in archaeological fauna,

Radiocarbon, 43-2A, pp. 465-471.

Yoneda, M., Uno, H., Shibata, Y., Suzuki, R.,

Kumamoto, Y., Yoshida, K., Sasaki, T., Suzuki,

A., Kawahata, H. 2007 Radiocarbon marine

reservoir ages in the western Pacific estimated

by pre-bomb molluscan shells, Nucl. Instr. and

Meth. in Phys. Res., B259, pp. 432-437.

引用・参考文献 273



Summary

Excavations at the Fugusawa site (2003-2009)

The Fugusawa site, a representative archaeological site of the final Jomon and the early Yayoi periods in

the Shimokta peninsula, is situated in 12 km south of Mutsu city, Aomori prefecture, Northern Japan. It is

located on the marine terrace formed during the last interglacial (OIS 5e).

This sitewas firstly noted by ZenjiNakajima in 1950, andTeruya Esaka reported potsherds from this site

in 1953. In 1966, members of the society for historical study of the Shimokita peninsula (Shimokita Shidan

Kai) excavated this site to collect archaeological artifacts of the final stage of the Jomon period. A brief report

of the investigation highlights pottery that has been regarded as typical ceramic assemblage known as the

Fugusawa-type dated to the terminal phase of the final Jomon.

However, there is still room to reveal relationship between settlement and subsistence from

archaeological records of the end of the final Jomon to the early Yayoi in the Shimokita peninsula. To

approach this problem, Katsunori Takase and Masahiro Fukuda selected the Fugusawa site as a strong

candidate to recover new archaeological data of this period based on result of general survey. In 2003, we

conducted preliminary excavation of this site to confirm the existence of cultural layer and archaeological

features. As a result of the investigation, several semi-subterranean residences could be found, and this site

was estimated to have the potential to achieve our purposes. The followings are main results of the

excavations from 2003 to 2009 season.

1. Archaeological features unearthed

(1) Semi-subterranean residence

Six semi-subterranean residences were detected and four of them were excavated during the

investigation period.

Semi-subterranean residence No. 1 Plan view of semi-subterranean residence No. 1 is circular with a

diameter between 7.3m to 7.8m. Grooves along the wall show that this dwelling is remade extending its

floor area ; it is estimated that the area of the earliest phase is 31.08m2 and 43.29m2 in the latest phase. Four

main pillar pits arranged in a rectangular shape are detected. There is a hearth in the central position of the

semi-subterranean residence and a jar dated to a period of the Tozawakawadai-phase, newer phase of the

Sunazawa-type pottery, is set inside a hearth. The volcanic ash found in sediment in this dwelling is identified

as the Baitushan-Tomakomai tephra (B-Tm, the 10th century C. E.) by microscopic observation and

refractometry.

Semi-subterranean residence No. 2 Plan view is pear-shaped with a diameter between 8.3m to 9.4m.

Grooves along the wall indicate that this dwelling is enlarged at least one time ; however, plan view of the

older phase is unclear. Area of the newer phase is 58.20m2. Four main pillar pits are arranged in trapezoidal

shape ; a hearth can be seen on the center of this residence. Clay vessels collected from the hearth and floor

suggest that this dwelling is used in a period of the Tozawakawadai-phase, while small amount of potsherds

dated to the succeeding phase (the Nimaibashi-type assigned to the beginning of the middle Yayoi) can also
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be found in the upper sediments in this dwelling.

Semi-subterranean residence No. 3 This residence is situated in southern part of site area. However, it

has not yet been excavated.

Semi-subterranean residence No. 4 Southern part of semi-subterranean residence No. 4was destroyed

by semi-subterranean residence No. 2. A hearth is set in the center of this archaeological feature under

slightly-remained sediment inside this dwelling. Small pits and short grooves are likely to be located along the

wall. Although it is difficult to estimate precise shape and size of this feature, plan view shoud be oval or egg-

shaped with a diameter longer than 10m. It is notable that four pillar pits are set in deformative trapezoid

fashion, and each pit is relatively large. Several grooves along the wall indicate that this semi-subterranean

residence is enlarged at least one time. According to pottery from floor, this dwelling should be dated to the

Nashinokidaira-phase of the Sunazawa-type pottery, the early Yayoi.

Semi-subterranean residence No. 5 This dwelling is situated in northern part of site area. However, it

has not yet been excavated as well as semi-subterranean residence No. 3.

Semi-subterranean residence No. 6 This residence was almost completely destroyed by semi-

subterranean residence Nos. 2 and 4. Therefore, preserve condition is very unfavorable and only grooves

along thewall indicate size and plan view of this residence. The number of pillar pit is four, and they are likely

to be arranged in trapezoidal shape. One of these pillar pits seems to have been also used when semi-

subterranean residence No. 4 is constructed.

(2) Large pits

Large pit No. 1 This archaeological feature is located in eastern border of the excavation area. There is

no pillar pit and hearth, while grooves along the wall can be seen. Diameter in the excavation area is 5.6m.

Plan view is estimated to be circular or oval.

Large pit No. 2 Most part of this feature is destroyed by semi-subterranean residenceNo. 2. There is no

groove along the wall and hearth. Size of remained part is 6.9m x 1.5m.

(3) Ordinary pits

Thirty-eight ordinary pits were detected in the excavation area. Due to the lack of artifacts, it is difficult

to determine their dates and specify functions such as storage pit and embedded-pillar building.

2. Artifacts

At this site, we found clay vessels, stone implements and clay figures. Pottery chronology demonstrates

that this settlement was formed in a period of the Sunazawa-type, the early Yayoi, while potsherds of types of

just before and after the Sunazawa-type pottery are also collected.

Component of pottery from this site excavated in 1966 is standard material of the Fugusawa-type, a local

type in the Shimokita peninsula. This type have been assigned to a period of the Ohora-A’-type and the

Sunazawa-type, and results of our excavation support this estimation. However, the Ohora-A’-type seems to

be dominant in materials excavated in 1966, while the number of potsherd of the Sunazawa-type pottery is

obviously larger than that of the Ohora-A’-type among materials excavated in the present investigation. As a
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result of examination of photographs of fieldwork in 1966, there is no doubt that the investigation area is very

close to our study area. It is still difficult to clarify the reason why main period of pottery among these

excavations is different. However, it is safe to say that our investigation have greatly contributed to increase

materials of the newer phase of the Sunazawa-type or latest phase of the Fugusawa-type.

Lithic assemblage is consisted of arrowhead, scraper, drill, pièce esquillée, utilized flake, ground stone

axe/adze, grindstone, hammer stone and “stone bowl”. Shale, chert and siltstone are frequently used for

making chipped stone tools.Many flakes and cores from semi-subterranean residence Nos. 1, 2 and 4 indicate

that free-flaking of relatively small gravel was basic lithic technology in this period. This is supported by

diversity of shape and size of flakes and stone tools from this site. In addition, hematite gravel and grindstones

with red pigment are remarkable evidences showing production of pigment in this settlement.

Some fragments of clay figure made with technique of the final Jomon were found. Two fragments of

sword-shaped stone implement with ornaments that are similar to those of the final Jomon were also

excavated. These artifacts indicate that ceremonial and ritual activities using Jomon-like instruments were

continuously executed even in the early Yayoi period in this region.

3. Results of analyses

(1) Radiocarbon dating

AMS radiocarbon dating has been performed by Dai Kunikita and Kunio Yoshida. 14C dates of eleven

charredmaterial collected from a hearth and grooves along thewall of semi-subterranean residence No. 1 are

between 2395yBP to 2135yBP. Dates of charredmaterial adhered to the surface of the Sunazawa-type pottery

is 2420yBP. Results ofmeasurement of burnt deposit on theOhora-A’-type pottery are 2875yBP and 2820yBP,

although δ13C valuemeasured bymass spectrometer suggest that themarine reservoir effect should be taken

into consideration.

Radiocarbon dates of four charredmaterial from a hearth of semi-subterranean residence No. 2 fall into a

range between 2350yBP to 1060yBP. The youngest results might be caused by contamination of specimen.

Except this instance, the range of date is between 2350yBP to 2175yBP. Radiocarbon dates of charred

material from floor of semi-subterranean residence No. 2 is 2405yBP to 2330yBP, and specimens contained in

sediment of this residence are 2420yBP and 2290yBP. Furthermore, radiocarbon dates of burnt deposit on

potsherds of the Sunazawa- and Nimaibashi-types from this dwelling are 2580yBP to 2230yBP. According to

measurement of δ13C value by mass spectrometry, the marine reservoir effect may affect result of one

specimen. Other results (2390yBP to 2230yBP) are roughly consistent to those of specimens from a hearth.

Radiocarbon dates of charred material from a hearth of semi-subterranean residence No. 4 are 2600yBP

and 2350yBP. 14C dates of burnt deposit attached to potsherds from this dwelling are 2710yBP and 2620yBP.

(2) Lithic use-wear analysis

According to lithic use-wear analysis by Katsunori Takase, A- and B-types of use-wear polish could be

seen on flakes and scrapers. They are estimated to have been used for plant- and wood-working. There are

other flakes and scrapers with D- and E-types. They are likely to be used for processing animal resources

such as bone/antler and hide. On a ground stone axe, use-wear polish showing contact with wood distributes
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around the edge. Additionally, hafting trace can also be observed on the base of the axe.

(3) Water-flotation and seed impression analyses

Plant seeds were recovered using water-flotation technique of burned soil from hearths of the semi-

subterranean residence Nos. 1, 2 and 4. Taxa identified are as follows :

POLYGONACEAE

CHENOPODIACEAE

Chenopodium

According to Ken Yamazakiʼs identification, one unknown fragment of animal bone was also recovered

from a hearth of semi-subterranean residence No. 1. No impression of plant seed can be found, although all

fragments of pottery are carefully examined. Charred seed and plant impression did not provide any clue to

reveal use of domesticated plants in this settlement.

(4) Phytolith analysis

To clarify plant use and spatial use inside pit dwelling, quantitative analysis of phytolith was performed

by Shigeru Suzuki and Kyoko Yoneda. Specimens are 44 sediment samples collected from floor level of semi-

subterranean residence No. 2. As a result of analysis, Andropogoneae type, Sasa type, Pleioblastus sect.

(except Miyakozasa) Nezasa type are dominant and Paniceae type can be also found. However, there was no

phytolith of rice (Oryza sativa).

(5) Element analysis of obsidian

According to energy dispersive X-ray fluorescence analysis, production area of three obsidian fragments

of scraper and flake were estimated to be Oketo in Hokkaido island, northernmost island of the Japanese

archipelago. Analysis of same specimens by different two laboratories yielded common result.

(6) Analysis of pigment and related artifacts

A number of pigment and artifacts for processing them were excavated from semi-subterranean

residence No. 1. Yo Negishi and Maya Nishino reveal that hematite (Fe2O3) is utilized for making red

pigments in this site and pipe-shaped substance cannot be found. Furthermore, SEM observation and energy

dispersive X-ray fluorescence analysis by Tomohiro Kamijo and Yo Negishi demonstrate that there are two

types of hematite : hard and soft types. They also clarified that elemental composition of hematite is different

from that of Akanezawa, a large-scale product area of colcothar in the Tsugaru peninsula, while X-ray

spectrum of pigments attached on the surface of grindstone is similar to that of hematite from Akanezawa. It

is also notable that pipe-shaped substance is included in pigment painted on the surface of pottery.

(7) Characteristics of settlement and subsistence

All semi-subterranean residences excavated in this study were dated to the Nashinokidaira-phase and

Tozawakawadai-phase that are assigned to the newer stage of the Sunazawa-type pottery, the early Yayoi

period. These dwellings were repeatedly constructed and enlarged during a short period in the same area.
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Their size, arrangement pattern of pillar pit and characteristics of attached facilities show common features

with those of the Tsugaru and the Akita plains and the lower basin of the Mabechi river. According to lithic

use-wear analysis of stone tools and phytolith analysis, there is still the possibility that millet farming were

executed around the Fugusawa site. However, there is no archaeological evidence showing paddy rice

cultivation of the early Yayoi in the Shimokita peninsula. Result of this investigation suggests that

reconsideration of Yayoi society in the Shimokita peninsula as an early agrarian culture. It will also lead to

revisit of definition of “Yayoi culture” and historical implications of archaeological sites that situate on non-

plain topographic surface in this period.

(Katsunori Takase)
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写真図版 1

1　江豚沢遺跡遠景（釜臥山から陸奥湾をのぞむ）

2　江豚沢遺跡近景（奥内川河口付近から遺跡をのぞむ）
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1　第 1号竪穴住居跡完掘状況

2　第 1号竪穴住居跡 A-Bセクション（西側）

3　第 1号竪穴住居跡 A-Bセクション（東側）

4　第 1号竪穴住居跡 C-Dセクション（北側）

5　第 1号竪穴住居跡 C-Dセクション（南側）

写真図版 2
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1　第 1号竪穴住居跡焼土 1検出状況 2　第 1号竪穴住居跡焼土 1セクション（1）

3　第 1号竪穴住居跡焼土 1セクション（2），遺物出土状況（1）［No. 17］ 4　第 1号竪穴住居跡遺物出土状況（2）［No. 66］

5　第 1号竪穴住居跡遺物出土状況（3）［No. 70］ 6　第 1号竪穴住居跡遺物出土状況（4）［No. 53］

7　第 1号竪穴住居跡遺物出土状況（5）［第 68 図 1］ 8　第 1号竪穴住居跡遺物出土状況（6）［No. 63，68］

写真図版 3
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1　第 1号竪穴住居跡 pp4・5・9セクション 2　第 1号竪穴住居跡 pp7完掘状況

3　第 1号竪穴住居跡 pp12完掘状況 4　第 1号竪穴住居跡 pp20完掘状況

5　第 1号竪穴住居跡 pp71セクション 6　第 1号竪穴住居跡 pp88セクション

7　第 1号竪穴住居跡 pp96セクション 8　第 1号竪穴住居跡 pp101セクション

写真図版 4
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1　第 1号竪穴住居跡 pp102セクション 2　第 1号竪穴住居跡溝 3・6セクション

4　第 1号竪穴住居跡焼土 4セクション

5　第 1号竪穴住居跡焼土 5セクション 6　第 1号竪穴住居跡焼土 6セクション

7　第 1号竪穴住居跡 2004年調査終了時風景 8　第 1号竪穴住居跡 2005年調査前風景

3　第 1号竪穴住居跡焼土 3セクション

写真図版 5
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1　第 2号竪穴住居跡完掘状況

2　第 2号竪穴住居跡 A-Bセクション

3　第 2号竪穴住居跡 C-Dセクション

4　第 2号竪穴住居跡貼床 C-Dセクション

写真図版 6
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1　第 2号竪穴住居跡検出状況 2　第 2号竪穴住居跡焼土 1検出状況

3　第 2号竪穴住居跡焼土 1セクション 4　第 2号竪穴住居跡焼土 1土器出土状況（1）

5　第 2号竪穴住居跡焼土 1土器出土状況（2）［No. 258］ 6　第 2号竪穴住居跡焼土 1土器出土状況（3）［No. 258］

7　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（1）［No. 262］ 8　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（2）［No. 308］

写真図版 7
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1　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（3）［No. 267］ 2　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（4）［No. 221］

3　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（5）［No. 233，269，268，256］ 4　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（6）［No. 233，256，269，268］

5　第 2号竪穴住居跡遺物出土状況（7） 6　第 2号竪穴住居跡 pp5完掘

7　第 2号竪穴住居跡 pp8セクション 8　第 2号竪穴住居跡 pp9完掘

写真図版 8
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1　第 2号竪穴住居跡 pp14セクション 2　第 2号竪穴住居跡 pp14完掘

3　第 2号竪穴住居跡 pp15セクション 4　第 2号竪穴住居跡 pp18セクション

5　第 2号竪穴住居跡 pp18完掘 6　第 2号竪穴住居跡 pp19セクション

7　第 2号竪穴住居跡 pp24セクション 8　第 2号竪穴住居跡 pp25完掘

写真図版 9
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1　第 2号竪穴住居跡 pp27セクション 2　第 2号竪穴住居跡 pp28セクション

3　第 2号竪穴住居跡 pp29完掘 4　第 2号竪穴住居跡 pp32完掘

5　第 2号竪穴住居跡 pp37セクション 6　第 2号竪穴住居跡 pp41セクション

7　第 2号竪穴住居跡 pp41完掘 8　第 2号竪穴住居跡焼土 2セクション

写真図版 10
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1　第 2号竪穴住居跡溝 1セクション 2　第 2号竪穴住居跡溝 2セクション

3　第 2号竪穴住居跡溝 3セクション 4　第 2号竪穴住居跡溝 4セクション

5　第 2号竪穴住居跡溝 8セクション 6　第 2号竪穴住居跡溝 9セクション

7　第 2号竪穴住居跡溝 10セクション 8　第 2号竪穴住居跡調査風景

写真図版 11
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1　第 4・6号竪穴住居跡完掘状況

2　第 4号竪穴住居跡 A-Bセクション

3　第 4号竪穴住居跡 C-Dセクション

写真図版 12
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1　第 4・6号竪穴住居跡検出状況 2　第 4号竪穴住居跡焼土 1検出状況

3　第 4号竪穴住居跡焼土 1セクション（1） 4　第 4号竪穴住居跡焼土 1セクション（2）

5　第 4号竪穴住居跡遺物出土状況（1）［No. 347］ 6　第 4号竪穴住居跡遺物出土状況（2）［第 66 図 5］

7　第 4号竪穴住居跡 pp4セクション 8　第 4号竪穴住居跡 pp4完掘状況

写真図版 13
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1　第 4号竪穴住居跡 pp10セクション 2　第 4号竪穴住居跡 pp10完掘

3　第 4号竪穴住居跡 pp19セクション 4　第 4号竪穴住居跡 pp19完掘

5　第 4号竪穴住居跡 pp24完掘 6　第 4号竪穴住居跡 pp26完掘

7　第 4号竪穴住居跡溝 1セクション 8　第 4号竪穴住居跡埋め戻し終了状況（2009 年）

写真図版 14
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1　第 1号竪穴遺構完掘

2　第 1号竪穴遺構 A-Bセクション（1）

3　第 1号竪穴遺構 A-Bセクション（2）

4　第 1号竪穴遺構 A-Bセクション（3）

写真図版 15
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1　第 1号竪穴遺構 pp3セクション 2　第 1号竪穴遺構 pp5セクション

3　第 1号竪穴遺構 pp7セクション

5　第 1号竪穴遺構 pp10セクション 6　第 1号竪穴遺構 pp12セクション

7　第 1号竪穴遺構溝 2・5セクション 8　第 1号竪穴遺構溝 7セクション

4　第 1号竪穴遺構 pp7完掘

写真図版 16
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1　第 2号竪穴遺構完掘 2　第 2号竪穴遺構セクション

3　第 2号竪穴遺構遺物出土状況［No. 429］ 4　第 2号土坑完掘

5　第 8号土坑完掘 6　第 16・25号土坑セクション

7　第 17号土坑セクション 8　第 21・22号土坑セクション

写真図版 17
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1　第 23号土坑セクション 2　第 23号土坑完掘

3　第 24号土坑セクション［出土土器はNo. 454］ 4　第 25号土坑セクション

5　第 26号土坑完掘 6　第 28号土坑セクション

7　第 31号土坑セクション 8　第 41号土坑セクション［出土土器はNo. 456］

写真図版 18



299

1　第 1トレンチ西壁セクション 2　第 2トレンチ西壁セクション

3　第 3トレンチ西壁セクション 4　第 4トレンチ西壁セクション

5　第 5トレンチ西壁セクション 6　第 6トレンチ西壁セクション

7　第 7トレンチ西壁セクション 8　第 8トレンチ西壁セクション

写真図版 19
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1　第 10トレンチ西壁セクション 2　第 11トレンチ西壁セクション

3　第 12トレンチ西壁セクション 4　第 13トレンチ西壁セクション

5　第 15トレンチ西壁セクション 6　第 17トレンチ西壁セクション

7　T07-01東壁セクション 8　T07-02東壁セクション

写真図版 20
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1　T07-03東壁セクション 2　T07-04東壁セクション

3　T07-05東壁セクション 4　T07-06東壁セクション

5　T07-07東壁セクション 6　T07-08東壁セクション

7　T07-09東壁セクション 8　T07-10東壁セクション

写真図版 21
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1　T07-11東壁セクション 2　T07-12東壁セクション

3　T07-13東壁セクション 4　T07-14東壁セクション

5　T07-15東壁セクション 6　T07-16東壁セクション

7　T07-17東壁セクション 8　T07-18東壁セクション

写真図版 22
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1　T07-19東壁セクション 2　T07-20東壁セクション

3　T07-21東壁セクション 4　T07-22東壁セクション

5　T07-23東壁セクション 6　T07-24東壁セクション

8　試掘風景7　T07-25東壁セクション

写真図版 23
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写真図版 24 第 1号竪穴住居跡出土石器（1)
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写真図版 25 第 1号竪穴住居跡出土土器（2)
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写真図版 26 第 2号竪穴住居跡出土土器（1)
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写真図版 27 第 2号竪穴住居跡出土土器（2)
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写真図版 28 第 2号竪穴住居跡出土土器（3)
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写真図版 29 第 2号竪穴住居跡出土土器（4)
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写真図版 30 第 4号竪穴住居跡・第 1号竪穴遺跡・第 2号竪穴遺構・土坑出土土器
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写真図版 31 土製品・石製品
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写真図版 32 第 1号竪穴住居跡出土石器（1)
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写真図版 33 第 1号竪穴住居跡出土石器（2)

8

109

1

7

4

5

2

3

6



314

写真図版 34 第 2号竪穴住居跡出土石器（1)
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写真図版 35 第 2号竪穴住居跡出土石器（2)
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写真図版 36 第 4号竪穴住居跡出土石器（1)
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写真図版 37 第 4号竪穴住居跡出土石器（2)
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写真図版 38 土坑・竪穴遺構・表土出土石器
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写真図版 39 動植物遺体

2

3a

3b

3c

1

4

16

15
14

20

13
121110

98

76
5

191817

第１号竪穴住居跡

第２号竪穴住居跡

第４号竪穴住居跡
0 1mm

0 1cm

（3以外の種子）



320

写真図版 40 1966年の江豚沢遺跡調査写真（一部）［橘善光氏コレクション（むつ市教育委員会保管）より]
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写真図版 41 石器使用痕顕微鏡写真（1)
［1・3・5・7・8 : 200×，2・4・6 : 500×，写真横幅 200×で約 300μ，500×で 120μ］
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写真図版 42 石器使用痕顕微鏡写真（2)
［1・2・4〜8 : 200×，3 : 100×，写真横幅 100×で約 600μ，200×で約 300μ］
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写真図版 43 石器使用痕顕微鏡写真（3)
［1・3〜5 : 100×，2・6〜8 : 200×，写真横幅 100×で約 600μ，200×で約 300μ］
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写真図版 44 石器使用痕顕微鏡写真（4)
［1〜8 : 200×，写真横幅 200×で約 300μ，ただし 1〜4については写真横幅約 700μ］
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写真図版 45 第 2号竪穴住居跡のプラント・オパール
1・2：キビ族（側面) 1：No.26，2：No.27

3：クマザサ族型（a：断面，b：側面) No.5

4：ネザサ節型（a：断面，b：側面) No.20

5：他のタケ亜科（a：断面，b：側面) No.38

6：ヨシ族（断面) No.29

7：ウシクサ族（a：断面，b：側面) No.14

8：シバ族（側面) No.23

1 2 3-a 3-b

4-a 4-b 5-a 5-b

6 7-a 7-b 8
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写真図版 46 テフラ中の火山ガラスの顕微鏡写真（スケール；No. 1-2 : 100)
1.テフラ全体写真（No.1) 2.テフラ全体写真（No.2)

3.バブル型平板状ガラス（No.1) 4.バブル型平板状ガラス（No.2) 5.バブル型Y字状ガラス（No.1)

6.バブル型Y字状ガラス（No.2) 7.軽石型繊維状ガラス（No.1) 8.軽石型繊維状ガラス（No.1)

9.軽石型繊維状ガラス（No.2) 10.軽石型スポンジ状ガラス（No.1) 11.軽石型スポンジ状ガラス（No.2)
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所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

江豚沢遺跡 集落跡
弥生時代
前期並行期

竪穴住居跡
竪穴遺構
土坑

土器
石器
土製品
石製品
動物遺体
植物遺体

　砂沢式期の集落遺跡の調査を行
い，竪穴住居の特徴や拡張の様子，
当該期の土器型式の内容や年代，
石器組成や使用法，土偶や石刀な
どの祭祀具，黒曜石や顔料の産地，
資源利用の内容などに関わる質・
量ともに充実した考古学的情報を
回収することができた。

要約

　2003～2009 年の発掘調査において，第 1・2・4・6号竪穴住居跡，第 1・2号竪穴遺構，第 1
～38 号土坑の発掘調査を行った。また，竪穴住居跡の埋土・床面から掘り込まれた多くの土
坑類の調査もおこなった。集落は，円形・楕円形のプランをもち床面積 30 m2 以上の比較的大
型の竪穴住居跡によって構成されており，砂沢式期の新しい段階を中心とする時期に位置づけ
られる。ただし，埋土などからは，大洞A′ 式や二枚橋式の出土もみられた。石器には，石
鏃・石匙・スクレイパー・磨製石斧・石皿・石製容器などがあり，土偶・石刀も出土した。石
器の中にはイネ科植物，木，角・骨，皮革に対して用いられた痕跡が確認されたものがある。
各住居の炉からは穀物の種子は出土しなかった。また，第 2号竪穴住居跡床面・貼床からは，
キビ族のプラントオパールは出土したがイネは微化石・炭化種子ともに認められなかった。そ
のほか，放射性炭素年代測定，赤色顔料分析，黒曜石の元素分析などから，遺跡の年代や当時
の資源利用・物資の産地などに関わる情報をえることができた。
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