
縄文時代の遺構・遺物

貯蔵穴6　（図45）

　AWOO－93区の南西部において検出した。河道の斜面下端部にあたる。調査段階に同位置には段差が生じてい

たため、検出面は、高い部分で標高1m、低い部分で同0．75mとなった。後者では砂礫層である19層（図38）中

での検出であり、調査にやや支障をきたす程度の湧水が認められた。前者では砂礫層の上に形成された粘土層

（同17層？）上からの掘り込みが認められた。周辺の貯蔵穴との位置関係は、貯蔵穴4と中心間で1．7m程度の距

離をもち、貯蔵穴7とは同1．2m程度で、上段での検出面では接する位置となる。

　平面形は円形で、下段面では直径43～48cmが残存するが、上段では55～60cmの規模が復元される。底面は平坦

で、直径30cmを測る。同面の高さは標高062　mに位置する。深さは60cmである。掘り方は、基盤となる河道下面

の砂礫層に達し、逆台形の断面形態を示す。埋土は暗灰褐色砂質土の単一土層であり、堅果類や有機物の包含は

認められないが、種子が僅かに含まれる。

　土器は出土していないが、周辺の出土遺物や土層関係から、本遺構の時期は縄文時代後期前葉と判断した。

　ところで、本遺構を周辺の貯蔵穴と比較すると、小形で柱穴状の形態や単一の埋土という点に、違いを認める

ことができる。立地面に重点を置き、貯蔵穴状遺構の中で取り上げたが、機能に関してはやや疑問が残る。

貯蔵穴7（図45）

　本遺構iのほぼ中央をAWO｝00ラインが走り、遺構はAWOO－93区とAWO1－03区にまたがる状態で検出した。

河道の中では斜面下端にあたる。隣接する貯蔵穴6と同様に、検出段階に南の微高地側と北の河道側で段差が生

じていたため、検出面は、上段では標高1．1m、下段では同0．7mとなった。後者では砂礫層である19層（図38）

中での検出であったが、前者では砂礫層の上に形成された粘土層（図38の17層？）上からの掘り込みとして確認

された。下段側には検出面上に大形の流木が横たわっており、それが、貯蔵穴検出時に認められる段差の形成に

大きく関わっていることがわかる。つまり、流木によって、河道斜面下半が大きく挟られた結果、同地点に形成

されていた貯蔵穴の河道側上半部が大きく破壊されたと考えられる。

　平面形は不整円形が想定され、直径155cm程度の規模が上段のラインから復元される。基盤となる砂礫層を深

く掘り込んだ底面は、標高0．54mに位置し、直径115～130cmの広がりを示す。掘り方は平坦な底面から周縁部に

丸味を有しながら斜め上方に立ち上がる。深さは約55cmが残る。

　埋土は粘質土と砂質土が交互に堆積する。これらをセットとして捉えると、3段階にまとめられる。

　最古段階は6・5層である。6層は茶褐色の粘質土でやや暗く、アンペラが広がるa層と植物遺体を含むb層

に細分される。b層のアンペラは貯蔵穴斜面の周囲3／4程度に残存した。本来は底面から斜面にかけて敷き詰め

られたものと予想されるが、掘り方壁面に露出する礫の存在や豊かな湧水が相まって、アンペラの崩壊を進めた

可能性が高い。ただ、逆に、こうした壁面の不安定さからアンペラが使用される必要があり、さらに湧水がアン

ペラを残す環境を保ったとも言えよう。そして、このアンペラ内に堅果類を貯蔵したことは容易に窺うことがで

きる。a層には堅果類は含まれないが、ヤブツバキの可能性をもつ種子が20点程度出土しており注目される。使

用後堆積したのが5層である灰色系の砂質土で包含物が認められない点が特徴である。

　次の段階は、4・3層である。4層は褐色系の粘質土であり、植物遺体を含む。特にa層では堅果類と共にそ

の量が多い点が特徴である。3層は灰色の砂質土である。4層と5層との層界ラインは、比較的平坦で5層の曲

線ラインをカットするような状況を見せる。さらに、斜面部に残るアンペラの上面は一定の高さに揃う傾向を強

く見せており、4層形成時に5層上面をカットした可能性が高い。その結果得られた平坦面上に、堅果類の貯蔵

が行われて4層が堆積したと考えられる。3層はその後の堆積であり、5層と共通性が高い。

　最終段階は、1・2層である。2層は暗灰色の粘質土であり植物遺体を含む。粘質土あるいは植物遺体を含む

点で、4・6層と共通する。1層は灰褐色系の砂質土で、a層は植物遺体を多く含み上面には流木が堆積する。
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調査の記録
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〔SP6〕　1．　暗灰褐色砂質土

〔SP7〕1a．　暗灰褐色砂質土（植物多）　　　　4b．灰褐色粘質土（植物遺体少）

　　　1b．　暗灰褐色砂質土　　　　　　　　　5a．灰色砂質土

　　　lc．　灰褐色砂質土　　　　　　　　　　5b．灰褐色砂質土

　　　2．　暗灰色粘質土　　　　　　　　　　5c．暗青灰色粘質土

　　　3．灰色砂質土　　　　　　　　　　　6a．茶褐色粘質土（植物遺体）

　　　4a．　茶褐色粘質土（植物・堅果類多）　6b．暗茶褐色粘質土（アンペラ）

a．完掘状況（北から）　b．土層断面（東から）　c

　　　　　　　　　　図45　貯蔵穴6・7

アンペラ出土状況詳細

　　　　　　　a層に植物遺体が多く含まれる点は2層と似る

　　　　鷲　状況であるが、土質の違いは本来の堆積状況の

　　　　　　　差として捉えられよう。また、上面には流木が

　　　　　　　伴うというよりは、河道の埋没に伴う混入物と

　　　　　　　評価される。

　　　　　　　　以上のように、埋土は、植物遺体（あるいは

　　　　　　　堅果類）を包含する粘質土層（6・4・2層）

　　　　　　　と本来包含物が希薄な砂質土層（5・3・1層）

．作業風景　が堆積を繰り返す状況として捉えられる。こう

　　　　　　　した過程から、本貯蔵穴の使用が複数回行われ
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縄文時代の遺構・遺物

た可能性が考えられる。その行為の中で、ある程度埋没状態であるものを、掘り返して使用するということも見

て取ることができる。

　埋土中から出土した種子は、多量のカシ類と少量のトチ、そして、ニワトコ・キランソウ・カジノキ・ノブド

ウ・エビヅル・マルミノヤマゴボウ・センダン・アカメガシワ・タデ類等である。また、その他にアンペラと土

器の小片が数点出土している。土器はその大きさから掲載に耐えないが、所属時期は縄文時代後期前葉と判断さ

れ、本遺構の時期を示す。

　アンペラは、記録後、可能な限り取り上げを行った。前述したような環境であったため、残存部に関しても、

浮き上がりを抑えることは困難であり、記録あるいは取り上げは時間との戦いであった。その中で、辛うじて取

り上げられた部分に関しては、高級アルコールによる保存処理を施し現状を留めている。調査時あるいはその後

の観察から、複数の折り方を確認することができた。また、1箇所には数本のひご状の繊維を8字状に絡ませ巻

き付けた部分を確認した。

貯蔵穴8（図46）

　AWO1－03～04区で検出した。遺構のほぼ中央を東西にAWO4ラインが走る。河道内での位置は、斜面下端付

近で、傾斜が残る場所にある。周辺の貯蔵穴との位置関係は、貯蔵穴7と中心間で3．5m程度の距離をもつ。

　検出面は、平面的には周辺の貯蔵穴と同様に西側で標高0．8m、東側では同1m程度まで下がる。ただし、本

遺構の中心部が土層観察用の南北土手内にあたったため、残存する掘削上面は、微高地側で標高1．25m、河道側

で同1．05mの高さに位置することが確認できた。基盤砂礫よりは上層にあたる粘土層上である。こうした状況か

ら、他の貯蔵穴も、本来はより高い位置に掘削面を有する可能性が高いことを窺うことができる。

　平面形は円形で、土手上の南北方向で155cm、残りの悪い東西方向で130cm程度を確認し、直径約155cmの規模

を復元した。底面は平坦で、直径70～80cmの不整円形を呈す。同面は標高0．55mに位置する。深さは50～65cmで

ある。掘り方は河道下面の砂礫層を深く掘り込んでおり、現在でも絶えず湧水が認められた。断面形態は逆台形

を示すが、立ち上がり斜面は直線的ではなく段状の凹凸が認められる。

　埋土は、灰色系あるいは茶灰色系の土層であるが、その状況から3段階にまとめられる。

　最古段階（9～7層）は、砂と粘質土の連続的堆積を示し、下層から粗砂層（9層）・粘質土層（8層）・砂の互層

（7層）となる。薄い砂層が繰り返し重複する7層は、明らかに水性堆積である。8層には3cm大の木質が含まれ

るが、それ以外には際だつ特徴は認めがたい。また、7層は本土坑の上面にまで達する。次段階（6～4層）は、

堅果類や有機物を包含する粘土層が主体となる。6層の包含物は2cm大の木質・植物遺体などのほかに堅果類が

確認される。5層は木質を含む粘性の強い粘質土で、遺構上面にまで堆積を残す。5層上には砂層である4層が

認められた。最終段階（3～1層）は、木質を多く含む砂質土を主体に構成される。3・1層は木質を多く含む砂

質土である。その間に堆積する粘質土である2層も砂を多く含み粘性は弱い。

　以上のように、それぞれの段階の土層はやや異なった特徴をもつ。また、それぞれの下面が、特に北側におい

て、下層群を切り込むようなラインを示し、それに対応するような凹凸が南側掘り方斜面に認められることから、

各群の形成は土坑の掘り返しによるものである可能性が高い。とすると、貯蔵に関する使用回数は少なくとも3

回を数えることができる。さらに、堆積土の性格を検討すると、人為的な埋土である可能性が高いのは5・6層

であり、それ以外は不明瞭である。多くの木質を包含する3～1層に関しては使用後の土の可能性が残る。4層

あるいは7層については自然堆積層と考えても良いかもしれない。

　本貯蔵穴は、少なくとも3回程度の使用が連続的に行われていたこと、その際、徐々に南の微高地側に土坑が

偏った可能性があること、さらに、使用後はすっかり取り尽くす場合と残される場合があるにしても、開放状態

で放置された可能性が高く、その埋没は比較的短期間であったとしても、次の使用時期にはその痕跡を十分に認
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調査の記録
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修こ
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」＝エ＝コ：＝コ＝＝［：＝L＝＝＝＝＝＝＝：＝」（S＝1／30）

迂

　▼”議・

㌔違移

1a．暗灰色砂質土（木質多）

lb．暗黒灰色砂質土（木質多）

1c．灰色砂質土（木質多）

2．暗茶灰色砂質土（砂多）

3．暗灰色砂質土（木質多）

4．青灰色細砂

5．暗茶灰色粘質土（木質）

6．灰色粘質土

　　（砂多、有機質、堅果類）

7a．青灰色砂と暗灰色砂

　の互層
7b．暗茶灰色砂（有機物少）

8．暗茶灰色粘質土（木質）

9．暗茶灰色粗砂

a．完掘状況（東から）

b．土層断面（東から）

番号

61

器種

深鉢

法量（cm） 形態・手法他内丁寧なナデ、外．削痕、内面肥厚、煤

色　　　調

黒色、断　灰色

胎　　　土

細砂、角閃石

　ちぷヰベどべゆご

　e∵　一一∀
ゲ▽ザぶ哩ダぷ・

　㌫　ぷc
三．〔　ぎ撒
ぬ頴山さ　㌻三㌔
手≡、ゾ㌧パ㌧∵～・い

く、毛楡一世咋　吟・
　こ・〆　せ4　マ

’ごよ，ご二誉≡

　　　（外）

　O

　　　（内）

　　　　　　　10cm

（S＝1／3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図46　貯蔵穴8・出土遺物

識できる程度の埋没状態であったこと、などを想定することができる。

　埋土からは、カシ類の堅果類が多量に出土するほか、ニワトコ・スイカズラ・カジノキ・ナス・イラクサ・カ

ラムシ・カナムグラ・タデ・スゲなど多数の植物種子を抽出することができた。

　縄文時代後期前葉の深鉢片1点が掘り方に貼りついて出土しており、本遺構の時期を示す。

貯蔵穴9・10（図47）

　01－10線が貯蔵穴10を南北に横切る。貯蔵穴9がAWOI－04区、貯蔵穴10が同一〇4・14区に位置する。河道の

斜面下端にあたり、両者は切り合い関係を持つ。貯蔵穴9は東側の貯蔵穴8とは中心間で1．4mの距離にある。

　貯蔵穴9・10は、砂礫層面まで下げて標高0．8mあるいは同0．74～0βmで検出した。同レベルでは湧水層に達す

るため絶えず水を被り、調査面を確保しがたい状況にあったことから、検出に際しては困難を伴った。

　貯蔵穴9では、平面形は南北llOcm、東西95cmの不整円形が想定される。底面は平坦で、標高0．55mに位置し、

直径57～60cmの広がりを示す。掘り方は逆台形を呈する。深さは25cmが残る。

　貯蔵穴10では、平面形は南北68cm、東西88cmの不整円形が想定される。掘り方断面は浅い皿形を呈し、底面の

最下レベルは標高0．61mを測る。深さは16cmが残る。

　埋土は1・5～6層が貯蔵穴9、2～4層が貯蔵穴10の埋土を構成する。これらの土層で特徴的なのは、両貯
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ぎの

合

／
＼〔SP10〕

田アンペラ

　q旦］m

アンペラ

0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

」二：一（S＝1／30）
1．灰色細砂質土

2．灰白色細砂

3．暗茶灰色粘（質）土

　　（堅果類多）

4．灰黄色細砂

5a．暗茶灰色粘質土（木多）

5b．暗灰色粘質土（有機物多）

5c．暗茶灰色粘質土

　　（有機物・木葉多）

6．暗灰色粘質土（細砂多）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．SP　9完掘状況・SPIO上層アンペラ出土状況（北から）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（s＝1／6）　　b．SP　9・10土層断面（北から）

　　　　　　　SP10上層アンペラ詳細　　　　　　　　　c．　SP10下層アンペラ出土状況（北から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図47　貯蔵穴9・10

蔵穴の使用段階に関わる埋土と判断される5層と3層である。5層は有機物を多く含む粘土層で、c層には木葉

が特に多く、a層では大きめの木枝などの木質のみが含まれる。一方、3層は粘性の強い粘質土で堅果類を多く

含む。下面にはアンペラが敷かれており、明らかに貯蔵に直接関わる土層であることを示す。これらの下層に堆

積する6層・4層は包含物をほとんど含まない土層群で、粘質土とした6層には細砂の包含率が高いことから、

いずれも砂質の強い土層である点でも共通する。2・1層も6・4層と類似しており、これらには流入土的性格

が考えられよう。

　堆積状況から6・5層、4・3層、2・1層の堆積順序が復元できるが、2層と1層との先後関係は確定でき

ない。各層は比較的明瞭であったため、切り合い関係の信頼性は高い。とすると、重複関係を交互に示す両貯蔵

穴の堆積状況は、掘り返しが貯蔵穴9から同10の位置に行われ、その後、両遺構上面の窪地に砂が堆積したと考

えるのが妥当かもしれない。
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調査の記録

　貯蔵穴10の底面から出土したアンペラは、記録後、可能な限り取り上げを行い、高級アルコールによる保存処

理を施した。調査時あるいはその後の観察から、複数の織り方の存在を確認することができた。

　両貯蔵穴からは、植物遺体が特に豊富に出土した。貯蔵穴9からは、カシ類のほかタラノキ・ニワトコ・カジ

ノキ・ムラサキケマン・サルナシ・ヤマボウシ・センダン・カンガレイ・ヒレアザミ・タデなどを抽出すること

ができた。貯蔵穴10では、非常に多量のカシ類が保存されていたほか、その他に、2・3層からはタデ・ニワト

コ・タラノキ・アカメガシワ・カジノキ・カラスサンショウ・キランソウ等が、また、アンペラ直上の土層から

もタラノキ・カジノキ・ムクノキ・ヤマボウシなどが出土した。また、堅果類では少量のトチ数点が出土してい

るが、どちらの貯蔵穴かは不明である。

　両貯蔵穴の時期は、周辺の状況から縄文時代後期前葉と判断される。

貯蔵穴11（図48）

　AWO1－14区で検出した。河道内では斜面下端にあたる。周辺の貯蔵穴との位置関係は、貯蔵穴10とは中心間

で1．2m程度の距離であり、上面では隣接する。検出面は、標高0．74～0．8mの礫層中である。

　平面形は、北側の99×113cmを測る不整円形部に対して、南斜面部側に65×85cmの方形部がとりつく形態を示

す。底面は不整円形部において標高0．62m、方形部では0．74mに位置し、10数cmの段差を示す。いずれも平坦で

広い面を見せる。深さは、15cmと4cmが辛うじて残るのみである。掘り方は、基盤となる河道下面の砂礫層を掘

り込んでおり、現段階でも絶えず湧水が認められる。断面形態は逆台形を示す。

　埋土は三分したが、いずれも褐色系の粘質土で堅果類を含んでおり、貯蔵に関わる埋土であることが窺われる。

特に2層には顕著である。堅果類は全てカシ類で、その量は非常に多い。

　円形部と方形部の関係については、平面的な調査では分離できなかったが、切り合い関係と捉えることが可能な土

層堆積を示すことから、連続的な掘り返しの可能性が想定される。ただ、それ以上に具体的な解釈には至らなかった。

　両遺構の所属時期は、周辺の状況や土層との関係から、縄文時代後期前葉と判断される。

ぐ．

／

沙

＼
09m

0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m
」∋≡≡＿二≡L三≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡1（S＝1／30）

1．暗褐色粘質土（堅果類）

2．暗茶褐色粘質土（堅果類多、礫少）

3．暗灰褐色粘質土（堅果類、砂礫）

　　　　a．完掘状況（南西から）

図48　貯蔵穴11

b．土層断面（南西から）
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縄文時代の遺構・遺物

貯蔵穴12（図49、図版6）

　AWOI－14区で検出した。河道内では斜面下端にあたる。貯蔵穴1～11の並びよりはやや南の河道斜面寄りに

位置し、貯蔵穴11とは中心間で約1m程度の間隔という隣接した関係を保つ。検出面は、標高0．74～α8mの礫i層

中である。

　平面形は、102×113cmの不整円形を呈する。底面は標高0．69mと0．8mに位置し、中央部で10cm程度の段を形成

する。深さは13cmあるいは7cmが残る。掘り方断面は、深い方でやや皿形を、浅い方では平坦面から逆台形が想

定される。砂礫層を掘り込んでいるため、現段階でも絶えず湧水が認められる。

　埋土は上層（1層）と下層（2・3層）に大別される。上層は褐色系の粘質土で、堅果類が少量認められる。

下層は砂質土で径1～2cmの礫を多く含む。3層では径2～5cmのものが増える。これらは河道底部の砂礫層に

起因するものである。また、貯蔵穴の底面には少量の堅果類が残されていた。こうした状況から、上層に関して

は貯蔵に関連する埋土と判断される。

　遺物は縄文時代後期の土器が2片と石器1点が出土した。土器はいずれも小片であるが、時期がある程度判明

する1点のみを上げた（62）。石・器は、無茎で凹基式の石鎌（S35）である。質の良くないサヌカイト製であるが、

側縁を丁寧に加工し、鋸歯状につくりだしている。本調査地点出土の石鎌のうち、もっとも軽く、小さい個体で

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。・声卿漂、

　埋土から出土した堅果類は全てカシ類であり、その他に土壌

中から種子が出土している。

　本遺構の所属時期は、縄文時代後期前葉と判断される。

血

0 1m

（S＝1／30）

驚灘
欝／
㌢

　0　　　　　　　5cm

　　　　　（S＝1／3）

1．暗褐色粘質土（堅果類少）

2．暗灰褐色砂質土（礫多）

3．灰褐色砂質土（礫多）

　　　S35

－0　　　　　　　　　3cm

　　　　　（S＝2／3）

　　　　　　きがゆぱぐこを
　　　　　璽憲1☆懲：

　　　　　薩轟
　　　　　　　臨

a．完掘状況（西から） b．土層断面（西から）

番号

S35

器　　　種

石繊

最大長（㎜）最大幅（㎜）最大厚（㎜）
（20．7） 137 24

重量（9）
0．5

材　質

サヌカイト

特 徴

凹基式無茎鍛。側縁は鋸歯状に丁寧に加工

番号

62

器種

深鉢

法量（cm） 形態・手法他内：ナデ、外：剥落
色　　　調

黒褐色、淡灰褐色

胎　　　土

細砂、角閃石多

図49　貯蔵穴12・出土遺物
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調査の記録

貯蔵穴13（図50・51、図版1）

　AWO1－14区で検出した。河道内では斜面下端にあたる。貯蔵穴1～11の並びに揃っており、貯蔵穴llとは中

心間で2m弱の距離、上面では60cm程度しか離れない。検出面は標高0．8～0．85　mで、この段階で既に礫層が露出

し湧水が認められる。

　平面形は、直径118～123cmの円形を呈する。底面は標高0．5mに位置し、径60～65cmの平坦な広がりを有す。

深さは33cmが残る。掘り方断面は丸みをもつ逆台形を呈する。

　埋土は砂質の強い土層（2・4層）と粘性の強い土層（1・3層）の繰り返しが認められる。堅果類は埋土の

下半部において多く出土しており、3・4層が貯蔵に関わる土層と捉えられるかもしれない。1・2層に関して

は自然堆積の可能性が高い。堅果類は全てカシ類である。また、土壌からはニワトコ・マルミノヤマゴボウ・ア

カメガシワ・カンガレイなどの種子を抽出することができた。

　遺物は縄文土器が数点出土した。これらの土器の時期から本遺構の時期は、縄文時代後期前葉の福田KH式段

階と判断される。

貯蔵穴14（図52・53）

　AWO1－14区の南西部で検出した。河道内では斜面下端で、傾斜面にややかかる位置にある。前述した貯蔵穴

1～13の並びに揃っており、貯蔵穴13とは中心問で1．3mの距離しかない。さらに上面では30cm程度であり、極

めて隣接した状態を保つ。検出段階には、斜面下端であったため、調査に伴う段差が生じており、微高地側の南

半では標高0．9m、河道側の北半では同0．8mに検出面が求められた。

0旦m

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m
」＝［＝ニー二二二二三三≡≡≡≡ヨ（S＝1／30）

1．暗褐色粘質土

2．暗灰色砂（質）土

3．暗褐色粘土（木片少）

4．暗褐色砂質土（堅果類少）

　慈
議翼

墜
馨

　　・ビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　1㌔鏑

　　　　　　a．完掘状況（北から）　b．土層断面（東から）

　　図50　貯蔵穴13
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縄文時代の遺構・遺物

O
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　　三．；だ　・》主　∵∴㍗．⇒

㌻三巳㌢∴∴㍍

　　＼三擁ご

　　　（内）○〉ジ

紗
66

67

』一　（S＝1／3）
番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

63 深鉢 口径29 丁寧なナデ、体部内：横位条痕、磨り消し縄文（RL）、2・3条沈線、ロ：刻み目と沈線文間に

齦ｶ（RL）・沈線文、ロ縁内面一部に縄文、煤多、1／4残存

茶褐色、黒褐色 微砂、角閃石多、均質

64 深鉢 一 内：箆磨き、外：磨り消し縄文（RL）・沈線（幅広・深い・シャープ）、仕上がり良好 暗褐色、淡灰白褐色 微砂、角閃石多、均質

65 深鉢 一 内：ナデ後磨き（疎）、外：横ナデ・煤少、口：縄文（RL） 暗～黒灰褐、断：黒色 微砂、角閃石少、炭

66 深鉢 一 横ナデ、ロ縁端面シャープ、外：沈線（浅い） 灰褐色 微～細砂、角閃石少

67 深鉢 一 内：丁寧なナデ、外：磨り消し縄文（RL）・沈線3条、口：刻み目、傾き不明瞭 茶褐色、暗灰褐色 細砂、角閃石・炭多

図馴　貯蔵穴咽3出土遺物

　平面形は、東西110cm、南北91cmの楕円形を呈す

る。底面は標高0．55mに位置し、径50×75cmの比較

的平坦な広がりを有す。深さは38cmが残る。掘り方

断面は概ね逆台形を示すが、一部において段を有する。

砂礫層を掘り込んだ底面からは湧水が認められる。

　埋土は、いずれも灰色系の土層である。その中で

特徴的なのは、2層に堅果類が含まれる点と3層が

粘質土である点である。堅果類は全てカシ類で、さ

ほど多くはないが、3層と2b層との境に集中する。

2a層ではその量は極めて少ない。3層は粘質土で他

とは異なる。通常、有機物を多く含むことが多いが、

本遺構では明確ではない。しかし、2b層との関係

から、使用段階の埋土の可能性が考えられる。他は

流入土であろう。

　本遺構の所属時期は、出土遺物が無いため確定し

がたいが、周辺の状況や土層との関係から、縄文時

代後期前葉と判断される。

　ω讐田一

N
　　　ぶ　　⊇

1。灰色細砂質土

Q
ゆ
○ε
∩1－

1山

2a。灰色砂（質土）

　　（堅果類僅少）

2b。淡灰色細砂

　　（堅果類・有機物少）

3．暗灰色粘質土（細砂多）

4．淡灰色細～粗砂

AW－4£の

迦

0

12a

I2b 十
1m

修

図52　貯蔵穴特

（S＝1／30）
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調査の記録

貯蔵穴15（図54・55、図版1）

　AWO1－14・15・24・25区で検出した。01－20ラ

インとAW－05ラインとが交差する位置にある。河

道内では斜面下半から下端の底面にかかる傾斜面

にかかる。貯蔵穴1～11の並びから若干南側（微

状を把握することは困難であり、現状から130cm×

150cmの不整円形の平面形として捉えた。底面は標

高0．77mに位置し砂礫層上面に達するが、他に比べ

てやや高い位置にあるためか、湧水は顕著ではな

い。一辺80～85cmの比較的平坦な広がりを有し、

深さは42cmが残る。ただし、南側の掘削面からは

85cm前後の数値を得ることができる。掘り方の断

面形は、下半は逆台形を示し、上半は大きく開放

するため肩部が形成される。

a．完掘状況（北から）　b．土層断面（北から）

　　　　　　図53　貯蔵穴14

叢

　埋土には、複数にのぼる砂質土層・粘質土層・堅果類包含土層の繰り返しが観察される。A断面においてまと

めると、全体は大きく二分される。堅果類の包含が顕著である1～9層と全体的に希薄な10～15層である。

　前者の様相を詳しく検討すると以下のようになる。まず、堅果類の包含が認められるのは、2層・4層・7層

が特に多く、次に、3a層・6層・9層が続く。1層・8層には僅かに含まれる程度である。ほとんど確認され

ない土層は3b層と5層のみとなる。堅果類を多く包含する傾向の強い土層はいずれも粘質土層である。一方、

含まない土層は砂層であり、有機物などもほとんど認められないことから、前者は貯蔵に直接関わる土層であり、

後者は流入土的堆積が考えられる。また、9層下面には植物の葉の堆積層が薄く認められるほか、4・6・7層

の下面にはそれぞれアンペラの存在が確認され、7層では堅果類が上下にアンペラで包まれるような状態で出土

した。本来包まれたものか、あるいは、上面のアンペラは4層に起因するかは定かでないが、アンペラと堅果類

の密接な関係は、アンペラの認められる部分に堅果類が集中的に残存する傾向からも窺うことができる。つまり、

木の葉やアンペラを貯蔵穴内に敷いては堅果類を貯蔵するという状況が復元される。それらの連続性については、

同一の掘り方内におさまることから、一定の時間幅の中で進行したことは確かである。さらに、堅果類を含まな

いあるいは極めて少ない砂層（3・5・8層）が、堅果類を多く含む粘質土層（4・6・7・9層）上にそれぞ

れ堆積している点から、貯蔵期間が終了段階に多少なりとも埋没し、その後再利用される状況がくり返された可

能性が考えられる。堅果類の種類が、9層ではカシ類、6・7層ではトチ、4層ではカシ類が中心となっており、

両種類の採集時期と堆積順序が一部で逆転している点も、こうした解釈を裏付ける要素となろう。

　下半の10～15層では上半の土層とはやや状況が異なる。堅果類と有機物が認められる10b～14層においても、

その量は僅かである。ここで特徴的なのは、粘土～粘質土層（15・13・12・10b層）と砂～砂質土層（14・11・

10a層）が交互に堆積する点である。前者と後者をセットとして捉え、さらに土層間の切り合い関係を考慮する
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縄文時代の遺構・遺物

旬

匿ヨアンペラ

A一

／

暗灰色ノ

灰色細～粗砂

0

9　　L旦口A・

1』

【A断面】

1．暗灰色砂（堅果類僅少）　　6．

2．暗茶灰色粘質土（堅果類多）7．

3a．灰色砂（堅果類、有機物）

3b．灰白色細砂（質土）

4．灰色粘質土（堅果類多）

5．灰色細砂（質土）

8．

9．

／

く9》

◇富

　　　’

ノぷ　’

％　【B断面】

　　　1．暗黒灰色粘質土（堅果類多）

　　　2．灰色細砂

　　　3．暗灰色砂（堅果類少）

　　　4．暗黒灰色粘質土（堅果類多）
1m
　（S＝1／30）

灰白色粘質土（堅果類、有機物）

暗茶灰色粘質土（堅果類多）

淡灰色細砂（堅果類僅少）

暗灰色粘質土（堅果類）

10a．暗灰色粘質土

　　（細砂多、有機物僅少）

10b．灰色粘土

11．（灰）白色粘土混砂

12．暗灰色粘質土

13．暗茶灰色粘質土

14a．灰白色砂質土

14b．暗灰色砂質土

15．暗茶灰色粘質土

蕊難簿鷺・

こ’s

堅果類集中

＼

こr、

元｝二、。．’〉

〆　　ジ争“

ジ≧癒鶯煕合鷲弘・㍊匿謹罫じぎ嶽

c．B断面（西から）

d．アンペラ他出土状況（北から）

（堅果類・有機物僅少）

／

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　　　　　　　　　（S＝1／25）

　アンペラ出土状況詳細

a．完掘状況　b．A断面　e．堅果類出土状況　　（a・b・e　北から）

図54　貯蔵穴15
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調査の記録

　（S＝1／6）　　アンペラ出土状況詳細

　　　　　　　　　　68
0　　　　　　　　　　　　　　　　］Ocm

』一　（S＝・1／3）
番号

68

器種
スプーン形

法量（cm）

幅53、長98

形　　態　　　手　　法　　他

内ナテ、外押圧ナテ、基部に穿孔（径6㎜残存）
色　　　調

淡灰褐色、断暗灰色

胎　　　土

微～細砂少、均質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図55　貯蔵穴お・出土遺物

と、15層と14層そして13・12層と11・10層にまとめられる。堅果類などは多くはないが、ここにも、上層と同様

に粘質土と砂質上層の関係が存在することから貯蔵穴としての使用が想定される可能性が高い。また、上層との

関係を見ると、12層堆積後の掘り返しにおいて形成された掘り方ライン、つまり、12・14層上面（9・10・8層

下面）のラインが、上半の貯蔵穴形態を形成し、底面は当初の15層下面から11層下面へと、20cm程度上昇したこ

とを窺わせる。

　B断面では、堅果類が多く包含される土層は1層と4層である。1層にはアンペラの存在が確認された。いず

れも粘質土でその間には砂層が堆積する。A断面との対応関係は、底面レベルや土質、他の土層との堆積関係な

どから、4層が15層（A断面）に、3層は14b層、2層は14a層の可能性が高い。こうした対応関係を認めると、

A断面では確認できなかった15層での堅果類の包含が顕著となり、粘質土であることも合わせて、同層は本来的

には堅果類と包含した貯蔵に関係する土層と判断される。1層については、B断面では分層はできなかったが、

A断面との関係やアンペラの位置などから、本来は最上層部が6・7層（A断面、以下略）に、中層部が9層に、

下層部が10～13層にそれぞれ対応する可能性が考えられる。

　本貯蔵穴では、複数回にわたる連続使用があり、その際掘り返す場合もあったこと、堅果類の貯蔵にあたって

は、アンペラを有効に利用していること、貯蔵物の使用後に流入土が堆積する期間があったことなどを確認する

ことができた。なお、通常は堅果類堆積層上に認められることの多い、有機物で構成される粘質土層の存在を明

確に確認することができなかった点も指摘しておこう。

　6・7層出土のアンペラの一部は、堅果類の堆積と共に、重複関係を示す資料として、塊の状態で取り上げ、

PEGによる保存処理を行い、数枚が重なり合うアンペラと堅果類の関係を観察した（図55）。

　堅果類は極めて多量に出土したが、その大半はカシ類でありトチは比較的少ない。また、土壌中からはカジノ

キ・ミゾソバ・タラノキ・ニワトコ・タデ類・エビヅル・ヤマゴボウ・ヒョウタンなど多数の種子を抽出した。

　遺物は、スプーン状の土製品1点（図55）が出土したのみであり、本遺構の所属時期は決めがたいが、周辺の

状況や土層との関係から、縄文時代後期前葉と判断される。

貯蔵穴佃稲7（図56）

　AWO1－24～25区で重複する両貯蔵穴を検出した。　AW－05ラインが遺構上を走る。河道内では斜面下半の、傾

斜面にかかる位置にある。貯蔵穴1～14の並びに揃う。やや南寄りにある貯蔵穴15とは中心間で1。5m前後、上

面では30cm程度と、極めて隣接した状態を保つ。検出面は、微高地側にあたる南部分では標高0．88～1．1m、河道

側の北半では同0。7mを測る。

　平面形は、両遺構とも北西半分を調査時の掘削で破壊されているため不明瞭であるが、貯蔵穴17では、長辺
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120cm、短辺95cmの楕円形が想定される。同16では長辺135cmが推定されるが、短辺に関しては60cmを残すのみで、

復元は困難である。形状は（楕）円形の可能性が高い。底面は、貯蔵穴16では標高0．55m、同17では0．53mに位置

し、比較的平坦な面を有す。広さは破壊によって不明瞭であるが、貯蔵穴16において一辺60cm強が確認される。

深さは、中央部において、貯蔵穴16が30c皿、貯蔵穴17は25cmを残す。掘り方断面は、いずれも逆台形を示すが、

貯蔵穴16においてはテラス状の段を有す。砂礫層を掘り込んだ底面からは若干の湧水が認められる。

　貯蔵穴16の埋土は、粘性が認められる1・5層においても、1層には砂がラミナ状に、5層には細砂が多く含

まれており、全体に砂質を強く示す。少量の堅果類片を2層で確認したほか、アカメガシワ・カラスサンショ

ウ・ニワトコ・カジノキ等の種子が出土した。一方、貯蔵穴17では、1～3層が粘質土～粘土で、砂層は底面に

堆積する4層のみである。堅果類は2・3層に僅かに確認され、有機物はその上下層にあたる1・4層に少量含

まれる。

　以上のように、両遺構の埋土は、やや異なる様相を見せるが、いずれにしても、堅果類の貯蔵に直接関わる土

層は残されていない。貯蔵穴16では、特に包含物を含まない砂が多く、大半が流入土と捉えられる。貯蔵穴17で

は、極めて少量ではあるが、粘質土と堅果類、砂質土と有機物のような包含物と土質の相関関係が残されており、

多少、使用状態であったことを示す埋土と流入土の堆積と解釈される。

　本遺構からは、土器片が数点出土したが、いずれも小片であり、実測掲載可能なものは1点のみである。こう

した遺物に加え、周辺の状況から、本遺構の所属時期は、縄文時代後期前半と判断される。
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【SPI7】
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2．灰色粘土（堅果類少）

3．茶灰色粘質土（堅果類少）

4．青灰色粗砂（有機物僅少）

番号

69

器種

深鉢

法量（cm） 形態・手法他横ナデ、〕端面シャープ、外削痕残存
色　　麺

灰褐色、黒灰色
胎　　　土

細砂、雲母

図56　貯蔵穴16・17・出土遺物
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貯蔵穴18（図57）

lAW－5のSlm　13m

∨
圏堅果類集中

　　　　　　　　　　　　　　　　4．灰白色粘質土

゜－ns－1／3。）　（細砂・有馴多）
　　　　　　　　　　　　　　　　5．暗茶灰色粘質土
　1．暗灰色粘質土（細砂、堅果類）　　　　　（堅果類多）

　2．暗灰色粘（質）土（堅果類多）　　　　6．灰色粗砂

　3．灰色粘質土　　　　　　　　　　　　7．暗灰色粘質土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土層断面（東から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図57　貯蔵穴18

　貯蔵穴18はAWO1－25区において、調査区の西壁面でのみ確認された。河道斜面下端に位置し、貯蔵穴17の西

25m付近に並ぶ。掘削面のレベルは南側で標高1．2m、北側では同1．04mを測る。

　平面形態は確認できなかったが、一辺110cmが壁面に残存する。底面は標高0．6mに位置し、緩やかな丸みを見

せる。掘り方の断面形態はU字形に近い。深さは50cm程度と想定される。

　埋土には、堅果類（カシ類）を多く含む土層が特徴的である。1層・2層・5層がそれにあたり、特に2層と

5層には顕著である。5層上面には有機物を多く含む4層が認められる。また、粘質土が大半を占め、砂層は底

面に堆積する6層のみである。こうした土層に関しては、貯蔵に関わる土層と評価されるが、3層・7層につい

ては、貯蔵穴内の埋土と捉えられるかどうかという点で躊躇される。いずれも類似する粘質土であり、包含物を

含まない。ここでは、同一の貯蔵穴内での掘り返しとして全体を捉えた。しかし、3・7層を貯蔵穴の外の堆積

土とし、7層面に掘り込まれた遺構埋土が4～6層で、3層面に掘り込まれた遺構埋土が1・2層という考え方

も可能である。とすると、貯蔵穴は前述よりは小規模なものとなり、時期的にも2段階が想定されることとなる。

現状ではどちらとも決めがたく、二通りの解釈をあげるにとどめたい。

　本遺構からは遺物が出土していないため、所属時期は確定できないが、周囲の状況から縄文時代後期前葉と判

断される。

b　包含層出土遺物

①土器（図58～63、図版1～4）

　河道内からは、3箱（28㍑／1箱）の土器が出土した。出土層は木質を大量に含む土層と砂礫層からである。

その割合は、木質層から0．5箱程度、砂礫層からは3．5箱程度であった。

　最も古いものは、中期後半の里木H式に属する（79）である。また、（81）は器壁が厚く胎土も他の土器とは

異なり、中期末に含まれる可能性が高い。全体的には中津式～福田KH式が大半を占め、それに続く初期縁帯文

あるいは縁帯文段階（彦崎KI式・津雲A式）の土器を含むことから、後期中葉までが残る。

　こうした時期幅を有する土器群は、層位的に変化を示すことはなく河道内に混在する。ただし、全体に摩滅の

度合いは少なく、ごく近い場所での使用を窺うことができる。前述した微高地上の14層出土遺物と時期幅や土器

構成が共通することから、微高地部と河道部との有機的関連が強いことが窺われる。

　縄文時代後期初頭としたものの中で、古い要素を示すものとしては、口縁端面が方形でシャープに仕上げられ、

沈線が幅広く深く刻まれる（87・88等）の他に、やや丸味をもつ口縁を有し、幅広の深い沈線文で縄文を施さな

い（80・82・83）や磨り消し縄文が明瞭でない（86）などが認められる。全体的には中津式の範疇と捉えられる

かもしれないが、後者ついては、（90）も含めて、やや古く位置付けられる可能性も残る。
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　福田KH式では、二条沈線のもの（99・109・122等）、三条沈線のもの（102）、両者が混在するもの（93）が

認められるが、三条沈線は少なく、二条沈線あるいは一部にそれを残すものが多い。ただ、その中でも、例えば

（99）と（109）あるいは（122）のように、沈線間の幅にはかなりの差を見ることができる。

　初期縁帯文土器としては、（70・71）のように、ロ縁部の文様や突起部形態等が退化したものが含まれる。

また、ロ縁部の上方への拡張が顕著なもの（129）が認められるが数は少ない。

　以上のような土器構成であるが、第3次調査において調査した同一河道から出土した遺物と比較すると、全体

的特徴は共通するが、前回目立っていた初期縁帯文段階の土器よりは、今回はやや古い遺物が多い傾向を示す。

②石器（図66、図版6～8）

　石器は、挟り入りを含めたスクレイパー4点、打製石鍬2点、石錘1点、石皿が2点出土している。

挟り入りスクレイパー（S36～38）3点が出土しており、いずれもサヌカイト製である。　S36は、無茎鎌に似た

外形を呈するもので、挟りは上辺に2カ所と下辺に1カ所、両面から丁寧に打ち欠いてつくりだしている。いず

れの挟りにも紐ずれのような痕跡はみられない。下辺には部分は表面からの片面調整のみで裏面は自然面が残る

が、利器として使用したのであれば、この部分が刃としての機能を果たしたと考えられる。しかし両面調整とい

う点では、むしろ挟りが2カ所にある上辺側の方が緻密であることも考慮すると、使用方法については決め手に
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

70 深鉢 一 内：磨き、外：巻貝条痕、ロ縁：縄文（RL）・刻み目文 黒灰褐色 微～細砂、角閃石

71 深鉢 一 ナデ、突起部は未貫通、ロ縁内沈線は突起部まで、外：横位沈線・煤 灰褐、黒褐、断：黒色 微～粗砂、角閃石

72 深鉢 一 条痕・ナデ、口縁：ナデ・頂部両側に沈線・煤 灰褐、黒褐、断：黒灰 細～粗砂、角閃石多

73 深鉢 一 内：磨き、外：磨り消し縄文（RL）、橋状把手 淡黄灰褐色 微砂、角閃石

74 浅鉢 一 非常に丁寧なナデ（磨き状）、外：沈線文 黒（褐）色 微砂、角閃石

75 浅鉢 一 内：丁寧なナデ、外：巻貝条痕、胎土均質 灰黒色 微砂少、角閃石多

76 浅鉢 一 非常に丁寧なナデ（磨き状）、口縁：縄文（RL）・沈線文 黒色 微砂、角閃石多

77 深鉢 一 丁寧なナデ、口縁：縄文（RL）・沈線（細・浅） 灰（黒）褐色、黒褐色 微砂、角閃石、均質

78 深鉢 一 丁寧なナデ、口縁：波状・縄文（RL）・頂部に円孔（径7㎜）と沈線（細・浅） 暗～黒灰褐色 細～粗砂、角閃石

図58　河道部出土遺物1一土器一
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　　　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

79 深鉢 一 摩滅、外　姻大文　連続押し引き文・沈線文（細・浅い）・縄文（細　RL？）、内　ナテ？ 灰色、灰巴～灰褐色 租砂～細礫、角閃石

80 深鉢 一 波状口縁、ナテ・押圧、外　沈線文（幅広・深い）3箇所・擬縄文 灰褐色 微砂、角閃石多

81 深鉢 一 波状ロ縁、口縁端面シャープ、ナテ、外　沈線文2条　縄文（RL　一部消失）煤多 灰褐色、巴褐色 細礫、炭化物多

82 深鉢 一 波状口縁、摩滅、内　押圧・ナテ、外　沈線文（幅広）・ナテ 暗灰褐色 細砂多、角閃石

83 深鉢 一 波状ロ縁、摩滅顕著、沈線文（上部沈線は間か途切れる） 灰褐色、断暗灰褐色 微砂、角閃石

84 深鉢 一 内　ナテ、外　磨消縄文（LR）・沈線断面コの字（中央に稜）、ロ縁端面シャープ 灰褐色、断巴色 粗砂～細礫、角閃石

85 深鉢 一 内　条痕・ナテ、外　沈線文（幅広・深い）のつなぎ目確認・縄文（RL）・煤少 暗灰褐、巴、断黒色 微～細砂、角閃石

86 深鉢 一 内　押圧・ナテ、外　沈線文（幅広・深い）多条・縄文（RL） 暗灰褐色、断里色 細～粗砂、角閃石

87 深鉢 一 内　ナテ、外磨り消し縄文（RL）、ロ縁端面巾冨広 異灰、黄灰、断里灰 細～粗砂、角閃石

88 深鉢 一 ロ縁　波状？　端面幅広、内　箆磨き、外　磨消縄文（RL）・沈線文（幅広・深・シャープ） 灰褐、暗灰褐、断黒 微～細砂、角閃石

89 深鉢 ｝ ロ縁　波状・端面に縄文？、内　箆磨き、外磨消縄文（RL）・沈線文（幅広・深） 灰、暗灰褐、断黒灰 微～細砂

90 鉢 一 ロ縁　面有り、内　丁寧なナテ、外　ナテ・沈線文（幅広・深・シャープ）・煤 灰褐、巴褐、断灰巴 微砂、角閃石

91 深鉢 一 ナテ、外擬縄文？・沈線文・煤 灰褐色、断声灰色 細砂、細礫少

92 鉢 一 内　箆磨き、外　磨消縄文（RL）・沈線文（深・シャープ）後刺突文 灰里、灰褐、断灰里 微砂少、角閃石、均質

93 鉢 ロ径191 内　上半磨き、外　磨り消し縄文（RL）・2～3条沈線文、1／7残存、「声色磨研」 里色、断淡灰色 微砂、角閃石、均質

94 深鉢 一 丁寧なナテ、外磨り消し縄文（RD・沈線文（幅広・深　シャープ） 里褐色、断灰畢色 細砂、角閃石

95 深鉢 一 口　波状　頂部端面に縄文（RL）、外　磨り消し縄文（RL）・沈線文（細め・茂め） 次黄灰白色、断灰色 微～細砂、角閃石

96 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外　磨り消し縄文（RL）・4条沈線文・煤 灰里色 微～細砂、均質
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97 深鉢 一
内　ナテ、外　磨り消し縄文（RL）摩滅で不祥明　沈線文（幅広　深） 畢色、暗灰褐色 細砂

98 深鉢 一 ナテ、外　浅い曲線線刻文5条、横位の沈線文（幅広）下に縦位の沈線文2条・煤 灰褐色、巴褐色 微砂、角閃石

99 深鉢 一 内　条痕・ナテ、外　磨り消し縄文（RL）・沈線文・煤 灰褐、黒褐 微砂、角閃石

100 深鉢 一 内　ナテ、外磨り消し縄文（RL）・沈線文 暗灰褐色、断里色 細砂、角閃石少

101 深鉢 一 内　押圧・ナテ、外　磨り消し縄文（RL） 灰里色 微砂、角閃石

102 深鉢 一 内　箆磨き、外　磨り消し縄文（RL）・3条沈線 黒色、灰褐、断里色 微砂、角閃石

103 深鉢 一 内　ナテ・煤、外　磨り消し縄文（RL・擬i縄文か？） 里色、灰褐色、断里色 微砂、角閃石少

104 深鉢 　 内　ナテ、外磨り消し縄文（RL）・沈線文（幅広・深） 灰褐色 細～粗砂

105 深鉢 一 内　巻貝条痕・ナテ、外磨り消し縄文（RL） 淡黄灰褐、断灰里色 細砂、炭化物少

106 深鉢 一 内　巻貝条痕・ナテ、外磨り消し縄文（RL）・煤 淡灰褐、畢褐、断灰里 微砂、細礫

107 深鉢 ｝
丁寧なナテ、外磨り消し縄文（RL）・刺突文（沈線内に連続刺突文） 灰褐色、黒色 微砂、角閃石、均質

108 浅鉢 一 内　箆磨き、外　磨り消し縄文（RL） 里（褐）色 微砂、角閃石、均質

109 深鉢 一 丁寧なナテ、外磨り消し縄文（RL） 里色、断淡灰色 微砂、角閃石、均質

110 深鉢 一 ナテ、外　沈線文（曲線2条、縦位5条） 黄灰褐色、断灰色 微～細砂、角閃石

u1 深鉢 一 内　上半ナテ　下半巻貝条痕、外　貝殻条痕・沈線文3条 灰褐色 細砂～細礫

112 深鉢 一 ナテ、外磨り消し縄文（RL） 黒褐、暗灰褐、断灰色 微～細砂、角閃石

113 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外磨り消し縄文（RL） 巴灰、灰褐、断灰巴色 細～租砂、角閃石

114 深鉢 一 摩滅、内　ナテ　押圧、外　磨り消し縄文（RL・租雑） 淡灰褐、褐、断巴色 微砂

115 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外　巻貝縄文　沈線文（浅い）　煤 淡灰、異褐、断灰巴 微砂、細礫少、角閃石

116 深鉢 一 内　ナテ・条痕・箆磨き、外　巻貝条痕　沈線文・刺突文？ 淡灰褐色 微砂～細砂

117 深鉢 一 内　巻貝条痕、外　磨り消し縄文（RL） 灰里、里灰、断黒色 微砂、角閃石、均質

118 深鉢 一 内　ナテ、外　磨消縄文（RL）沈線重弧文3条・文様内に赤色顔料痕（縄文・沈線） 畢色 微砂、角閃石、均質

119 深鉢 一 二枚貝条痕、外縄文（RL・租雑）・沈線文　煤 暗灰褐色、巴褐色 微砂、角閃石

120 深鉢 一 内　ナテ・煤、外　条痕・沈線文（浅い　細い） 灰畢色 微砂・角閃石少

図60　河道部出土遺物3一土器一

一67一



調査の記録
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

121 深鉢 一 内　磨き、外　磨消縄文（RL）・2条沈線（深・シャープ　内部に赤色顔料）、　　　胎土均質 畢～灰褐色、断里色 微～細砂、角閃石

122 深鉢 口径195 体部内　ナテ、外磨消縄文（RL）・2条沈線、ロ　縄文　沈線（頂部で途切）、1／5残 黒褐色、灰褐色 微砂、角閃石、均質

123 深鉢 一 巻き貝条痕、口縁　縄文（RL）・沈線、外　沈線文・煤 茶褐色、異褐色 細砂、角閃石

124 深鉢 一 内　箆磨き、外　ナテ・沈線（幅広・深・シャープ）、口縁　縄文（RL）・沈線 畢～暗灰褐色 細砂少

125 深鉢 一 ナテ、口縁　沈線・刻み目文、外煤 灰褐色、暗灰褐色 微～細砂、角閃石

126 深鉢 一 ナテ、口縁　沈線・刻み目文・端面有り 白色、断灰色 細～粗砂

127 深鉢 一 内　ナテ、外　二枚貝条痕、口　縄文（RL）・刻み目文（幅広　深・シャープ） 淡灰褐、灰～灰里 微砂、粗砂少、角閃石

ユ28 深鉢 一 ナテ、ロ縁　縄文（RL）・沈線文（同心円文後横位文）、外煤 灰褐色、断淡灰褐色 細砂、角閃石

129 深鉢 口径165 内　ナテ、外磨き・縄文（RL）煤、口　区画文外に縄又（RL）刺突文5個、1／4残存 茶灰褐色、里色 細砂～細礫

130 深鉢 一 ナテ、口縁　縄文（RL）、外　粘土帯隆起・沈線文・煤 淡灰褐、暗灰褐、断黒 細～粗砂、角閃石

図61　河道部出土遺物4一土・器一
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土
131 深鉢 口径301 外　巻貝条痕・頸部は後押圧、内　口縁ナテ、1／7残存 巴褐色、断里灰色 微～細砂、角閃石少

132 深鉢 口径306 内　ナテ、外　条痕、1／8残存 灰褐色 微～細砂、角閃石

133 深鉢 一 ナテ、外　巻貝条痕・ナテ・煤 黒褐色 微～細砂、角閃石少

134 深鉢 ロ径202 ナテ・押圧、1／8残存 淡灰白色 細砂、角閃石少

135 深鉢 一 巻貝条痕 巴（褐）色 細砂、角閃石少
136 深鉢 一 内　横ナテ、外　巻貝条痕・煤 灰褐色、畢灰褐色 細砂、角閃石

137 深鉢 一 巻貝条痕 灰褐色、断灰畢色 微砂、角閃石

138 深鉢 一 ナテ・押圧 里褐色 細砂、角閃石少

139

P40

深鉢

[鉢
： 巻貝条痕、外煤

iテ

里色 微～細砂、角閃石多

灰褐色、淡灰褐色 粗砂～細礫

141 鉢 一 ナテ・煤、ロ縁　端面不安定、円孔1箇所（径約1cm）、外　煤 茶褐色、里褐色 微砂、角閃石

図62　河道部出土遺物5一土器一
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調査の記録

欠け、判然としない。S37は、半円形で上部に1カ所のみ浅い扶りがあるが、段状剥離からなる点で他の資料と

は異なる。自然面が多く残るが、周囲は丁寧に調整しており、とくに下辺は両面調整を施し刃として使用してい

た可能性が高い。S38は、一部欠損するがS37同様半円形と考えられる。表面はすべて自然面、裏側は平坦で自

然面がないことから、自然面の残る原石から一時調整で分離した剥片とみられ、側辺と上辺に1か所ずつ挟りを

入れている。挟りはいずれも両面調整を加えた丁寧なつくりで、刃部とみられる下辺でも片面調整のみであるこ

とから、挟り部分に対する意識の高さが窺われる。いずれにも使用の痕跡は観察できなかった。

スクレイパー（S41）全長3．61cmと石繊大程度の非常に小さい資料であるが、下辺は両面調整し明瞭に刃をつく

りだしている。それ以外の他の部分にはほとんど調整がみられない。
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

142 深鉢 ロ径183 内　体部丁寧なナテ　ロ縁巻貝条痕、外　ナテ　煤、1／4残存 灰褐、暗灰褐、断巴 細砂、角閃石多

143 深鉢 一 ナテ 淡灰白色 細砂

144 深鉢 一 巻貝条痕、口縁　ナテ 淡黄白色 微～細砂

145 深鉢 一 条痕・ナテ、外　煤少 灰褐、暗灰褐、断巴色 微～粗砂、角閃石少

146 深鉢 一 内　巻貝条痕、外　ナテ・押圧 黒褐色、灰黒色 微砂、角閃石

147 深鉢 一 内　条痕、外　ナテ・煤・口縁　沈線 灰褐色、畢色 微～粗砂、角閃石

148 深鉢 一 箆磨き、外　煤　被熱痕、口縁外　丁寧なナテ 灰黒色、暗灰褐色 微砂、角閃石、均質

149 深鉢 一 条痕、外　煤 茶灰褐、里褐、断里 微砂、均質

150 深鉢 一 内　ナテ、外　条痕 灰色、断灰里色 微～粗砂

151 深鉢 一 内　ナテ、外巻貝条痕・煤多 暗灰褐、里、断黒色 細砂、角閃石少

152 深鉢 一 ナテ、外　煤少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土均質 暗灰褐色 微～細砂、角閃石少

153 深鉢 一 巻貝条痕、外煤 黒灰褐色 微～細砂多

154 深鉢 一 ナテ、口縁　縄文（RL） 灰里色、灰褐色 微砂、角閃石多、均質

155 深鉢 一 ナテ、外　縄文（LR）・煤少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土均質 灰里色 微～細砂、角閃石

図63　河道部出土遺物6一土器一

一70一



縄文時代の遺構・遺物

蟻嚢．
　　逸　　　　　　　　　　☆
　　み　　　　　　こピ　　　　　マ
　　　　ヂゼ　　　　ベ　　　ブントゆんヤ　ァ　プベ

譲暴曇
　　　　　み　　ぐ旨㌻ぷ㌻∵ぴ．㌧∫

　　名　　5ジ＼Ψち　一　や吟缶

　　㌢登籔叉惣、㌫
　　　㌻壌湯三等づ
　　　ぼ　ぶぷしふシさ

　　　詫㌢鷲
　　　蕊霧　　156 　　　　㌔　‘、烏壌♂　　ザ→ふ∀

　　　　　鷲蕊寮、　］63
　　㌫⊆ピ⊇叉蜜㌫∵揚

砲覧：豪㌶紘滋ぎ㍉

　㌦z　ニノ〃．〆：．　㌧学　一．yぷ㍉ノ～ご
　みへ　　　ば　　タ　づ　っ　　ヘ　　　ヘ　ツヘ　ミピタい　　　　　　　　　　へ　　　　　　ベブ

叉るsごぷ・パ　　ぷ㍉．・∵・一しこ∴㌧

158

撫　η
］60

へ　、

一一 一一

167

168

でぺ≧こ?ﾟ
＼　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

＼ぐ＼　　　　　　　　　　1

ざ1叉雲ぷ二㍉
ぺ・い Aふパ㌶㌧

）　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　き　ノ

　　　ペ　　　　　　　　　ざ　　　　　　れぶ　づ　　ノ

・　∵．、膜警㌢ジ

　　ニ／　ごパ1纂叉ξ、

でご喬w
　　　　　：べ・

㌻轟・
∵ぐ三ぷぐこ㌦

，へご㌻sl二籔玲ら

㌫㌘惑ぎ
ぶ　あ　よを

へみ　　　ペ　　　ナ　　ペちぷモ

㌻メ漬
］62

161

　　　．ぐ～㌢註ゴへ　　　　］64

パ㌻㌻ぷ鷺）＼二ぎ㌘
　　ダクみ　ブ　　　　　　　ケ　よで　　　　　へ　　　ぢふ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　ぎ　　　　　　ち　　　う　タ　

萄鶯ジ纂嶋w鰺㌧議妻，

］69

纈藩難
緯ぎ課〆“

一『@一一、ノ

／r（⊃で〔

　＿　　　イ
　　　へ、＿＿〆！　1

　　　　　ノ
　　　，，一”／

工づ⊂＿工⊃

！

！

ノ

］65

　　　パ㍉㌦17・
ぷ　㌧　三擁

　　　　　　　パ　　　　　　　　　　ラ　　　ふへ

∴、，二：ご1ぺ▽1
　　　　　　　　　　　　〆鼻、

〆芸鐵172
／w㌧　ら　2　《’・・　▲

パ　　　　　　　　　　　　w∨

二爪，“・㌘　　ぷ’　　　　さ
エ　　　　ひ　　　ぺき　　ヘ　　　シ

シ㌦～　〉ン　　　が
ザい　　　　　　ト　　　　　　　　　　ス

　タヘ　　　ンゆ　　　　　　　　ン　　ム

　　←∨　　杏　ぐ　バ庖

　　〉　　纐

（ズ）

　癖穰夢声鷲㌧，謬　171

　ベパ　　　　　　　　な　ば
　ヘ　　　　　　　　メ　プぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

ぱや　　　　　　　ぐ

、予　　、㌧ぴ　　　　き

ξ　∵　・さ　3
　　　　　　、　　　夕

⑨　　　　　◇　　　ぐ

　ゾ　　　　　　　　　ごま

　　云べ　w　が

　　簸鴫簿メ

！で㌘違

箋鍵
　　　　　　　×　5⑱込　　　　がデヤ　　　　　　ベ　かく
　　　　　　　ト　　　　　　　し　ト　ぷ∀㌻や　・．㌣ρ鋲㌧∵㌻
　ウ　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベへ　　　　　　　　　　　ぐ　　　を

、　μr　W　　　　ぷ　　ご㎏彦毒⇒　　　　　ヂ4　w

　“　’　』㌧．＿　　パ㌧・　竺
’ノ　：／　　司二ざ㌔㌢．ジヂ㌧

　な　　　ユ　　　　へ　　　ぜ　オ　　　　ぽ　　べ　　　　　　　　　　　　ね

　㌔篭㌻ゴメ．㌧ぐ二
　　　　　〆ぷ　’・・藩くぶ　　べsθs♪桔　〆

　　．　　　　　　、・　　　　　　　　窟

166

］74

＼」＝ジζ，

0　　　　　　　　　　　　　　　　　］Ocm

　　　　　　　　　　　　　　（S＝1／3）

番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

156 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外　条痕・煤、口縁　刻み目文（シャープ） 灰褐色、里褐色 微～細砂、角閃石

157 深鉢 口径25 ナテ、外　条痕一部残る　煤、ロ縁　刻み目文、1／8残存 里色、断灰色 微～細砂、角閃石

158 深鉢 一 ロ～内　ナテ、外　体部条痕・縦位の沈線文、口　刻み目文（不揃い）、器壁厚不安定 暗褐色 微～細砂、角閃石少

159 深鉢 一 巻貝条痕、ロ縁　刻み目文（深・シャープ） 巴灰褐色 微～細砂、角閃石

160 深鉢 一 ナテ、口縁　刻み目文 明灰褐色、断灰畢色 細砂、角閃石少

161 深鉢 一 条痕・ナデ、体部外　擬縄文か？、ロ縁　刻み目文 巴褐色 微～細砂、角閃石

162 深鉢 一 ナテ、口縁刻み目文、細礫も少量含まれる。 暗灰褐色 微砂、角閃石、炭化物

163 深鉢 底径1ユ3 ナテ、1／1残存 暗褐色、暗灰褐色 細砂～細礫、角閃石

164 深鉢 底径102 内　ナテ、外　摩滅　被熱痕、底外　未調整、1／4残　　　断面は巴～淡橿色、角閃石・軟質粒 淡橿色、灰白～燈白色 微～細砂、赤色粒

165 深鉢 底径122 ナテ、底外　未調整、1／6残存 淡灰褐色、里灰褐色 微砂、角閃石

166 深鉢 底径148 ナテ、底外　未調整、1／4残存 暗灰褐色、断里色 細砂～細礫、角閃石

167 深鉢 底径112 ナテ、底外　丁寧なナテ、1／2残存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角閃石少 暗灰褐色、灰褐色 細砂～細礫、炭多

168 深鉢 底径ユ04 ナテ、底外　押圧、1／4残存 灰褐色、断里色 細砂、角閃石多

169 浅鉢 底径85 内　箆磨き、外磨き？、底外　未調整、1／4残存 里色、灰褐色 微砂、角閃石多

170 深鉢 底径10 ナテ、底外押圧、底内　煤、1／2残存 灰褐色、断灰里色 微～粗砂、角閃石

171 深鉢 底径59 摩滅、内　ナテ、外～底外押圧、1／1～1／4残存 暗褐色 微砂

172 深鉢 底径53 内　丁寧なナテ、外　削痕後ナテ　被熱痕、底外　丁寧なナテ・中央径1cm煤、1／1残存 灰異色、暗灰褐色 微砂

173 深鉢 底径52 内　ナテ、外　箆磨き、煤多、1／1残存 里色、淡灰褐色 細～粗砂、角閃石少

174 深鉢 底径5 ナテ、底外非常に丁寧なナテ、1／1残存 淡灰色、淡黄灰白色 細砂、角閃石少

175 深鉢 底径3 摩滅、ナテか？1／1～1／4残存 暗灰褐色、灰褐色 細～粗砂

図64　河道部出土遺物7一土器一
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調査の記録
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土
ユ76 鉢 口径348 条痕・ナテ、外　煤、1／7残存 里色 細砂、租砂（軟質粒）

177 鉢 口径28 ナテ、磨き状工具痕有り、1／8残存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断面は灰畢色 淡燈白、灰白～淡灰色 微砂、角閃石

178 浅鉢 ロ径191 ナテ（工具痕有り）、外煤、1／8残存 茶褐色、断異色 微～細砂、角閃石多

179 鉢 一 ナテ、磨き状工具痕有り、1／8残存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角閃石多 灰褐色 微砂、粗砂少

180 鉢 一 摩滅不鮮明、内　ナテ、外　条痕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角閃石少 淡灰色、断暗灰色 微砂、租砂少

181 鉢 ｝ 摩滅不鮮明 灰褐色 微～細砂

182 鉢 一 波状口縁、丁寧なナテ 畢灰褐色 微砂、角閃石

183 鉢 一 波状口縁、内　ナテ、外磨き・煤 暗灰褐色 微砂、角閃石多

184 鉢 一 ナテ、外煤 茶褐色 微～細砂、角閃石

ユ85 鉢 ロ径84 口縁～内　ナテ、外　一部条痕残・ナテ、1／7残存　　　　　　　　　　　　　　　断面淡灰色 淡灰白色、淡灰褐色 微砂、角閃石

図65　河道部出土遺物8一土器一

打製石鍬（S39・40）S39は形状と加工の状態から打製石鍬の可能性が高い。黒色系の緻密な泥岩を使用し、裏

面は全て原石からの剥離面で縁辺・下端とも2次調整の単位は大きく粗である。S40は葉理が顕著にみられ、緑

灰色を呈するもろい砂岩製の打製石鍬である。縁辺は表面のみ大きな単位で粗な2次調整を加え、下端の刃部に

は縁辺よりも細かい密な調整を施すが、全体に粗いつくりである。いずれも手近な石材にわずかに手を加えてつ

くっているという印象が強く、製作にかける労力という点ではサヌカイト製の打製石鍬との間には違いがある。

石錘（S43）扁平な円形の流紋岩を利用した石錘である。上下端中央に表裏とも明瞭な打ち欠きがみられる。側

辺にもわずかに片面に加工痕があるが、対面には調整がみられないこともあわせ、実用的な面での役割は低かっ

たと考えられる。今回の調査で出土した石錘の中では最も大型である。

石皿（S42・44）S42は、1／4ほどしか残存していないが、かなり重量のある資料である。材質は安山岩で、もと

もとは楕円形を呈していたとみられる。加工はそれほど多くなく、上面に摩滅によるへこみが顕著に観察される。

S44は、流紋岩を利用したもので、上面の中央付近を中心に摩滅痕が残るほか、一部敲打痕らしきものがみられ

る。半分を欠損するが、ほぼ正円形であったと考えられる。
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縄文時代の遺構・遺物

已ノン
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（S36～41）

1

ゴ゜

S42
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1
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工！一
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　　　　　S43

10cm
（S＝1／3）

（S42～44）

番号 器　　　種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（9） 材　質 特　　　　　　徴
S36 挟り入りスクレイパー 96．1 55．0 11．9 48．8 サヌカイト 3カ所に挟りを持つ。下辺には勇断面が残り、調整は粗

S37 挟り入りスクレイパー 842 46．5 19．2 46．2 サヌカイト 表面に自然面が多く残るが、下端に細かい調整を加えている

S38 挟り入りスク1／イパー （73．9） 42．7 10．2 31．7 サヌカイト 表面に自然面残る。下端に粗い2次調整あり

S39 打製石鍬 92．8 43．0 17．1 69．2 泥岩 裏面すべて剥離面

S40 打製石鍬 102．4 964 11．5 49．2 砂岩 片面のみ粗い調整

S4ユ スクレイパー 36．1 20．2 8．9 44 サヌカイト 表面に自然面残る。下辺は粗雑な両面調整

S42 石皿 （1303） （83．9） 8L1 1353．4 安山岩 1／4程度のみ残存。中央がややくぼむ

S43 石錘 93．9 93．2 146 1841 流紋岩 3カ所に調整痕。うち、側辺のものは裏のみ

S44 石皿 217．0 （106．6） 64．5 1993．3 流紋岩 右半欠損。表面にのみ摩滅痕あり。下端に敲打痕らしきものあり

図66　河道部出土遺物9一石器一
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調査の記録

第4節　弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

1．弥生時代早期

　弥生時代早期の遺構は、谷部の貯蔵穴状遺構と杭列である。後期には最大2．4mあった比高差が、水量豊富な

同時期の急速な堆積によって底面レベルが上昇し、本段階には比高差は1．2m程度となる。粘性の強い堆積土あ

るいは有機物炭化層の連続などからも、流水量が少ない湿地的な環境への変化を窺うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　〈2四＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PO4＞　　　　　　〈152＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　〈番号〉　第3次調査貯蔵穴　　　　　　　〈spo3＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈SPO5＞　　　〈SPO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈θライン〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈SPO2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈SPO7＞

　　　　　　　　　　　　　ジィ／＜㌃魂゜

　　　　　　　　　　21mイ　　　　　　　　　　　／／

∪
万

寧篶（東がち〉・

図67　早期遺構全体図〈谷部〉
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

　谷部の南側の緩斜面には、合計14基の貯蔵穴状遺構（以下、貯蔵穴と略す）が点在する。これらは規模も不揃

いで、後期の整然とした配列とは異なる状況をみせる。本調査地域の北側に広がる第3次調査地点では、北側斜

面に大小の貯蔵穴が7基確認されており、両者をあわせると、谷地形の両斜面部に合計21基の貯蔵穴が形成され

ていたことが判明した。立地に関しては、前回は、一部が河道底部に位置するという点に疑問を残していたが、

問題の位置（3次調査SPO7）は、谷部底部となる標高1．5m以下の深みを、取り巻くよう広がる幅5m強の緩斜

面部にあたっており、同場所が貯蔵穴の形成場所として選地されていることが明らかとなった。本調査域での傾

斜は、標高1．7rnから2。1mへの数値が示すように、5mの直線距離で40cmの上昇という緩やかな状態を示す。こ

の地形が、本地点に遺構を集中させる一因と考えられる。なお、貯蔵穴状遺構出土の種子に関しては、その一部

を報告するが、詳細な分析は改めて行うこととする。

　杭列は、貯蔵穴が形成されない谷の最低部を横切る位置に構築されている。その性格上、所属時期の確定は困

難であるが、短い杭では下端レベルが縄文時代後期土層の上部にとどまること、深くしっかり打ち込まれた杭で

は、その先端が弥生時代早期の土層上に姿を見せること、位置関係からこれらの杭が密接な関連をもつ蓋然性が

高いことなどの点から、当時期の中で理解することとしたが、弥生時代前期の可能性もある。

　こうした遺構の他に、斜面部から谷底部において、前回の調査と同様に、突帯文土器を中心とした遺物が多く

出土している。一方、微高地部では、同時期の純粋な包含層あるいは確実な遺構は検出されていない。こうした

状況に対して、現段階では明確な説明を行うだけの資料を得ていない。今後の重要な問題点といえよう。

a　貯蔵穴状遺構

貯蔵穴19（図68）

　AWO1－25区の調査区北壁際で検出した。谷部内の緩斜面部に位置する。検出面は、調査区周囲の側溝によっ

て一部を破壊したため、最上部で標高2．06m、低い部分で同174mを測る。

　平面形は不整円形を示す。規模は、南北110cm、東西100cmの残存値を示し、一辺120cm程度が復元される。一

辺45～50cmを測る底面は標高1．28mに位置する。やや凹凸を有し平面形は不整形である。深さは74cmを残す。掘

り方断面形は、上端がやや開くが、U字形である。砂層に達する底面からは湧水が顕著に認められる。また、掘

り方斜面の標高1．6～1．7mの位置に、20×15cm程度の角礫1点が出土した。

　埋土はいずれも粘土あるいは粘質土である。土壌の特徴や堆積状況から上層（1～4層）と下層（5～7層）

との2群に大別され、それぞれはさらに二分される。古い段階から説明しよう。

　下層群は黒灰色系の粘土～粘質土である。堅果類を含む7・6層と含まない5層とに分けられる。7層では底

面に多くの堅果類を残すが、基盤土層に起因すると考えられる砂の混入も際だつ。6a層には、堅果類が認めら

れるほか、炭化物や有機物も多く含まれ、上面では植物の葉が堆積する。一方、5層は堅果類を含まない以外に

も両層とは状況が異なる。土質はやや粘性を弱め、粘土ブロックを多く含む。土層のしまり具合も強く、しまり

の弱い7・6層との違いは明瞭である。7・6層は使用段階の土層と判断されるが、5層の性格に関しては、粘

土ブロックの存在や上部までの厚さが単一層と捉えられることから、堅果類を貯蔵した状況で埋め戻した土の可

能性が考えられる。

　上層群は、4層下面ラインが下層群を掘り込むような掘り方内に堆積する。上層群でも堅果類を含まない1層

と含む4層とが認められる。その間に堆積する青色系粘土層の2・3層のなかで、3層には少量の堅果類が認め

られる。また黒色を強く示し、4層と同様の弱いしまり具合であることなどを考慮すると、同層からの連続とし

て捉えるのが妥当と判断される。4層中では、粘土層と厚さ5㎜程度の有機物堆積層の重複が3回程度確認され

るが、その中で、堅果類は下半に残される傾向を示す。こうした状況から、同層が貯蔵に直接関わった堆積土で

あり、使用が連続的に3回以上に及んだことを窺うことができる。その上部を覆う2・3層は、使用後に堆積し
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調査の記録

2迦

　　　　　　　　　　1mヒ＝［＝⊇≡＝⊆＝』三」二二三≡≡≡＝三≡≡≡」（S＝1／30）

1a．黒灰色粘（質）土

1b．灰色粘（質）土（炭化物少）

lc．黒色粘（質）土（炭化物多）

2．灰青色粘土

3．青色粘土（有機物若干、堅果類少）

4．淡灰黒色粘土層＋有機物層の互層（堅果類）

5．黒灰色粘質土（粘土塊・有機物多、炭化物少）

6a．暗黒灰色粘土（炭化物多、有機物、堅果類多）

6b．黒灰色粘土（堅果類少）

7．黒色砂混粘土（堅果類多）

v
　ノ
乎鰺

　　／即㌻
　　　　　　＼…／’‘二．ジノ

㌣．　　ノ　㌻＝帽 議

肇

盤ヌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a．完掘状況（北から）　b．土層断面（北から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図68　貯蔵穴19

た埋土と判断される。1層に関しては、黒色の強い粘土あるいは粘質土で炭化物が下半により多く堆積し、包含

物が少ない点から湿地的な堆積とみられる。2層堆積後の掘り返しの可能性も残るが、2層の厚さが比較的均一

に残されている点や使用状態の可能性を示す土層が認められない点などから、1層は貯蔵穴廃棄段階の最終的な

堆積土と判断される。さらに、粘土ブロックなどを含まない点や近似する土層が連続し、包含物が漸移的に変化

する点などから、流入土的な成因が想定される。

　以上のように、本貯蔵穴では、形成後少なくとも1回の掘り返しがあった可能性が高い。それぞれに関して、

使用段階の土層は7・6層と4層であり、使用後の堆積土は5層と1層である。こうした成因の違いは、堅果類

の包含状況の他に、土質のしまり具合の差としても表れている。つまり、貯蔵に使用していた段階の土層は堅果

類を包含し、しまりの弱い粘土層であるが、使用後の埋土は堅果類を含まずしまりの強い粘土あるいはやや砂質

を強めた粘質土となる。使用後の埋土に関しても、人為的埋め土か自然流入土かの違いが、5層と1層の差とし

て表れているのかもしれない。掘削から廃棄までの過程を復元すると次のようになろう。

　7層が使用段階の貯蔵を示す土層であり、続いて6層が同様の状況で形成される。貯蔵状態を保つために5層

で埋められ、全体の少なくとも7～8割は埋まっていたと予想される。その後、貯蔵穴は改めて掘削され、使用

されたのが4層であり、その中で3回程度連続的に貯蔵が繰り返される。最終的な廃棄は流入土（1層）によっ

て埋没すると理解される。

　埋土から出土した堅果類にはカシ類の他にトチが含まれる。また、ザクロソウ・カヤッリグサ・ホタルイ・タ
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

デ・ハコベ・エビヅル等の種子が認められる。

　本遺構からは、浅鉢の細片が1点出土した。その特徴は谷部から出土する土器と共通することから、弥生時代

早期に属すると考えられる。

貯蔵穴20（図69）

　調査区西端部付近のAWO1－24区において検出した。谷部内の緩斜面上にあたる。貯蔵穴19とは中心問で45m

の距離をもつ。検出レベルは、標高1．73～1．65mである。

　平面形は直径102～111cmの不整円形を呈する。直径30cm程度の不整円形を示す底面は標高1．14mに位置し、緩

やかな丸みをもつ。掘り方の断面形態は上方に開くU字形と言えそうである。深さは52cmが残る。底面からの湧

水は認められなかった。　　　　　　　　　　　．

　埋土はいずれも粘土層であるが、包含物の極めて少ない上層（1・2層）と少量の堅果類を含む下層（3・4

層）に大別される。下層は灰褐色系の粘土層で、堅果類は壁面際に多く残される。一方、3層の堅果類の包含量

は少量である。上層は、色調から下層と共通する灰褐色系の2層と黒灰色系の1層に分けられる。1b層には白

色粘土や木質が若干含まれるが特徴的とは言い難い。下層は使用に関わる埋土の可能性を含む。埋土中から堅果

類ではカシ類とトチが確認され、その他にカヤツリグサ・ホタルイ・ザクロソウ・カナムグラ・スゲ等が出土した。

　本遺構からは、遺物が出土していないが、周囲の状況から、弥生時代早期に属すると判断される。

劃
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1a．黒灰色粘（質）土

1b．灰黒色粘土（白色粘土少）

1c．暗黒灰色粘土

2．淡灰褐色粘土

3．灰褐色粘土（堅果類少）

4．暗灰褐色粘土（堅果類多）
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b．土層断面（東から）
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調査の記録

貯蔵穴21（図70）　　　　　　　　e

上にあたる。西側に位置する

貯蔵穴20とは中心間で7．3mの

距離をもつが、東側では同22

と上端を接する位置関係を示

す。検出レベルは標高2～1．8　　　　　　　　　　2m

mの幅を有する。本遺構が掘

り込まれる基盤層は淡灰色粘
　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

土であり、本遺構の埋土が灰　」一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（S＝1／30）
黒色粘土であることから明瞭　1．灰黒色粘土

に検出された。　　　　　　　　　　（炭・淡灰色粘土塊少）

　平面形は直径77～80cmの不整円形を呈す。直径50cm程度

の底面は標高1．75mに位置し、比較的平坦面を有す。掘り

方の断面形態は皿形である。深さは12cmが残る。底面から

の湧水は認められなかった。埋土は、灰黒色粘土の単一層

で、炭化物を含むほか、埋土下半には本遺構の基盤層に起

因すると判断される淡灰色粘土ブロックの包含が少量確認

された。こうした状況から貯蔵穴としての機能には疑問が

残る。

　本遺構の時期は周囲の状況から、弥生時代早期に属する

と判断される。

貯蔵穴22（図71・72）

　AWO1－03・04を中心に、　AWO1－13・14区に一部がかか

る位置において検出した。谷部内の緩斜面上にあたる。西

側では貯蔵穴21と上端を接し、東側では同23と中心間で2

m程度の距離を保つ。検出レベルは、標高2．05～1．96mで

ある。

　平面形は長軸が300cm、短軸が198cmを測る長楕円形を呈

す。110×60cmの広がりを示す底面は標高1．68mに位置し、

僅かに緩やかなカーブを有す。深さは30cmが残る。掘り方

の断面形態は皿形である。底面からの湧水は認められなか

った。埋土は、暗い色調の灰色粘土あるいは粘質土が中心

をなす。1層と4層、2層と3層はそれぞれ類似する。前

者は炭化物を多く含む粘質土で土層は硬く締まる。後者で

は粘性が強く包含物は認められない。2層では白色の粘土

が混在する。このように、全体に自然堆積を想定させる状

態にあり、形態的にも貯蔵穴としての機能には問題が残る。

・誕さ一 主ぐ繊 一戸 h・

壕．　　　　　簸’・…i誕難

鑑譲灘轍綴灘＿　　馨

　　嵩?@　　　　騨
繕　
＿、．兄・．’ @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、一ぎ、・‘

　a．完掘状況（北から）　b．土層西面（西から）

　　　　　　　図70　貯蔵穴21

N

　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　　　－（S＝］／40）
1．暗灰黒色粘質土（炭多）　　3．灰黒色粘土

2．白色粘土＋暗灰色粘土　　　4．暗灰色粘質土（炭・木質多）

　　　　　　　図71　貯蔵穴22

　　2．1m
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

　周囲の状況から、弥生時代早期に属すると判

断される。

貯蔵穴23（図73）

よってその一部が破壊され、東側では貯蔵穴26

と中心間で約2mの距離を測る。

　検出面は淡緑青灰色粘土上面であり、標高

1．86～1．7mに位置する。調査時における側溝等

によって一部を失っている。

　平面形は、長軸が復元推定値として114cm、

短軸は68cmを測る楕円形を呈する。緩やかなカ

ーブをもつ底面は標高1．66mに位置し、55×95

cmの広がりを見せる。深さは12cmが残るのみで

a．完掘状況（西から）　b．土層断面（南から）

　　　　　　図72　貯蔵穴22

ある。掘り方の断面形態はやや丸みのある皿形に近い。底面からの湧水は

認められなかった。埋土は、暗灰黒色粘質土の単一土層である。炭化物あ

るいは有機物が多く含まれ、湿地の堆積土に近い。貯蔵穴21等と共通する

点が多く貯蔵穴としての機能には疑問が残る。

　本遺構からは、遺物が出土していないが、周囲の状況から、弥生時代早

期に属すると判断される。

貯蔵穴24（図74）

　AWO1－03～04区において検出した。　AW－04ライ

ンが遺構上を走る。谷部内の緩斜面上に位置する。

3基の貯蔵穴が重複するなかの中心にあたり、東側

に貯蔵穴23、西側に貯蔵穴25が重複し、さらに、調

査時に設定した側溝によって一部を失う。

　検出面は、標高2．02～1．86mに位置する。平面形は、

長軸では158cm、短軸では120cm～62cmを測る不整楕

円形を呈する。比較的平坦な底面は標高1．69mに位置

し、40×115cmの広がりを見せる。深さは20cmが残る。

掘り方の断面形は皿形に近い。底面からの湧水は認

められなかった。埋土は、灰黒色あるいは灰黒褐色

の粘土層でしまりの強い土層である。1・2層には

有機物が含まれる。3層は基盤層に類似し、その境

はやや不明瞭である。全体に、湿地の自然堆積に近

い様相を示し、周辺の貯蔵穴22・23と共通点が多い。

同様に貯蔵穴としての機能には疑問が残る。

　本遺構は、周囲の状況から、弥生時代早期に属す

1．暗灰黒色粘質土

（炭化物・有機物多）

一

O

01－002
　W］m

19m

1m

』≡一（S＝1／30）

a．完掘状況（北西から）　b．土層断面（東から）

　　　　　　図73　貯蔵穴23
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調査の記録

＝

0

2＼／十～

Ol－002の

　　　　　　　　205m

22

1m
」⊇≡≡≡⊆≡ヨ≡≡ユ≡≡よ三≡≡≡二二＝≡≡≡≡」（S二1／30）

3．灰黒黄褐色粘土1．灰黒色粘土（炭多）

2．灰黒褐色粘土（炭・樹皮・木片多）

ると判断される。

貯蔵穴25（図75）

　AWO1－03区の南端中

央において検出した。

谷部内の緩斜面上にあ

たる。西側では貯蔵穴

22と上端で30cm程度の

距離にある。東側では、

同23の西側肩部に重複

する。検出面は、弥生

時代早期の谷部におけ

る基盤層となる淡緑青

灰色粘土上面であり、

標高2．1～2．05mに位置す

る。調査時における側

溝i等によって南半部上

半を失っているが、同

面において明瞭に確認

された。

　　　　　　a．完掘状況（西から）

図74　貯蔵穴24

／

含夢

＼

2、1m

0

修
1m

　　　　　　　　　　（S＝1／30）

1．灰黒色粘土（有機物多）

2．暗灰色土

3．灰黒色粘土（粘土粒少）

4．暗灰粘土（粘土塊）

5．灰色砂混粘土（炭化物・樹皮多）

a．完掘状況（南西から）

b．土層断面（南西から）

b．土層断面（東から）

へ　㌧》一“ニパ　　　　　　　　　　　　　　ーノ　辱・

　　　　　　　　　ノ　▲　吟　　吟

図75　貯蔵穴25

　平面形は長軸が88cm、短軸が45cmを測る楕円形を示すが、しっかりとした掘りこみ部分では、直径60cm前後の

円形が復元される。底面は標高1．68mに位置し、直径25cm程度の平坦面を有する。掘り方の断面形態は逆台形に

近く、全体の様子はピット状を示す。深さは42cmが残る。底面からの湧水は認められなかった。

　埋土は暗い色調の灰色粘土で構成される。2層以下は軟質でしまりが弱い。また、3層・4層では基盤の粘土
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

がブロック状に混入する。特に4層には顕著である。最下層の5層には、5mm程度の炭化物や樹皮が多く含まれ、

樹皮は下半に多い傾向を示す。その他に砂の混入も顕著であるなど、1～4層とはやや異なった状況を見せるこ

とから、使用に関わる土層の可能性が考えられる。

　本遺構からは、遺物が出土していないが、周囲の状況から弥生時代早期に属すると判断される。

貯蔵穴26（図76）

　AWOO－93区の南西部において検出した。谷部内の緩斜面上に位置する。東側では貯蔵穴30と43m、西側には

同25と1．8m、北側には同28と1．8mの距離をもつ。検出面は、標高192mに位置する。

　平面形は直径42～50cmの円形を呈する。平坦な底面は標高1．69mに位置し、30×40cmの広がりを見せる。深さ

は23cmが残る。掘り方の断面形は逆台形で、ピット状の様相を示す。底面からの湧水は認められなかった。埋土

は、炭化物を多く含む灰黒色粘土の

単一土層で、全体的に湿地の自然堆

積に近い樹目を示す。　　　　～＼≠＋～
本遺構に関しては、その立地から゜｝m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i≧
貯蔵穴状遺構の中で報告したが、形

態や埋土の状況から貯蔵穴としての

が、可能性はやや低いと考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
　本遺構からは、遺物が出土してい

ないため、所属時期は確定できない

が、周囲の状況から、弥生時代早期

に属すると判断される。

与、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　O．5m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』ii■iiii■亘ii己i亘iヨ三三iil（S＝1／20）

貯蔵穴27（図77）　　　　　　　　　　　　1・灰黒色粘土（炭化物多）　　　a．完掘状況

　AWOO－03区において検出した。　　　　　　　　　　　　図76貯蔵穴26

谷部内の緩斜面上に位置する。貯蔵穴21～26の並びよりは谷中心部寄りに位

置する。南側の貯蔵穴23とは2mの距離をもつ。

　検出面は標高1．59mである。平面形は直径29～27cmの円形を呈する。やや丸

みをもつ底面は標高1．45mに位置し、直径15cm程度の広がりを見せる。深さは

12cmが残る。掘り方の断面形はボール形で、ピット状の様相を示す。底面か

らの湧水は認められなかった。埋土は、基盤層に起因する淡青灰白色粘土ブ

ロックを多く含む暗灰色粘土の単一土層である。その他には有機物の包含も

認められる。全体的に湿地の堆積土を示す。

　本遺構から出土の遺物は認められないが、周囲の状況から、弥生時代早期

に属すると判断される。

　以上のように、本遺構の形態や埋土の特徴は貯蔵穴26に近似することから、

その機能に関しても貯蔵穴としての使用された可能性は極めて低いと考えら

れる。

、念

癖
、　芦

b．土層断面（a・b：西から）

＜古。。2の

　　　　　｝

1．6m

0　　　　　　　　　　　0．5m

　　　　　（S＝1／20）

1．淡青灰白色粘土混

　暗灰色粘土（有機物）

図77　貯蔵穴27
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調査の記録

貯蔵穴28（図78）

　AWOO－93区において検出した。谷部内の緩斜面上に位置する。貯蔵穴21～26の並びよりは谷中心部側にあり、

貯蔵穴27の東側となる。同貯蔵穴とは2．5mの距離をもつ。検出面は標高1．71～173mである。

　平面形は直径50～52cmの円形を呈する。底面は標高1．44mに位置し、直径35～40cmの平坦な広がりを見せる。

深さは26cmが残る。掘り方の断面形態は逆台形で、ピット状の様相を示す。底面からの湧水は認められない。埋

土は、基盤層に起因する淡青灰白色粘土ブロックを含む暗灰色粘土の単一土層で、その他に有機物の包含が確認

される。全体的に湿地における堆積状況といえる。

　遺物は出土していないが、周囲の状況から弥生時代早期に属すると判断される。

　本遺構は、形態あるいは埋土ともに貯蔵穴27と共通している。ここでは、主に立地の点から貯蔵穴状遺構の中

で報告したが、諸状況から、貯蔵穴として機能した痕跡を見出すことはできなかった。その機能を全く否定する

ものではないが、現状では貯蔵穴としての機能を評価するのは躊躇する。

貯蔵穴29（図79）

　AWOO－93区の北端において検出した。谷部内の緩斜面上であるが、谷中心部寄りに並ぶ貯蔵穴27・28のライ

ン付近に続く位置にあたる。貯蔵穴28とは約2mの距離をもつ。土層観察用の土手内に位置したため、調査時に

設定した側溝によって、その一部が破壊された。検出面は、標高1．58～1．55mである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平面形は直径32～36cmの円形が復元される。平坦面をもつ底面は標

　01－002の　　　　　　　　　　　　　縄文時代後期の河道埋土であるC層にまで達するが、底面からの湧水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は認められない。c層

　

1Bm

　　　　　∀

0　　　　　　　　　　　0．5m
』亘iヨ三i三∋三三三己E三ヨピ三三≡1（S＝1／20）

　1．淡青灰白色粘土混暗灰色粘土（有機物）

叉㌔．1：、1｝／：〆，…ン＼
　。㍉ン“

砕一’‥題wい、

　ゲぐ　　　ベノペ

、3瀕ξ〉
：：㌣・3＾

絃1

㍍≧ぷ、 。一 謫�Yべ

図78　貯蔵穴28

ノ曇

汽膓∴‘

　◆ピ　1㍉

（西から）

婚ア’

1 AW－32

N
！

一 三三　　　　一 一
1

e『0∈
1　　　　　　川

σ）CU

li≧

0
一　一

0 1

1．6m

1．暗灰色粘土

a．灰白色粘土

b．暗灰白色粘土

c．暗褐色土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　
　（植物遺体多）　　』iiiiiiiii－（S＝1／20）

図79　貯蔵穴29

には植物遺体が大量に

含まれる。埋土は、暗

灰色粘土の単一土層

で、湿地的な土層を示

す。

　遺物は出土していな

いが、周囲の状況から、

弥生時代早期に属する

と判断される。

　本遺構は、形態的に

は貯蔵穴27・28と共通

点が多く認められる。

また、破壊部分が多い

ため、詳細は不明であ

るが、貯蔵穴としての

機能を見出すことはで

きなかった。しかし、

規模等の点で貯蔵穴と

しての機能に疑問は残
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

るが、同様の規模でも堅果類を残す例もあることや埋土が周辺の貯蔵穴と共通することなどから、ここでは、や

や躊躇する段階ではあるが、同遺構の範躊で報告する。

貯蔵穴30（図80）

　AWOO－83～93区において検出した。検出面は標高2．15～1．8mである。谷部内の緩斜面上であり、微高地側に

並ぶ貯蔵穴21～26のラインに並ぶ。西側の貯蔵穴26とは中心間で43mの距離をもつ。

　平面形は、最上面では長軸157cm、短軸124cmの不整形を示す。ただし、掘削が深く及ぶ部分についてみると、

直径90～80cmの不整円形といえそうである。ややすり鉢状に落ち込む底面は標高1．29mに位置し、直径25cm程度

の広がりとなる。深さは60cmである。掘り方の断面形態は一部に挟り込みや段などがあり不規則であるが、不整

形なU字形としておきたい。底面からの湧水は認められない。

　埋土は灰色系の粘土層が中心である。3層には基盤層に起因する砂質土がブロック状に包含されるが、それ以

外の土層では特徴的な包含物は認められない。7層は水分が多く粘性を強める点で他とはやや違いを見せるが、

性格を意味づける程の要素とは言い難い。遺構内から出土した15～20cm程度の2個の礫、そして3層下面の落ち

込みを示すラインが、使用段階を物語っている可能性もある。しかし、積極的根拠に乏しいことは否めない。全

体に、流入土的な埋土と評価されよう。また、カシ類が数点出土している。

　このように、埋土には貯蔵穴としての機能を示す内容は残されていないが、立地環境に加え形態の特徴や堅果

類の存在から貯蔵穴として評価することはできよう。

　本遺構からは、遺物が出土していないが、周囲の状況から、弥生時代早期に属すると判断される。

　　　　　　　　N～「τ　　　±°°

　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　00－902

2．2m

ご
石疹
　　　灰白色砂質土

0 1m

1．黒色粘土

2．灰色粘土

3a．暗灰色粘土

　　（灰色砂質土粒）

3b．暗灰色粘土

　　（灰白色砂質土塊多）

4．淡灰白色粘土

5．灰褐色粘土

6．灰白色粘土

7．暗灰白色粘土

（S＝1／30）

図80

．べ

　　　a．完掘状況（北から）　b．土層断面（東から）

貯蔵穴30
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調査の記録

貯蔵穴31（図81）

　AWOO－83区において検出し

た。谷部内の緩斜面上であるが、

微高地寄りに並ぶ貯蔵穴30に続

くライン上にあたる。同貯蔵穴

とは約3．5mの距離をもつ。上部

を溝状の落ち込みが走るため、

その多くを破壊される。検出面

は、弥生時代早期の基盤i層であ

る緑灰色粘質土層上面で、標高

2．08～1．5mを測る。

　平面形は円形と予想されるが、

規模に関しては、長軸で60cm、

廿＼21
AW－32の
　S2m 00－802の

‘　W1．5m

0

　　　＼
　　　　＼
　　　　　＼
緑灰色粘圭

　灰白色
　　砂質土

2ユm

　　1

劾一」

　1m
　　　　　　　　　（S＝1／30）

1．暗灰色粘土（基盤土層塊）

2．暗緑灰色粘土（基盤土層塊多）

図81　貯蔵穴31

土層断面（東から）

短軸で35cmを残すのみで、本来の数値を推定することは困難である。底面は木質を多量に含む縄文時代後期河道

埋土の灰白色砂質土層まで掘りこまれ、標高1．54mに位置する。検出レベルから底面までは50cm程度を測る。た

だ、上面の傾斜が不明なため、正確なi数値とは言い難い。掘り方の断面形態も不明な点が多いが、U字形の可能

性を考えたい。湧水は認められない。埋土は暗灰色を基調とした粘土層である。1層には基盤上層の緑灰色粘土

のブロックが、2層には同じく緑灰色粘土ブロックに加え、基盤下層の灰白色砂質土をブロック状に包含してお

り、掘削に伴って埋められた土層であることを窺わせる。

　遺物は含まれないが、周囲の状況から弥生時代早期に属すると判断される。

貯蔵穴32（図82）

　AWO1－22区の南端において検出した。調査区の北西隅である。本調査において調査した弥生時代早期貯蔵穴

は、本遺構以外はすべて谷部南側に立地しており、本遺構のみが谷部北側の緩斜面上にある。これは、谷部の北

側斜面部の大半が、第3次調査地域に広がっているためである。前回の調査成果をあわせると、本遺構が北側緩

斜面に並ぶ貯蔵穴群の東端に位置することがわかる。第3次調査貯蔵穴1との距離は中心間で8mを測る。

　調査区北壁面で検出したため、平面的にはその多くを調査することができなかった。掘削上面は、弥生時代早

期の基盤層である青灰色粘土層で、標高1．92mにある。平面形は円形と予想される。規模は、長軸で76cm、短軸

で15cmを残す。本来の数値を推定することは困難であるが、直径90cm前後が予想される。底面は灰色砂質土層ま

　　　　　　　十七仁』r＿

　　　1雪

1．暗黒褐色土

　（炭・樹皮

　・堅果類少）

一

一
一　T

メ

’
’

」

＝ン＿で迦

0 1m

（S＝1／30）

図82　貯蔵穴32

土層断面（南東から）
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

で掘りこまれ、標高1．67mに位置する。同層も弥生時代早期の谷部内埋土と理解される。深さは25cmである。掘

り方の断面形態は底面にやや丸みを有するボール形としておこう。底面からの湧水は認められない。埋土は暗黒

褐色土で、炭化物の他に下半には樹皮やカシ類と判断される堅果類が少量含まれることから、規模はやや小さい

が貯蔵穴としての機能を窺うことができよう。

　遺物は出土していないが、周囲の状況から、弥生時代早期に属すると判断される。

b　杭列

　AW－13区にほぼ収まる範囲に南北方向に軸を有する杭列が確認された（図67）。弥生時代早期の谷部中央付

近を横切る位置である。

　自立した状態の杭は合計9本を確認した（図83）。それらは、並びの位置関係や打ち込まれたレベルの違いに

よって杭1～4の杭列1、杭6～8の杭列2、そしてそれ以外の杭5・9にまとめられる。杭の下端レ・ベルを比

較すると、杭列1では標高1．15～1．25mを測り、いずれも縄文時代後期層である暗茶灰色砂質土（図83－3層）の

上部にとどまり浅い状態を示す。一方、杭列2では標高0．9～1m、杭5・9では同0．65～0．75mを示し、縄文時

代後期河道底面を形成する砂礫層上面に到達する。平面の位置関係では、杭1～4がほぼ南北に列をなし、それ

ぞれの間隔は、5．5m・8．5m・8．5mを測る。杭6～8も南北に並び、1．1mの間隔が復元される。詳細は後述する

が、杭自体の形態（図84）・保存状態・樹種に関しても、それらは比較的明瞭な違いを示す。また、杭5・9は

深く打ち込まれ、両杭列をつなぐような位置を占める。両杭列などで構成される杭群は、その配列にみる位置関

係からは、何らかの機能を発揮する有機的関係を持つ可能性を想定することができる。しかし、こうした内容面

からは杭列1とその他では、同時性や個々の機能に関しての差があったことも考えられる。

　こうした杭群の所属時期を確定することはは困難であるが、短い杭では下端レベルが縄文後期土層の上部にと

どまること、深く打ち込まれた杭では、先端が弥生時代早期の土層上に姿を見せることなどの点から、弥生時代

早期の中で理解することとした。ただし、弥生時代前期に属する可能性も残る。　　　　　　　　　　　（山本）

杭（図84、図版10）

　加工痕の状況から杭と考えられる流木は12点を数えるが、風化が激しく、図化が可能なものは4点であった。

　杭列に使用された杭は9点である。杭列1を形成するW1（杭3）は、残存長約31cm（上部欠損）、最大幅5

cmと、非常に小さい。先端を多面状に削りだし、枝を払っただけの簡素な作りである。杭1・2・4も枝払い

痕以外に加工痕をもたない。また劣化により分析が不可能な杭1以外、すべてアカガシ亜属という共通性をもつ。

　西側の群にもある程度の傾向が見られる。W2（杭5）はやや小型の杭でサカキを用いている。劣化のため加

工痕はほとんど確認できないが、先端付近に枝払いの痕跡が残る。イヌガヤを加工したW3（杭7）も、断面が

薄い長方形になるほど削り込んだ先端以外には表皮がつき、9カ所の枝払い痕は根元を0．5～1cm残すなど全体

に粗い調整である。W4（杭8）は、唯一上端が完存する。全長は1mを超え、枝払い痕は14カ所にのぼるが、表

皮は残ったままである。先端を腐食によって欠くが、残存部分からはさほど密でない加工であったことが窺われ

る。一方、上端は尖鋭な状態で多少の加工痕と被熱による焼け焦げ痕が認められ、両端とも尖らせる形状の可能

性もある。材はカヤを使用する。杭6・9はそれぞれモチノキ属イヌガヤであり、この群では比較的多種類の木

を使用する傾向がある。また、杭1～4は幅が5cm以下であるのに対して、杭5～9は5．5cm以上であり、明瞭

な違いがある。

　このほか、縄文時代後期の流木に混在して出土した木の中で杭と考えられるものが3点ある。W5はイヌガヤ

を用いている。残存長86．3cmと長く、やや中途で屈曲する。枝払い痕もなく、両端を欠損するため上下は判然

としないが、一部に形を整えた加工痕が見られることから、杭である可能性が高い。W7は上部を欠くが先端に

加工痕が明瞭に残る1m以上の大型品である。全体に緩く内湾し、枝払い痕が1カ所あるほか、加工痕や刃止め
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調査の記録
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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番号 器種
法　量（cm）

特　　　　　　　徴
最大長 最大幅 最大厚

材　質

W1 杭 （31．6） 5．0 5．0 全体に表皮残存。枝払い痕明瞭。先端のみをわずかに加工（杭3） アカガシ亜属

W2 杭 （73．0） 5．5 5．5 加工痕不明瞭。枝払い痕1箇所のみ（杭5） サカキ

W3 杭 （876） 7．0 5．5 杭先以外に表皮残存。雑な枝払い痕9箇所（杭7） イヌガヤ

W4 杭 （115．5） 7．5 7．5 枝払い痕14箇所。上端に焼損痕あり。先端は打ち込み前後に折損の可能性（杭8） カヤ

W5 杭？ （86．3） 5．1 5ユ 半ばで枝本来の曲がりを残す。両端を欠損しているため、上下不明瞭。枝払い痕なし イヌガヤ

W6 杭先 （42．2） 9．7 9．7 全体に加工痕明瞭。多面的に削り出す。加工が雑なことから、未製品の可能性あり ムクノキ

W7 杭 （ユ070） 5．6 5．6 下端は加工痕明瞭で杭先の可能性あり イヌガヤ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図84　杭

　以上より、樹種・大きさとも杭1～4と杭5～9の間で明確に異なり、出土状況にも対応することから、両者

間では、時間差あるいは作り手の違いなどの差が存在するとみられる。杭列1は細く小さいためそれほど長時間

は大きな荷重に耐えられず、下流の一群が太めの長い杭を使用している状況とは、対照的である。前者は一時的

な漁、後者は利水にかかわるものといった何らかの機能差である可能性が考えられよう。　　　　　　　（忽那）
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調査の記録

c　包含層出土遺物

①土器（図85～88，図版5）

　谷部から出土した土器の量は695点（約28㍑3箱）である。器種構成は、突帯文土器で構成される深鉢（186～

224）・鉢あるいは浅鉢（225・230～259）・壼（226～229）である。

　深鉢は刻み目突帯文土器である。形態的には、多少なりとも肩部を有するタイプ（186～202等）とロ縁部に向

かって直線的あるいは緩やかな丸みを持って立ち上がるタイプ（219～221）を含むが、前者が圧倒的に主体をな

す。また、波状口縁を呈するもの（216～218・210）が少量確認される。突帯に関しては、一条突帯（186・187

等）と二条突帯（211・212・216）に大別されるが、全体像が明確な個体が少量であるため、その比率を分析す

ることは困難である。また、頸部外面の文様については、非常に細い沈線によって施文されたもの（202・212・

216）が認められるが、二条突帯文とセットになる場合が多い。こうした特徴を有する土器は、第3次調査の資

料と比較すると、全体に占める割合が高い傾向が強く、本来一定量が含まれる段階と改めて評価できそうである。

突帯の張り付け位置は、いずれの形態においても口縁端部から5mm前後下方に位置するものが大半である。その

ほかにロ縁部の装飾としては、口縁端部に刻み目を施すもの（202～206）、ロ縁内面付近に沈線を施すもの（212

～216）などが含まれる。口縁端部の刻み目は、総じて小さくて浅い。外側への施文が中心であるが、一部に内

側（209）あるいは両方（208）に施される場合も確認される。口縁端部の形態は、主体をなすやや丸みを有する

ものの他に、方形のもの（186～190）と先尖りのもの（199・219～221）が認められる。肩部を有さない形態の

タイプには先尖りが多い。

　鉢では、黒色系の色調でヘラ磨き調整を施されるものが主体である（233・234）。それに対して、（225）は、

きれいな白色を呈し、ナデで丁寧に仕上げられる。さらに、突帯部には刻み目は全く認められない。こうした点

で、他とは際だった違いをみせる。浅鉢は、口縁部に屈曲を有するかあるいは波状口縁などの装飾性を見せる形

態を持つタイプ（230・231・235～240）とロ縁部が上方に開放するシンプルな形態をもつタイプ（241～253）と

に大別される。前者は黒色系の色調を呈し、丁寧なヘラ磨き調整などで仕上げられる。内面には沈線が施文され

たり、波状ロ縁のものが多く、装飾性が高い。後者にはきめ細かい胎土のものと粗いものが含まれる。色調に関

しても、黒色系のものと灰色系のものが認められる。黒色系のものの中に、外面に付着した煤が調整によって潰

されたような状況を示すものがあり（248）、煤を利用して黒色化を進めた経過が残されたと考えられる。内面に

沈線を有するもの（252～254）もあるが、総じて装飾性は低い。

　壼の中では、（229）において頸部から胴部にかけてのラインや段状に施される沈線などの形態面に弥生時代前

期土器の要素をみることができる。ただ、接合痕跡は内傾接合である。

　谷部から出土した土器群は、比較的集中して出土しており、特徴や時期にも共通性の高さを示す。第3次調査

において報告した土器群の状況を逸脱するものではないが、それに新たな資料が加わったと評価される。（山本）

②石器（図89、図版6～8）

　敲石3点、凹石・打製石鍬・襖形石器・磨石各1点と、加工痕のある不明石器が1点出土している。

襖形石器（S45）表面で光沢をもつ部分が下辺を経て裏面に達し、縦方向の細かい擦痕が明瞭に観察できる。裏

面はほとんど調整を加えておらず、破損して剥離した打製石鍬の先端片面のみを調整し、転用したものである可

能性が高い。下辺は摩耗で鈍化しており、打製石鍬としての利用は長期にわたっていたようである。

凹石（S46）握りこぶし大の大きさで、表裏両面中央に明瞭なくぼみがある。敲打の繰り返しによって形成され

た表面のくぼみは、角度が急で深い。一方、裏面では緩い角度で浅くなめらかな面をなし、ある程度敲打が行わ

れた後は磨る作業に主に用いられたものと思われる。このほか、側面には細かな敲打痕が顕著で、敲石としても

頻繁に使用されたようである。

敲石（S47・48・50）S47は、ややもろい質の花闇岩を使用している。残存する下半の下端には、細かい単位で
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

186 深鉢 口径356 押圧・ナテ、外下半削痕、刻み目突帯　不揃い、外・煤多、口　端面、1／5残存 灰異色、黒褐色 粗砂～細礫

187 深鉢 口径154 ナテ、刻み目突帯　上面軽いナテ、外　煤、口　端面、1／6残存 灰巴色、黒褐色 細砂、角閃石

188 深鉢 一 丁寧な横ナテ、刻み目突帯　刻み目シャープ、外煤 黒褐色 粗砂～細礫

189 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　刻み目深い、口　端面、外　突帯以下　煤多 異褐色、巴灰褐色 細砂、角閃石

190 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　刻み目深い・大、口　端面、外　煤多 黒褐、巴、断　暗灰色 粗砂、角閃石

191 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外　横ナデ、刻み目突帯　上面ナデ　刻み目小、口　端面不安定 淡灰自色 細～粗砂、角閃石多

192 深鉢 一 摩滅、刻み目突帯　幅広　刻み目大・上面軽いナテ、外煤、ロ　端部やや丸め 異褐色 租砂、角閃石

193 深鉢 一 丁寧な横ナテ、刻み目突帯　刻み目深い・大・下面ナデ、口　端面 淡灰白色、淡灰褐色 細砂、角閃石

194 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　刻み目深い・大、外煤 淡灰褐色、灰褐色 細砂、角閃石多

195 深鉢 一 内　丁寧な横ナテ、外　横ナデ　煤、刻み目突帯　下面ナデ　刻み目深い・突帯幅広 黒褐色 細砂、角閃石

196 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　シャープ・刻み目深い　大 灰里色、暗灰色 粗砂、角閃石

197 深鉢 一 内　ナテ、外横ナテ、刻み目突帯　シャープ・刻み目深い、口　端面小 暗灰褐、灰白、断暗灰 粗砂～細礫

198 深鉢 一 内　押圧・ナテ、外　ナテ・煤、刻み目突帯　上面ナテ・刻み目深い、口　尖り形、下端に沈線 灰黒色、里褐色 粗砂、角閃石多

199 深鉢 一 磨き、刻み目突帯　上下面ナテ、刻み目小・浅い 淡灰褐色 細砂、角閃石多

200 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　上面軽いナテ・刻み目線状、口　尖り形、外　煤 里褐色 粗砂、角閃石少

201 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　シャープ・刻み目深い 暗灰褐、黄灰褐色 粗砂～細礫
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調査の記録
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　　　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

202 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　上面ナテ　刻み目大・深い、沈線文　細、口　米粒状刻み目、外　煤 異褐色、灰褐色 細礫、角閃石多

203 深鉢 一 内　横ナテ、外　貝殻条痕・煤、刻み目突帯　幅広、刻み目大・深い、口　刻み目不揃い 暗灰褐色 粗砂、角閃石

204 深鉢 一 ナテ、外　煤、突帯部剥落、口　刻み目（小　浅い） 淡灰褐白色、灰声色 粗砂～細礫、角閃石

205 深鉢 一 横ナテ、刻み目突帯　幅広　上面軽いナテ　刻み目小、口　刻み目（極小・不揃い）・端面 淡灰自色 細砂、角閃石

206 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　幅広、刻み目　大・深い、口　刻み目（長い米粒状）、外煤 巴褐色、淡黄灰褐色 細～祖砂、角閃石

207 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　刻み目深い、外　沈線文・煤、口　丸味 里褐色 細砂少、角閃石

208 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯、口　外面・上面に刻み目（小）、外煤多 灰白、黒褐、断暗灰色 租砂

209 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　幅広　下面ナテ、口　内面刻み目、外　煤 巴灰色 粗砂～細礫

210 深鉢 一 波状口縁、ナテ、刻み目突帯　刻み目小、口　上面刻み目 暗灰褐色 粗砂、角閃石

211 深鉢 一 ナテ、二条突帯　刻み目不揃い・下面軽いナテ 暗灰褐色 細砂、角閃石

212 深鉢 一 ナテ、二条突帯　下面ナテ・下部突帯刻み目小、口　刻み目、外　沈線文・煤 暗灰褐色、黒灰褐色 微～細砂、角閃石多

213 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　突帯低い、刻み目浅い・小、外沈線文、内　沈線 灰褐色、断黒色 租砂～細礫

214 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　幅広・刻み目シャープ・上面ナテ、外　煤、内　沈線 巴褐色、黒色 粗砂～細礫、角閃石

215 深鉢 一 ナテ、刻み目突帯　上面ナテ、内　沈線、外　煤、口　端面あり 巴色、灰褐色 粗砂、角閃石多

216 深鉢 一 波状口縁、内　条痕　沈線、二条突帯　刻み目大、外　沈線・煤多、ロ　刺突状刻み1箇所 淡灰褐、里褐、断灰里 租砂、角閃石多

217 深鉢 一 波状口縁、内　ナテ、外　条痕、刻み目突帯　上下ナテ・低い・刻み目浅い、煤 巴褐色～異色 細～粗砂少、角閃石

218 深鉢 一 波状口縁、ナテ、刻み目突帯　上面ナテ・刻み目小、外　煤 灰褐色、断暗灰色 粗砂

219 深鉢 口径216 丁寧なナテ、刻み目突帯　下面ナテ・刻み目小、煤多、1／6残存 異褐色 細砂、角閃石

220 深鉢 一 内　ナテ、外　凹凸・条痕？、刻み目突帯　上面軽いナテ・刻み目小、ロ　端面小 畢色、灰褐色 粗砂、角閃石少

221 深鉢 ｝ 内　丁寧なナテ、外　条痕？、刻み目突帯　上面ナテ、刻み目不揃い、外　被熱痕 畢褐色～灰褐色 細砂、角閃石

222 深鉢 一 内　丁寧なナテ、外　条痕？・煤多、刻み目突帯　幅広・刻み目大、口　端面 灰褐色、黒色 細砂、角閃石多

223 深鉢 一 内　ナテ、外　条痕・煤、刻み目突帯　上面ナテ・刻み目大 暗灰褐色 粗砂～細礫、角閃石

224 深鉢 一 内　磨き、外　削痕・煤 灰里色、灰褐色 粗砂～細礫、角閃石
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

225 鉢 ロ径34 内　ナテ・一部削り痕、外頸部ナテ　体部削り、突帯、1／8残存 白、暗灰、断畢色 細～粗砂、角閃石多

226 壼 ロ径13 摩滅、内　沈線、1／6残存 暗灰褐色、淡黄白色 粗砂

227 壼 口径126 外径ではユ3cm、内　摩滅・沈線、外磨き、1／5残存、226と頚似 灰褐、淡灰褐、断里 細砂～粗砂、角閃石

228 壼 一 磨き、口　横ナテ 灰褐色 粗砂、角閃石少

229 壼 一 内　丁寧なナテ・頸部上端磨き、外磨き・下半の一部削痕・段有り・煤小 灰色、黒色、断灰畢 粗砂、角閃石

230 浅鉢 ロ径173 箆磨き、1／6残存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 里～里褐色 微砂少、角閃石多

231 浅鉢 一 波状ロ縁、磨き、円孔1カ所（径約8mm）、内　沈線、外煤、口縁端面シャープ　　胎土精良 里～黒褐色、断皐色 微砂少、角閃石多

232 鉢 一 磨き、口　横ナテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 巴色、断灰色 微砂少、角閃石

233 鉢 一 波状ロ縁、丁寧なナテ、内　沈線 暗灰褐色、断灰色 細～粗砂、角閃石

234 鉢 一 波状口縁、磨き、ロ　横ナテ　段が沈線状をなす。　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 里色、断異　淡灰色 微砂少、角閃石多

235 浅鉢 ロ径192 波状ロ縁、内～口　丁寧なナテ、外　磨き・煤（タール状）、内　段が沈線状、1／8残存 巴色 細～粗砂、均質

236 浅鉢 一 波状じ］縁、内　磨き？、外　削り痕、ロ　ナテ・内面に沈線（赤色顔料残存）、　　　胎土精良 里褐色 微砂少、角閃石多

237 浅鉢 一 内　磨き・沈線、口　丁寧なナテ、外下半　削り後ナテ・一部赤色顔料残存 黒～暗灰褐色 微砂、角閃石

238 浅鉢 一 方形、波状口縁、ナテ　押序、内　沈線、頂部に押圧状の刻み目2カ所 灰里色 細～粗砂、角閃石

239 浅鉢 一 方形、波状ロ縁、磨き、内　沈線、頂部に押圧状の刻み目3カ所 暗茶灰褐色 細～粗砂、角閃石

240 浅鉢 一 方形、波状口縁、内　磨き　沈線、外　口縁ナデ・下半削り痕 灰褐色、淡黄褐色 細砂少、角閃石多

図87　谷部出土遺物3一土器一
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調査の記録
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番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

241 鉢 口径25．6 丁寧なナデ、1／9残存 淡灰褐色～黒褐色 微砂、角閃石多

242 鉢 一 内：箆磨き、外：磨きか？、仕上がり平滑・シャープ　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 灰黒褐色 微砂少、角閃石

243 鉢 一 内：箆磨き、外：丁寧なナデ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 暗茶褐色 微砂、角閃石、精良

244 鉢 一 内：箆磨き、外：削痕・煤（タール状）、ロ：横ナデ・端面 灰茶褐色、黒色 細～粗砂、角閃石多

245 鉢 一 内：丁寧なナデ、外：削痕後軽いナデ・被熱、口：ナデ 黒色、黒褐色 細砂、角閃石

246 鉢 一 内：横ナデ、外：条痕・煤 黒灰褐色 粗砂～細礫、角閃石

247 鉢 一 箆磨き、外：煤（磨き残し部分に残存） 黒色 微砂、角閃石多

248 鉢 一 ナデ（工具痕）、外：煤（ナデ残し部以外はタール状に変化） 茶褐色、黒色 細～粗砂、角閃石多

249 鉢 口径14 内：横ナデ、外：押圧・ナデ、口：端面小、250と類似、1／6残存 黒茶褐色、黒色 粗砂、角閃石

250 鉢 一 内：横ナデ、外：押圧・ナデ、口二端面小、249と同一個体の可能性高い。 暗茶褐色、黒色 粗砂、角閃石

25ユ 鉢 一 箆磨き、内：沈線・赤色顔料残存 榿灰褐、灰褐、断：黒色 微砂、角閃石、精良

252 鉢 一 摩滅、内：沈線、口：端面 暗～黒褐色 細砂、角閃石

253 鉢 一 箆磨き、外：煤少 暗糧褐色、断：淡灰色 微砂、角閃石、精良

254 鉢 一 丁寧なナデ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 灰黒色、暗灰褐色 微砂、角閃石多

255 鉢 底径5．8 内：箆磨き、外：削り後磨き・煤（タール状）・下端に沈線、底外：削り後ナデ、1／3残存 灰褐色、黒褐色 粗砂、角閃石

256 鉢 底径54 箆磨き、外面下端に沈線、1／3残存 黒色 細～粗砂、角閃石

257 鉢 底径7 箆磨き、外面下端に沈線、1／4残存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎土精良 黒色 微砂少、角閃石多

258 鉢 底径6．6 内・底外：磨き、外：押圧・ナデ、底部端部に刻み目3カ所、3／4残存 灰黒、黄褐、断：黒褐 細砂、角閃石多

259 鉢 底径8．8 内：丁寧なナデ、外・底：押圧・軽いナデ 灰褐色、黄灰褐色 細砂、角閃石

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図88　谷部出土遺物4一土器一

やや深い敲打痕が明瞭に観察できる。S48・50は片手に収まる小ぶりな大きさのもので、激しい敲打痕が下面に

集中する。S48は部分的、　S50は全体に摩滅が顕著であり、磨石としても使用されていたと考えられる。

打製石鍬（S51）泥岩製で、全体に調整は粗い。下端の刃部は片面調整のみで、明瞭な使用痕は確認できない。

むしろ側縁部の方が両面からの調整が多く、形を整える意識が強い。

不明石器（S52）質の悪い砂岩を素材として用いている。下端にわずかながら調整を施し、上部に欠損面がない

ことから、この状態で使用していたものとみられる。

磨石（S49）側面に摩滅痕が顕i著な磨石である。摩滅痕は断続的に3カ所あり、それぞれの面に分けてこすりつ

けていたとみられることから、もともとは手に握ることができる10cm程度の大きさだったと考えられる。摩滅

痕の他には敲打痕が2種観察できる。表面上端と左側面のものは、通常敲石や台石でもよくみられる大きな単位

一92一



弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

0 5cm

　　　

’，之『蕊恒

S45

　　　で㌢≧㌻

　　　　　　［

・1「でで》竺〉三

一．．’≦ぷw：＞v、，～

　　1

獲轟て

一（S＝2／3）
ひピ鷲パ蕊烏

　　1

S49

0 10cm く：：：＝）　・S52 5cm

（S46～50） （S＝1／3） （S5］・52） （S＝1／2）

番号 器　　　種 最大長（㎜） 最大幅（mm） 最大厚（㎜） 重量（9） 材　質 特　　　　　　徴
S45 模形石器 （293） 22．0 64 5．3 サヌカイト 表面に摩滅痕顕著。石鍬から転用か

S46 凹石 97．6 93．9 46．1 611．4 安山岩 表裏面とも中央にくぼみあり。側面にも敲打痕多数。敲石としても使用か

S47 敲石 （663） 102．8 69．2 548．2 十μ」山
ｻ岡石 下部にのみ敲打痕。全体に握りによる摩滅痕あり

S48 敲石 （83㊤ 74．1 40ユ 321．2 流紋岩 一部欠損。下端に敲打痕、側縁に部分的な摩滅痕

S49 磨石 （741） 87．6 50．9 59U 流紋岩 表裏とも細かな敲打痕，側縁に摩滅痕顕著。火を受けた面あり

S50 敲石 110．3 （758） 5．1 617．4 ＋山L口ｻ岡石’ 下部にのみ敲打痕。全体に摩滅痕あり

S51 石鍬 8∠L7 344 16．9 53．1 泥岩 側縁・端部とも粗い調整あり

S52 不明石器 45ユ 36．8 ＆2 13．3 砂岩 表裏に粗い調整あり。外形はへら状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図89　谷部出土遺物5一石器一

であるが、表面と裏面には石錐のような先端の尖った器具で打撃した細かい敲打痕が多数見られる。後者は本調

査区出土の他の台石や磨石・敲石では見られない。また、表面には火を受けた痕跡があり、表面が剥離した痕跡

も、その面にのみみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（忽那）
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調査の記録

2．弥生時代前期

　前期の地形は、調査区の北西角に谷状地形が北東から南西に走り、その南東側に微高地が広がる状況を呈する。

谷部は本調査区内では、幅約14mを測ることができるが、北斜面の肩部を確認した第3次調査の成果を参考にす

ると、幅は18m前後であることが明らかとなった。谷部と微高地の比高差は、谷底部が標高2．3～2．1m、微高地

上面が同3．2m前後にあることから、0．9m程度を測る。検出された遺構は微高地上に広がる水田畦畔である。

a　水田畦畔

水田畦畔1（図90・91）

　畦畔は8層上面に僅かに残る砂層を目安に検出を行ったが、砂層の有無が影響して、一・部においては不明瞭で

あったりあるいは消失する部分もあった。

　検出した畦畔は8層（「黒色土」）によって形成される高まりを示す。調査区の約3／4を占める微高地上におい

て、谷地形に沿う形で北東一南西方向に長軸が有する傾向を見せる。畦畔の規模は、高さ数cm、幅40cm前後を測

る。なお、この幅は底面に近い位置での数値である。水田面数は最大97面の可能性があり、一面の規模は一辺が

0．8～4．8m、面積は約1～10．8㎡（2～7㎡が中心）を測る。平面形は長方形が主体であるが、三角形あるいは

不整多角形も少なくない。また、耕作に関わる土壌に関しては、本来、8層上部に分離されるべきであるが、肉

眼観察によっては全く区別できなかった。第12次調査報告でふれた（註）が、耕作形態を考える上で考慮するべき

問題点であろう。

鰻　　　　　　＿　　　　．遙。＿、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熟・　　　　．：鍵、膿灘璽ご　．灘　　∀§　　　　　　　　　　　懸誠

1：1～溺　‥　　‥

／：※／ゴ
A

　へぎ　こらぷ　　　　　サス　ンパ

三㌧　‘．∵ご

　．、＿、一ご・

（外）　　　　　　263

パご「㍗一β
　　　　　　261　　　　’　　〆　　　　　　　　　　　　　　　262

　　　　　　　ふぷ・’、〉’㌧二’、∵・～

　　　　　　（内）1　　　　　　　　264

　　　　　　㌘1ラ

　　　　　　　　　　　　　　㌔

　（S＝1／3）一

〆

　（内）　　0

a．全景（南から）　b．作業風景（西から）

番号 器種 法量（cm） 形　　態　・　手　　法　　他 色　　　調 胎　　　土

260 深鉢 一 ナデ、刻み目突帯 暗灰色、灰褐色 細砂

261 深鉢 一 ナデ、刻み目突帯：刻み目不揃い 灰黒、淡黄白、断：灰黒 細～粗砂

262 深鉢 一 摩滅、刻み目突帯：下面ナデ、刻み目線状・浅い、口：刻み目線状・浅い 淡灰、淡黄灰、断：黒灰 細～粗砂、角閃石少

263 浅鉢 一 方形、箆磨き、口縁内面：丁寧なナデ・沈線、口縁頂部に押さえ気味の刻み目3カ所 灰黒（褐）色 微～細砂、角閃石

264 浅鉢 一 内：ナデ・沈線、外：摩滅 淡灰褐色、断：黒色 細～粗砂、赤色粒子

265 浅鉢 一 ナデ、内：沈線 淡黄褐白、断：灰色 細～粗砂、赤色粒子

図90　水田畦畔1全景他・出土遺物
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調査の記録

　以上のように、規模を示す数値のばらつきや一面の面積の狭小さ、あるいは不整形な水田区画や各面ごとの長

軸方向の不安定さ、そして耕作土の未発達などが本時期の特徴である。

　8層からは484点（28㍑1箱）の土器が出土した。縄文土器・弥生時代早期（図90）・前期の土器を包含してい

ることから、本畦畔の時期は弥生時代前期と判断される。

（註）岩崎志保・山本悦世2003「耕作地の問題」『津島岡大遺跡』11　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

3．弥生時代後期～古墳時代初頭

　本段階には、調査区北西角の谷状地形が洪水砂などの堆積で姿を消し、比較的平坦な地形に転換する。そうし

た地形を形成する3層上面に水田畦畔と溝5条を検出した。これら溝群は調査区中央部を北東から南西に向かっ

て走る。同位置は標高3．4～3．32mという数値を示し、縄文時代以降、本地点における最も高い地形のラインにあ

たる。畦畔と溝群の関係は、検出面においては後者が前者の上部を重複し、新しい時期に属することを示す。た

だし、溝群の時期幅を考慮すると、同時性を否定するものではない。

　第3次調査との関係を確認すると、畦畔はほぼ適切な対応関係を示し、また、溝に関しても、条数の点では数

を増しているが、方向・位置も一致する結果を得た。

a　水田畦畔

水田畦畔2（図92・93）

　畦畔は灰黄褐粘質土（3層）によって形成される。上面には砂層が多少なりとも残存する。前段階に谷部であ

った北西部では、地形的にやや低いために残存率が高く、検出状況は比較的明瞭であった。その地形的影響を受

けて、畦畔の検出レベルは中央部の北東一南西ラインが最も高く、谷部跡地の北東部あるいは従来からやや下が

り気味の南東方向が低い傾向が認められる。水田の軸方向もそうした地形に沿って北東一南西に長軸を有する長

方形を示す。

　畦畔の規模は、高さ1cm前後、幅20～30cmを測る。面数は最大75面の可能性が認められ、一面の規模は、一辺

が0．9～7．7m、面積は約2～約20㎡（3～12㎡が中心）を測る。規模には依然ばらつきが存在するが、前段階に

比べるとその幅は縮小し、形態的にも整然とした様子に変化しており、一面の水田規模も拡大する。3層からは

142点（13号ポリ袋1袋）の土器が出土した。いずれも細片であるが、縄文土器～土師器が含まれており、本畦

畔の時期は古墳時代初頭と判断される。

b　溝

　5条の溝iが、3層上面において畦畔とともに検出された。6m前後の幅にそれぞれが重複しながら構築される。

いずれも、下層の「黒色土」である8層までの掘削が認められる。

図92　水田畦畔2　全景
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調査の記録

溝1（図92～94）

　溝群の南端部に位置し、標高3．38～3．32mで検出した。

一部において溝2に上部を破壊される以外は、他と重

複関係をもたない。幅は50～60cmが中心で、一部で1

mに広がる箇所を確認した。底面は北東端部で標高3．2

m、南西端部で同3．19mを測り、僅かに西流することが

わかる。深さは11～19c皿を残す。断面形はボール状で

ある。埋土は上下層に大別され、淡橦灰～黄褐色系の

砂質土が主体の上層に対し、褐色を帯び粘質土となる

下層には8層の黒色土ブロックが包含されており、明

らかな違いを見せる。

　遺物は含まないが、畦畔や上層との関係から、古墳

時代初頭の時期と捉えられる。

　位置的には第3次調査の際に南西部で検出した溝に

つながることが明らかとなった。

溝2　（図92・93・95）

　標高約3．4mで検出した。溝1

の一部に重複するが、西半部で

は溝3・4の存在によって消失

する。幅は105～115cmを測る。

底面は標高約3．23mに位置する。

残存部分が短く走流方向は確認

できない。深さは15～17cmであ

る。断面形は逆台形を呈する。

埋土は砂質の1・2層と粘質で

8層の黒色土ブロックを包含す

る3層に大別される。上面には

鉄分・マンガンの沈着が顕著で

ある。

　遺物を含まないが、土層関係

から時期は古墳時代初頭と捉え

られる。

B一

〔B断面〕

　C＿

3　〈溝4＞

A一

［A断面］

C＿

［C断面］

2　3迦A1

　　　［D断面］

3∠堕CIE＿

0

2　　　　　　　3・4mDI

　　2　　　3・4mE・

1m
【A・C・D断面】

1a．淡灰色砂質土

1b．淡榿色砂質土

2．淡灰茶色粘質土

　　（黒色土塊）

【E断面】

1．暗黄褐色砂質土

2．淡灰黄色砂質土

　（灰色粘土・黒色土塊）

（S＝1／30）

灘｝

〈溝3＞

D断面（東から）

図94　溝1

3 〈溝2＞ 3過mBl

〔C断面〕

F－　　　2　　3　〈溝4＞

〔F断面〕

G一

〈溝3＞

〔G断面〕

　　0

〃
〈溝3＞

1m

溝3（図92・93・95）

　溝2・4の上部に重複する位

置にある。標高3．4～3．32mで検出

した。幅は40～80cmが中心で、

一部で100cm前後に広がる。東半

部で狭く西側で広がる傾向を示

」＝一（S＝1／30）
㌻で1響類騨議簿簿鱒鱗§一。．，＿　　．○　⌒ぷ。．

　　　　　　　　　　　　〈溝1＞

　　　　　　　　　　　　％多1

〈溝2＞　3・坐C，

　　　　　　【溝12】
3．4m
　　FI　　　　l．淡灰褐色砂質土

　　　　　　2．淡榿色砂質土
　　　　　　3．淡茶色粘質土（黒色土塊）

　　　【溝3】

3・4mG’〈B／C＞1．淡灰色砂混粘質土

　　　〈F／G＞1．淡橦～黄灰色砂質土

　　　　　　2．灰褐色粘質土（黒色土塊）

　　　　　　3．暗灰褐色砂質土（Fe多）

　　　【溝14】

　　　　　　1．淡灰（褐）色砂質土

　　　　　　2．淡灰榿色砂質土
　　　　　　3．淡灰色砂混粘質土（黒色土塊）

　　　　≒㌫縄　　　　　　　　　　鴬一・二で三’・毒讐・’・”

a．C断面（西から）　b．　F断面（西から）

　　　　　図95　溝2～4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

す。底面は北東端部で標高約3．21m、南西端部で同3．07mの高さに位置

し、14cmの高低差を有して西流することを示す。距離に対するこの数

値は、他に比べて際だっており、流路としての機能の高さを窺わせる。

深さは17～20cmが残る。断面形は幅の狭い東部分ではU字形～ボール状、

幅の広がる西半部では逆台形に近くなる。埋土は灰褐色系の砂を含む

が、黒色土の包含が少ない点が特徴である。埋土は明瞭であった。

　遺物は出土していないが、土層関係から古墳時代初頭と捉えられる。

　また、位置的に第3次調査の際に北東部で検出した溝につながるこ

とが判明した。

3．22mに位置し、明瞭な高低差を示さない。深さは

8～20cmが残存し、逆台形～皿状の断面形を呈す

る。埋土は灰褐色系の砂質土であるが、最下層の

3層には8層の黒色土ブロックを包含する。

　遺物は出土していないが、周辺の状況から、時

期は古墳時代初頭と捉えられる。

溝4　（図92・93・95）

　標高3．4～3．32mで検出した。溝3が重複するが、同溝の北側に沿って

走る。幅は64cm程度である。底面は北東端および南西端ともに標高約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷲

違

H一

〔H断面〕

　1一

〔1断面〕

G一

3　2　　3i∠亘mHl

3・4ml，

3
3L坐PG・

〔G断面〕

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　］m

　　　　　　　　　（S＝1／30）

1．（黄）灰褐色砂質土（Fe多）

2．淡榿褐色砂質土

3．淡灰茶色砂混粘質土（黒色土塊）

」

／i

心　　繕

溝5　（図92・93・96）

　標高3．34～3．28mで検出した。溝群の最北部に位

置し、溝4の上部に一部が重複するが、大半は他　　　　　a．H断面（西から）　b．　G断面（西から）

の溝iと重複しない。幅は90～110cmを測る。底面は　　　　　　　　　　図96溝5

北東端部で標高3．15m、南西端部で同3．08mに位置し、7cmの高低差をもって西流する。深さは12～23cmが残存

する。断面形は逆台形～皿状を呈する。埋土はやはり灰褐色系の砂質土で最下層の3層には8層の黒色土ブロッ

クを包含する。

　遺物は出土していないが、周辺の状況から、時期は古墳時代初頭と捉えられる。

第5節　古代・中世の遺構・遺物

1．古　　　代

a　耕作関連遺構（図97）

　古代に属する可能性がある遺構は、2層上面で検出した畦畔状の高まりである。

　幅30～40cm、高さ1～2cmの高まりが、東西南北の各方向を示す帯として検出された。東西方向ではAW－4

線付近およびAW－5線から6線の間、そしてAW－06線付近に、合計3条が認められた。間隔は7mと2．5mを

測る。これらの東西方向は比較的明瞭な状況であった。南北方向に関しては、一部において3～5mの間隔で認

められる。ただし、全体的に畦畔の残存状況は良好とは言い難く、特に北側域ではその傾向を強める。また、畦

畔の方向では、東西に比べて南北方向の畦畔に不明瞭な部分が多い。こうした状況は、北側の地形が僅かに高い
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調査の記録

ために後世の削平が影響した可能性や、南北方向よりは東西方向の畦畔を主たる軸として区割りが成された可能

性を示すと理解される。

　第3次調査で検出した畦畔とは、その残存状況の違いから全てを一致させることはできないが、比較的残りの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　良好な南西域の南北方向の畦畔ではそのつながりを
　　lAW－3　1AW－4　1AW－5　1AW－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認めることができた。また、北側域に畦畔が残存し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難い傾向についても、一・致した状態を確認できた。

1

［］古代畦畔 O

qΩ三20

　　　　　2層からは、小～細片の土器が189点（13号ポリ

　　　　袋1袋）出土した。弥生～古墳時代の遺物が認めら

　　　　れるが、その中には古代の須恵器を含んでおり、本
qΩ二30

　　　　遺構の時期は古代と理解できるが、それ以上の詳細

　　　　な時期は不明確である。

qq三40

0旦＝50

Oq二60

OQ二70

Oq二旦0

OQ二90

01二PO

01二］0

0］二20

10m

（S＝1／300）

2．中　　　世

a　耕作関連遺構（図97）

　1層上面では溝状遺構を検出した。調査区の東南

部に特に集中する。幅3cm程度、深さ2～3cmを測り、

非常に小規模なもので、南北方向を示す。間隔は20

～40cmを測るが、遺構密度とともにばらつきが大き

い。その多くは鋤痕のような耕作痕と考えられる。

　1層からは、小～細片の土・器が186点（13号ポリ

袋1／2袋）出土した。弥生時代以降の時期幅を見せ

るが、中世土器を含むことから、同時期に比定した。

それ以上の詳細な時期は決めがたい。

図97　古代・中世遺構全体図 a．古代畦畔（南東から）　b．中世耕作痕（南から）
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