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ー要旨一

栃木市南部に位置する中根八幡遺跡の学術発掘調査の 3年間の成果概要を報告する。同遺跡は、
かんじょうもりっちいこう

縄文時代前期～晩期、特に後期後半を主体とする遺跡で、地表から環状盛土遺構が確認されるこ

とから注目されてきた。2015年度から継続して学術調査を行っている。

「環状盛土遺構」はこれまでの議論によ って、後・晩期の集落遺跡の一形態であり、独立した祭

祀遺構とはみなせないことが明らかにされてきた。一方で、盛土そのものの形成過程や、盛土・ロー

ム質土の象徴的意義などの未解決の課題も少なくない。

中根八幡遺跡の環状盛土遺構は、現状の地形の凹凸と遺物の散布状況から、外径120m、最大比

高差2mの規模と椎定される。まずは小規模なトレンチ調査ではあるが、開口部側の盛土斜面(A区）

にトレンチを設定し、土層断面の観察と、出土土器の集計を行うこととした。その結果基盤のロー

ム層の上に、黒色土、ローム質土、黒色土が順に堆積している。これらには多量の土器が含まれる

が、晩期のものはローム質土層以上に限られる。斜面端部のローム層中ではピットを検出した。ま

た、別地点で既に掘削されていた箇所 (B区）の壁面を精査した。上部が削平されておりローム質

土層の有無は未確認だが、黒色土層中に掘り込み、ピッ トを検出した。一方、中央の窪地部分 (C区）

では遺物はほとんど検出できず、 A区• B区のようなローム層上部も確認できなかった。出土土器

は加曽利B式の諸系統、 曽谷式 ・後期安行式と高井東式、晩期安行式と大洞式・天神原式など複数

の系統がそれぞれ併存している。また、火山灰分析の結果、 A区ローム質土層から更新世の火山灰

が検出され、人為的な再堆積を支持している。さらに、環状盛土遺構の範囲外にも土器が散布して

おり、中期の比率が高く、僅かながら前期のものもみられる。

これらを総合すると、本遺跡は前期中葉に活動が開始され、中期中葉以降は土器型式の断絶なく

晩期に至るものと判断される。特に後期中菓（加曽利B2式期） ～後葉（安行 2式期）の土器出土

量が多い。晩期前葉は減少するが、ローム質土層 より上からは、晩期中葉の土器が出土している。
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I.研究の目的と課題

(1) 調査の目的と経緯

レプリカ法によるマメ類栽培の可能性（小畑2015)や、

弥生時代の精神文化への縄文文化の遺存度の裔さを主張

する近年の研究（設楽2017、寺前2017、小林2017b、谷

口2017)では、列島各地において長期的視野で変化を具

体的に把握することが求められている。一地域での文化

変化に加えて、地域間の関係性を定醤的に把握すること

への関心も目立った動向である。

著者の一人である小林はこれまで縄文時代晩期後半か

ら弥生時代中期までの集落遺跡の調査研究を実施してき

た（小林2004など）。この過程で、縄文時代晩期後半段

階の社会の集落は小規模かつ分散化傾向が顕著であり、

そこにいたる経緯が課題として浮上してきた。また、中

村は、儀礼用土器や募制などから地域間関係を検討して

きたが（中村2013)、後期中葉 ・晩期中業をはじめとし

た画期をめぐる変化を整理する必要を感じていた。そこ

で、こうした課題に対処すべく、栃木県南部の後 ・晩期

社会の問題を研究することとなった。その具体的調査地

として選んだのが栃木市藤岡町の中根八幡遺跡である。

本遺跡の所在地は、栃木・群馬・埼玉 ・茨城の 4県境に

近く、縄文時代を通じて東北南部•関東東部•関東南部

の文化圏の接点に位置してきた地域である。

2015年度から、両名が中心となり奈良大学と圏畢院大

學栃木短期大学による調奔団を結成し、栃木市教育委員

会の後援、叫艮地区の協力による共同調査を実施してき

図 1 中根八幡遺跡の位置と周辺の遺跡 (S= 1 : 400.000) 
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た1)。調査課題は遺跡の時間的・空間的範囲、盛土の形

成過程、出土逍物の地域性などであり、調壺は現在も維

続中であるが、本稿では、既報告内容（中根八幡遺跡学

術発掘調査団2016-2018、小林ほか2016、中村ほか

2017 ・ 2018) をふまえ2015年度～2017年度の 3か年の調

壺の概要をまとめる。本稿では新たな分析を含めて特に

盛土形成過程の検討に重点を置くこととした。

(2) 環状盛土遺構の形成過程と地域間関係

関東地方の後・晩期集落の外見上の特徴に中央窪地の

存在がある。栃木県小山市寺野東逍跡の調査で、「環状

盛土逍構」が認知された際、勅使河原彰 (1995)は大規

模な祭祀施設、小林達雄 (1996)は、意図的な盛土行為

を評価し、これまで知られてこなかった新たな形態の「記

念物」と位置づけたが、阿部芳郎 (1996)は長期間の居

住による結果的な累積と論じた。寺野東逍跡の調査担当

者の一人である江原英 (1999)は、環状盛土ないし中央

が窪んだ景観を呈する集落遺跡が一定程度存在すること

から、 寺野東遺跡を含めて「中央窪地型環状集落」が特

殊なものではないことを論じた。阿部は千業県佐倉市曲

輪ノ内貝塚の学術調査を行い、中央窪地が自然地形であ

り、ローム質土の人為堆積も認められない例のあること

を明らかした（阿部2007)。その後も佐倉市井野長割遺跡、

流山市三輪野山貝塚、君津市三直貝塚の調亜など、千薬

県域での調査研究が先行したが、 2014年のさいたま市馬

場小室山遺跡の第32次調査以来、大宮台地での検討や、

自然の窪地についての検討も加わり、「中央窪地型集落

（堀越1995、小倉2006)」、「谷奥型遺丘集落（阿部1996)」、

「盛土型環状貝塚（大内2004)」、「環堤土塚（鈴木2005)」

など多様な概念が示され、環状盛土遺構を含めた後・晩

期集落の共通性と多様性に眼が向けられた（馬場小室山

遺跡研究会編2007、川島2015など）。一方、小杉康 (2014)

は、集落説を認めつつ、長期の記憶ー 「間接経験的観念

的祖先観」に類する観念を背景とする記念物としての側

面を評価している。つまり、後 ・晩期の集落や地域社会

全体の中での位置づけが求められている。

具体的な検討課題は種々存在するが2)、中根八幡遺跡

でトレンチ調査段階における優先課題としたのが盛土の

形成過程である。盛土内に竪穴建物や土坑が構築される

ことは寺野東遺跡の調査段階で指摘され、千葉県内の遺

跡でも追認されてきたが、近年、埼玉県内の諸遺跡では

明瞭な形で遺構の累積が確認されつつある。一方、盛土

の形成時期については、遺跡間に差異がある。また、寺

野東遺跡ではこの時期に、主体となる土器群が関東の安

行式から南東北の大洞式に転換することが指摘されてお

り（鈴木2005)、地域間関係と遺跡の盛衰との関係を各

地域でさらに検証する必要がある。 （小林 ・中村）



II. 遺跡の位置・環境

中根八幡逍跡は、栃木市南部（旧藤岡町中根）の渡良

瀬遊水地（旧赤間沼）に流れ込む江川から東に約600m

の洪積台地西斜面に立地する（図 l)。

この台地は栃木県最南端を東流する渡良瀬川左岸の洪

積台地の一つであり、旧藤岡lIIIが位置する宝木面の台地

は藤岡台地と呼ばれている。藤岡台地の特徴は、蓮花川

や江川など多くの浸食谷（谷津）によって台地面が著し

く開析されていることである。特に、中根地域では南北

に伸びる台地縁辺部が江川などの小河川により複雑に浸

食されている。台地と江川の間には広大な沖積地が広が

り、遺跡の立地する台地と低地の境界部分に中根八幡神

社が存在する。遺跡中央部と沖積地との比高差は 5m、

標高は約20-22mである。 （萱原）

m.遺跡の概要

中根八幡逍跡は、渡良瀬遊水地に連なり、豊富な湧水

を有する低湿地帯の上段に位置し、中根八幡神社境内、

宅地、畑地・陸田・クリ林一帯に広がる外径約120mの

環状盛土遺構を伴う集落遺跡である。

遺跡の南北300m、東西180mの広い範囲に、縄文時代

中期前業から晩期にかけての土器が散布しており、多量

の遺物が出土 ・採集される。追跡の直下には豊富な湧水

があり、発掘を行っていないため断定はできないが、縄

文時代にはこの湧水を使った水場遣構が追跡周辺にあっ

たことも考えられる。この湧水に向かって開いたドーナ

ツ状の高まりが環状盛土逍構である。

環状盛土遺構は、円の軌道上に盛土の高まりが確認で

きるもので、おおむね縄文時代後期中菓から晩期中葉の

長期間に形成され、 地域により 多様な形態が存在する。

特に、中根八幡神社境内の東側から、隣接する民家、ク

リ林にかけて、 一部開墾などで削平されているが、縄文

人が築いた盛土の姿をよく残している（図 2)3)。旧藤

岡町の詳細分布調査で後・晩期逍跡として認識され（藤

岡町教育委員会編1985)、「藤岡町史』（岩淵・手塚2003、

手塚2004) によ って現状盛土遣構と位置付けられた。

また、逍跡東側のクリ林周辺は、周辺に比べて最も低

くなっており、現状盛土遣構の中央窪地に相当すると考

えられる。高まり部分との比裔差は約 2mである。現在

この西側には、中世の如来像が安置された観音堂が所在

する。この地には、中世から近世にかけて青蓮寺という

寺院があったとされ、周辺には少量の中近世遺物が散布

する。

本逍跡における 3次にわたる発掘調査では、これまで

に3地点において調査を行っている。A区は、中根八幡

栃木県栃木市中根八幡辿跡における環状盛土辿構の調査

神社境内東側に良好に残存する盛土部で、 2015年度から

継続してトレンチ調査を実施している。B区は、 A区か

ら東側に約40m離れた民家の裏側に位置し、盛土を破壊

して構築されていた排水枡に盛土の土層が露出 した地点

であり、壁面の精資を行った。C区は、 B区の南に位置

するクリ林と水田の境付近で、盛土逍構の中央窪地部分

に相当する。 （貨原）

w．各調壺区の堆積状況

(1) A区の堆積状況

①A1~A6グリッドの状況

A区は幅 lmのトレンチを盛土頂部から斜面にかけて

東西方向に設定し、 東から lmごとにAl~A7グリ ッ

ドとした叫 このうち、 Al~A6グリッドは高さ10cm

の人工層位で逍物を取り上げながら順次掘り下げ、結果

的に 8層に分層した（図 3-a) 5)。 1層は黒褐色土でゴ

ミを含み、根による攪乱が多い表土である。

2層～ 5層は盛土層と考えられる。2層は縄文時代以

降の逍物が確認できないため、現状では盛土の最上層と

なる可能性が高い。2・4・5層は各時期の縄文土器や

炭化物・動物骨等の逍物を多く含み、黒褐色や暗褐色の

しまりが弱い土が堆積する。2層は上下に細分可能であ

る。このうち、特に注目されるのは 3層である。遺物を

含んだ、にぶい黄褐色の土が堆積している。この土層は

色調が一定ではない点と、グリッドごとに砂粒の含有が

異なることから、 ロームの再堆積層と考えられる。

6層は逍物を含まない黄褐色土であり、いわゆるロー

ム層と考えている。また、 Alグリッドの 5層と 6層の

間で、 8層としたにぶい黄褐色土が部分的に確認された。

いわゆる漸移層とも考えたが、辿構の可能性もあり、今

後の調査で判断したい。7層は攪乱層である。 （岩永）

②土器平均重量と土壌硬度分布

土層区分の妥当性の検証と、盛土形成過程検討の資料

とするため、人工層位区分 (1x 1 x O.lm) ごとの土

器の総重量 • 平均重量の算出 6 ) と、山中式土壌硬度計

を用いた壁面部 (0.5x 0.lm)の硬度計測を行った（図 4・

5) 7)。高さは標高22.2mを基準に、 例えば120cm~l30

cm下の箇所から出土したものを一 120Lと表記する。

まず、総重量の変異が現地での分層と一致する部分が

ある。即ち、一70cm、-100cmを境に総重量が大きく異なっ

ているが、これらはそれぞれ2層の上下層、 3層／4層

の境にほぽ相当する。このことは、主に土壊の色調・硬

軟・細かい包含物をもとにした分層の妥当性を別の面か

ら支持 しているものと理解できよう 。また、 3層下半に

あたる一 lOOLの出土量の少なさは、 3層を上下に細分

し得る可能性を示す。A2の平均重量では一90Lが重く
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-lOOLが軽いことから、ローム質土の堆積の際、下半

にはあまり土器が入らず、小片が踏み散らされたのに対

し、上半では盛土後に土器が入ったものとも解釈できる。

2017年度調在ではローム質土を 3層と 一括しているが、

2016年度調査では東西を細分して提示し、これにもとづ

く研究発表では、 A2 -90LとA3 -lOOLの平均値が高

いことを斜面投棄の結果として解釈した。 3層の細分に

ついてはさらに現地で検証が必要である。また、 3層上

部にあたる A1 ~ A 3 -SOL、4層上部にあたる Al-

130L ・ A 2 -120L ・ A 3 -150L ・ A 5 -120Lは平均重

量が軽く、地表での露出期間が長 く、小片化した可能性

がある。

土壌硬度は、墜面の硬度を計測した。その結果、必ず

しも 全てに該当する訳ではないが、 3 層 • 4層の上面で

硬度が25以上となる場合の多いことを確認した。このこ

とは土器片の分布と同じく、この部分が地表として露出

していた期間が長かったことを示唆する。一方で、 4層

以下については、下部に中期、その上に後期中華の土器

片が多いことから長期間での堆積が想定される。また、

隣接部分の硬度が異なる箇所については未検出の遺構の

高まり範囲外の追物表面採集地点
① ：後期中栞～後薬

"・ し
本図は、 ドローンによる空中写真、空中写真と 地上写真をもとにAgisoftPhotoscan Proを用いて作

成 した等高線図、境内林内の平板測品成果を合成した。環状盛土の範囲は、現地形で明瞭に遺存し
ている箇所 （実線） ・部分的な地形の辿存や迫物の多寡（一点破線）をもとに想定 した。

d 東側盛土断面部分

乙 ，
~ - -

中根八幡遺跡遠景（南東から） 中根八幡遺跡遠景（北東から） f 中根八幡神社湧水池

図 2 中根八幡遺跡の地形と盛土想定復元
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栃木県栃木市中根八幡辿跡における環状盛士辿構の調査
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■ 試 ~f3

■試科4

■試料5

■試科8

■試料9

5 

て戸
l 表土 馬褐 IOYR2/2 しまり弱い現代のゴミを含む恨撹乱
2 盛士府 黒褐 IOYR:l/2 しまり弱い (Iより強い） 迎物を含む
3 ローム再堆積附 にぶい黄褐 lOYR4/3 v迫物含む しまりやや弱い 1 mm程度の砂粒を含む
4 盛士荊 黒褐 IOYR2/2 追物を多く含む しまり弱い
5 盛土府 暗褐 I OYR3/,J 辿物を含む しまりやや弱い
6 ローム阿 黄褐 IOYRS/6 追物含まない しまりやや強い
7 撹乱陪 黒褐 7.5Yll3/2 しまりやや弱い
8 漸位附？ にぶい黄褐 10¥'R,J/3 迫物含まない しまりやや強い

a
 

A区北壁土層断面図 (S=1:50) 

23. Om 

---――, 
1 ， 
， ， 

-□―= 0◎] 

l表土
2~4 現代盛土
5 黒褐 10Yll2/3
6 p存JBIOY/l3/3 
7 黒褐 IOYR2/3 骨片僅か しまりなし 士器あり
8 黒褐 IOY/l2/2 含有物少ない しまりなし 土器あり
9 黒褐 10Yll2/2~ 2/3 竹片多い しまりな 士器あり
10 黒褐 10Yll2/3 焼土少ない しまり粘性弱い
II 暗褐 10Yll3/• I しまり粘性弱い
12 黒褐 IOYR2/3 焼土多い しまり粘性弱い
13 暗褐 IOYR3/• I 焼土多い
14 暗褐 IOYR3/4 しまりなし粘性ややあり
15 暗褐 IOYR3/4 しまりなし
16 黒褐 l0Yll2/3 しまりなし 粘性なし
17 黒褐 IOYR2/3 11に類似するが、焦味多い
18 暗褐 l0Yll3/4 ローム質土 焼土少ない
19 暗褐 IOYR3/4 ローム質土 焼土少ない
20 暗褐 !OYR3/4 ローム質土 焼土少ない
21 暗褐 IOYH3/4 焼士ほとんどなし
22 II音褐 !OYR3/4
23 にぶい黄褐 !OYR3/4 ローム質少ない
2,1 暗褐 IOYR3/4 焼士少ない
25 暗褐 !O¥'R3/4 ローム質士迫物なし
26 褐 lOYR4/6 ローム質士
27 褐 !OYR•l/ 6 ローム府 しまり強い
28 褐 !OYR4/6 ローム質士 しまり弱い 士器あり
29 1t:¥ 10¥'IM/G ローム附 しまり強い
30 柱穴骰土

土器多い骨片

b. B区西壁平面図・土層断面図 (S=1:40) 
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C. C区平面図・土層断面図 (S=l:40) 

l 黒渇 I OYR2/3 しまりがなく砂質土 表土に相当 7 黒 !OYRI. 7/1 しまり 6附と変わらず 極小砂
2 黒暗褐 7. 5YR2/3 ややしまる砂四士 炭化物 ・小石少秘含む 8 黒 IOYRI. 7/1 しまり 7h可と変わらず t巫小砂 扱色プロック少屈含む

土器をわずかに含む 9 焦 !OYRI. 7/1 8附よりしまり少し弱い 土器片混じる
3 黙暗渇 7. 5YR2/3 2附と変わらず t巫小砂 ・炭化物少品混じる 10 褐 IOYR4/6 I祖小砂 前恩の黒色士混じり

黄褐色のプロック躯小砒含む II 褐 IOYIM/6 極小砂
、1 黒褐 IOYR2/3 しまり弱い 栖小砂黄色プロック 5％含む炭化物少fit 12 褐 IOYR,1/6 極小砂
5 黒褐 7. 5¥'112/2 4附よりしまり有り 細砂混じり栖小砂 炭化物少拡 13 11/, IOYIWG 滉り気有り 極小砂混じる 少砂 ・朕含む
6 黒 IOYRI. 7 /I しまり 5陪と変わらず 極小砂 まだらに 10¥112/3黒褐含む 1,1 黒褐 IOYR2/2 しまり有り 極小砂 まだらに 10¥'Iし・1/3にぶい黄褐混じる

図3 A~C区平面 ・土層断面図

東壁
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存在を示唆している可能性もある。 （中村）

③A 7グリッドの状況

盛土の下端部分で、 2015年度に先行してローム層まで

調査した。表土は木の根による攪乱があり、盛土最上層

を明確に判断できなかった。攪乱より下は 2層から堆積

し、標高約20mまで掘り下げた。この下に、しまり・粘

性が強い黄灰褐色の土が広がっており、ソフトローム上

面の可能性があると考えている。また、この面でピット

3基を確認した。直径12cm程度で深さは 5cmであった。

ピットに伴った逍物は確認できず、明確な時期の判別は

できなかった。

(3) C区の堆積状況

中央窪地部分に 2m四方のトレンチを設定した（図 3

-c)。 1層～ 2層は縄文土器を若干含んでいるが、クリ

の栽培のために盛られた土である。 3層は炭化物が混

ざった黒暗褐色土層で、 C区周辺に中世～江戸時代にか

けて寺院が存在 したことと、土師1IIl.陶器などの遺物が

出土している点から中世以降の層と考えられる。6~8

層では、明確な時期は不明であるが、畦を確認した。

9層以下は、北東部分のみを深く掘り下げ、最終的に

(2) B区の概要

上部が削平されておりローム質土の再堆積の有無は確

認できていないため、B区の土層堆積については今後の

調究の後に改めて検討したい。壁面中央に大形の土坑状

（岩永） 表土下ー 185cmまで掘り下げた。表土下ー165cm付近にあ

たる10層から砂質の黄褐色士が確認できた。鹿沼層の上

層にあたると見られたが、その下の11層は硬質であった

ため、ソフトロームの可能性は低い。また、ソフトロー

ムの上にある粘土層が見られないため、後世に削られた

可能性がある。いずれにしても、 A区のローム層と解釈

した 6層とは異なる砂質の土層である。 （岩永）の掘り込みを確認しているが、上下の土層の違いが比較

的明瞭なのに対し、遺構立ち上がりを含めた垂直方向の

分層は明瞭ではない。壁面から幅50cm分のサブトレン

チを設けてローム層まで掘り下げたが、 トレ ンチ端の断

面とサブトレンチ底面のローム層から計 3基のビットを

検出している（図 3-b)。 （中村）
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※高さ 10cm・ ¢品50cmごと、各セルの中央部分で測定

図4 A区土層断面の土壌硬度分布
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ロコ］中期前半 一 中期後半 こ二l後期前半ニコ後期中薬

＝後期後1社 ［~晩期 ［~柑製（大半は後期後策の紐線文土器）

稔重祉（右軸下） —平均重拭（右軸上）

※稔誼試 • 平均重駄には無文 ・時期不詳含む

※-!60L以下は幅30cmのサプトレンチのため出土祉は少ない

図5 A区人工層位別／時期別土器片皿最

(4) 火山灰分析の成果

以上の堆積状況は、中央窪地のローム層を削って、環

、1犬盛土に盛ったとする説とも符合する。このため、火山

灰考古学研究所の早田勉氏に予備的な分析を依頼した

（中根八幡遺跡学術発掘調企団2018)。引き続き詳細な検

討を行う予定であるが、テフラ検出分析、火山ガラス比、

重鉱物組成、ガラス屈曲率を測定し、これまでに以下の

所見を得ている。A区3層で浅間板鼻黄色軽石(As-YP、

約l.5~l.65年前）、浅間大窪沢第 1軽石 (As-0kl、約

2万年前）、浅間萩生テフラ (As-Hg、約 2~2.4万年前）、

始良Tn火山灰 (AT、約2.8~3万年前）に由来する可能

性の高い粒子を確認し、再堆積層とする所見を裏付けた。

その本来の層位はローム層最上部付近の可能性が高い。

また、 A区6層の明色の砂質土は、 C区10層～12層に

比較的似ている。C区13層は黄褐色砂層であり、これら

の堆積物に関しては、地形を構成している河川性堆積物

とそのすぐ上位の砂質土（いわゆるフラッド・ローム層）

と考えられる。C区9層以上では、浅間Bテフラ (As-B、

ll08年）、榛名ニッ岳渋川テフラ (Hr-FA、6世紀初頭）

が認められ、特に 5・ 6層に多い。 2層では浅間A軽石

(As-A、1783年）が検出されている。

以上のことから、流水による浸食や地すべりなどが無

ければ、人為により火山灰土が除去された後に、 A区で

はローム層などで盛土が行われている一方、 C区におい

ては盛土は認められず、 As-BやAs-Aを含む腐植質士填

が形成された可能性が指摘された。但し、 C区の削平が

盛士形成と同時期かどうかは、さらに検討が必要である。

（中村）
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V. 盛土内の主要遺物8)

（1)土器

これまでの調壺で出土した縄文土器を、主に A2グ

リッド出土土器で代表させて図示した（図 6)全体的に

小片が多く、風化・磨耗している個体も少なくない。縄

文時代中期中葉から晩期中菓までの土器群が連続的に出

土しているが、縄文時代後期後半期の加曽利B式から後

期安行式までが量的 ・質的に主体をなしている。

①後 ・晩期の土器の系統

加曽利B式土器はBl~B 3式の全てが出土している

が、中でも加曽利B2 式 • B 3式が相対的に多く、破片

もB1式に比べてやや大きい傾向がある（図 7-1~3

ほか）。小片ばかりで器種の判定が困難なものが多いも

のの、出土している器種に偏りは見られず、同時期・同

地域の諸遺跡から出土する加曽利B式土器の器種構成と

大差ないと考えられる。

加曽利B2式土器は 3単位突起の土器（安孫子1971・ 

1988) （図 7-1ほか）や、「遠部タイプ」（新屋2015) （図

7-4など）が出土しており、当該期の西関東的な要素

と東関東的な要素の双方が混在している。ただ、出土し

ている 3単位突起の土器を見ると、西関東や大宮台地付

近のものと比べて文様などに粗雑な印象を受ける。

縄文時代後期後葉の曽谷式（固 6-46 ・ 50) とともに

高井東式（図 6-48、図 7-5) も数点出土しており、上

述した加曽利B2式と同様、西関東的な要素と東関東的

な要素が混在した様相がうかがえる。なお、固 7-8は

橿原式文様に由来するものと考えたが、口縁部形態から

曽谷式頃のものの可能性もある。

また、後期末業には瘤付土器第 4段階（図 7-6・ 7) 

があり広域的な地域間関係のあり方を考える上で注目さ

れる。

晩期の土器は少なく、図 6・7に固示した程度である。

安行 3a式（図 7-9)、3c式（図 7-10・11)、3d式（図

6-58 ・ 7-15)、天神原式（図 6-8・ 9)、折り返し口

縁をもつ粗製土器（図 7-12) などの在地系のもの、大

洞C2式（図 7-13・16)、籠目土器（図 7-14)、北陸～

中部高地系（図 6-57)、突帯文系の方形浅鉢（圏 7-17) 

など他地域系のものなど多様である。

②層位別の土器組成比

ローム再堆積層 (3層）を境に出土土器の傾向が変化

する可能性があり、本逍跡における盛土遺構の構築プロ

セスを復元する上で興味深い。ローム再堆積以前では、

加曽利B式から後期後業の土器群を主体として、中期や

後期の土器が一定数出土しているのに対し（図 6-32~

92)、ローム再堆積以後では後期後業の土器群を主体と

62 

して、中期や後期前葉～中葉の土器群の出土は希薄にな

る（図 6-1~31)。また晩期の土器はローム再堆積層以

降からしか出土していない。ローム再堆積層中 (A2 

-llOL)から安行 3d式と考えられる土器片（図 6-58) 

が出土しており、ローム再堆積の時期はおそらく晩期中

葉と考えられる。 （福永）

(2)土製品（図 8)

1 ~11は、土製耳飾りで、 1~6・11は無文、 7~10

は有文である。 1は表面が裏面に比べて大きくキノコ形

を呈す。 2・ 6は鼓形で 2は小型で 6は大型品である。

椎骨形と呼ばれるもので、 表面はわずかに窪む。 3は臼

形で側面がくびれ表裏面ともに浅鉢状に窪むが、無孔で

ある。4は断面が正三角形に近い形態を示す。5は平坦

で表面端部はやや丸味を持つ。7は、やや小型の刺突列

を充填した彫刻文様をもち、外縁の小突起に三叉文を施

している。8は環状で薄手をなし、表面に三叉状の入組

文のような彫刻文様をもつ。9・ 10の表面はプリッジ状

を呈 し、 襄面は大きく扶れ、精巧な透し彫り文様を呈す、

いわゆる晩期前業に見られる「大宮台地型」のもので、

風車状の文様モチーフをもつ。9は短い沈線文様を施す。

10は中央に孔をなし、周りを短いハッチングで巡らせた

浮文を対で付す。11は、 厚手の環状のもので、断面形態

が鉤状をなす。

12・ 13は土偶の破片である。12は肩部を含む右胸部で、

乳房の表現があり、刺突による文様を施す。13は山形土

偶の下半部で、ベルトのような帯状の沈線表現をもつ。

14は、晩期中業頃の東北地方系の大型中空土偶の肩部付

近の破片で、斜めに並列する隆帯を有する。15は無文の

小型の土版である。16は手燭形土器で、円形のくぼみを

二つ持ち、無文で比較的小型である。 （新里）

VI. 遺跡の広がり

これまで環状盛土逍構とその遺物について検討してき

たが、これ以外の範囲からも遺物が採集されている（図

2の①～⑤)。以下、まとま った量が採集された 2地点

について紹介する。

(1) クリ林東側 （図9-1~10)

クリ林東側の畑地（図 2の⑤地点）から地権者によ っ

て採集され、 2016年度に寄贈を受けたものである。この

⑤地点の畑は、環状盛土遣構の椎定範囲を含む広い面積

をもつが、このうちのどの辺りかは不明である。縄文時

代中期の阿玉台式～加曽利E式の土器が多く確認され

た。中期の土器がまとま って採集されるため、環状盛土

遺構の範囲内 ・外に中期の集落が存在していた可能性が

高い。
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lは中期中菓に属すると思われる浅鉢の破片である。

キザミを付けた隆帯をもち、ヘラ状工具による蛇行沈線

を施文する。 2は阿玉台 Ib式の口縁部破片で、刺突を

有する隆帯で区画 した部分に斜めの沈線を充填する。 3

は阿玉台I¥I式の口縁部上位付近の破片で、幅広の刻み列

を有する半円形の橋状把手をもつ。4は中峠 0地点型の

胴部片であり、隆線による波状文と 2単位の刺突を有す

る隆帯をもっ。地文はLR縄文である。 5は加曽利E1 

式古段階の端部が屈曲する口縁部片である。撚り糸で施

文後隆線を貼り付ける。6は加曽利E1式中段階の胴部

片であり、幅広の隆線による波状文が施文される。

後期に属する土器も採集されている。7は称名寺II式

の口縁部片であり、沈線で区画した磨消縄文帯内部に、

刺突列を施文する。 8は後期前業に属する注口土器の把

手と思われる。 9は刻みを有する細い隆線をもち、沈線

で区画された磨消縄文とLR縄文の文様帯をもつ堀之内

2式。10は頚部以下に縄文を施す加曽利B式粗製土器、

11は中世の土師器1lllである。 （岩永）

(2) 公民館北側防火水槽付近 （固9-12-17)

叫訟民館の県道を挟んだ北側の防火水槽付近（医12

の②地点）で2017年度に採集したものである。12は前期

中業の黒浜式で、ほかにA区から複数の出土がある。13

は阿玉台式前半、 14は口縁部に幅 5nllllほどの太い押引文

を施すもので阿玉台式後半併行期と思われる。15は磨消

縄文を施す加曽利 E式後半、 16は加曽利B式粗製土器、

17は安行式枡製士器である。他に後期中業～後業と思わ

れる小片を多数採集している。

公民館前（図 2の③地点）でも、整備前には多くの土

器片が採集できたという 。 （中村）
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図9 現状盛土遺構外の表而採集土器

珊環状盛土遺構の形成と画期

（予察）

(1) 中根八幡遺跡の盛土形成過程

以上の成果をふまえ現時点での形成過程に関する所見

をまとめる。

①前期中葉

上記表採資料のほか、 A5 -l 40L ・ -150L (4層）

から黒浜式の破片が各 l点出土しており、遺跡の形成は

この時期までさかのぽる。 4層は盛土と推定されること

から、今後各地点での当該期資料の分布が明らかになれ

ば、盛土の供給方法を検討できるかもしれない。

②中期中葉～後期前葉

阿玉台 Ib式以降は晩期に至る まで各時期の土器が連

続して一定量出土する。中期の土器は環状盛土逍構の範

囲を超えて採集されており、 集落が広がっていたものと

想定される。

③後期中葉

A区において 5層が形成される。中期以来の土器が多

数混在するが、最も新しい土器は加曽利B2式である。

なお、 加曽利B2式土器は盛土全体の中でも 1/4程度

の量を占めることから、遺跡全体で頻繁な活動のあった

ことを示唆する。但し、 A2 -160L (5層）で土版の

可能性のある薄手無文の土製品が出土しており、その帰

属時期が問題となる。

④後期後葉～末葉

A区において 4層が形成される。4層は後期中業を多

数含むが、最新の土器は安行 2式である。層中の微細な

骨片 ・焼土やその不均質さから人為的な盛土と考えられ

る。安行式の精製土器は数えるほどしかないが、盛土全

体の半数近くが本期の粗製土器（紐線文）であり、土製

耳飾の大半もこの時期と考えられることから、本逍跡で

の活動の中心時期と位置付けられる。

⑤晩期前葉

A 区 •B 区で安行 3a式、詳細不明な晩期前菓破片を

少最確認したのみで、活動が希泄になる時期と思われる。

⑥晩期中葉

A区において 3層 ・2層が形成される。 3層は周囲の

ローム層を削平して盛り上げたと想定される。 3層中最

も低いー llOLと2層最上の一60Lから当該期の土器片が

出土していることから、層厚50~60cmの両層が一型式の

期間のうちに形成された可能性がある。破片数は少ない

ものの、安行式、大洞式、佐野式、突帯文系、天神原式、

前浦式など多くの系統が認められる。また、藤岡町教育

委員会 (1985)の分布調査において独鈷石が採集されて

いる 9)。後藤信祐 (1985)が大洞C 1式～A式期とした
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B-3型である。当逍跡の終焉の状況を検討するうえで

も重要な資料である。

2017年度までにA区の堆積状況を把握したことによっ

て、中根八幡遺跡の調奔は次の段階へ進むこととなる。

今後は逍構の確認や地点間の堆積状況の異同を考慮し

て、各地点の平面的な調査を進める予定である。

(2) 環状盛土遺構の画期と社会

①盛土の形成・終焉と社会の画期

盛土形成の始まりは、必ずしも明瞭ではないが、中根

八幡逍跡では加曽利B2式以降に土器量が増加する。関

東一円に共通の精製土器が広がっていた加曽利B1式期

までと、地域性が顕著に認められるようになる加曽利B

2式以降の差異は、西日本との関係性の変化とも連動し

ている（福永2017)。

一方、現状盛士遣構を伴うほとんどの遺跡で晩期中葉

に集落が途絶するか、痕跡が激減する。安行 3d式の終

焉は長い伝統を持つ関東在地の土器様式の終焉であり、

従来大きな画期として認識されてきたが（鈴木1993)、

関東においては安行式、大洞式、前浦式、天神原式、佐

野式などの分布の拡縮にみられる地域間関係の変化につ

いても考慮を要する。生業ではアワ ・キビの栽培の開始

直前段階であり、｛義礼では大型滑車型耳飾が消滅するほ

か、群馬県安中市天神原逍跡、東京都調布市下布田追跡、

町田市田端逍跡など関東西部の遺跡でも大規模な祭祀辿

構を構築した後、途絶する（中村2016、小林2017a)。

② ローム質土の人為堆積の時期と景観の象徴性

確実な人為堆積と考えられるローム質土の形成時期も

重要である。 しかし 「環状盛土」の各土層に含まれる土

器型式の詳細が提示されている逍跡は意外と少ない。寺

野東遺跡南盛土 (H4区）のサンプリング箇所 (KJS1) 

では、堆積土② ：ローム質の褐色土 (3e層～ 7層、阿

部の層群A、鈴木の「上位斜面投棄型盛土層」）のうち

7層が中期～加曽利 B式、 4b ・ 6 b層が中期～後期安

行式、 3e層が曽谷 ・高井東式～安行 3b式 ・大洞式と

された（栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター編

1997)。辿構との切り合い関係では、井野長割遺跡にお

いてM6の土坑（安行 2式） • 5次 1号住居跡 （安行 3

a~3b式期）を上限とし、安行 3d式期を下限とする（佐

倉市教育委員会編2010）。千薬県鎌ケ谷市中沢貝塚では

安行 2式期の大形住居がローム質土で埋め戻されている

（犬塚2000)。埼玉県では、さいたま市氷川神社逍跡で、

ローム粒子を含む I・ II層が安行 1式の第8号住居跡の

上に堆積しており、 I層を切って安行 3a式期の第16号

住居跡 ・ 第 6 号土坑 • 第 7 号土坑が形成される（さいた

ま市逍跡調査会編2015)。蓮田市雅楽谷逍跡では安行 3c

式～ 3d式が主体である（埼玉県埋蔵文化財調査事業団

編2005)。加須市長竹辿跡の盛土最上層では詳細未報告

栃木県栃木市中根八幡辿跡における現状盛土辿構の調壺

ながら晩期中業の包含層を覆って遺物の少ないローム質

土層が厚く堆積している IO)。

以上のように、ローム質土の人為堆積は後期末業以降

とされる逍跡が多く、寺野東遺跡では晩期前葉までとさ

れる一方、雅楽谷遺跡や長竹遺跡では晩期中業に集中的

に堆積した可能性がある。中根八幡逍跡の所見でも晩期

中葉に限定される可能性があるが、現時点では晩期の土

器は数点にすぎず、引き続き調査を要する。

一方、こうした褐色土が一面を覆う 景観は、白い貝塚

と対照的なあり方を示す特徴的なものである。現状貝塚

の景観は、小杉のいう累世的な伝統をもつものと位置付

けられるが、環状盛土の褐色の景観は伝統を刷新するも

のとも指摘できる。注意深くその社会的位置づけを艮lる

ことが必要である。 （中村・小林）

註

l)調査にあたり 、両大学の経府のほか2016・ 2017年度奈良大学

研究助成、 2016・ 2017年度栃木県大学・ 地域連携プロジェクト

支援事業の助成を得た。

2) 他の課題として逍跡内での空間利用の問題がある。小林

(2017b)は寺野東辿跡において土製耳飾や小形石棒類が中央窪

地南部～南盛土に偏って出土していることに注目した。

3)空中写真は2017年2月に撮影した。撮影・図化は國學院大駆

考古学研究室（朝倉一貸氏）に依頼し、調査団で整図した。こ

れにより、環状盛土辿構の雅定外径を約120mに改める。

4) 2017年度にはさらに南側 lm分の掘り下げを開始し、グリ ッ

ド名の後にbを付した。

5) 2次概報・ 2017年協会発表とは層番号が異なる。

6)本データのみ2018年度調査成呆を含む。

7)土穣硬度の計測は、 lll輪ノ内貝塚での平而的な土壌硬度分布

から建物跡を検出した手法（阿部ほか2005)に倣って実施した。

8) A区隣接地と B区採集の石器は、後藤佳ー氏・中島将太氏の

協力を得て固化 ・観察を行っているが、 1罰位情報を持たないた

め本稿では割愛する。前者については 2次概報を参照。

9)平山紋子 (1998)が再実測図を提示している。

10) 「盛土内」の 「包含層」 等にローム質土が含まれるとされるが

（吉田2014)、盛土包含層は未報告である。
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栃木県栃木市中根八幡遺跡における現状盛土辿構の調査

Excavation of Circular Mound Features at N akanehachiman Site in 

Tochigi City: Outlines of Fiscal 2015 to 2017 Excavations 

NAKAMURA Kousaku, KOBAYASHI Seiji, FUKUNAGA Masahiro, 

IWANAGA Yuki, NIIZATO Haruka and KAYAHARA Tomona 

Academic excavation research from fiscal 2015 to 2017 on Nakanehachiman site, located in southern 

Tochigi Prefecture is o叫 inedin this article. This Early to Final J omon site, mainly from the latter half 

of Late Jomon, has been drawing attention since a circular mound was recognizable on the ground 

surface. 

℃ircular mound features" have been revealed in past discussions as a form of Late to Final Jomon 

settlement, and cannot be regarded as independent ritual sites, however, many unsolved problems remain 

like formation processes of mounds and the symbolic significance of mounds/loamy soil. 

Judging from the slope of the landscape and spread of artifacts, the circular mound at 

Nakanehachiman site is assumed to have an outer diameter of 120 meters and maximum two meters of 

height difference. Layers considered to be artificial embankments were confirmed including loamy 

redeposition, and typology and weight of potsherds from each layer were evaluated. Each layer 

contained a mix of Middle to Late Jomon potsherds. While Final Jomon pieces weren't excavated from 

the lower to middle layers, the upper layer contained many Late Jomon potsherds although it seems to 

be constructed in the former half of Final J omon, indicating that soil including potsherds was piled up. 

Keywords: 

Studied period: J omon period 

Studied region: Kanto 

Study subjects: circular mound features, settlement site, lineage of pottery 
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