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蓑毛小林遺跡 寺山中丸遺跡
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蓑毛小林遺跡の調査

　秦野市蓑毛に所在する蓑毛小林遺跡の発掘調査

は、中日本高速道路株式会社による新東名高速道

路建設に伴い平成 25 年 12 月に開始しました。

蓑毛は丹沢丘陵のふもと、秦野盆地北東部にあた

り、北側の丘陵部から続く緩やかな南斜面です。

遺跡の西側約 100ｍには金目川が流れ、東側数ｍ

に小蓑毛沢があります。

　調査は工事用道路部分をⅠ区・Ⅱ区として先行し

て行いました。現在はⅢ区南の縄文時代の調査を

行っています。調査前は緩やかに南に傾斜する平

坦地でしたが、縄文時代は東側と南西側に傾斜す

る、起伏のある地形が現れています。

　これまでに近世の畑の畝や土坑、溝、掘立小屋

の柱の跡、寛永通宝を副葬された土坑墓、奈良･平

安時代の円形土坑や縄文時代の集石、落とし穴な

どが発見されています。また、はっきりした時期

はわかりませんが土石流の痕跡もありました。

　出土遺物は、近世の陶器や磁器、古銭、奈良・

平安時代の土師器や須恵器、縄文時代の早期～前

期の土器や石器といった遺物が出土しています。

　現在は主に縄文時代の落とし穴の調査と遺物包

含層の掘り下げを行っています。
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※矢印は、今回の調査で発見された遺構や遺物のおおよその時期を示したものです。

※この内容は調査段階のものであり、今後の調査成果や出土品等整理などにより評価を変える場合があります。

【調査の概要】
          ※遺構と遺物は、平成 27 年２月 28 日時点の内容 

◇遺跡名　蓑毛小林遺跡 ( 秦野市№154 遺跡 )
◇所在地　秦野市蓑毛 39 外
◇調査期間　2013( 平成 25) 年 12 月１日～調査中
◇調査面積　４,764 ㎡
（Ⅰ区：1396 ㎡ /Ⅱ区：968 ㎡ /Ⅲ区南：2198 ㎡）

◇発見された遺構　
  近世以降：掘立柱建物１棟・溝６条・土坑 69 基・     
                      畝群７箇所・炉址１基・ 焼土址１基
  中世：竪穴状遺構１基・土坑 29 基・畑１箇所・ 
             炉址１基
  古代（奈良・平安時代）：掘立柱建物１棟・
                                                   土坑 79 基　　
  弥生時代：土坑 12 基（落とし穴９基）
  縄文時代：集石５基・土坑 36 基（落とし穴 29 基）
  その他：土石流痕跡

◇出土した遺物　
  近世以降：陶器・磁器・土製人形・銭・鏡・鈴
  奈良・平安時代：土師器・須恵器・瓦
  縄文時代：土器 ( 早期～前期・後期 )・石器
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　Ⅰ区とⅡ区では弥生時代と縄文時代の落とし穴がほぼ

同じ場所に繰り返して掘られていました。

　時代が変わっても獣の通り道はあまり変わらなかった

ようです。

【Ｙ１号土坑(左)とＪ１１号土坑(右)

【弥生時代と縄文時代の落とし穴】

【Ｋ２号溝】
（北から撮影）

【Ｋ２号溝 断面写真】
（青黒い土が宝永火山灰）

【Ⅱ区の近世溝】
Ⅱ区では近世の大きな溝が見つかりま

した。

　この溝は1707年の富士山の大噴火

によって関東に降り積もった火山灰

（宝永火山灰）で埋まっていました。
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地域の特性を活かした
史跡等総合活用推進事業

①表土を機械で掘る。

②人力による掘り下げ

③遺構や遺物の見極め （検出作業） ④遺構の掘削 ・ 調査『遺跡の発掘って
          どんなことをするの？』

　私たちは土の中にある 「人の活動の痕跡」＝遺跡を

調査しています。

　堆積した土は色や質感などの違いを観察することで

層に分けることができます。

　こうして分けた層は基本的に地表に近ければ近いほ

ど新しい時代のもので、 地中深くなればなるほど古い

時代の層になり、 遺物や遺構の時代を判断する基準

となります。

　私たちはこういった層を地表から順に掘り下げ、 過

去の人が掘った穴や住居の痕跡などの 「遺構」 が残さ

れていないか、 土器や石器などの 「遺物」 がないか

調査しているのです。

　遺物が見つかっても、 すぐには取り上げません。

　そのまわりに他の遺物や遺構があるかもしれな

いからです。

　この作業は移植ごてや竹べらを使って遺物を傷

つけないように少しずつ掘りひろげます。

　遺物を取り上げる時は、 その遺物が 「どこから」

「どんなふうに」 見つかったのか分かるように、 記

録をとりながら取り上げます。

　遺物や遺構を含む層はスコップや鋤簾で掘り下

げます ( 上 )。

　層の境目まで掘り下げたら、 鋤簾で少しずつ

削って、 遺構が無いか確認します （下）。

　この写真は縄文時代の 「集石」 が見つかった

時のものです。

　石がまとまって見つかったことと、 白い線で囲

われた部分の土が周りの土と違うことから、 遺

構があると分かりました。

　完全に掘ったら写真をとって、 「光波測距儀」 と

いう機械でその形を記録します （上）。

　遺物がたくさん出土している遺構は、 真上から

見た図を手書きで記録します （下）。

　遺構はまず、 上の写真のように半分だけ掘り

さげて三角ホーで断面を平らに削ります。

　これは土を観察して層を分け、 その遺構がど

のように埋まったのかを観察するためです。

　写真と手書きの図面を記録して、 その後で

完全に掘り上げます。

【『掘る』 道具たち】

スコップ 鋤簾

移植ごて
硬い土を削ったり、 遺構の

断面を削るのに使います。

　地面の一番上の土は一番新しく堆積した土＝

「表土」 は重機やスコップで掘り下げます。

鍬のような形ですが、 カンナ

のように地面を削って平らに

します。

角スコ ( 左 ) は地面を薄く

スライスするように掘るの

に使います。

剣スコ （右） は硬い地面を

掘るのに使います。

遺物を掘りだしたり、 遺構を

きれいに掘るのに使います。

三角ホー

（カマ）

　地面を観察して、 遺構がないか探します。

　遺構があれば、 そこにはまわりと違う 「何か」

があります。

　遺構が見つかったら、 写真や図面といった

記録をとりながら掘り下げ、 最終的には当

時の人が掘ったままの状態にします。

　遺構は移植ごてで慎重に掘り下げます。


