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中西遺跡
熊谷市立江南文化財センター　テーマ展

　中西遺跡は、熊谷市東部の中西四丁目に所在し、標高２４ｍ前後を測る新期荒川扇状地の扇端

部に立地しています。本遺跡は、縄文時代から弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代まで続く複

合遺跡であり、ほぼ同所には中世の在地武士である箱田氏の館跡も所在しています。

　発掘調査は、土地区画整理事業に伴い、平成２１～２３年度の計３か年で行われました。調査

の結果、縄文時代、弥生時代、奈良・平安時代は竪穴住居跡などの集落跡が、古墳時代は前方後

方形周溝墓や方形周溝墓などのお墓が見つかりました。このうち、縄文時代については、縄文時

代後・晩期（約３, ５００～２, ８００年前）の遺物包含層（土器や石器などの遺物が遺構に伴わ

ずに出土する土層）からおびただしい数の遺物が出土しました。

　今回の展示では、その膨大な数のうち、ごく一部のみではありますが、中西遺跡の縄文時代後・

晩期の遺物包含層出土遺物をご紹介いたします。
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第３図　調査地点位置図

第４図　年度別調査区割図

縄文時代後・晩期
遺物包含層編

わが街熊谷

遺跡めぐり

３．土製耳飾り 　土製耳飾りは、計１２点出土しています。小さいもので直径２

㎝、大きいもので８㎝程です。ドーナツ状を呈するものと中心に

孔を持たないものの２つに分けられます。時期については、文様

が無いものが多いため、具体的に特定することが困難ですが、縄

文時代後・晩期の遺物であることは間違いありません。

図版 64

出土土器（79）
第92図1697・1700・1702・1708
　　　　1715・1716・1721・1724
　　　　1735・1742

赤彩土器　第93図1746～1761

土製耳飾り　第94図１～12

土製耳飾り

４．土製円盤 　土製円盤は、計６０点出土しています。土製円盤とは、土器片

の外周を削り、丸く整えたものであり、その用途は、祭祀具やお

もちゃなど様々な説があります。大きさは、最大長５㎝、最大幅

４㎝、重量は１５ｇ前後のものが多く見つかっています。時期に

ついては、約半分が無文であることからその特定は困難ですが、

文様のあるものは、後期後葉の高井東式が多く見つかっています。

図版 65

土製円盤　第95図１～32

土製円盤　第95図33～60

土製円盤

５．石器・石製品　
図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 67

出土石器・石製品
（２）
第97図22～24

出土石器・石製品
（２）
第97図25～27

出土石器・石製品
（２）
第97図28～31
出土石器・石製品

（３）
第97図32

出土石器・石製品
（３）
第98図33～39

図版 68

出土石器・石製品
（３）
第98図40・41
出土石器・石製品

（４）
第99図42～47

出土石器・石製品
（４）
第99図49・50
出土石器・石製品

（５）
第100図51～57

出土石器・石製品
（５）
第100図58～64

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

打製石鏃 石匙 打製石斧 磨製石斧 砥石 石錘

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

磨製石剣？ 石棒？

　石器は、打製石鏃、石匙、スクレイパー、打製・

磨製石斧、磨石、敲石、石皿、台石、砥石、石錘な

どがあり、石製品には石剣や石棒と思われるものも

出土しています。これらの時期についても具体的な

時期を特定するのは困難ですが、縄文時代後・晩期

のものであることは間違いありません。

図版 68

出土石器・石製品
（３）
第98図40・41
出土石器・石製品

（４）
第99図42～47

出土石器・石製品
（４）
第99図49・50
出土石器・石製品

（５）
第100図51～57

出土石器・石製品
（５）
第100図58～64

石皿

６．中西遺跡の縄文時代後・晩期　

じょうもん や よい こ ふん な　ら へいあん

ど  せい みみ かざ

ど  せい えん ばん

せっ　き　　　せき せい ひん

だ  せい せきぞく いしさじ

ま せい すりいし たたきいし いしざら だいいし と いし せきすい

せっけん せきぼう

　中西遺跡は、熊谷市東部では本遺跡の東約１㎞に所在する諏訪木遺跡とともに最古段階に相当

する遺跡です。中西遺跡の縄文時代は、後期中葉の加曽利Ｂ２式期に出現し、加曽利Ｂ３式期に

最盛期を迎えますが、後期後葉の高井東式期以降は徐々に減少し、晩期前半の安行３ｄ式期には

終息してしまいます。はたして、この様相が遺跡全体に当てはまることなのか、または今回の調

査地点のみのことなのか、今後解明していくことが課題です。

す わ の き



－２－ －３－

２．縄文土器　

　土器は、精製と粗製があり、出現期となる縄文時代後期中葉の加曽利 B ２式から後期後葉の高

井東式、後期後葉～末の安行１・２式、晩期初頭～中葉の安行３ａ～３ｄ式まで絶え間なく続く

ことが確認されています。出土量は、加曽利Ｂ式が最も多く見つかっており、高井東式以降は徐々

に減少していきます。器種は、深鉢形土器、鉢形土器、浅鉢形土器、台付鉢形土器、壺形土器、

注口土器、ミニチュア土器などの他に、異形台付土器、香炉形土器などの特殊な土器も見つかっ

ています。
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第５図　調査区全測図・縄文時代後・晩期遺物包含層出土状況

第２表　検出遺構時代・時期一覧表
№ 遺構名 時代・時期

1 ＳＩ０１ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

2 ＳＩ０２ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

3 ＳＩ０３ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

4 ＳＩ０４ 弥生時代中期後半

5 ＳＩ０５ 弥生時代中期後半

6 ＳＩ０６ ８世紀前半

7 ＳＩ０７ 時期不明

8 ＳＺ０１ 古墳時代前期

9 ＳＺ０２ 古墳時代前期

10 ＳＺ０３ 弥生時代中期後半

11 ＳＺ０４ 弥生時代中期後半

12 ＳＺ０５ 弥生時代中期後半

13 ＳＺ０６ 弥生時代中期後半

14 ＳＤ０１ 古墳時代前期以降

15 ＳＤ０２ 縄文時代晩期前半

16 ＳＤ０３ 縄文時代晩期前半

17 ＳＫ０１ 時期不明

18 ＳＫ０２ 時期不明

19 ＳＫ０３ 縄文時代後期後葉以降

20 ＳＫ０４ 縄文時代後期後葉以降

21 ＳＫ０５ 縄文時代後期後葉以降

22 ＳＫ０６ 縄文時代後期後葉以降

23 ＳＫ０７ 縄文時代後期後葉

24 ＳＫ０８ 縄文時代後期後葉

25 ＳＫ０９ 古墳時代前期以降

26 ＳＫ１０ 時期不明

27 ＳＫ１１ 縄文時代後期後葉

28 ＳＫ１２ 古墳時代前期以降

29 ＳＫ１３ 時期不明

30 ＳＫ１４ 時期不明

31 ＳＫ１５ 時期不明

32 ＳＫ１６ 時期不明

1：800

縄文時代後・晩期遺物包含層出土状況

図版 3

177～181－145～148Ｇ遺物
出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

180－148Ｇ付近遺物出土状況
（Ｈ22年度Ａ区）

181－148・149Ｇ遺物出土状況
（Ｈ22年度Ａ区）

図版 6

176－145Ｇ№65出土状況（Ｈ22年度Ｂ区）

176－145Ｇ№66出土状況（Ｈ22年度Ｂ区）

180－148Ｇ№81出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

180－148Ｇ№139出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

176－145Ｇ№178出土状況（Ｈ22年度Ｂ区）

178－145Ｇ№229出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

181－148Ｇ№251出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

178－148Ｇ№297出土状況（Ｈ22年度Ａ区）

図版 28

出土土器（14）　第27図171

出土土器（14）　第27図172

出土土器（14）　第27図173

出土土器（14）　第27図175

出土土器（15）　第28図177

出土土器（15）　第28図178

図版 29

出土土器（15）　第28図179

出土土器（15）　第28図180

出土土器（15）　第28図181

出土土器（15）　第28図182

出土土器（15）　第28図184

出土土器（15）　第28図185

図版 34

出土土器（18）　第31図221

出土土器（18）　第31図222

出土土器（19）　第32図223

出土土器（19）　第32図224

出土土器（19）　第32図225

出土土器（19）　第32図227

出土土器（19）　第32図228

図版 37

出土土器（22）　第35図249

出土土器（22）　第35図250

出土土器（22）　第35図251

出土土器（22）　第35図252

出土土器（22）　第35図253

出土土器（22）　第35図254

後期中葉 後期中葉～後葉 後期後葉 晩期初頭～前葉

図版 7

出土土器（１）　第14図１

出土土器（１）　第14図２

出土土器（１）　第14図３

出土土器（１）　第14図４

出土土器（１）　第14図５

出土土器（１）　第14図７

出土土器（１）　第14図８

図版 10

出土土器（２）　第15図21

出土土器（２）　第15図23

出土土器（３）　第16図24

出土土器（３）　第16図25

出土土器（３）　第16図26

出土土器（３）　第16図28

図版 11

出土土器（３）　第16図29

出土土器（３）　第16図30

出土土器（３）　第16図31

出土土器（３）　第16図32

出土土器（３）　第16図34

出土土器（３）　第16図35

出土土器（４）　第17図36

図版 16

出土土器（６）　第19図72

出土土器（６）　第19図73

出土土器（６）　第19図74

出土土器（６）　第19図75

出土土器（６）　第19図76

出土土器（６）　第19図77

出土土器（６）　第19図78

後期中葉　加曽利Ｂ２式 後期中葉　加曽利Ｂ３式 後期中葉　加曽利Ｂ３式 後期後葉　高井東式

図版 18

出土土器（７）　第20図86

出土土器（７）　第20図87

出土土器（７）　第20図88

出土土器（７）　第20図89

出土土器（７）　第20図90

出土土器（８）　第21図91

図版 23

出土土器（11）　第24図128

出土土器（11）　第24図129

出土土器（11）　第24図130

出土土器（11）　第24図131

出土土器（11）　第24図132

出土土器（11）　第24図133

図版 27

出土土器（13）　第26図165

出土土器（13）　第26図166

出土土器（13）　第26図167

出土土器（14）　第27図168

出土土器（14）　第27図169

出土土器（14）　第27図170

図版 17

出土土器（６）　第19図79

出土土器（６）　第19図80

出土土器（７）　第20図81

出土土器（７）　第20図82

出土土器（７）　第20図83

出土土器（７）　第20図84

出土土器（７）　第20図85
後期後葉　高井東式 後期後葉　高井東式 後期後～末　安行１式

晩期前葉　安行３ｄ式

精製深鉢形土器

粗製深鉢形土器

図版 13

出土土器（４）　第17図45

出土土器（４）　第17図46

出土土器（５）　第18図47

出土土器（５）　第18図48

出土土器（５）　第18図49

出土土器（５）　第18図50

出土土器（５）　第18図52

出土土器（５）　第18図53

図版 21

出土土器（９）　第22図111

出土土器（９）　第22図112

出土土器（10）　第23図113

出土土器（10）　第23図114

出土土器（10）　第23図115

出土土器（10）　第23図116

出土土器（10）　第23図117

精製鉢形土器・浅鉢形土器・台付鉢形土器

後期中葉　加曽利Ｂ３式

図版 21

出土土器（９）　第22図111

出土土器（９）　第22図112

出土土器（10）　第23図113

出土土器（10）　第23図114

出土土器（10）　第23図115

出土土器（10）　第23図116

出土土器（10）　第23図117
後期後葉　高井東式 後期後葉　高井東式

図版 14

出土土器（５）　第18図54

出土土器（５）　第18図55

出土土器（５）　第18図56

出土土器（５）　第18図57

出土土器（５）　第18図58

出土土器（５）　第18図59

出土土器（５）　第18図62

出土土器（５）　第18図63

精製注口土器

後期中葉　加曽利Ｂ３式

図版 22

出土土器（10）　第23図118

出土土器（10）　第23図119

出土土器（10）　第23図120

出土土器（10）　第23図121

出土土器（10）　第23図122

出土土器（10）　第23図123

出土土器（10）　第23図124

出土土器（11）　第24図126

図版 27

出土土器（13）　第26図165

出土土器（13）　第26図166

出土土器（13）　第26図167

出土土器（14）　第27図168

出土土器（14）　第27図169

出土土器（14）　第27図170

図版 22

出土土器（10）　第23図118

出土土器（10）　第23図119

出土土器（10）　第23図120

出土土器（10）　第23図121

出土土器（10）　第23図122

出土土器（10）　第23図123

出土土器（10）　第23図124

出土土器（11）　第24図126

後期後葉　高井東式 後期後葉　高井東式 後期後～晩期初
安行２～３ａ式

図版 15

出土土器（５）　第18図64

出土土器（５）　第18図65

出土土器（５）　第18図66

出土土器（５）　第18図66裏

出土土器（５）　第18図67

出土土器（５）　第18図67裏

出土土器（５）　第18図68

出土土器（５）　第18図69

図版 15

出土土器（５）　第18図64

出土土器（５）　第18図65

出土土器（５）　第18図66

出土土器（５）　第18図66裏

出土土器（５）　第18図67

出土土器（５）　第18図67裏

出土土器（５）　第18図68

出土土器（５）　第18図69

図版 15

出土土器（５）　第18図64

出土土器（５）　第18図65

出土土器（５）　第18図66

出土土器（５）　第18図66裏
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－２－ －３－

２．縄文土器　

　土器は、精製と粗製があり、出現期となる縄文時代後期中葉の加曽利 B ２式から後期後葉の高

井東式、後期後葉～末の安行１・２式、晩期初頭～中葉の安行３ａ～３ｄ式まで絶え間なく続く

ことが確認されています。出土量は、加曽利Ｂ式が最も多く見つかっており、高井東式以降は徐々

に減少していきます。器種は、深鉢形土器、鉢形土器、浅鉢形土器、台付鉢形土器、壺形土器、

注口土器、ミニチュア土器などの他に、異形台付土器、香炉形土器などの特殊な土器も見つかっ

ています。

―
  12

  ―

第５図　調査区全測図・縄文時代後・晩期遺物包含層出土状況

第２表　検出遺構時代・時期一覧表
№ 遺構名 時代・時期

1 ＳＩ０１ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

2 ＳＩ０２ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

3 ＳＩ０３ 縄文時代後期後葉～晩期前葉

4 ＳＩ０４ 弥生時代中期後半

5 ＳＩ０５ 弥生時代中期後半

6 ＳＩ０６ ８世紀前半

7 ＳＩ０７ 時期不明

8 ＳＺ０１ 古墳時代前期

9 ＳＺ０２ 古墳時代前期

10 ＳＺ０３ 弥生時代中期後半

11 ＳＺ０４ 弥生時代中期後半

12 ＳＺ０５ 弥生時代中期後半

13 ＳＺ０６ 弥生時代中期後半

14 ＳＤ０１ 古墳時代前期以降

15 ＳＤ０２ 縄文時代晩期前半

16 ＳＤ０３ 縄文時代晩期前半

17 ＳＫ０１ 時期不明

18 ＳＫ０２ 時期不明

19 ＳＫ０３ 縄文時代後期後葉以降

20 ＳＫ０４ 縄文時代後期後葉以降

21 ＳＫ０５ 縄文時代後期後葉以降

22 ＳＫ０６ 縄文時代後期後葉以降

23 ＳＫ０７ 縄文時代後期後葉

24 ＳＫ０８ 縄文時代後期後葉

25 ＳＫ０９ 古墳時代前期以降

26 ＳＫ１０ 時期不明

27 ＳＫ１１ 縄文時代後期後葉

28 ＳＫ１２ 古墳時代前期以降

29 ＳＫ１３ 時期不明

30 ＳＫ１４ 時期不明

31 ＳＫ１５ 時期不明

32 ＳＫ１６ 時期不明

1：800
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－１－－４－

中西遺跡
熊谷市立江南文化財センター　テーマ展

　中西遺跡は、熊谷市東部の中西四丁目に所在し、標高２４ｍ前後を測る新期荒川扇状地の扇端

部に立地しています。本遺跡は、縄文時代から弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代まで続く複

合遺跡であり、ほぼ同所には中世の在地武士である箱田氏の館跡も所在しています。

　発掘調査は、土地区画整理事業に伴い、平成２１～２３年度の計３か年で行われました。調査

の結果、縄文時代、弥生時代、奈良・平安時代は竪穴住居跡などの集落跡が、古墳時代は前方後

方形周溝墓や方形周溝墓などのお墓が見つかりました。このうち、縄文時代については、縄文時

代後・晩期（約３, ５００～２, ８００年前）の遺物包含層（土器や石器などの遺物が遺構に伴わ

ずに出土する土層）からおびただしい数の遺物が出土しました。

　今回の展示では、その膨大な数のうち、ごく一部のみではありますが、中西遺跡の縄文時代後・

晩期の遺物包含層出土遺物をご紹介いたします。

とちくかくせいりじぎょう
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たてあなじゅうきょあと

１．はじめに　
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第３図　調査地点位置図

第４図　年度別調査区割図

縄文時代後・晩期
遺物包含層編

わが街熊谷

遺跡めぐり

３．土製耳飾り 　土製耳飾りは、計１２点出土しています。小さいもので直径２

㎝、大きいもので８㎝程です。ドーナツ状を呈するものと中心に

孔を持たないものの２つに分けられます。時期については、文様

が無いものが多いため、具体的に特定することが困難ですが、縄

文時代後・晩期の遺物であることは間違いありません。

図版 64

出土土器（79）
第92図1697・1700・1702・1708
　　　　1715・1716・1721・1724
　　　　1735・1742

赤彩土器　第93図1746～1761

土製耳飾り　第94図１～12

土製耳飾り

４．土製円盤 　土製円盤は、計６０点出土しています。土製円盤とは、土器片

の外周を削り、丸く整えたものであり、その用途は、祭祀具やお

もちゃなど様々な説があります。大きさは、最大長５㎝、最大幅

４㎝、重量は１５ｇ前後のものが多く見つかっています。時期に

ついては、約半分が無文であることからその特定は困難ですが、

文様のあるものは、後期後葉の高井東式が多く見つかっています。

図版 65

土製円盤　第95図１～32

土製円盤　第95図33～60

土製円盤

５．石器・石製品　
図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 66

出土石器・石製品（１）
第96図１

出土石器・石製品（１）第96図２～４

出土石器・石製品
（１）
第96図５～12

出土石器・石製品
（１）
第96図13～16
出土石器・石製品

（２）
第97図17～21

図版 67

出土石器・石製品
（２）
第97図22～24

出土石器・石製品
（２）
第97図25～27

出土石器・石製品
（２）
第97図28～31
出土石器・石製品

（３）
第97図32

出土石器・石製品
（３）
第98図33～39

図版 68

出土石器・石製品
（３）
第98図40・41
出土石器・石製品

（４）
第99図42～47

出土石器・石製品
（４）
第99図49・50
出土石器・石製品

（５）
第100図51～57

出土石器・石製品
（５）
第100図58～64

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

打製石鏃 石匙 打製石斧 磨製石斧 砥石 石錘

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

図版 69

出土石器・石製品（４）　第99図48

出土石器・石製品（５）　第100図67 出土石器・石製品（５）　第100図68

出土石器・石製品（５）　第100図65・66

遺物包含層出土辰砂

磨製石剣？ 石棒？

　石器は、打製石鏃、石匙、スクレイパー、打製・

磨製石斧、磨石、敲石、石皿、台石、砥石、石錘な

どがあり、石製品には石剣や石棒と思われるものも

出土しています。これらの時期についても具体的な

時期を特定するのは困難ですが、縄文時代後・晩期

のものであることは間違いありません。

図版 68

出土石器・石製品
（３）
第98図40・41
出土石器・石製品

（４）
第99図42～47

出土石器・石製品
（４）
第99図49・50
出土石器・石製品

（５）
第100図51～57

出土石器・石製品
（５）
第100図58～64

石皿

６．中西遺跡の縄文時代後・晩期　

じょうもん や よい こ ふん な　ら へいあん

ど  せい みみ かざ

ど  せい えん ばん

せっ　き　　　せき せい ひん

だ  せい せきぞく いしさじ

ま せい すりいし たたきいし いしざら だいいし と いし せきすい

せっけん せきぼう

　中西遺跡は、熊谷市東部では本遺跡の東約１㎞に所在する諏訪木遺跡とともに最古段階に相当

する遺跡です。中西遺跡の縄文時代は、後期中葉の加曽利Ｂ２式期に出現し、加曽利Ｂ３式期に

最盛期を迎えますが、後期後葉の高井東式期以降は徐々に減少し、晩期前半の安行３ｄ式期には

終息してしまいます。はたして、この様相が遺跡全体に当てはまることなのか、または今回の調

査地点のみのことなのか、今後解明していくことが課題です。

す わ の き
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