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序

新村遺跡 は松本市の西部、新村地 区一帯 に所在す る遺跡 です。本遺跡 は以前か ら埋蔵文

化財の包蔵 地 として知 られてい ま したが、本格 的 な発掘調査 を実施 した ことがな く、今 回

が初 めての本調査 とな ります。

このたび当地 に松本大学の建設 が計画 されたため、松本市 が学校法人松商学 園か ら委託

を受 け、埋蔵 文化財 を記録 す る目的で緊急発掘調査 を実施す る こととな りました。

発掘調査 は市教育委員会 によって、平成12年6月 か ら同年10月 にかけて行 われ ま した。

梅 雨時か ら暑 い夏 を過 ぎ、秋 口にかけての調査 とな りま したが、関係者の皆様の御尽 力 に

よ り無事終 了す ることがで きま した。発掘調査の結果、奈良時代 か ら中世 にかけての生活

跡 を発見す ることがで きま した。 これ らは今後、地域の歴 史 を解明す る うえで、大変役 に

立つ資料 にな ることと思 われ ます。

しか しなが ら、開発事業 に先立 って行われ る発掘調査 は、記録保存 とい う遺跡 の破壊 を

前提 とす る側面 があることも事実 です。開発 によ り私 たちの生活 が豊 か になる一方 、それ

にと もない歴 史遺産 が失われて しま うの は残念 な ことです が、発掘調査 によ り当時の生活

が明 らか とな り、私 た ちの郷土松本 が歩 んで きた歴史 が一つずつ で も解 き明か され ること

は大変貴重 なことだ と考 えます 。

最後 にな りま したが、発掘調査 に多大 な御理解 と御協力 をいただいた学校法人松 商学園

の皆様 、地元 関係者 の皆様 に厚 くお礼 申 し上 げます。

平成14年3月

松本市教育委員会 教育長 竹 淵 公 章



例言

1本 書は、平成12年6月1日 から平成12年10月10日 にわたり実施 された松本市新村に所在する新村遺跡の

緊急発掘報告書である。

2本 調査は、松本大学建設事業に伴 う緊急発掘調査であり、学校法人松商学園より松本市に委託を受け、

松本市教育委員会が発掘調査 を実施 し、本書の作成 を行なったものである。

3本 書の執筆は、以下のとおりである。

1:事 務局H-1:森 義直IV-1・2、V-1(1):田 多井用章V-3:堀 久士

H-2・V-2:中 村慎吾 皿、V-1(2)、W:竹 内靖長

4本 書作成にあたっての作業分担は、以下のとおりである。

遺物洗浄:百 瀬二三子

遺物整理 ・復元:内 澤紀代子、林 和子、洞沢文江

土器陶磁器実測 ・トレース ・図版作成:窪 田瑞恵、竹内直美、竹平悦子、林 和子、松尾明恵

金属製品実測 ・トレース:洞 沢文江、中村慎吾

石器実測 ・トレース:堀 久士、望 月 映

遺構図整理 ・トレース:石 合英子、窪田瑞恵

一覧=表作成:石 合英子、林 和子、塚原祐一、堀 久士

写真撮影(現 場写真):竹 内靖長、澤柳秀利、田多井用章、米久保治郎、堀 久士、中村慎吾

(遺物写真):宮 嶋洋一(航 空写真):(株)み すず総合コンサル タント

編 集:竹 内靖長、田多井用章、堀 久士、中村慎吾

5本 書で使用 した遺構の略称は以下のとお りである。

第●号竪穴住居趾→●住 第●号掘立柱建物肚→●建 第●号土坑→土● 第●号ピッ ト→P●

6図 中で用いた方位記号は、すべて真北方向を指 している。

7本 調査および報告書作成にあたり、以下の方々から御協力 ・御教示 を得 た。記 して謝意を表する。

(五十音順、敬称略)市 川隆之、笹本正治、野村一寿、原 明芳、福島紀子

8遺 構 ・遺物の記述で用いた古代 ・中世の時期区分や分類、用語などの多 くは下記の文献に拠っている。

(財)長野県埋蔵文化財センター1990『 中央自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書4一 松本市内1一

総論編』

9遺 構 図中の土層名は記号化 している。各記号の説明は以下のとおりである。

表記法 土色(混 入物 ・量)混 入物質a少 量'b中 量c多 量

土 色

1褐 色2暗 褐色3黒 褐色4明 褐色5赤 褐色6黄 褐色7茶 褐色8灰 褐色

9榿 褐色10灰 色11暗 灰色12黒 灰色13赤 灰色14黄 褐色15青 灰色16黄 色

17暗黄褐色18暗 茶褐色19黒 色20焼 土21砂22砂 礫23緑 灰色24淡 灰色

25暗灰褐色26淡 灰褐色

混入物

A小 礫B礫

G炭 化材H黄 色土粒

M黄 褐色土塊N灰 褐色土塊

S暗 褐色土粒T暗 褐色土塊

Y鉄 分Z灰 褐色土塊

C焼 土粒

1黄褐色土粒

0茶 褐色土塊

U灰 色土粒

D焼 土塊

J灰 褐色土粒

P砂 粒

V灰 色土塊

E炭 化物粒

K茶 褐色土粒

Q黒 色土粒

W赤 褐色土粒

F炭 化物塊

L黄 色土粒

R黒 色土塊

X赤 褐色土塊

10本 調査で得 られた出土資料及 び調査 の記録類 は松本市教育委員会 が保管 し、松本市立考古博物館

(〒390-0823長 野県松本市 中山3738-1TELO263-86-4710FAXO263-86-9189)に 収蔵 されてい る。
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第1図 遺跡の位置



1 調査め経緯

1調 査に至る経緯

松本市大字新村字東山王1953-1番 地ほかの一帯に、学校法人松商学園によって松本大学建設事業が計画

された。事業地周辺には、古代～中世の複合遺跡として周知 されていた新村遺跡のほか、安塚古墳群 ・秋葉

原古墳群 ・秋葉原遺跡 ・新村条里遺構などの遺跡が隣接 している。 このうち秋葉原古墳群 と安塚古;墳群は、

過去の発掘調査において古墳が発掘調査 されている。今回、松本大学の建設予定地の一部が新村遺跡の範囲

内にかかったため、まず試掘調査を実施 して遺構 ・遺物の有無 を確認した。試掘調査 は、平成11年11月17日

(月)～12月9日(木)、 平成12年1月13日(木)～1月31日(月)に かけて行 ない、用地内に58箇 所の トレンチを

掘削 し、平安時代～中世の遺構 ・遺物が確認 された。この結果、新村遺跡は、それまで周知 されていた範囲

より西側へ大きく広がっていることが判明し、大学建設予定地のほほ全域が遺跡の範囲内にあたることとな

った。試掘調査の結果を受け、学校法人松商学園との協議 を行なった結果、平成12年 度に発掘調査 を実施 し

て記録保存を図 り、平成13年 度に報告書作成を行なうこととなった。発掘調査および報告書の作成 は、学校

法人松商学園か ら松本市に委託を受け、松本市教育委員会が実施 した。

2調 査体制

調 査 団 長:竹 淵公章(松 本市教育長)

調査副団長:大 澤一男(教 育部長)

調査担当者:竹 内靖長、澤柳秀利、田多井用章、米久保治郎、堀 久士、中村慎吾

調 査 員:森 義直、松尾明恵

協 力 者:浅 輪敬二、荒木 稔、飯島由次、飯田三男、五十嵐周子、石合英子、石井脩二、石川光男、

今村 克、今井太成、臼井秀明、内澤紀代子、太田万喜子、大月八十喜、上條道代、

神田栄次、菊池直哉、北野智之、久保田登子、窪田瑞恵、河野清司、小松正子、小山貴広、

芝田とり子、清水陽子、下条ちか子、鈴木幸子、高橋昭雄、高橋登喜雄、竹内直美、

竹平悦子、田中義一、鶴川 登、手塚富康、寺島 実、中島義明、中原あゆみ、中村恵子、

中村美ゆき、中村安雄、中谷高志、林 和子、林 武佐、樋口高子、廣田早和子、福島 勝、

藤井道明、布山 洋、洞沢文江、待井敏夫、丸山恵子、宮田美智子、村山牧枝、百瀬二三子、

百瀬義友、山崎照友、横山 清、米山禎興、渡辺順子

事 務 局:松 本市教育委員会教育部文化課

木下雅文(課 長、～平成13年3月)、 有賀一誠(課 長、平成13年4月 ～)、熊谷康治(課 長補佐)、

松井敬治(課 長補佐)、 直井雅尚(主 査)、 武井義正(主 任)、 久保田剛(主 任)、

酒井まゆみ(嘱 託、～平成12年6月)、 渡邊陽子(嘱 託、平成12年7月 ～)、塚原祐一(嘱 託)
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モ な ヒず

第2図 調査範囲
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第3図A区 遺構配置 図
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第4図B区 遺構配置図

一4一



第5図C区 遺構配置図



第6図 D区 遺構配置図
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第7図E区 遺構配置図



皿 遺跡の環境

1地 形 ・地 質

遺跡の立地

本調査地は、南北 に長い松本盆地の中央南寄 りの右岸で、標高615m前 後の段丘面上にあり、松本市新村

の上高地線北新駅の西側で、松商学園短期大学に隣接している。梓川による広大な扇状地には、段丘面が左

岸に3面 、右岸 に4面 あり、本調査地 は右岸の最下位面上にある。地表面は、旧流路により緩 く東へ傾斜 し

ている。

周辺の地形 ・地質の概観

本遺跡のある松本盆地は、洪積世(更 新世)中 期に起 きた造盆地運動によって形成 された構造性の盆地で、

糸魚川一静岡構造線と平行に北へ伸びる東 ・西の山麓線沿いの大断層と、それを横切 る東一西方向の断層に

より生じた南北に長い盆地である。西と南は飛騨山地の中 ・古生層と、それに貫入又は噴出 した火成岩類 よ

りなっている。東部と東北部では、2000m～1000mの ほぼ南北に連なる筑摩山地で、新生代の第三紀層 と、

それに貫入 ・噴出 した火成岩類 よりなっている。

盆地の南半分を占める主な堆積物は、飛騨山地を開析 し、南西方向から盆地 に流入する梓川水系によって

形成された広大な梓川扇状地 と、盆地の南側から流入する鎖川 ・奈良井川 ・田川及び東部山地か ら流入する

河川や沢などが合 して、複合扇状地を形成 している。盆地の北部は、西部山地 を開析する河川や沢が盆地で

高瀬川と合 して南流 し、南に開けた広大な高瀬川扇状地を形成 している。更にこの扇状地に幾つかの河川や

沢による扇状地が合 して複合扇状地となっている。

本遺跡付近の地形 ・地質

本遺跡に直接関係のある梓川扇状地は、段丘面が左岸に3面 あり最上位の第1面 は上野面、第2面 は丸田

面、第3面 は岩岡面となっている。 このうち第1面 のみロームが載っており、第3面 は現氾濫原で もあり、

歴史時代になってか らも岩岡付近からしばしば豊科方面に氾濫 している。

本遺跡のある右岸には、段丘面は4面 あり、上位から順に第1面 は波田面、第2面 は森口面、第3面 は上

海渡面、第4面 が押出面となっている。本遺跡は最下位の押出面にあり、現梓川の氾濫原で もある。歴史時
くれ き コがわ

代になってか らも流路の首振 りや洪水がしば しば起 き、遺跡の北東約1.7kmに は旧梓川の流路が 「榑木川」

として残ってお り、これ らの段丘面は全体 として東の方向に緩 く傾斜 している。

段丘面の第1面 と第2面 は、ロームが載ってお り、洪積統(更 新統)で 、第3面 と第4面 にはロームが無

く、沖積統(完 新統)で ある。ローム層の載 る森口面 とロームの載 らない押出面との境は、波田町 と新村 と

の境界付近の標高620mの 等高線にほぼ沿っている。

本遺跡の地形地質

梓川は左岸の岩岡面、右岸の押出面 という広大な氾濫原があるため、歴史時代に入ってからで も洪水の度

に流路が網の 目のように変化 したことが知 られている。したがって、本遺跡の地山も梓川の流路 となったと

きは灰白色の酸化 されていない砂礫が堆積 し、洪水による氾濫で も地表面を押 し流 してきたときは、ふるい

分けの極めて悪い酸化 された黄褐色の砂礫土が起伏 をなして堆積 している。そ して、それらがサン ドイッチ

状に重なって地山の基本地形を造 り、安定期にはそれらの堆積物や、近 くにある上位段丘面のローム層か ら、

雨水や小流 により洗い流 されてきた砂、シル ト、粘土などの混成土が、凹部をレンズ状に埋めて、土層概念

図に示すような地山を形成 している。

この地山の上にも引き続き洗い出されてきたシル ト質土が、年約1mmの 割合で堆積 しているはずであるが、

開田時や、その後の近年の構造改善により、削 られた り移動 したりして、検出面(地 山面付近)上 に、構造
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改善土が20～70cmが 載っており、詳 しい事はわからない。しかし、地山付近の遺構の残 り具合から見て、大

きな洪水の被害がなかったと推定 されるが、発掘調査で一番低いC・E地 区では、E地 区の南東端の中世の

川沿いに洪水層が15Cの 住居趾 を覆っている。更 にC地 区の東にも洪水層が検出面上にあり、E地 区の洪水

と同時 と推定 されるが、正確なところは不明である。

微高地 となっているA・B・D地 区には、洪水の氾濫はなかったと推定 されるが、上部は構造改善土であ

るので断定はで きない。

まとめとして、この遺跡は11世紀頃～15世紀頃までは、ほぼ安定期であったと言える。

遺構検出面より下部については、A地 区では検出面の下50～70cmの 問に栗色のバ ン ドがあり、また、B地

区では、検出面の下52cm以 下に黒褐色の沈澱層がみられることから、地山が形成 される過程で一時期安定期

があり、緑地や湿地あるいは農地の存在が窺 える。

以上、この付近一帯は梓川の氾濫原であるため、流路の首振 りや、洪水にもてあそばれ、栄枯盛衰を繰 り

返 してきたものとみられる。

E地 区南端柱状図.

亀 挿図1調 査地土層概念図

A地 区柱状図
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2歴 史的環境

今回発掘調査 を行なった新村遺跡の周辺に分布する遺跡 を、過去 に行なわれた調査等か ら時期的に概観

してみたい。

縄文時代

当遺跡の東、島立地籍 に南栗遺跡、北栗遺跡が位置する。南栗か らは、平成11年 に松本市教育委員会

(以下市教委)が 行なった調査で、中期の住居肚1軒 を確認 している。また、南栗の久保川沿いか らは、中

期初頭、北栗の御乳神社周辺からは中期後半に属する土器が出土 している。

弥生時代

東 に南栗遺跡、北栗遺跡、その北に三の宮遺跡がみ られる。南栗では、昭和58年 と63年 の市教委 による

調査では、遺構 は伴わなかったが土器片が出土 し、昭和60～61年 にかけての調査では竪穴住居趾1軒 が出

土 している。三の宮からは、長野県埋蔵文化財センター(以 下県埋文)に よる調査で、堀川沿いから中期

の竪穴住居肚1軒 が出土 しており、また61年 の市教委による調査では、弥生末～古墳初期に相当す る住居

祉が11軒 出土 している。

古墳時代

南西に秋葉原古墳群、さらにその西 に安塚古墳群が分布す る。秋葉原 は、昭和57年 に市教委が古墳5基

を調査 しており、墳丘はすべて削平 されていたが、その うちの2基 には横穴式石室が残存 していた。安塚

は、昭和53年 に市教委が調査 し、8世 紀前半 を中心とする古墳が11基 発見 された。これ らはすべて墳丘 を

欠くが、1～3号;墳 では扁平花闇岩の石組みの石室、5～9号 墳では横穴式石室が確認 された。新村の東

に位置する三の宮遺跡、北栗遺跡からもこの時期のものが出土 している。三の宮では、市教委が昭和61～

平成7年 にかけて行った4回 の調査で、古墳前 ・後期の竪穴住居祉 と掘立柱建物祉等 を確認 している。そ

の他未報告ではあるが、島立小学校の南東部からも古墳中期の竪穴住居肚が出土 している。北栗では、昭

和60～61年 にかけての県埋文の調査で、7世 紀後半の住居祉が確認 されてお り、南栗神社の南か らも工事

中に須恵器の大甕三個が発見 されている。

奈良～平安時代

南 には芝沢遺跡、東には高綱遺跡(旧 高綱中学校遺跡)、 さらにその東に三の宮遺跡、北栗遺跡、南栗遺

跡が分布 している。芝沢遺跡は、平成11年 の市教委 による調査で初 めてその存在が確認 された遺跡で、奈

良～平安の竪穴住居祉 ・建物肚などが確認 された。高綱遺跡は、昭和59年 の市教委による調査で、高綱 中

学校の敷地内から奈良末期～平安末期に属する遺物 と竪穴状遺構 ・建物肚が確認され、平成元、4年 の調査

では平安の住居祉や溝などが確認 された。三の宮遺跡では、まず昭和60年 には堀川沿いを県埋文 が、さら

に昭和61～ 平成7年 にかけて市教委が6回 調査を行なってお り、奈良～平安後期に属する竪穴住居肚や建

物祉、溝状遺構、柵祉などを確認 している。北栗遺跡、南栗遺跡では、昭和58～ 平成12年 にかけて市教委

による6回 の調査が行われ、県埋文でも昭和60～61年 にかけて調査 を行なっている。調査では、7世 紀初

頭～11世 紀後半までの竪穴住居祉や掘立柱建物祉などの遺構iを確認 しており、特に昭和58年 の南栗の調査

では佐波理椀が出土 している。また、栗林神社、乃木殿、北栗御乳神社の周辺からも土師器や須恵器が出

土 している。

中世

東の三の宮遺跡、南栗遺跡、北栗遺跡がみ られる。三の宮遺跡では、県埋文による昭和60年 の調査で、

12～14世 紀 と思われる竪穴住居祉や建物祉、溝などが確認 された。昭和61～ 平成7年 に行なった市教委に

よる4回 の調査でも、建物吐、土葬墓、火葬墓などが確認 されてお り、61年 の調査では、竪穴状遺構か ら

小型の鋳銅製観音像が出土 している。南栗遺跡 ・北栗遺跡では、昭和51～ 平成11年 にかけて行った市教委

による6回 の調査で、竪穴住居肚や竪穴状遺構 、土坑、 ピッ トが確認 されており、60年 の調査では、梵字

入 りの石製鉢が出土 している。また、昭和60～61年 に行なわれた県埋文の調査でも、12世紀後半～13世紀初頭に
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属する建物祉が確認されている。

近世

南の三の宮遺跡において、昭和60年 の県埋文による調査で、建物」止や柵状遺構、溝、墓祉等 を確認 して

いる。市教委による調査では、昭和63～ 平成元年 にかけての調査で神宮寺の礎石、柵列肚等 を確認 し、平

成7年 の調査では、ピットとゴミ穴と考えられる土坑を確認 している。

新村 ・島立条里的遺構

本遺跡 を調査するに当たり注 目すべ きことに、新村 ・島立条里的遺構がある。島立条里にあたる範囲に

ついては、市教委による昭和59～62年 にかけての6回 の調査 と、県埋文による中央 自動車道長野線築造に1

伴 う調査が行われている。この地域の開発 は7世 紀後半にはじまる。しか し、これはまだ条里 的地割を意

識 しての ものではない。条里的地割 を意識 した開発がはじまるのは、8世 紀後半～9世 紀後半か らである。

だが、この時期のもの も、東西の河川は1町 ごとに配 してはいるが完全な直線ではなく、南北 の境界線 も

地形にあわせた不定形 なものであった。その後、この地割は10世紀代に一時荒廃するが、11世 紀後半～12

世紀前半 には、かつての池溝 を利用 して再開発が行われた。そ して、14世 紀代になると、現在の地割に踏

襲 される条里的景観が形成 されたものと考えられる 註)1。

註)1松 本市1996『 松本市史』第二巻 歴史編1原 始 ・古代 ・中世

第8図 周辺遺跡
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皿 調査の概要

1調 査の方法

松本市西 部の新村 に所在 す る新村遺跡 は、梓川 の河岸段丘上 の標高615mに 立 地 してい る。調査 前 の状況

は水 田地帯 で、東側 は松商学 園短期大 学、南 を松本電鉄 島々線、北 を住宅地で画 され、西方 に水 田地帯 が広

がっていた。今 回、松本市大字新村字東 山王1953-1番 地 ほか一帯の55,885.45㎡ に、松本大学建 設事業 が計

画 された。事業対象地 内にお ける遺構 ・遺物 の有 無お よび分布状況 について は、 これ まで全 く不 明で あった

ため、松本市教育委員会 では事前 に試掘調査 を行 なった。試掘調査の結果、古代 お よび 中世の遺構 ・遺物 が

発 見 され たため、再協議 の上 、新村遺跡 の発掘調査 を実施 す るこ ととな った。調査 範囲 は、試掘 調 査 で遺

構 ・遺物 が確認 された箇所 を中心 に、A・B・C・D・Eの5箇 所の調査区 を設定 して実施 した。各地 区の

調査面積 は、A区:1098.8㎡ 、B区:2022.2㎡ 、C区:3605.6㎡ 、D区:3470.2㎡ 、E区:2459.2㎡ で 、合計

12,656.0㎡ を測 る。各調査 区全域 を共通の3mの グ リッ トで覆い 、遺構 の測量 を行 なった。基準点 は、大学

建設 工事 のために設置 した国家座 標 を用いてい る。各調 査区の基準座標値(NSO,EWO)を 示 す と、A

区(X=24156.000、Yニ ー52840.000)B区(X=24280.000、Yニ ー52736.000)C区(X=24254.000、

Y=一52640.000)D区(Xニ24140.000、Y=一52820.000)E区(X=24200.000、Y=一52730.000)で あ

る。各遺構 の測量 図面 は、基準座標 を基本 に1/20で 作成 した。

発掘調査の手順 は、 まず大形建設用機械 を使用 して遺構検 出面 までの耕作土 と基…盤土 を除去 した。次 に、

人力 により遺構 の検 出作業 を行い、遺構の範囲 ・位 置 を特定 した。土色 の相違 が判 然 とせ ずに平面 的 に範 囲

の特定が困難 な箇所 について は、人力 による トレンチ を設定 し、土層断面の観察 も併 用 して遺構 の検出 を行

なった。遺構検 出が終 了 し、特定 がで きた ものか ら番号 を1か ら付 した。 さらに、遺構 の掘 り下 げ を行い 、

覆土の観 察や遺物 ・礫 等の 出土状態、住居肚の形 態、住 居内の施 設 などの記録 を、実測 図および写 真 によ り

行 なった。最後 に、 ラジコンヘ リコプターお よび セスナ によ り航空写真 を撮影 して、発掘調査 の現 場 におけ

る作業の全工程 を終 了 した。

2調 査成果

調査期間 平成12年6月1日 か ら平成12年10月10日

調査面積12,656.0㎡

検 出遺構

竪穴住居祉48軒(平 安時代29軒 、中世19軒)

竪穴状遺構37基(中 世37基)

掘立柱建物祉9棟(平 安時代1棟 、中世8棟)

柱穴列3棟(平 安時代1、 中世2)

土坑232基

ピット1551基

溝31条

出土遺物

土器 ・陶磁 器:土 師器、黒色土器、須恵器 、灰粕 陶器 、山茶椀 、古瀬戸系 陶器 、内耳鍋 、白磁 、

青磁 、青 白磁
ひうちがね

鉄器 ・銅製 品:刀 子 、釘、鉄鍬 、燧鉄 、鉄鐸 、不 明鉄製品 、鉄澤、不明銅製 品、銭貨

石器 ・石製 品:砥 石、硯
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】v遺 構

1.平 安時代の遺構

(1)住 居趾

今 回の調査 で確認 され た平安 時代 の住居肚 は29軒 を数 える。これ らの 中には、掘 り方 が非常に浅 かった り、

遺物 が ごくわず か しか出土 しない、 あるいは全 く出土 しない もの もある。遺構覆土 が地 山 と近 似 して いたた

め、検 出作業 が難 しかった ことを考 え合 わせ ると、 これ らは住居肚 として把握 すべ きものでは なかった可能

性 もあ る。具体 的には1～7・9・11～13・19・25・34～36・38住 が こうした ものに該 当す る(16・18住 は

欠番)。 これ らは他 の遺構 との切合 い関係 や少量 なが ら出土 した遺物 の年代 か ら平安 時代 として扱 った。 出

土遺物 か ら帰属 時期 がわか り、遺構 の状況 か らあ る程度 明確 に住居肚 と判断 しうるのは平安 時代 前期 が20・

21・22・30・31の5棟 、平安 時代後期 が8・ 旧8・10・17・26・37・39の7棟 であ る。ただ し、平 安時代前

期 の ものはいずれ もカマ ドを確認す ることがで きず、若干の問題点が残 る。

〈平安時代前期 の住居趾 〉

該期 の住 居吐 として、C区20・21・22・30・31住 の5棟 が ある。出土土 器か ら20住 が5～6期 、21住 が5

期 、30住 が6～7期 に帰属す る。22・31住 は出土遺物 の量 が少 な く、 明確 にはで きないが9世 紀代 の範 囲に

は収 ま るもの と考 える。 これ ら住居祉 はC区 のみで確認 され、その 中で も西側 にやや ま とまって分布 してい

る。平面形 態 は隅丸方形 ・隅丸長方形 を呈 す るものが多 く、規模 は長辺で4m前 後か ら6mを 測 る。 いず れ

の住居祉 か らもカマ ド ・柱穴 を確認す ることはで きず、 その構 造 を明 らかにす ることはで きなかった。

第20号 住居趾

覆土 は2層 か らな り、壁 は斜 めに立 ち上 がる。地 山の小礫の混 じる暗褐色土 を床 と した。 カマ ドは確認 で

きなかった。床面 で ピッ トを2基 確認 したが柱穴 は不 明。遺物 は床面付近か ら出土 してい るが量的 には少 な

い。

第21号 住居趾

30住 に切 られるが、掘削時は切合いを誤認 し、本来は30住 に帰属すべき部分 も一緒に掘削してしまった。

覆土は3層 か らなり、壁は斜めに立ち上がる。地山の小礫の混 じる暗褐色土を床 とした。カマ ドは確認でき

なかった。床面でピットを9基 確認 したが柱穴は判然としない。南西隅床面付近には焼土の分布が見 られた。

遺物は覆土中から散漫に出土 し、量はそれほど多くない。

第22号 住居趾

26住 に東側の大半を切 られる。覆土は2層 か らなり、壁 は斜めに立ち上がる。小礫の混 じる暗褐色土 を床

面 としたが、貼床は認められない。カマ ド及び床面のピットは確認できなかった。遺物は覆土中から少量出

土 しており、明確な帰属時期は不明だが須恵器杯蓋B・ 杯A・Bが あり、9世紀代のものであろう。

第30号 住居趾

先述のように、当初は21住 との切合い関係を誤認 していたため、30住西側の部分を21住 として掘削 して し

まった。整理作業段階で21住 を30住 が切ることが判明したため、掲載 した平面図では想定したプランを点線

で示 してある。覆土は4層 か らなり、壁は斜めに立ち上がる。地山である小礫の混 じる暗褐色土 を床とした

が貼床は認められない。カマ ドは確認できず、焼土等の分布 も見 られなかった。床面でピッ トを7基 確認 し

たが、柱穴は不明。遺物 は床面付近を中心に出土 しており、特に住居吐北西部分からの出土が多かった。

第31号 住居趾

覆土は2層 か らなり、壁は斜めに立ち上がる。地山である小礫の混 じる暗褐色土を床面としたが、貼床 は
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認め られない。カマ ド・床面のピットは確認できなかった。遺物 は覆土中から少量出土 しているのみで、帰

属時期は明らかではないが底部糸切 りの須恵器杯A・ 黒色土器A杯 があり、9世紀代の ものであろう。

〈平安時代後期の住居趾〉

該期の住居肚 として、A区8・ 旧8・10住 、B区17住 、C区26住 、E区37・39住 の7棟 がある。出土遺物

から8・ 旧8住 が11～12期 、10・17・26住 が12期 に帰属する。該期の住居祉はD区 を除く全ての調査区で確

認できたが、遺構密度は低 く、個々の住居が散在する、あるいは2軒 程度が近接 して分布する状況を呈 して

いた。

①11～12期 の住居趾

8・ 旧8住 が該当する。8住 は掘削の結果、床面が2枚 あり、建替えが行われたものと判断されたため、

古いほうを旧8住 とした。両者の平面的な規模の大小はほとんどなく、基本的には旧8住 を埋め、その上に

8住 が作 られたものであろう。双方の出土遺物に明確な年代的な差異は認められない。

第旧8号 住居趾

旧8住 は調査時に8住 の床 を除去 して確認 されたもので、規模はわずかに8住 より小 さいが、ほとんど違

いはない。土層断面図のV・VI層 が8住 構築の際の埋土だが、V層 は黄灰色土で地山の土と思われ明らかに

人為的に埋められたものである。VI層 は黒褐色土で炭化物 ・焼土を含み、カマ ド等 を破壊 した際の土層であ

ろうか。IV層 は5cm前 後と浅 く、VI層 が存在せず旧8住 床面上にV層 が乗 る部分 も見 られる。壁は8住 の壁

と共通で、垂直に近 く立ち上がる。カマ ドは東壁中央よりやや北寄 りに確認できたが破壊 されており、構造

は不明。火床はあまり赤化 していない。北壁 と南～西壁沿いに周溝が確認できた。床面でピッ トを3基 確認

したが柱穴は不明。遺物 は床面から出土 しており、建替 えをされているわりには出土量は多い。

第8号 住居趾

8住 は、旧8住 を床面から10cm程 度人為的に埋めて構築 されている。覆土は4層 からなり、壁は垂直に

近 く立ち上がる。床 までの深 さは50cmと 残存状況は良好。床は堅緻であった。カマ ドは北東隅に設けられ、

天井部 を含め石組みが良好 に残存 していた。カマ ドは直径30～40cm前 後の礫で袖の部分 を構築 し、天井部

に直径50cm以 上の大型の礫を乗せている。石組みの周囲に粘土等は残存 していなかった。カマ ドは焚 き口

付近が破壊 され、内部の支脚石の上に土師器椀が2点 重ね られており、その脇には土師器甕の大型の破片が

置かれていた。カマ ド周辺の床面付近にはカマ ドを破壊 した際のものと思われる礫が分布 していた。火床及

び奥壁は顕著に赤化 していた。床面でピッ トを6基 確認 し、P1～P4は 柱痕は確認できなかったが柱穴 になる

もの と思われる。壁沿いにはほぼ全周に周溝が確認できた。遺物量は多く、カマ ド周辺及び床面か らまとま

って出土 している。

②12期 の住居趾

10・17・26住 の3棟 が該当する。

第10号 住居趾

覆土は7層 からな り、床 までの深 さは56cmで 残存状況は良好。床は堅緻で、壁は垂直に近 く立ち上がる。

カマ ドは北東隅に確認 されたが、廃絶時に破壊 されており、煙道と火床及び袖石の抜取痕を確認 したにとど

まった。火床 は顕著に赤化 している。カマ ド周辺を除 き、ほぼ全周で周溝が確認できた。床面でピットを1

基確認 し、位置的には柱穴であった可能性がある。遺物はカマ ド周辺を中心とした床面からまとまって出土

している。

第17号 住居趾

覆土は2層 からなり、覆土中には直径3～5cm程 度の小礫を多く含む。覆土下層の床面より10cm程 度高

い位置で、廃棄 されたと思われる礫群の分布が確認 された。壁は斜めに立ち上がる。小礫を多量に含む暗茶

褐色土を床面 としたが、貼床は認められない。カマ ドは北東隅に設けられていたが、廃絶時に破壊 されたもの
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か、火床面を確認 したにとどまった。床面でピッ トは確認できなかった。遺物 はカマ ド周辺か ら完形に近い

土器がまとまって出土 しているほか、床面を中心に出土 している。

第26号 住居趾

覆土は3層 からなり、覆土下層の床面付近には、カマ ド周辺 を中心に礫群の分布が確認された。壁は垂直

に近 く立ち上がる。カマ ドは北東隅に設けられており、石組みで天井部 を含め良好に残存 していた。石組み

は、径20～30cm程 度の礫で袖を構築 した後、天井部に50cm程 度の扁平 な礫 を乗せる形で構築 されている。

石組みの周囲に粘土等が貼 り付けられたような状況は観察できなかった.火 床面及び奥壁は顕著 に赤化 して

いた。床面は、カマ ド手前から住居祉中央部にかけて、暗灰褐色粘質土による堅緻な貼床が確認できた。床

面でピットが5基 確認で きたが柱穴は判然 としない。遺物は覆土中及び床面付近から出土 してお り、住居西

半に多い傾向が窺えた。

③その他の住居趾

第37号 住居趾

E区 南西に位置す る。遺構上面の大半 を削平 されてお り、床 までの深 さは10cm程 度で残存状態 は悪い。

覆土は単層で、壁は斜めに立ち上がる。地山の小礫の混 じる暗茶褐色土を床 とした。カマ ドは明確には確認

で きなかったが、住居肚北東隅で床面にピットが確認で き、この周辺に礫の分布が見 られたことから、これ

がカマ ドであった可能性 もある。ただ、このピットの覆土中に焼土や炭化物は確認できなかった。遺物はご

く少量出土 したのみである。出土 した遺物か ら平安時代後期に帰属すると思われる。

第39号 住居趾

E区 西側に位置する。遺構上面の大半が削平 されてお り、床 までの深 さは10cm程 度 と残存状態は悪い。

覆土は単層で、壁は斜めに立ち上がる。地山の小礫が混 じる暗茶褐色土を床とした。カマ ドは確認できなか

った。床面で ピットを3基 確認 したものの柱穴は判然としない。遺物 は覆土中か ら散漫 に出土 し、住居祉北

西部分からわずかに出土 したのみである。出土した遺物から平安時代後期に帰属するものと思われる。

(2)掘 立柱建物趾 ・柱穴列

建2・ 柱穴列1が 該当する。建2は5間 ×2問 の総柱式建物祉。主軸はほぼ南北方向で、A区 の他の竪穴

住居祉とそろっている。出土遺物は皆無で、明確な帰属時期は不明だが、区画溝の中に位置 し、北側の住居

祉群と主軸がそろっていることから、これと同時期のものと考 える。柱穴列1は 建2の 西側に位置 し、主軸

が建2よ り若干西へ振っているが何 らかの関連 を有 していた可能性が高い。

(3)土 坑

平安時代の遺物 が出土 した土坑 ・ピッ トは14基 を数 える。平安時代前期の遺物 が出土 した もの と してC区

土91・92・95・97、 平安時代後期の遺物 が出土 した もの としてA区 土12・14・60、C区 土79、 明確 な時期 が

わか らないが平安 時代 の範囲 に収 まる と思 われ るものにC区 土96、E区 土203・209・212が ある。 また、A

区で は、時期のわか る範 囲においては平 安時代後期 の遺構 が主体 とな り、出土遺物 もこの時期 の もの が主体

で あることか ら、A区 の土坑 の多 くは この時期 に帰属 す るもの と考 えられ よ う。

(4)ピ ッ ト

直 径 が50cm程 度以下 の穴 をピ ッ トと した。平安 時代 の遺物 が出土 した ピッ トは19基 を数 える。 この うち

平安 時代前期 の遺物 が出土 した もの と してA区P109・234、B区P628、C区P940・981、 平安 時代後期 の

遺物 が出土 した もの としてA区P282、B区P659・668、C区P826・929・988、 明確 な時期 がわ か らないが

一18一



平安時代 の範 囲に収 まると思 われ るもの にA区P3、B区P608・655、C区P810・870・880・957・963が

ある。土坑同様A区 の ピ ッ トの多 くは平安時代後期 に帰属す るもの と考 え られ よ う。

(5)溝

出土遺物等か ら平安時代に帰属すると思われる溝はA区 溝2・3・5・8・9・10、D区 溝16の7条 である。

A区 溝2・5は 、平安時代後期の住居肚 ・建物肚を取 り囲んでおり、方形の区画 を構成する区画=溝である

と思われる。基本的には溝2が 住居祉 ・建物祉の周囲を巡 り、溝5が 溝2か ら分岐して住居肚群 と建物祉の

間を区画 している。溝2は 南側を旧堂沢に切 られる。旧堂沢の南側に位置する溝10が 溝2の 続 きである可能

性があるが、溝10は 出土遺物が少なく、溝2と の同時性は明らかではない。覆土からは流水 ・滞水の痕跡は

窺えない。溝2は 土層断面の観察から、4段 階の埋没過程 を見て取 ることができる。第16図 土層断面図E-

E'で 見 ると、古いほ うから、W→ 皿→H→1の 順であり、平面的にも1層 に対応す る溝のプランをとらえ

ることができ、調査時は基本的に1層 、すなわち溝の最終段階のプランを平面的に掘削 した。溝の断面形状

は、最終段階では皿状を呈するが、溝構築時には北側部分はU字 状を呈 していたものと思われる。溝の深 さ

は最終段階では10～20cm程 度だが、溝構築時には北側は60cm程 度である。最終段階での溝の幅は、溝5と

の分岐点か ら北側が1.5～2m前 後、分岐点か ら南側が0.5～1m前 後である。遺物は少量出土 しており、北

側では底面付近に投棄 されたと思われる礫群が直径1～2m程 度の範囲で分布 している状況が3箇 所で確認

できた。出土遺物から平安時代後期に帰属する。溝5は 溝2か ら分岐 し、住居祉群 と建物肚の間を区画 して

いる。覆土は3層 からなり、流水 ・滞水の痕跡は確認 されない。溝2の ように、数段階にわたる埋没の過程

は明確にはとらえられない。断面形状はV字 状 を呈 し、底面までの深 さは40cm程 度、幅は0.5～1m程 度で

ある。覆土中からの遺物の出土量はわずかだが、平安時代後期に帰属 させることができる。

A区 のその他の溝では、溝3・8が 溝2と ほぼ平行す る位置にある。溝9と 溝3と 本来は同一の もので、

溝2に 切 られている。 したがって、溝3・8・9は 溝2の 構築時に存在 し、何 らかの影響を与えた可能性は指

摘できる。

D区 溝16は23住 の西側に確認されたが、東西にどのように延びるのか明確に把握することができなかった。

覆土は灰褐色土からなり、流路性の堆積を確認することはできなかった。底面付近か ら平安時代前期の遺物

が少量ながらまとまって出土 してお り、この時期のものであろう。
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第1表 竪穴住居跡一・覧

No. 区 平面形
規 模(cm) カマ ド形 態

時 期
長軸 短軸 深さ 床面積(㎡) 主軸方向 種類:・位 置

1 A 不 明 388 (332) 11 (11.7) N-0ｰ 不明
2・3住 を切 る10住 に切 られる 区域外 にかか

る

2 A 隅丸方形 340 312 10 (9.3) N-0ｰ な し 3・4・5住 を切 る1住 、P228・286に 切 られ る

3 A 不 明 516 (212) 9 (6.9) N-3ｰ一W 不明 5住 を切 る1・2住 、P286に 切 られ る

4 A 長方形 360 328 7 (9.9)
ON-0 不明 5・6住 を切 る2住 、P224・238に 切 られ る

5 A 不 明 496 (272) 10 (9.8) N-4ｰ一E 不明
2・3・4・6住 、P230・231・281・282・296に 切

ら れ る

6 A 不 明 (376) 328 4 (9.8) N-6ｰ一E 不明 5住 を切 る4・7住 、P222・223に 切 られ る

7 A 方 形 480 456 7 18.8 N-4ｰ一E 不明 11～12期 6住 、土15・61を 切 る8住 、P280に 切 られ る

8 A 隅丸方形 368 352 50 7.9 N-94ｰ一E
東壁北隅
石組

11～12期 7・ 旧8住 、 土61を 切 る

旧8 A 隅丸方形 368 336 59 9.4 N-90ｰ一E
東壁中央
石組か?

11～12期 土61を 切 る8住 に切 られる

9 A 不 明 326 (264) 33 (7.2) N-2ｰ一E 不明 土17を 切 る 溝2に 切 られる

10 A 不 明 384 (252) 56 (7.0> N-90ｰ一E
東壁北寄
石組

12期 1住 を切 る 区域外 にかかる

11 A 隅丸長方形 404 356 10 (12.6) N-0ｰ な し
12住 、 溝4、 土59、P295を 切 る13住 、 土19・

54・55、P193・195・293・294に 切 ら れ る

12 A 不 明 292 (156) 5 (3.7) N-0ｰ 不明
土34、P196を 切 る11住 、 建2、 土19、P195に

切 られ る

13 A 隅丸長方形 348 256 15 8.0 N-0ｰ な し 11住 を切 る 土19・54・55、P293に 切 られ る

16 欠番
17 B 隅丸長方形 484 452 32 16.4 N-8ｰ一W 東壁 12期 P604・605・606に 切 られ る

18 欠番
19 C 隅丸長方形 392 380 22 12.4 N-1ｰ一E な し P661に 切 られ る

20 C 隅丸長方形 384 352 30 11.8 N-90ｰ一W 不明 5～6期
土71、P668を 切 るP665・666・757に 切 られ る

区域 外 にか か る

21 C 長方形 600 432 24 24.9 N-4ｰ一E な し 5期
30住 を 切 る 土63、P679・680・682・684・

685・686・974・975に 切 られ る

22 c 不 明 532 (184) 46 (s.g) N-14ｰ一E 不明 平安前期 26住 に切 られる

26 C 長方形 572 466 47 18.6 N-5ｰ一E 東壁 12期 22住 を切 る

28 C 不 明 284 (los> 24 (2.4) N-5ｰ一W 不明 平安前期 29住 、P858に 切 られ る 区域外にかかる

30 C 隅丸長方形 540 460 40 (20.6) N-4ｰ一E 不明 6～7期
21住 、 溝11、 土63・70、P687・698・699に 切 ら

れ る

31 C 長方形 476 400 28 17.0 N-3ｰ一E な し 平安前期 P681に 切 られ る

34 D 不 明 (544) (320) 12 (3.3) 不明 溝17・18に 切 られ る

35 D 隅丸方形 512 (444) 14 (21.4) N-16ｰ一W 33住 、P1033、 溝17・18に 切 られ る

36 D 隅丸長方形 404 352 12 12.2 N-6ｰ一W

土103・104、P1014・1015・1016・1017・1018・

1019・1020・1021・1022・1023・1030・1035・

1038・1105・1106・1107・1109に 切 ら れ る

37 E 隅丸方形 336 324 8 9.7 N-6ｰ一W 平安後期 38住 に切 られる

38 E 隅丸方形 360 340 6 10.6 N-4ｰ一W 37住 を切 る

39 E 隅丸長方形 412 388 12 14.4 N-4ｰ一E 平安後期 竪27を 切 る 溝24・ トレンチ に切 られ る

第2表 平安時代の建物趾一覧

No. 区
平面形 主軸方向

規 模(cm) 柱間寸法(cm)
柱 穴

備 考
柱配り 面積(㎡) 平面形 規 模(cm) 柱 痕

2 A
長方形
総柱式

N-5ｰ一E

34.3

5間 ×2間

581×373

桁 行176～216(188)

梁 間164～204(185)
円形

径28～108

深15～48
土坑を含む

第3表 平安時代の柱穴列一覧

No. 区
平面形 主軸方向

規 模(cm) 柱間寸法(cm)
柱 穴

備 考
柱配り 面 積(㎡) 平面形 規 模(cm) 柱 痕

1 A N-2ｰ一E
2問

388
172-208 円形

径28～44

深19～36
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第1・10号 住 居 趾 10住 遺物出土状況

第5号住居趾

第2・3号住居趾

第5号住居趾

第9・3号住居趾

第9図 奈 良 ・平安時代の遺構(1)
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第旧8号住居趾

旧8住遺物出土状況

第10図 奈 良 ・平安時代 の遺構(2)
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第11・12・13号 住 居 趾

第14・15号 住 居 趾

15住 遺物出土状況

第17号 住居趾

第11図 奈良 ・平安時代 の遺構(3)
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第19号 住居趾 第20号 住居趾

蟷 ∩0旦 井 臣 ↓⊥

第21・30号 住 居 趾

第12図 奈 良 ・平安時代の遺構(4)
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第22・26号 住 居 趾 26住 遺物出土状況

第31号 住居趾

第33・35号 住 居 趾

第13図 奈良 ・平安時代の遺構(5)
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第32・34号 住 居 趾

第36号 住居趾

第37号 住居趾

第39号 住居趾

第38号 住居趾

第14図 奈良 ・平安時代 の遺構(6)
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第1号竪穴状遺構 柱穴列1

第2号掘立柱建物趾

第15図 奈良 ・平安時代 の遺構(7)
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土26遺物出土状況

溝2・3・8

第16図 奈良 ・平安時代 の遺構(8)
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2.中 世 の遺構

(1)住 居趾

今回の調査では、遺構検出時に竪穴住居吐 として遺構名を振った中に、掘削 した結果、中世に帰属 し住居

施設 とは考 えがたいものが相当数あった。これらについては竪穴状遺構とともに扱 うこととしたい。ここで

は出土土器から中世に帰属 し、住居祉 として扱 うことが適当と思われる15住について述べておきたい。

第15号 住居趾

覆土は3層 からなる。覆土 中には、カマ ドを中心とした住居吐東半に、廃棄 されたと思われる礫群が確認

された。 これらの礫 は床面から10cm程 度高い位置に分布 していた。壁は斜めに立ち上がる。地山である小

礫の混 じる暗茶褐色土を床 としたが、貼床は認められなかった。カマ ドは東壁の中央からやや北寄 りに設け

られていたが、廃絶時に破壊 されてお り、煙道部分が確認できたにとどまった。火床面及び奥壁は被熱痕跡

がはっきりとしなかった。床面でピッ トを1基確認 したものの、柱穴は確認できなかった。遺物の出土量は

少なく、覆土東半を中心に出土 している。出土遺物から中世1期 に帰属すると考えられる。

(2)掘 立柱建物趾

8棟 を確認 し、1・3～9建 が該 当す る。いずれ も出土 遺物 が少 な く、帰属時期 がわかるのは少 数で ある。

帰属時期の不明 な もの について は、柱穴 が規 則的 に配 されず、竪穴状遺構や土坑 を内包 す るとい った特徴 か

ら中世 に帰属 す るもの と考 えた。 これ らは形態 ・規模等 か ら大 き く3つ に分 ける ことがで きよ う。 それ は、

竪穴状遺構 の外周 に柱 を配 した小型の もの(4・5・8建)、 長辺 が5m～8m前 後の もの(1・3・7・9建)、

長辺 が14mを 越 える大型の もの(建6)の3者 で ある。分布状況 は、建4と5、 建8と9が それぞれ近接 し

て存在 し、主軸 方向 もそれ ほ ど違 ってい ない こ とか ら、相互 に なん らかの関連 を持 っていた もの で あろ う。

建8と9は 後述 の柱穴列2・3と も関連が あった もの と思われ る。 また、建6を 除 きいずれの建物肚 も周 辺

に多数の ピ ッ トや土坑 が分布 してお り、建物祉 と密接 なかかわ りを持 っていた もので ある可能性が ある。

竪穴状遺構 ・土坑の外周 に柱 を配 した小型の ものの うち、4・5建 は柱 が規則的 に配 され るが、8建 は不規

則 で、やや いびつ な形態 となる。 いずれ も遺物の出土がわずかで、帰属時期はわか らない。建4に 内包 され

る竪7は 覆土 中に廃棄 され た と思われ る多量の礫群 が確認 された。

長 辺 が5～8m前 後で 、柱 が規 則 的 に配置 されない もの(1・3・7・9建)は いずれ も土坑 を内包す る。

出土遺物 は どれ も非常 に少 な く、帰属時期の決定 は困難で あるが、3建 は内包 す る土62か ら青 白磁i合子 ・東

海系捏鉢 が、7建 は柱穴(P1592)覆 土 中か ら青 白磁 がそれぞれ 出土 し、 ともに中世2期 に帰属 させ る こと

がで きる。いずれ も側柱式建物祉だ が、建1・7は 内部 に ピッ トがあ り、 これ が床束 で あった可能性 が高い。

大型 の建物肚 で ある建6は 、長辺 が1452cm、 短辺 が984cmと 他の建物祉 とは明 らか に異 なる規 模 を有 し

てお り、中世 の建物祉 としては松本市 内で は最大級 で ある。建6は 総柱 式の建物祉で 、周囲 に庇 が巡 り、北

側 には孫庇 が設 け られ る。総柱 で あることか ら高床構造で あろ う。主屋部分 は2間 ×5問 、庇 は1間 で巡 り、

北側 の孫庇 は1間 ×7間 となる。主屋部分 の規模 は452×1140cmで 、面積 は52.2㎡ を測 る。主軸 は ほぼ南北

方 向であ る。出土遺物 はご く少量で あるが、柱穴のP1042か ら山皿が出土 して お り、帰属時期 は中世3期 で

あ る。建6の 南側 にはほぼ東 西方 向の溝17・18が あ り、双方 と も出土遺物 か ら中世3期 に帰属 す る。主軸方

向が建6と そ ろってお り、密接 な関係 があった もの と思われ る。溝17・18と も覆土 に流 路性の堆積 は確認 さ

れ なかった。双方 とも底面 で ピッ トが確認 され、特 に溝17は 多数 の ピッ トがあたか も並ぶかの よ うに位置 し

てい る。 これ らピ ッ トに柱 痕等 は確認 で きず 、その性 格 は明 らか にはで きなかった。 いず れ に して も、溝

17・18は 建6に 伴 う区画溝 としての機 能 を推測 で きよ う。
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(3)柱 穴列

E区 で2列 を確認 した。両者 ともE区 南東に近接 して位置 し、柱穴列3の 北側 には建8が 、西側 には建9が

それ ぞれ隣接 す る。柱穴列2は4基 の ピ ッ トか らな り、南北方 向に3基 が並び 、 これ に直行 して西側 に ピッ

トが1基 位置す る。柱穴 列3は 東西方向で 、6基 の ピッ トか らな る。配列 はやや不規則 だが、 ピ ッ トが2つ

ずつ近接 して配 されて い る。柱穴列3と 建8・9は 主軸方 向がほぼ合 って お り、相互 に何 らかの関係 を持 っ'

て いた もの と思 われ る。また、 これ らの周辺 には ピッ トが多 く分布 してお り、 これ も関連 を持 っていた可能

性 が指摘で きよ う。

(4)竪 穴状 遺構

今 回の調査 で竪穴状遺構 とした ものは37基 を数 える。先述 の ように、遺構検 出時に竪穴住 居祉 と して遺構

名 を付 した ものの中に、掘削 の結果住居肚 よりは竪穴状遺構 として把握 すべ きもの もあ り、 ここで はこれ も

含 めて記述 す る。 また、調査時 に土坑 と して取 り扱 った もの の中に、長辺 が2m前 後 を越 える大型 の もの が

あ り(土70・84・85・88・161・199・221)、 これ らも本来 は竪穴状遺構 として扱 うべ きもので あった と思わ

れ る。 これ らを含 めた総数 は58基 を数 える。いず れの遺構 も、礫群 を除 く遺物 の出土量 は少 ない。出土遺物

か ら帰属 時期が明確 に把握 で きるもの と して 、中世1期 にB区14住 、中世2期 にC区70・85土 、D区33住 、

E区45・46住 、C区 竪4・10、 中世3期 にC区 竪6、 中世4期 にE区 竪28・35が ある。

今 回確認 され た中世 の竪穴状遺 構(住 居祉 とした ものを含 む)は 、形態で は長方形 を基調 とす るものが大

半 を占め る。規模 では長 軸の長 さが3～5m前 後 の ものが多い が、6mを 越 えるもの も3基 見 られ た。床 面

までの深 さは30cmに 満 たない ものが大半 だが、1m近 くに達す るもの もある。

覆土 中に礫 が多量 に投棄 されて いるもの が多 く見 られた ことも特徴 的で、こうした ものは18基 確認 された。

これ らの規 模 は2～5m前 後 にわた るが、4m以 下 の ものが大半 を占め、形態 は長方形 を基調 とす る ものが

多い。いず れ も覆土 中の礫 の垂直分布 は覆土上層 か ら底面付近 にわた り、平面分布 は壁周辺 を除 き遺構全体

にわた るものがほ とん どである。

床面積 が10㎡ を越 える大型 の もの が3基 確認 で きたが、いずれ も遺物 の出土量 は少 な く、また柱穴 に相 当

す るピ ッ トや火床 は確認 す ることができなかった。 したがって、 これ らある程度の面 積 を持つ もので も住居

施設 とはっき り断定す る ことがで きるもの はなか った といって よいだろ う。.

(5)墓 趾

8基 を確 認 した。 いず れ も火葬墓 で ある。遺構名 につ いては遺 構検出時 に付 した土坑 の名称 の まま扱 う。

該 当す るのはB区 土26・29、D区 土134・158・169・175・184、E区 土236で ある。分布状況 はD区 の東 半 に

多 くが見 られ るが、その他 は点在 して いる。D区 東半の墓肚 は主 軸方向がほぼそ ろってお り、遺構密度 が低

い ものの、墓域 として とらえる こともで きる。平面形態 は隅丸長方形 を基本 とし、長辺 の一方 に張 り出 しが

あ るもの と して土26(南 側)、 土169(西 側)が ある。規模 は長軸 が110cm前 後、短軸 が80cm前 後の小型 の

もの と、長軸 が140cm以 上 、短 軸 が90cm以 上 の大型 の ものの2者 が ある。土26の み長 辺 が東西 方向 とな る

が、その他 は南北方 向 となる。主軸方向 はD区 の ものはほぼ南北方 向 とな り、そろって いる。B区 ・E区 の

もの は南 北方向 か ら若干 東へ振れ た り、長辺 が東西方向で あった りす る。底面 までの深 さは6～43cmで あ

るが、遺構上半 を削平 され残存状態の悪い ものが多い。覆土 中には焼土 ・炭化物 ・焼骨片 が多量 に含 まれ て

お り、特 に床面 ・壁面付近 に集 中す る。残存状況 の よい土26・169で は覆土 中に礫 が分布 し、土26で は遺構i

上面 か ら覆土 上半、土169で は覆土下 半 まで礫 群が観察 され た。床面及 び壁 は顕 著 に赤化 して い るものが多

い。遺物 はほ とんど出土せ ず、明確 な帰属時期 は不 明で あるが、土184か らは銭貨 が2枚 出土 してお り、 こ
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これ によ りその時期 は1408年 以降 となる。

(6)土 坑 ・ピッ ト

中世の遺物 が出土 した土坑 ・ピッ トは24基 を数 える。出土遺物 か ら帰属時期 のわか るもの として、中世1期

にB区 土37・P428、 中世2期 にC区 土62・70・75・85・P775、 中世3期 にD区P1042、 中世4期 にE区 土

193・240・247が ある。詳細 な帰属時期 が不 明だ が、中世 に帰属 す るもの にD区 土105・112・133・161、P

1155・1431・1443・1456・1457、E区 土199・215・223、P1571・1596が ある。 この他 、覆土 中 に礫群 が見

られ るものにつ いて も、竪穴状遺構 での礫群 の あ り方 に近似す る ことか ら中世 に帰属す る可能性 を指摘 で き

る。時期毎 の分布状況 として、 中世2期 の もの はC区 に、中世4期 の もの はE区 にまとまって いる ことが指摘

で きる。

また、銭貨の 出土 した もの にC区P773・D区 土125・162・164・173、P1306・1449の7基 が ある。 これ

らの 中で注 目すべ き土坑 と してD区 土162・164及 びP1306が ある。土162で は上 面か ら底面付近 まで直径15

～30cm程 度 の礫 が出土 し、底面上 に板状 の木片 が置 かれ 、その上 に重 ね られ た銭貨 が置 かれ た状 態で 出土

した。銭貨 は4枚 が完存 、2枚 が半存 し、 さらに小 片が あるため、6枚 か多 くて も7枚 となる。 この よ うに銭

貨 が板 状の木片 の上 に乗せ られ て出土す る状態 は土164及 びP1306で も観察 され た。P1306で は底 面上 、土

164で は2段 の掘 り込み があ るうちの1段 目の掘 り込 みの底面の レベル か らそれぞれ出土 してい る。出土 し

た銭貨の枚数 は土164で は1枚 、P1306で は6枚 で ある。P1449に つ いて も板状 の木片 は出土 しなか ったが

底面 か ら銭 貨 が3枚 まとまって 出土 してお り、同様 の性格 を持 った もので ある可能性 が高 い。 これ らの土

坑 ・ピ ッ トは南北方向 に並ぶ よ うに分布す るが、各 々の距離 はまちまちで あ り、 また この他 に規則 的 に並ぶ

ピ ッ ト ・土坑 を確 認で きず 、建物祉 や柱穴列 と しては把握 で きなかった。土層観察 を行 った土162で は覆土

は2層 に分 層で きたが、銭 貨の 出土 した1段 目の底面 か ら上 は単層 で、人為 的 に埋 め戻 され た可能性 が高

い。 ここでは、 これ らの土坑 ・ピッ トは地鎮の ための もので あった可能性 を指摘す るに とどめて お きたい。

出土銭貨 か ら各々の帰属 時期 は土162が1068年 以降 、土164が621年 以降 、P1306が1368年 以降、P1449が

1078年 以 降 となる。 その他 の土坑 の銭貨 の出土状況 は、C区P773か ら1枚 、D区 土125か ら3枚 、土173か

ら1枚 出土 し、帰属時期 はP773が1309年 以降、土125が1368年 以降、土173が1039年 以降 となる。

(7)溝 ・方形区画

ここで は今回調査 した溝の うち、すで に述べた平安時代の溝及び建6に 伴 うと思われ る溝 を除 いた もの を

扱 う。総数 は16条 で、B区 溝6・7・28、C区 溝11～15、D区 溝19・21～25、E区 溝26・27が 該 当す る。全体

的 に遺物の 出土量 はわずかで、帰属 時期 を特 定で きるものはない。

B区 溝28、C区 溝13、D区 溝22・23は 、東西方向 あるい は南北方向 にほぼ直線 的に延び 、調査 区外へ続 く

もの と思 われ 、A区 ・E区 で確認 され た旧堂沢 とともに方形の区画 を構成 す る区画溝 と考 え られ る。

=溝28は未掘削 のため堆積の状況等 は不明で ある。遺構検 出時 は暗灰褐色砂質土 の範 囲を拾 った。途 中やや

北へ張 り出 しなが らもほぼ東西方 向 に延び 、調査 区外へ続 くもの と思 われ る。幅 は1～1.9mを 測 る。D区

西半で は調査 区北壁沿 いにわず かに遺構覆土 と思われ る土層 が所 々で確 認で き、あるいは これ が溝28の 続 き

の もので あったか もしれ ない。調査区外 で あったため、 これを確認す る ことはで きなかった。

溝13は ほぼ南北方 向に直線的 に延び、調査区外へ続 くもの と思われ る。溝12・14・15は この溝 と接続 して

いる。断面形状 はU字 状 を呈す る。覆土 は上層～ 中層 に砂層 ・砂礫 層が観察 され 、流水 があった もの と考 え

られ る。幅 は3.1～4.2m、 溝15と の接合 部付近 は6.6mを 測 る。南北の比高差 は、土層断面 を とった箇所の底

面 を比較す る と北 が南 よ り25cm低 い。
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溝13と 接続す る溝12・14・15は 溝13と 密接 な関係 があった もの と推測 され る。ただ し、i接続部分の掘削 を

行 って いないので、切合い等 明確 な関係 は把握 で きなかった。溝12は 北側 は調査 区外 にかか り、南側 ははっ

き りとしない。断面形状 はU字 状 で、底面 は平坦 。覆土 は6層 か らな り、いずれ も砂 質土 。下層 は鉄分 を多

量 に含 んでお り、滞水 していた可能性 が高い。幅 は2.5～2.7mを 測 る。溝14は 溝13の 西側 に接続 す るほぼ東

西方向の溝で、西側 ははっ きりしなくな る。断面形状 はU字 状で底面は中央部がやや落 ち込 む。覆土 は2層 か

らな り、 ともに酸化 した鉄分 を少量 含む。流路性の堆積 を確認す ることはで きない。幅は1.6～3.2mを 測 る。

溝15は 溝13の 南側 に接続す る北西方 向の溝 。断面形状 は皿状 で、底面 は平坦 。覆土下層 に砂礫土 が堆積 して

お』り、流水 があった可能性が高 い。幅 は2.1～3.1mを 測 る。

溝22・23は 土層断面か ら一・連 の溝 として把握す るこ とが可能 である。溝23は この一連 の溝 の最終段 階の も

のであろ う。溝22は 調査区南西端 で一部 を確認 したのみ で、詳細 は不 明。溝23は 調査 区西端 に南北方 向 に延

び 、西岸 は調査 区外 にかか ってい る。断面形状 は溝22・23と もU字 状 を呈 す る。溝23の 幅 は2.5m前 後 、深

さは60cm程 度 であ る。覆土 の状況 は、土層断面 図溝22のIV層 は砂礫 層 で、 この段 階 には流水 が あった可 能

性 が高 い。溝23覆 土 は灰 褐色土で、流水の痕跡 は確認 で きない。

A区 ・E区 で確認 され た旧堂沢 は、覆土 中にビニ ール など現代 の ものが含 まれて お り、 ほ場整備前 まで機

能 していた用水路で ある。今 回の調査 では掘削 を行 わなかったので、その形成過程 を明 らかにす ることはで

きなかった。

旧堂沢 を含 め、以上の溝 は主軸 が東西 ・南北方 向で いずれ も調査 区外へ延び てい る もの と思 われ る。調査

区外 に延長 した場合 、方形 の区画 が形 成 され ることにな る。方形 の区画 と考 えた場 合 、その規 模 は、南北

(溝28と 旧堂 沢の距離)が136～142m、 東西(溝13と 溝122・23)が240mと なる。なお、溝13とE区 東端 との

距離 は138mで 、溝13と 溝22・23の 中間はE区 の東側 、現在の南北の道路の あるあた りとな る。

以上の 区画溝 と、関係す る可能性 がある溝 として溝6・7・19・20・26が ある。

溝6・7は 溝28の 北側 をほぼ平 行 に延び る。溝6は 溝28の す ぐ北側 に位置 し、東側 は調査区外 に続 くもの

と思 われ る。断面形状 は皿形 を呈 し、底面 は平坦で ある。覆土 は灰 褐色砂 質土 の単層 で、流水 の痕跡 は確認

で きなかった。溝7は 溝6の 北側 をほぼ東西方向 にのび、調査区外 に続 くもの と思われ る。ただ し、西半 は

検 出時 にプランがはっき りとは しなか った。断面形状 は皿形で、底面 は平坦 。覆土 は灰褐色砂質 土の単層で、

流水の痕跡 は確認で きなか った。

溝19・20は ともにL字 状 を呈 し、溝19の 南側 に溝20が 接続 す る。溝20は 溝23と 接続 す るように見 え るが、

掘削 を行 ってい ないため、両者の関係 は不明で ある。溝19は 覆土上層 に砂礫土層 が堆積 し、流路 の可能性 が

ある。幅 は東西部分が0.7～0.9m、 南北部分 が1.2～2.1m。=溝20は 、幅 が東西部分 が2～2.7m、 南 北部分 が0.7

～1 .2m。 未調査のため詳細 は不明。検 出時には=溝19と 同様の覆土 を拾 った。

溝26はE区 北側 を東西 方向 に直線的 に延び る。西側 ははっき りと しなくな るが、東側 は調査区外へ延 びる。

覆土 は暗灰褐色土 の単層 で流路性 の堆積 は確認 で きない。区画溝 との距離 は、溝28か ら68m、 旧堂沢 か ら68

～74mで 、位置 的には両者の 中間に位置す る。

その他の溝で、用途のわか るもの はなか った。いず れ も覆土 の堆積状況 か らは流水 ・滞水の痕跡 は確認 で

きなか った。
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第4表 竪穴状遺構一覧

No. 区 平面形
規 模(c⑪

床面積(㎡) 主軸方向 時 期 備 考
長軸 短軸 深さ

1 A 不整長方形 284 288 22 4.5 N-4ｰ一E 溝4、P164を 切 る。P130・190・647に 切 られ る

2 C 不整長方形 400 336 16 10.4 N-21ｰ一E P714に 切 られ る。

3 欠番

4 C 隅丸長方形 436 300 60 10.4 N-3ｰ一E 中世2期

5 C 不 明 500 (172) 8 5.7 N-4ｰ一E 区域外 にかかる。

6 C 隅丸長方形 340 220 44 5.3 N-13ｰ一E 中世3期 土83、 溝16を 切 る。土84、P761に 切 られ る

7 C 隅丸長方形 312 224 20 5.8 N-1ｰ一E 建5と か か わ る。

8 C 隅丸長方形 680 388 28 19.2 N-0ｰ P720・721に 切 られ る。

9 C 長方形 360 188 4 5.9 N-72ｰ一E 建4と か か わ る。P981に 切 られ る。

10 C 楕円形 248 220 100 4.5 N-6。 ごW 中世2期 溝16を 切 る 。23住 、土72、P810に 切 られ る 。

10 D 隅丸長方形 340 312 12 (9.s) N-8ｰ一E
竪20を 切 る 。 土133・161、P1000・1050・1053・1054・

1056・1064に 切 ら れ る 。

11 D 不 明 300 (160) 16 (3.4) N-10兜W P1051・1295に 切 られ る。撹 乱 を受 け る。

12 D 長方形 (368) 240 26 (7.7) N-6ｰ一E P118を 切 る。 竪23、 土137、P1120に 切 られ る。

13 D 不整長方形 464 232 12 8.7 N-5ｰ一E 土137、P1122を 切 る 。P1121・1123・1124に 切 ら れ る 。

14 D 隅丸長方形 660 280 18 13.5 N-8ｰ一E P1103・1104に 切 られ る。

15 D 隅丸長方形 336 316 16 9.2 N-2ｰ一E P1082・1084・1085・1095・1099・1101に 切 られ る 。

16 D 隅丸長方形 424 236 16 8.8 N-14ｰ一E
土135、P1110を 切 る 。 土185、P1111・1112・1114・

1115・1260に 切 ら れ る 。

17 D 長方形 380 356 20 11.5 N-6ｰ一E P1266を 切 る。P1217に 切 られ る。

18 D 長方形 288 276 18 6.3 N-4。 ごW P1281を 切 る。P1286に 切 られ る。

19 D 不 明 (212) (76) 24 (o.s) N-11ｰ一E 土153、P1204を 切 る。区域 外 に かか る。

20 D 不 明 312 (220) 8 6.2 N-5ｰ一W 竪10に 切 られる。区域外 にかかる。

21 D 隅丸長方形 324 260 14 6.6 N-3ｰ一W
P1299を 切 る 。 土166・168・184、P1237・1238・1239・

1240・1247に 切 ら れ る 。

22 D 長方形 326 312 26 8.0 N-4ｰW
P1219・1222・1231・1290・1306・1307・1310に 切 ら れ

る 。

23 D 隅丸長方形 412 384 16 13.6 N-5。 一E 竪12・26、P1287を 切 る。P1093・1284に 切 られ る。

24 D 六角形 412 268 12 8.3 N-0ｰ P1250・1251・1252・1280に 切 られ る 。

25 D 隅丸長方形 292 172 16 4.1 N-24ｰ一E

26 D 長方形 700 (364) 16 (17.9) N-7ｰ一E 土156を 切 る。土140・149、P1162に 切 られ る 。

27 E 長方形? 204 (188) 12 (3.2) N-20-E 39住 、 トレ ンチ に切 られ る。

28 E 楕円形 368 252 40 4.2 N-0ｰ 中世3期 土241を 切 る

29 E 隅丸長方形 364 232 28 6.2 N-4ｰ一E 41住 を切 る。P1356か ら1360に 切 られ る。

30 E 隅丸長方形 390 268 8 8.5 N-3。 ごW P1490を 切 る。P1382・1491・1541に 切 られ る。

31 D 長方形 244 168 24 3.3 N-0ｰ

32 E 隅丸方形 288 (264) 26 3.2 N-0ｰ 竪36に 切 られる。区域外 にかかる。

33 E 隅丸方形 242 240 64 4.5 47住 を切 る。土220に 切 られ る。建7に 含 ま れ る 。

34 E 長方形 256 (152) 12 (3.2) 溝27に 切 られ る。

35 E 不 明 228 (100) 20 (1.7) 中世3期 区域外 にかかる。

36 E 隅丸長方形 300 224 44 4.2 竪32、 土244を 切 る。

37 E 隅丸方形 308 284 36 7.2 49住 を切 る。土215・243、P1513～1515に 切 られ る。

第5表 中世の墓趾一覧

土 坑

No.
区 平面形

規 模(cm)

長軸 ×短軸 ×深 さ
主軸方向 備 考

26 B 隅丸長方形 162×122×43 N-1ｰ一E 長辺は東西方向 南側に張り出しあり
29 B 不整形 87×71×6 N-19ｰ一E

134 D 隅丸長方形 116×84×13 N-2ｰ一E

158 D 隅丸長方形 146×86×22 N-2ｰ一E

169 D 隅丸長方形 106×107×42 N-3ｰ一E 西側 に張 り出しあり

175 D 隅丸長方形 117×84×20 N-4ｰ一E

184 D 隅丸長方形 150×110×15 N-3ｰ一E 銭貨出土
236 E 隅丸長方形 163×94×10 N-14ｰ一E
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第6表 中世の竪穴住居趾一覧

No. 区 平面形
規 模(cm) カマ ド形 態

時 期 備 考
長軸 短軸 深さ 床面積(㎡) 主軸方向 種類 ・位 置

14 B 長方形 296 228 28 5.4 N-0ｰ なし 中世1期 15住 、 溝7を 切 るP517に 切 られ る

15 B 方 形 404 328 28 10.7 N-88ｰ一E 東壁 14住 、P588に 切 られ る

23 C 隅丸長方形 480 408 24 16.7 N-0ｰ なし
竪10、 溝16を 切 る 土85、P859・860に 切 られ

る

24 C 長方形 512 436 28 19.8 N-2ｰ一E なし 土87を 切 る 土86・88に 切 られ る

25 C 隅丸長方形 436 390 24 13.8 N-0ｰ なし 27住 を切るP827に 切 られ る

27 C 不 明 300 (220) 20 (5.8) N-8ｰ一W 不明 25住 に切 られ る

29 C 方 形 360 312 22 9.8 N-1ｰ一W なし 28住 を切 る

32 D 隅丸長方形 576 432 18 22.5 N-3ｰW 34住 を切 る 土111、P1230、 溝17に 切 られ る

33 D 隅丸方形 488 456 18 19.5 N-0ｰ 中世2期 35住 を切 るP1033、 溝17・18に 切 られ る

40 E 不明 320 (268) 12 (7.2) N-5。 ごW 土194・195、P1350～1352に 切 られ る

41 E 隅丸長方形 372 320 16 10.7
ON-0 49住 、竪37、 土215を 切 る 竪29、P1354・

1356・1357・1404に 切 られ る

42 E 隅丸長方形 384 336 16 11.2 N-0ｰ 43住 、P1408を 切 る 土199を 切 る

43 E 隅丸長方形 376 308 12 9.6 N-1ｰ一E 42・44住 、P1309に 切 られ る

44 E 隅丸方形 256 244 20 5.0 N-3ｰW 43住 、土203を 切 る

45 E 隅丸長方形 384 352 48 6.4 N-1ｰ一E 中世2期

46 E 方 形 404 388 32 13.3 N-1ｰ一E 中世2期
50住 、土207、P1570を 切 る 土205・206に 切 ら

れ る

47 E 隅丸長方形 (580) (552) 16 (27.6) N-1ｰ一E
48・50住 、 竪33、 建;7、 土219・223・224、

P1364・1588・1590に 切 られ る

48 E 隅丸長方形 396 270 22 8.2 N-0ｰ 47住 、土219、 溝26を 切 る

49 E 隅丸長方形 460 404 16 15.3 N-0ｰ
P1502を 切 る41住 、竪37、 土215・243、

P1513・1515、 トレ ンチ に切 られ る

50 E 隅丸長方形 556 472 20 21.8 N-0ｰ
47住 を 切 る46住 、 土205・208・209・223～225、

P1486・1487・1492・1494・1498に 切 られ る

第7表 中世の建物趾一覧

No. 区
平面形 主軸方向

規 模(cm) 柱 間寸法(cm)
柱 穴

備 考
柱配り 面積(㎡) 平面形 規 模(c血) 柱 痕

1 B
長方形
側柱式

N-3ｰ一W

23.5

3問 ×2間

596×389

桁 行180～228(197)

梁 間180～208(193)
円形

径24～52

深19～33
土20を 内包する

3 A
長方形
側柱式

N-5ｰ一W 6(5)間 ×5(6)間

544×428

桁 間80～100(90)

梁 間40～100(76)
円形

径12～44

深6～30
土坑を含む

4 C
長方形
側柱式

N-0ｰ

8.6

2間 ×2間

380×221

桁 間156～216(186)

梁 間96～116(105)
円形

径24～36

深10～28
竪9と かかわる

5 C
長方形
側柱式

N-13ｰ一E

8.5

1間 ×1間

326×260

桁 行320～332(326)

梁 間260
円形

径24～48

深16～32
竪7と かかわる

6 D
長方形
総柱式

N-2ｰW

(主 屋)

52.2

(庇)

58.1

(孫 庇)

16.1

2間 ×5間

452×1140

872×1452

112×1452

桁 行216～232(228)

梁 間212～240(227)

円形
楕円形
方形

径36～104

深22～56

10基

φ36～20

主屋の周 囲に1間の庇

北側に1間 ×7間の孫庇

7 E
長方形
総柱式

N-90ｰW

30.7

3(4)間 ×2間

734×440

桁行144～220(183)

梁 間192～248(217)
円形

径20～56

深15～31
47住 を切 る

8 E
長方形
側柱式

N-1ｰ一E

7.0

2間 ×2(1)間

288×248

梁行100～184(143)

梁 間68～260(164)
円形

径20～32

深11～25

9 E 入側柱式
3間 ×2(3)間 梁 間68～260(164)

第8表 中世の柱穴列一覧

No. 区
平面形 主軸方向

規 模(cm) 柱間寸法(cm)
柱 穴

備 考
柱配り 面積(㎡) 平面形 規 模(cm) 柱 痕

2 E L字 形 N-93ｰ一E
2間 ×1間

468×184
184～244 円形

径20～380

梁10～49

3 E N-90ｰ一E
5間

560
36-v184 円形

径20～28

梁15～23
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第23号 住居趾 第24号 住居趾

第29号 住居趾

第25・27号 住 居 趾

第17図 中世の遺構(1)
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第40号 住居趾 第44号 住居趾 第41号 住居趾

第42号 住居趾 第43号 住居趾

41住 遺物出土状況

第45号 住居趾

45住 遺物出土状況

第18図 中世 の遺構(2)
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第46号 住居趾 第47号 住居趾

46住 遺物出土状況

第48号 住居趾

第49号 住居趾

48住 遺物出土状況

第19図 中世 の遺構(3)
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第50号 住居趾

50住 遺物出土状況

第2号竪穴状遺構 第4号竪穴状遺構

第5号竪穴状遺構 竪4遺物出土状況

第20図 中世の遺構(4)
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第6号竪穴状遺構 第8号竪穴状遺構

第10号 竪穴状遺構

竪10遺 物出土状況

第7号竪穴状遺構
第5号掘立柱建物趾

第9号竪穴状遺構
第4号掘立柱建物趾

竪7遺物出土状況

第21図 中世の遺構(5)
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第38号 竪穴状遺構 第11号 竪穴状遺構

第12号 竪穴状遺構

第13号 竪穴状遺構

第14号 竪穴状遺構

第15号 竪穴状遺構

第19号 竪穴状遺構

第22図 中世 の遺構(6)
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第16号 竪穴状遺構 第17号 竪穴状遺構

第18号 竪穴状遺構 第20号 竪穴状遺構 第21号 竪穴状遺構

第23号 竪穴状遺構

第22号 竪穴状遺構

第23図 中世の遺構(7)
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第24号 竪穴状遺構 第26号 竪穴状遺構

第31号 竪穴状遺構

竪31遺 物出土状況

第25号 竪穴状遺構

第28号 竪穴状遺構

第27号 竪穴状遺構 竪27遺 物出土状況

第34号 竪穴状遺構 第35号 竪穴状遺構

竪28遺 物出土状況

第24図 中世 の遺構(8)
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第29号 竪穴状遺構 第32号 竪穴状遺構 竪32遺 物出土状況

第30号 竪穴状遺構

第36号 竪穴状遺構

第37号 竪穴状遺構
竪36遺 物出土状況

第25図 中世 の遺構(9)

一43一



第6号掘立柱建物趾

第26図 中世の遺構(10)
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建6土 層名一覧

1

2

3

4

5

6

z

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

1

1
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

S

8

8

S

8

10

10

(Cc,Eb)
(Pb)

(Ab)
(C,E)
(Ca,Ea)
(Cb,E)
(Cc,Eb)
(Cc,Ec)
(Eb)
(U,Hb)
(ub)
(Uc)

(GEb)
(Ec)
(Pb)
(Yb)
(vb>

(E,Yb)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

11
11(Cb,Eb)
11(Cc,Eb)
11(Cc,Ec)
11(Cc,Ec,Yb)
11(Eb)
11(Eb,L)
11(Ec)
11(Pb)

11(Yc)
24
24(Cb,Eb)
25
25(A)
25(Cb,E)
25(Cb,Eb)
25(D,Eb)
25(Ea)
25(Eb)
25(Ec)
25(Yb)
25(Yc)

第27図 中世 の遺構(11)
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第1号掘立柱建物趾

第3号掘立柱建物趾

第28図 中世の遺構(12)
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第7号掘立柱建物趾

第8号掘立柱建物趾 柱穴列3

第29図 中世の遺構(13)
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第9号掘立柱建物趾

第30図 中世の遺構(14)
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第31図 中世 の遺構(15)
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土61・62・64・65

土62遺物出土状況

土70遺 物 出土状況

土85遺 物 出土 状況

土84遺 物出土状況

土88遺物出土状況

第32図 中世の遺構(16)
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第33図 中世の遺構(17)
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第34図 中世の遺構(18)
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第35図 中世の遺構(19)
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第36図 中世の遺構(20)
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第37図 中世 の遺構(21)
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V遺 物

1.土 器 ・陶 磁 器

(1)平 安時代の土器 ・陶器

今回の調査では平安時代前期および平安時代後期の土・器群が住居吐などの遺構に伴って出土 している。年

代的には8世 紀後葉～9世 紀前葉のものと、10世 紀後葉～11世紀前葉のものとがあるが、その間の時期の資

料は見られず、断絶が認められる。

①種別 ・器種

今回の調査で出土 した古代の土器の種別は、土師器 ・黒色土器A・ 黒色土器B・ 須恵器 ・灰粕陶器である。

各々の器種構成は以下の通 りである。これら種別 ・器種の一覧を第38図 に示 した。

土師器 食器に杯A・ 盤BH・ 椀がある。杯Aは 大小2法 量に分かれ、小型のもの(AH)と 大型のもの

(A皿)と がある。煮炊き具には羽釜A・ 甕 ・小型甕Dが ある。

黒色土器A食 器の椀 ・盤BHが ある。

黒色土器B食 器の椀がある。

須恵器 杯A・B、 杯蓋B、 壺蓋A、 甕が見 られる。今回出土 したものの大半は杯である。美濃須衛窯産の

甕 も出土 している。

灰粕陶器 椀、皿、輪花皿、広口瓶が見 られるが、ほとんどは椀に占められる。帰属時期は大原2号 窯式～

丸石2号 窯式にわたるが、虎渓山1号 窯式が多数を占める。

②住居趾出土土器群の様相

遺構出土の土・器群の様相を、量的にまとまっている住居肚出土土器群を中心に、平安時代前期と平安時代

後期 とに分けて見てみたい。

〈平安時代前期の土器群〉

該期の土器群は全ての調査区から出土 しているが、遺構に伴っているのはC区 のもののみであり、量的に

もC区 以外の ものはごくわずかである。年代的には9世 紀代の範囲に収まる。土器群の構成の全体を窺える

まとまりはなく、図示できたもの も食器に偏っている。C区20・21・30住 出土土器群が該当する。

20住 出土土器群(69～71)

3点 を図示。土器は覆土中及び床面付近から散漫に出土 し、出土量は少ない。図示できたものはいずれも

床面付近から出土 している。須恵器杯A・Bが ある。杯Aは ともに底部が回転糸切 り未調整のもので、杯B

は高台が外側に開きふんばる形態の ものである。高台底面の中央にくぼみがあり、外側で接地す る。以上の

特徴から5～6期 あたりに位置づけられよう。

21住 出土土器群(72～79)

8点 を図示。土器は床面付近を中心に出土 している。図示できたものは須恵器の食器のみで、杯A・B・

杯蓋B・ …盤がある。杯Aの 底部は77を除き回転糸切 り未調整のもので、杯Bは 高台がまっす ぐ降 りる形態の

ものである。杯蓋Bは 端部がく字に湾曲する。以上の特徴から5期 に帰属するものと考 えたい。

30住 出土土器群(93～97)

4点 を図示。土器は床面付近を中心に出土 している。須恵器杯A・ 壺蓋 ・甕がある。杯Aは 底部が回転糸

切 り未調整で、外面のロクロ目が強 く、薄手のもので、94の 外傾指数は122で ある。このことから6～7期 に

位置づけておきたい。30住からは美濃須衛窯産の甕(97)も 出土 している。美濃須衛窯産の須恵器は6期 以降
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基本的 に消滅す るが、搬入が終 了 した後 も使用 され続 けた もので あろ うか。

その他 の遺構 出土土器 群

28住 か らは土 師・器小型i甕D(92)が 出土 して い るが、明確 な帰属 時期 は不 明。図示 で きなか った が、22住 か

らは須恵器杯A・B・ 杯蓋Bが 、29住 か らは須恵器・杯A・ 土師・器小型甕Dが 出土 してお り、平 安時代前期 の

もので ある。なお22住 の80は 、 出土地点か ら26住 に帰属す るもので ある。

〈平安時代後期 の土器群 〉

該 期の土器群 はすべての調査 区で出土 してお り、いずれ も遺構 に伴 ってい る。食器 の主体 が灰粕 陶器椀 ・

黒色土器A椀 ・土師器杯 によ り構成 され 、煮炊 き具 の主体 を羽釜 が占め る土器群 で、11～12期(10世 紀後葉

～11世 紀 前葉)に わ たる。

5住 出土土器 群(1)

1点 を図示 で きたのみで、出土量 もわず かであ る。土師器 ミニチュア土器 を図示 した。 この他 に灰粕陶器

椀、黒色 土器A椀 も出土 して いる。明確 な帰属時期 は不 明。

7住 出土土器群(2～4)

3点 を図示 で きたのみで、出土量 は少 ない。図示 で きたのは食器 の灰粕 陶器椀 のみで、器形 の全 体 を窺 え

るもの もない。2は 口縁部 内面 に沈線 があ り、深椀 の形態 をとるものか。施粕 は漬 掛けによる。底 部付 近外

面の調整 はロクロナデの もの と回転 ヘ ラケズ リの もの とが ある。底面 は回転糸切 り未調整の ものが確 認で き

る。高台 は断面 形 が内外 とも稜 が はっき りとしない。虎渓山1号 窯式 か。本祉 出土 土・器群 は11～12期 に帰属

す るもの と考 えたい。

旧8住 出土土器群(6・9・16・19・20・27)

6点 を図示 。遺物 は床面か ら多 く出土 してい る。食器 に土師器 杯A、 黒色土器A椀 、灰粕陶器輪花皿 ・皿 、

煮炊 き具 に土 師器甕 が ある。土師器 杯A(6)は 口径11.6cm、 器高3.7cmで 、法量 が大小 に分 化 してい るか判

断つか ない。輪花皿 は輪花 が4単 位で 、底面 に墨書 があ るが、判読 できない。胴部下半外面 はロク ロナデ調

整で、底面 は回転糸切 り。皿(19)は 胴部下半 がロクロナデで、底面 は回転ヘ ラケズ リ。 ともに虎=渓山1号 窯

式か。11～12期 に帰属す る もの か。

8住 出土土器 群(5・7・8・10～15・17・18・21～26・28)

18点 を図示 。遺物 は床面及 び カマ ド付近 か ら多 く出土 し、特 にカマ ド周辺 か らまとまって出土 してい る。

食器 に土師器杯A、 黒色土器A椀 、灰 粕陶器・椀 が、煮炊 き具 に土師器甕 ・羽釜Aが あ る。土 師杯A(5)は 口

径10.Ocm、 器 高2.8cmを 測 る。黒色 土器A椀 は、深椀 形 を呈 す る もの が多 く見 られ、法 量 も口径14.4～

15.2cm、10.6～12.8cmの 大小2法 量 に分化 してい る。灰粕 陶器椀 は、比較 的器高 が低 い もので 、深椀 の形 態

をとるもの は見 られ ない。 いずれ も底部 か ら口縁部 にかけて緩やか に内湾 す る。底部付近外面 の調整 はロク

ロナデ と回転ヘ ラケズ リが あ り、底面 は回転 ヘ ラケズ リ調整 の ものと、回転糸切 り未調整 の双方 が見 られ る。

虎渓山1号 窯式 を主体 とす る もの か。黒色土器A椀 の法量が大小 に分かれてい ることか ら11期 以降 だが、土

師器杯Aは 法量 が分化 してい るか不明で あ り、13期 まで は下 らない と思われる。以上 か ら本土器群 は11～12

期の間 に位置 づ けてお きたい。

10住 出土土器群(29～49)

21点 を図示 。遺物 は床面 か ら多 く出土 している。食器 に土師器杯AH・ 皿 ・椀 ・…盤BH、 黒色土器A椀 、灰

粕 陶器椀 が、煮炊 き具 に羽 釜 ・小型甕Dが 見 られ る。土師器杯Aは 口径10.6～11.6cmの 小型 のAHと 口径

13.2cmの 大型の杯A皿 があり、法量が大小に分化 している。灰粕陶器椀は深椀 の形態 をとるものが多いが、器高

の低い もの もある。底部付近外面はロクロナデの もの と回転ヘラケズ リのものとがある。底面は回転糸切 り未調

整の もののみである。虎渓山1号 窯式 に比定 されよう。以上の特徴か ら本土器群は12期 に帰属す るものであろう。
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17住 出土土器群(57～66)

10点 を図示。遺物 はほ とん どが カマ ド周辺及 び床面 か ら出土 し、出土量 も多い 。食器 に土 師器杯AH・

椀 ・盤B]1、 黒色 土・器A椀、黒色 土器B椀 、灰粕陶器椀 が、煮炊 き具 に土師器・甕 ・羽釜Aが あ る。土師器杯

(57)は 口径10.7cm、 器高3.2cmで 、法量 が大 小 に分化 した ものの うち小 型 のAHと 思われ る。黒色土 器A

椀(61)は 小 椀で内面 に暗文が ある。深椀の形態 をとる もの(61)も ある。灰粕陶器椀 は底部付近外 面の調整

はロクロナデで、底面 は回転糸切 り未調整の もの と回転ヘ ラケズ リの両者 が見 られ る。高台 は内外 とも稜 は

はっき りと しない。虎渓 山1号 窯式 に比 定で きる。以上 か ら本土器群 は12期 に帰属 す るもので あろ う。

26住 出土土器群(81～91)

11点 を図示。遺物 はカマ ド周辺及び床面付近 を中心 に出土 し、出土量 も多い。食器 に土師器杯 、黒色土器

A椀 、灰粕陶・器椀 ・皿、山茶椀、貯蔵具 に灰粕陶器広 口瓶 がある。 この うち山茶椀 と土師器杯(81)は 他 の

土器群 に比べて新 しい もの と思 われ 、混入 と考 えたい。灰粕陶器椀 は深椀の形態 を とる もの、比較 的器 高の

低 い もの及び小型 の もの とがあるが、量的 には深椀 が卓越す る。底部付近外面の調整 はロクロナデに よるも

の がほ とんどで 、回転ヘ ラケズ リによる ものは1点 のみ。底面 は回転糸 切 り未調整 による。高 台は直立 す る

もので断面形状 が細長 い三角形 を呈す る。虎渓 山1号 窯式 が主体 を占める もの と思 われ るが、87の みやや古

い可能性 がある。図示 で きた ものが食器 に偏 ってお り、詳細がわか らないが、12期 に帰属す る もので あろう。

37住 出土土器群(113・114)

3点 を図示。遺物 は少量 が覆土 中よ り散漫 に出土 した。詳 細 な帰属時期 は不明。113の 土師 器 は摩滅 が著

しく、器種不 明。灰粕陶器椀 は深椀 の形態 をとり、口縁部の外反 はわず かで 、胴部下半 は回転 ヘ ラケズ リに

よ ることか ら虎渓 山1号 窯式の もの か。土・器群の帰属時期は判 然 としない。

39住 出土土器群(115・116)

2点 を図示 。遺物 は覆土 中か らわず かに出土 したのみで ある。詳細 な帰属 時期 は不明。図示 で きたの は灰

粕 陶器椀 のみで 、115は 深椀 の形 態 を とる。116は 高台 は低 い三角高台 で、底 面 は回転糸 切 り未調 整 による。

丸石2号 窯式 に比定で きよ う。土器群の帰属時期 は判然 としない。

その他 の遺構 出土土器群

該 期の遺物 が遺構 に伴 って出土 してい る と思 われ る もの の うち、図示 で きたの はA区P282・B区 土26、

C区P668・826・929・988の 土器群 であ る。図示 できたの は灰粕陶器椀がほ とん どで ある。灰 粕陶器椀 は虎

渓 山1号 窯式 を主体 と し、丸石2号 窯式 も見 られ る。注 目 したいの はP826出 土 の土器群(99～101)で 、3

つ が折 り重 なって出土 した。99と100は 完形 で出土 し、101も 破断面が新 しい ことか ら本来 は完 形で あった も

の と思われ る。99の 土師器杯AHは 口径9.7cm、 器高2.3cmで 、法量 か ら14期 あた りに帰属 す る もので あろ

う。100の 灰粕陶器椀 は胴部下半外面 の調整 が ロクロナデで、底面 は回転 ヘ ラケズ リに よる。高台 は断面三

角形 で あり、丸石2号 窯式 に位置づ け られ よ う。101は 外面 が回転ヘ ラケズ リ、底 面が回転糸切 りによ り、高

台の形状 か ら虎渓 山1号 窯式 か。

一58一



第38図 平安時代の土器 ・陶器器種 一覧
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第9表 平安時代の土器 ・陶器一覧表

No. 実測
番号 種 別 器 種

法 量(cm)
残存度

色 調
整形 ・調整 ・形 態の特徴 備 考口径 底径 器高 外面 内面

1 5住 一1 土 師 ・器 ミニチ ュア 暗褐 暗褐 内 ・外工具 ナデ

2 7住1 灰粕陶器 椀 (13.8) 口1/16 暗灰 暗灰 口縁 ヨコ ナ デ、 胴部 ・内面 ロク ロ ナデ

3 7住 一3 灰粕陶器 椀 (7.s) 高 台1/10底 一 部 暗灰 暗灰 胴部回転 ヘラケズ リ、内面 ロクロナデ、付高台のちナデ

4 7住 一2 灰粕陶器 椀 (7.0) 底1/4 暗灰 暗灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切

5 8住 一8 土師器 杯A (10.0) (4.6) (2.g) 口1/8底1/3 暗褐 暗褐 ～榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

6 8住 一5 土師器 杯A (11.6> 4.8 3.7 口1/3底 完 褐 ～榿褐 褐 ～榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部 回転糸切 スス付着

7 8住 一7 土師器 杯?椀? (12.4) 口3/8 淡褐～暗褐 暗褐 ～榿褐 口縁 ヨ コナ デ、 胴 部 ・内面 ロ クロ ナデ

8 8住9 土師器 杯?皿? (15.0) 口1/8 暗褐 褐 ～榿褐 口縁 ヨ コナ デ、 胴 部 ・内面 ロ クロ ナデ

9 8住10 黒色土・器A 椀 7.6 高台一部欠底完 暗褐 内面黒色処理の ちミガキ、付高台のちナデ、底部回転糸切

10 8住 一17 黒色土器A 椀 7.4 高台4/5底3/4 褐 ～暗褐 暗褐 内面黒色処理の ちミガキ、付高台のちナデ、底部回転糸切?

11 8住 一16 黒色土・器A 椀 6.8 底4/5 褐 ～暗褐 黒 内面黒色処理の ちミガキ、付高台のちナデ、底部回転糸切

12 8住 一14 黒色土器A 椀 7.8 底完 暗褐 黒
胴部 ロクロナデ、内面内面黒色処理の ち ミガキ、付高台のちナデ、

底部回転糸切

13 8住 一12 黒色土器A 小椀 暗褐 黒
胴部 ロクロナデ、内面内面黒色処理の ちミガキ、付高台剥離、底

部回転糸切

14 8住 一11 黒色土器A 小椀 (10.6) 口1/8 褐 ～黒 黒
口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面黒色処理の ち横 ミガキ、付

高台剥離、底部回転糸切

15 8住 一15 黒色土器A 小椀 (12.8) 口1/6 暗褐 ～黒 黒 口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面内面黒色処理のち横 ミガキ

16 8住 一13 黒色土器A 椀 (14.8) 口1/6 暗褐 黒
口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面内面黒色処理のち斜 と横 ミ

ガキ

17 8住 一4 黒色土器A 椀 14.4
口1/2高 台欠

底完
暗褐 ～榿褐 黒

口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面黒色処理の ちミガキ、高台

剥離、底部回転糸切
黒ぬけ

18 8住 一6 黒色土・器A 椀 (15.2) 7.8 5.6 口1/4底 完 暗褐～暗榿褐 黒
口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面黒色処理の ちミガキ、付高

台のちナデ、底部回転糸切
黒ぬけ

19 8住 一23 灰粕陶器 皿 12.0 7.5 2.2
口 ・高台一部欠

底完
暗灰 黒～暗榿褐

口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高 台の ちナデ、底部回

転ヘ ラケズ リ(重 焼痕)

20 8住22 灰粕陶器 皿 13.5 6.8 2.5
口 ・高台一部欠

底完
灰 ～暗黄灰 暗褐～暗榿褐

口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高 台の ちナデ、底部回

転糸切(重 焼痕)
墨書有 、輪花4単位

21 8住 一19 灰粕陶器 椀 (7.6) 高台1/4底1/5 暗灰 暗灰
胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ、付高

台の ちナデ、底部回転 ヘラケズ リ(重 焼痕)
墨付着 ・転用硯

22 8住24 灰粕陶・器 椀 12.7 7.2 3.75 口1/2底1/2 暗黄灰 灰～黄灰
口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付 高台の ちナデ、底部回

転糸切(重 焼痕)
墨付着?

23 8住 一18 灰粕陶器 椀 (13.2) (s.o) (4.4)
口1/2高 台1/2

底2/3
暗灰 暗灰

口縁 ヨコナデ、胴部内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転

ヘラケズ リ 墨付着 ・転用硯

24 8住 一21 灰粕陶器 椀 15.3 7.5 4.8 口1/2底完 灰 ～黄灰 黄灰
口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回

転糸切(重 焼痕)

25 8住 一2 土師器 羽釜A (24.6) ロー部 暗褐 暗褐
口縁 ヨコナデ、鍔部貼付の ちナデ、鍔上下部ハ ケメ、内面ナデ ・

指頭圧痕 ・ハ ケメ
26 8住 一3 土師器 甕 暗褐 暗褐 胴上部 ロクロナデ ・下部ヘ ラケズ リ、内面ロクロナデ

27 8住 一1 土師器 甕 (27.6) 口1/4 暗褐～榿褐 暗褐 ～榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部ハ ケメ、内面工具ナデ

28 8住 一20 土師器 甕 (25.8) 10.0 (25.0) 口1/10底 完 暗褐～暗榿褐 暗褐～暗榿褐
口縁 ヨコナデ、胴上部ハ ケメ ・下部ヘ ラケズ リ、内面工具ナデ、

底部ナデ
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No. 実測
番号 種 別 器 種

法 量(cm)
残存度

色 調
整形 ・調整 ・形態 の特徴 備 考

口径 底径 器高 外面 内面
29 10住 一7 土師器 杯AH (11.6) (7.0) (2.1) 口1/8底1/8 暗褐～黒変 暗褐 ～黒変 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

30 10住 一6 土師器 杯AH (10.6) (6.0) (3.1) ロー部底4/5 暗褐～黒変 暗褐 ～黒変 口縁 ヨコナデ、胴 部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

31 10住 一4 土師器 杯A皿 13.2 7.2 4.2 口5/8底 完 暗褐～暗榿褐 暗褐～暗榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

32 10住9 土師器 杯?椀? (12.8) 口1/4 暗褐 暗褐 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

33 10住 一5 土師器 杯? (14.8) 口1/4 暗淡褐 暗淡褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ

34 10住 一8 土師器 杯?椀? (16.4) 口1/8 暗褐 暗褐 口縁 ヨコ ナデ 、 胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

35 10住 一10 土師器 椀 (13.0) 口1/6 暗褐 暗褐 口縁 ヨコナデ、胴部ロクロナデ、内面 ロクロナデのち ミガキ摩滅

36 10住 一11 土師器 椀 (14.6)
口1/10高 台欠底

完
暗褐～暗榿褐 暗淡褐

口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台剥離、底部回転糸

切

37 10住 一13 土師器 椀 高台欠底一部欠 暗褐 暗褐 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台剥離 、底部回転糸切

38 10住 一12 土師器 椀 6.6 高台 ・底一部欠 暗褐 暗褐 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切

39 10住 一14 土師器 椀 (7.6) 高台1/6底 完 暗褐 暗褐 内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回転糸切

40 10住 一15 黒色土・器A 椀 (13.2) 口1/5 暗褐 黒 口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面黒色処理の ちミガキ摩滅

41 10住 一16 黒色土器A 椀 (6.2) 高台1/6底1/3 褐 ～黒変 黒
胴部 ロクロナデ、内面黒色処理のち ミガキ摩滅 、付高台のちナデ、

底部回転糸切

42 10住 一17 灰粕陶器 椀 13.1 6.9 3.5 口1/2底 完 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回

転糸切

43 10住 一21 灰粕陶器 椀 (14.8) 口1/12 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴上部ロクロナデ ・下部回転 ヘラケズ リ、内面 ロ

クロナデ

44 10住 一19 灰粕陶・器 椀 (16.8) 口1/10 暗灰 暗灰 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

45 10住 一20 灰粕陶器 椀 (16.8) 口1/8 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴上部ロクロナデ ・下部回転ヘラケズ リ、内面 ロ

クロナデ、沈線

46 10住 一18 灰粕陶器 椀 (17.8) (9.6) (6.7)
口1/8高 台1/4底

一 部 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘラケズ リ、内面 ロ

クロナデ、付高台の ちナデ、底部回転糸切

47 10住 一3 土師器 小形甕D (13.2) 口1/8 暗褐 暗褐 ～黒変 口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面工具ナデ

48 10住 一1 土師器 羽釜A (17.2) 口1/3 褐～暗褐 暗榿褐 口縁 ヨコナデ、鍔部貼付 のちナデ、内面ナデ

49 10住2 土師器 羽釜A (26.0) 口1/6 暗褐～暗榿褐 暗褐 口縁 ヨコナデ、鍔部貼付 のちナデ、内面 ナデ

50 60土 一1 灰粕陶器 皿 (12.6) 口1/12 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘラケズ リ、内面 ロ

クロナデ、付 高台の ちナデ

51
ピ ッ ト

282-1
灰粕陶器 椀 (7.4) 高台1/8底1/3 暗灰 暗灰 内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘラケズ リ

52 2溝 一1 灰粕陶器 椀 (7.s> 底1/5 暗灰 暗灰 内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

53 5溝 一1 灰粕陶器 椀 (12.4) 口1/12 暗灰 暗灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

54 A検3 須恵器 杯B (7.6) 底1/4 暗灰
胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、回転ヘ

ラケズ リ

55 A検1 灰粕陶器 椀 7.2 高台1/2底 完 灰 暗灰
胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、回転ヘ

ラケズ リ
鉄分付着

56 A検2 灰粕陶器 椀 (15.2) 口1/8 暗灰 暗灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

57 17住 一1 土師器 杯AH 10.7 5.1 3.2 口 ・底 完 暗～榿褐 榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ ・底部回転糸切 被熱
58 17住 一3 土師器 小椀 (11.8) 口1/8高 台欠 榿褐 榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面ロクロナデ ・底部糸切痕摩滅

59 17住6 黒色土器B 小椀 10.3 5.4 3.85 口 ・底 完 黒 黒

口縁 ヨコナデ、胴部黒色処理の ち横 ミガキ、付 高台の ちナデ ・ミ

ガキ、内面黒色処理のち ミガキ、8単位 の2重円暗紋 、底部ナデの

ちミガキ

内外黒色処理
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60 17住 一2 黒色土器A 椀 (6.2) 高台一部欠 暗榿褐 暗褐 胴部 ロクロナデ、内面 ミガキ、付高台のちナデ、底部回転糸切 黒ぬけ

61 17住 一5 黒色土器A 椀 高台欠 暗褐 黒 胴部 ロクロナデ、内面暗紋摩滅、高台剥離、底部回転糸切

62 17住 一11 灰粕陶器 椀 (7.0> 底1/3 灰 灰 内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘラケズ リ

63 17住 一10 灰粕陶器 椀 (7.0) 底完 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸 切

64 17住 一4 土師器 …盤BH (9.4) 高台1/3欠 暗榿褐 暗褐 内面 ロクロナデ、付高台のちナデ

65 17住 一7 土師器 羽釜A (21.0) 口1/8 黄褐 黄褐 口縁 ヨコナデ鍔部貼付のち ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ

66 17住8 土師器 甕 (s.6) 底完 暗褐 暗褐 胴上部ナデ ・下部ヘ ラケズ リ、内面工具ナデ、底部回転糸切

67 26土 一1 灰粕陶器 3.4 底完 暗灰 暗灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

68 B検1 灰粕陶器 椀 (7.2) 底1/3 黄灰 黄灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切

69 20住 一2 須恵器 杯A (7.s) 底1/2 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

70 20住 一3 須恵器 杯A (7.s> 底1/4 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

71 20住 一1 須恵器 杯B (s.o) 底1/4 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

72 21住 一8 須恵器 杯A (6.8) 底1/8 青灰 青灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

73 21住 一7 須恵器 杯A (6.8) 底1/4 淡灰 淡灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

74 21住 一2 須恵器 杯A (7.0) 底1/3 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

75 21住 一4 須 恵 ・器 杯B (10.0) 底1/6 灰 灰 内面ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

76 21住 一3 須恵器 杯B (9.2) 底1/3 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

77 21住 一1 須恵器 杯 (13.8) 口1/6 暗青灰 暗青灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ 、底 部 ヘ ラ切?

78 21住 一6 須恵器 盤 (14.6) ロー部 黒灰 暗灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

79 21住 一5 須:恵・器 杯蓋B (17.0) 口1/12 黒灰 黒灰 上 面 ・内面 ロク ロ ナデ 、 端部 ヨコナ デ

80 22住 一1 灰粕陶器 椀 8.9 4.6 3.2 口3/4底 完 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回

転糸切

81 26住 一11 土 師 ・器 杯AH 9.7 3.75 2.3 口3/4底 完 淡褐～榿褐 淡灰褐～榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切 スス付着

82 26住 一7 土師器 杯 (10.4) 口1/3 榿褐 榿褐 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

83 26住 一9 黒色土器A 椀 (6.2) 高台一部 暗褐 黒 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ

84 26住 一5 灰粕陶器 椀 (6.s> 底完 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付 高台の ちナデ、底部回転糸切

85 26住 一4 灰粕陶器 椀 (7.2) 底完 白灰 白灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切

86 26住 一6 灰粕陶器 椀 6.6 底2/3 暗灰 暗灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回転糸切

87 26住 一2 灰粕陶・器 椀 (15.0) 口1/4 暗灰 暗灰
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロ

クロナデ

88 26住 一1 灰粕陶器 椀 (14.8) 口2/3 白灰 白灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

89 26住 一8 灰粕陶器 椀 7.0 底完 灰 淡緑 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ

90 26住 一3 灰粕陶器 皿 (11.4) 口1/8 灰 灰 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

91 26住 一10 灰粕陶器 広口瓶 (16.4) 底1/4 淡灰 淡灰 胴部回転ヘ ラケズ リ、内面ロクロナデ、付高台のちナデ

92 28住 一1 土師器 小形甕D (8.2) (5.4) ロー部底完 暗褐 暗褐
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部カキメ、内面 ロクロナデ、

底部回転糸切

93 30住 一4 須恵器 杯A (6.2) 底完 灰 灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切 内外面火だすき痕
94 30住 一2 須恵器 杯 (14.6) (6.8) 3.2 口1/8底 完 灰 灰 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切 内外面火だすき痕
95 30住3 須恵器 杯A (13.0) 口1/8 灰 灰 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ 内外面火だすき痕
96 30住 一5 須恵器 壼蓋A (13.8) 口1/8 暗灰 暗灰 天井部 回転ヘ ラケズ リ ・上面 ・内面 ロクロナデ、端部 ヨコナデ
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97 30住 一1 美濃須恵 甕 (25.6) 口1/4 淡灰～淡緑灰
口縁 ヨコナデ、頸部ロクロナデ、胴部 タタキメ、内面頸部 ロクロ

ナデ、胴部 当て具

98
ピ ッ ト

668-1
灰粕陶器 椀 (15.6) 口1/10 灰 灰 口縁 ヨコ ナ デ、 胴 部 ・内面 ロク ロ ナデ

99
ピ ッ ト

826-1
土師器 杯AH 9.7 5.8 2.25 口 ・底 完 榿褐 榿褐 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

100
ピ ッ ト

826-2
灰粕陶器 椀 14.45 6.6 5.4 口 ・底完 淡灰 淡灰

口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面ロ

クロナデ、付高台のちナデ、底部 回転ヘ ラケズ リ

101 検 一4 灰粕陶器 椀 (16.8) (6.6) 6.1 口1/2底 完 淡褐 ～淡緑 淡褐～淡緑
口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回

転糸切
重焼痕

102
ピ ッ ト

929-1
灰粕陶器 椀 (15.0) ロー部 灰 灰

口縁 ヨコナデ、胴上部ロクロナデ ・下部回転ヘラケズ リ、内面 ロ

クロナデ

103
ピ ッ ト

988-1
灰粕陶器 椀 (14.4) 口1/8 白灰 灰 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ

104 16溝1 土師質土・器 内耳鍋 (27.6) (11.2) 口1/12底 一 部 暗褐 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ 、底 部 ナ デ

105 16溝2 土師器 甕 (10.2) 底1/4 褐 胴上部 ナデ ・下部ヘ ラケズ リ、内面工具ナデ、底部ナデ

106 13溝1 須恵器 甕 (27.4) 口1/8 灰～暗灰 口 縁 ヨコナ デ 、頸 部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

107 C検3 須恵器 甕 (21.4) 口1/8 灰～暗灰 灰 ～暗灰 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ 内外面 自然粕付着

108 17溝3 須恵器 壺? (5.1) 底5/8 淡灰～灰 淡灰 ～灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切 もみ圧痕有

109 D検6 灰粕陶器 椀 (7.1) 底1/4 淡灰
胴部回転ヘ ラケズ リ、内面ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回

転ヘ ラケズ リ
重焼痕有

110 D検7 灰粕陶器 椀 (6.9) 底1/2 淡灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回転糸切

111 D検5 灰粕陶器 椀 底完(一 部欠) 淡黄灰～暗灰 淡黄灰 ～灰 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回転糸切

112 D検 一4 灰粕陶器 段皿 (14.0) 口1/10 淡灰～灰 淡灰 ～灰 口縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

113 37住 一1 土師器 …盤B (4.4) 底1/4 褐～榿褐 褐～榿褐 胴部 ・内面 ナデ摩滅 、底部ナデ

114 37住 一2 灰粕陶器 椀 (16.5) 口1/16 淡灰 淡灰
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロ

クロナデ
輪花?

115 39住 一1 灰粕陶器 椀 (14.3) 口わずか残 淡灰白 淡灰白 口縁 ヨコ ナ デ、 胴部 ・内面 ロク ロ ナデ

116 39住 一2 灰粕陶器 椀 (6.8) 底1/4 淡灰 淡灰 内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台の ちナデ、底部回転糸切



第39図 平安時代の土器 ・陶器(1)
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第40図 平安時代 の土器 ・陶器(2)
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第41図 平安時代 の土器 ・陶器(3)
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(2)中 世 の土器 ・陶磁器

中世の土器 ・陶磁 器 は、個体識別 は容易で 、出土 総数 で最低208個 体 ある。 この うち実測可能 な75個 体 を

図化提示 した。内訳 は、輸入 陶磁器・35点(青 磁17・ 白磁i14・青 白磁4)、 東海系無粕 陶器21点(山 茶椀11・

捏鉢6・ 常滑産甕4)、 中世土 師器皿9点 、古瀬 戸系陶器5点 、内耳鍋2点 、在地産 土師質播鉢1点 、不 明

2点 で ある。本遺跡 は、輸入 陶磁器 が多いのが特徴 で ある。以下 、遺構別 に触 れてい くことにす る。

A区

溝2よ り山茶椀(1)が 出土 している。低 い高 台がつ き、モ ミの圧痕 が残 る。A区 では他 に図化で きる も

の がない が、建3か ら青磁小片 が出土 してい る。

B区

14住 では、山茶椀(2)と 白磁碗(3)が 出土 した。2の 山茶 椀 は、断面三角形 の高 台形状で あ るため、

古 い様相 を呈 して いる。12世 紀前半 の所産 か。15住 か らは白磁碗 皿類(4)が 出土 してい る。体 部 はやや直

線 的に開き、口縁部 には小 さい玉縁 を もってい る。粕調 は、やや黄色味 を帯び てい る。11世 紀後 半か ら12世

紀前 半 に所属 す る。17住 ・P428・ 検 出面 か らは、山茶椀(5・8・9)が 出土 してい る。9は 低 い高 台 に、

モ ミの圧痕 が観察で きる。12世 紀 中頃の もの か。土37か らは、青磁碗の底部(6)が 出土 してい る。

C区

23住 か らは東海 産捏鉢(11)が 出土 。口縁の一部 には、片 口がみ られ る。24住 か らは、龍泉窯 系青磁 碗

(12)が 出土。26住 か らは、山茶椀の底部(13)が 出土 してい る。低 い高台 がつ き、内面 の一部 に漆が付 着

してい る。27住 か らは、常滑産甕(14)が 出土 。口縁部 は、断面N字 形 に折 り曲げ られてお り、体 部 には刻

印 がみ られる。常滑編年6型 式(13世 紀後半)の もの と考 えられ る。竪4か らは、青磁皿1類(15)が 出土

してい る。内面見込 み部 には、櫛状 の施文具 に より文様 が施 されている。竪6か らは、白磁皿IX類(口 禿皿)

(17)が 出土 してい る。口縁端部内面 は削 られ、:露体 してい る。13世 紀 中頃か ら14世 紀初頭の所産か。竪8か

らは、龍泉窯系青磁碗 の底部(19)と 東海産捏鉢(18)の2点 が出土 した。13世 紀 ～14世 紀前半 か。竪10か

らは、青白磁 の合 子(22)・ 中世土師器皿(21)が 出土。22の 合子体部 には、沈線状 の模様 が施 されてい る。

21は 、手ず くね成形 の土師器皿 であ る。土62か らは、青 白磁合子(23)と 、東海系捏鉢(24)が 出土 。12世

紀後半 と考 えられ る。土70か らは、東海産捏鉢 の口縁部(25)と 、常滑産甕の底部(26)が 出土 した。26の

常滑産甕 は、体部下端 がヘ ラ削 り調整 されてい る。土75か らは、龍泉窯系青磁i碗(27)が 出土。体 部外面 に

は、細 めの鏑連弁文 がみ られ る。土85か らは、中世土師器皿(28)1点 が出土。手ず くね成形 されて い る。

P775か らは、手ず くね成形 の土師器皿(29)が 出土。検 出面 か らは、青 白磁碗(31)・ 灰粕皿(30)・ 白磁

碗 皿類(32)が 出土 した。31の 青磁碗の 内面見込み部 には、櫛描 き文が施 されてい る。

D区

33住 か らは、東海産 山皿(33)と 白磁碗(34)が 出土 。白磁 の内面 には、片彫 りによる文様 がみ られ る。

竪22か らは、土師器・皿(35)が 出土 。手ず くね成形 で、体部外面 に指圧痕 が残 る。土133か らは、青磁壼類

と考 えられ る口縁部(36)が 出土。土161か らは、 中世土師器iIllが2点(37・38)出 土。他 の土師 器皿 と比

べ て、器高の低 い タイプで ある。P1042か らは東海 系山皿 が出土(39)。 内面 に自然粕 が付着 してい る。P

1155は 、中世土 師器・皿(40)が 出土。溝17か らは、4点 出土 した。東海系 山茶椀2点(41・42)、 古瀬戸系

陶器 卸皿(43)、 青磁碗(44)で ある。42の 山茶 椀 は、低 い高台 が付 く。溝18か らは2点 出土 。46は 、龍泉

窯系青磁碗 皿類 で ある。外面 に細 めの鏑連弁文 がみ られ るが、粕 が厚 くかか り文様 が不鮮 明で ある。13世 紀

中頃 ～14世 紀初頭 の もの と考 えられ る。45は 、口縁 内面 に2本 の沈線 が入れ られ、飛雲文 らしい文 様 が一部

にみ られ る。龍泉窯系青磁1-4類 か。遺構外 の検 出面 か らは9点 出土 した。内訳 は、白磁5点(47～51)、

青磁2点(52・53)、 常滑産甕(55)と 東海 産捏鉢(54)で あ る。50は 、胎土が灰色で、外面 には口縁端部

近 くまでヘ ラ削 り調整 が されている。11世 紀後半か ら12世 紀 前半 の、白磁碗V類 と考 え られ る。51は 、内面
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見込 み部 の粕 を輪状 にカキ取 ってい る。白磁碗 皿一2類 と考 え られ 、13世 紀初頭 か ら中頃の時期 に比定 され

る。53の 青磁碗 は、内面 見込み部 にヘ ラ状工具 によ り劃花文 が入れ られ てい る。高台 は断面 四角形で 、畳付

およびその内部は露体 で ある。 また、破 断面 には漆継 ぎの痕跡 がみ られ る。龍泉窯系青磁碗1類 で、12世 紀

中頃 か ら後半の もの と考 え られ る。52は 、外面 に蓮弁 を削 り出 し、櫛状 工具 によ り櫛 目を縦 に入 れてい る。

龍泉窯系青磁碗1類 と考 えられ る。

E区

竪28か らは、在地産土 師質播鉢(64)が 出土 した。内面 に、十条で一単位 の揺 目が施 され てい る。15世 紀

前半 の もの と考 えられ る。竪35か らは、青磁碗 の底部(65)が 出土 。竪37で は、古瀬戸系卸皿(66)が ある。

外面 に灰粕 が施 粕 されてい る。土193で は、内耳鍋(67)が 出土 。土215と 土223か らは、青磁 碗(68・69)

が出土 して いる。69に は、外面 に片彫 りによる文様 がみ られ る。土240か らは、ロク ロ成形 の 中世土師 器皿

(70)が 出土 してい る。土247は 、古瀬戸系陶器の灰粕平碗(71)で ある。外面下半部 には回転 ヘ ラケズ リ調

整 が されてい る。37住 か らは56の 白磁碗 が出土。45住 か らは白磁碗 が4点 出土 して いる。58は 白磁V類 の碗

で ある。59は 龍泉 窯系青磁碗1類 で、内面見込 み部 に花文様 がみ られ る。60は 、古瀬戸系陶器 卸皿 であ る。

外面 に灰粕 が施粕 されてい る。57は 、 中世土師器皿で ある。手ず くね調整 され てい る。46住 で は、龍泉 窯系

青磁 碗1類(62)と 東 海産捏鉢(61)が 出土 してい る。62に は、太 目の錆連 弁文 がみ られ る。47住 か らは、

青 白磁 の水注 が出土 してい る。体部 に精緻 な草花の模様が凸文で施 されてい る。型文 とみ られ る。P1596か

らは、内耳鍋(72)が 出土 してい る。 口縁端部 が外反す る古い様相 の もので、15世 紀 前半 に比定 され る。検

出面 か らは、白磁碗V類 が2点 出土 してい る。

新村 遺跡出土中世土器 陶磁器 の組成

本遺跡 出土 の土器 ・陶磁器 は、12世 紀 後半 ～15世 紀後半 に比 定で きる。(こ の うち、14世 紀後半 か ら15世

紀 前半 と考 え られ る遺物 は出土 してい ない。)以 下 、出土 した遺物 につ いて、時期別 に組成の変 化 をみ てみ

たい。

第1期(11世 紀後半～12世 紀 中頃)

B区 の14住 ・15住 ・土418・P428か らの出土遺物群 が この時期 に相 当す る。出土量 は少ないが、 白磁碗 皿

類 、山茶椀 、捏鉢で構成 され る。図化で きなか ったが、東海 産捏 鉢 と手 ず くねの土師器皿 もみ られ る。 この

時期 は、白磁 が主体 とな り、東海 産無粕陶・器(山 茶 椀 ・捏 鉢)が 共伴 す る。土師器皿 は、古代 の もの と異 な

り、すべて手 ず くねで成形 され る。

第2期(12世 紀後半～13世 紀前半)

C区 の竪4・ 竪10・ 土62・ 土70・ 土75・ 土85・P775、D区33住 、E区45住 ・46住 か ら出土 した遺物群 が

相 当す る。第1期 にみ られ なか った青磁、青 白磁 が加 わ る。特 に青磁 の出土量 が増加 し、龍泉窯系青磁 が 白

磁 を凌 駕す る。 その他、東海 産山茶椀 ・山皿 ・捏鉢 、常滑産甕 、土師器皿(手 ず くね)が み られ る。特殊 品

では、C区 青白磁 水注が出土 してい る。

第3期(13世 紀後半 から14世 紀前半)

C区 竪6、D区 溝17・18、P1042な どが相 当す る。前期 と同様 に、主体 とな るのは龍泉窯系青磁 で、白磁

皿lx類(口 禿 皿)、 東海産 山茶椀 ・捏鉢 、古瀬戸系卸皿 がみ られ る。

第4期(15世 紀後半)

E区 竪28・35・37、 土193・240・247、P1596の 遺構 が該 当す る。種 別で は、古瀬戸系卸皿 ・平碗 、内耳

鍋 、在 地産土師質播鉢、土師器皿(ロ クロ成形)が み られ る。 この時期 か ら、内耳鍋 がみ られ るよ うになる。

輸入磁器 が減 少 し、東海産 陶器 と在地産 の もので構成 され るようになる。
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第42図 中世の土器 ・陶磁器器種一覧(S=1/4)
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第10表 中世の土器 ・陶磁器一覧表

図

No.
実測番号 出土地点 注 記 ・器 種 法:量(cm) 残存度

色調 成形 ・調整 ・形態の特徴等
口径 底径 器高 口縁 底部

1 溝2-2 A溝2 溝2-165 山茶椀 椀 (6.2)
高台1/8

底1/4
暗灰色 内外 ロクロナデ、付高台のちナデ ・もみ圧痕 、底部回転 ヘラケズ リ

2 14住1 B14住 14住 一〇〇1 山茶椀 椀 (5.6) (5.2) 2.9 1/8 1/4 灰色 口縁 ヨコナデ、内外 ロクロナデ、付高台のちナデ

3 14住 一2 B14住 14住 一391 白磁 壺? (s.o) 1/6 暗灰色 体部外面回転 ヘラケズ リ、内面 ロクロナデ

4 15住 一1 B15住 15住 一〇〇4 白磁 碗 (15.4) 1/12 暗黄色
口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘラケズ リ、内面 ロクロナ

デ

5 17住 一9 B17住 17住 一397 山茶椀 山茶椀 (8.2) 1/4 淡灰色 内面ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘラケズ リ

6 土37-1 B土37 土37-078 青磁 碗 (4.8) 完 茶色 内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台露胎

7 土418-1 B土418 土418
東海系無

粕陶器
壼類 (15.0) 一部 暗灰色 口 縁 ヨコナ デ 、頸 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

8 P428-1 BP428 BP428 山茶椀 椀 (7.4) 1/4 灰色 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

9 検3 B検 出面 検出面179 山茶椀 椀 4.6 3/4 暗灰色 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台のちナデ、底部回転糸切

10 検2 B検出面 検出面180 山茶椀 椀 1/3
暗褐～淡緑

色

胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台露胎 、底部回転

ヘ ラケズ リ

11 23住 一1 C23住

23住 一459・

042・043・

044・045・

046・047・

048・049・

052

東海系無

粕陶・器
捏鉢 (30.0) (14.3) (13.0) 1/2 1/8 灰～黄灰色

口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナ

デ、付高台のちナデ

12 24住 一1 C24住 24住 一〇13 青磁 碗 (14.0) 1/12 暗緑色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

13 26住 一12 C26住 26住 一〇17
東海系無

粕陶器
山茶椀 (6.s> 1/4 淡灰色 胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ、 ケ ズ リダ シ高 台 、底 部 ヘ ラケズ リ、(も み圧 痕)

14 27住 一1 C27住

27住 一484・

竪10-593・

土70-512・

検603

常滑 甕 (44.4) 1/8
淡灰 ～暗灰

色

口縁 ヨコナデ、頸 ～胴部輪積 みの ちタタキの ちナデ、内面頸部 ロクロナ

デ ・胴部雑 な指ナデ

15 タ テ4-1 C竪4 竪4-050 青磁 皿? 10.8 1/12 淡緑色 口縁 ヨコナデ、胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ

16 タ テ4-2 C竪4 竪4-586 常滑 甕 (19.0> 1/4 灰色 口縁 ヨコナデ、頸部 ロクロナデ、内面工具 ナデ

17 タ テ6-1 C竪6 1竪6-051 白磁 ? 1/10 乳白色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

18 タ テ8-1 C竪8 竪8-589 山茶椀 碗 (7.0) 1/4 灰色 胴部 ・内面 ロクロナデ、付高台の ちナデ、底部回転ヘ ラケズ リ

19 タ テ8-2 C竪8 竪8-055 青磁 碗 (5.6) 1/4 暗緑色
胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ、削 り出 し高台、底部回転ヘ ラケ

ズ リ

20 タ テ8-3 C竪8 竪8-054
東海系無

粕陶器
捏鉢 (25.0) 一 部 灰色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

21 タ テ10-1 C竪10 竪10-058 土 師 ・器 皿 (12.4) 1/12 淡褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面指押

22 タ テ10-2 C竪10 竪10-059 青白磁 合子 (3.4) 1/4 淡青灰白色 内面 ロクロナデ
23 土62-1 C土62 土62-509 青白磁 合子 (3.6) 1/4 白灰色 胴部 ・内面 ロクロナデ、底部ナデ

24 土62-2 C土62 土62-079
東海系無
粕陶器

捏鉢 (12.0) 2/7 淡褐灰色
胴上部ロクロナデ ・下部回転 ヘラケズ リ、内面 ロクロナデ、付高台のち

ナデ、底部ナデ

25 土70-1 C土70 土70-083
東海系無

粕陶器
捏鉢 (27.0) 1/6 灰色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ
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図

No.
実測番号 出土地点 注 記 器 種

法 量(cm) 残存度
色調 成形 ・調整 ・形態の特徴等

口径 底径 器高 口縁 底部
26 土70-2 C土70 土70-084 常滑 甕 (15.6) 1/4 褐 ～茶褐色 胴上部ナデ ・下部ヘ ラケズ リ、内面 ナデ、底部 ナデ

27 土75-1 C土75 土75-085 青磁 碗 淡緑色 胴部 ・内面ロクロナデ

28 土85-1 C土85 土85-087 土師器 皿 (7.2) 1.3 1/4 淡 ～暗褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面ナデ

29 P775-1 CP775 P775-123 土師器 皿 (13.4) 1/8 淡褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面てず くね成形

30 検2 C検出面 検183
古瀬戸系

陶・器
灰粕皿 (12.8) 1/12 淡褐灰色 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

31 検1 C検出面 検187 青白磁 碗 (6.0>
高 台1/8

底1/10
暗灰色

胴部 ロクロナデ?ケ ズ リ?、 内面櫛描紋、ケズ リダシ高台露胎、底部回

転 ヘラケズ リ

32 検5 C検出面 検183 白磁 碗 (11.4) 一部 淡緑白色 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

33 33住 一1 D33住
33住 一621・

625
山茶椀 皿 (7.5) (4.5) 2.35 3/8 3/8

淡灰～淡褐
灰色

口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切

34 33住 一2 D33住 33住 一〇20 白磁 碗 (15.2) 1/16 灰緑色 口縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

35 竪:22-1 D竪22 1竪22-064 土師器 皿 (12.9) 1/5 榿褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ナデ

36 土133-1 D土133 土133-093 青磁 壼類 (15.8) 1/16 淡褐色 口縁 ヨコナデ

37 土161-1 D土161 土161-094 土師器 皿 7.85 6.3 1.2 2/3 ほぼ完 褐 ～明褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ・底部ナデ摩滅

38 土161-2 D土161 土161-095 土師器 皿 (7.6) (5.6) 1.4 3/8 3/4 淡褐 ～褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ・底部ナデ摩滅

39 P1042-1 DP1042 P1042-128 山茶椀 皿 (s.2) 1/8 淡灰 ～灰色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

40 P1155-1 DP1155 P1155-129 土師器 」皿1 (s.o) 1/8 淡褐色 口縁 ヨコナデ、胴部ナデ

41 溝17-1 D溝17 溝14-626 山茶椀 椀 (14.2) 1/7
淡灰～淡褐

灰色
口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

42 溝17-2 D溝17 溝17-168 山茶椀 椀
高 台1/8

底1/4
淡灰白色

胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面ロクロナデ、付高台のち

ナデ、底部回転糸切

43 溝17-5 D溝17 溝17-167
古瀬戸系
陶器

卸 」1皿 (7.6) 1/7 淡灰色 胴部 ロクロナデ、内面ヘ ラ描沈線、底部回転糸切

44 溝17-4 D溝17 溝17-171 青磁 碗 (5.3) 1/5 暗緑色 胴部回転ヘ ラケズ リ、内面ロクロナデ

45 溝18-2 D溝18 溝18-172 青磁 碗 (11.0) 一部残 暗緑色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

46 溝18-1 D溝18 溝18-172 青磁 碗 (15.8) 1/12 暗緑色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

47 検1 D検出面 検 出 面一188 白磁 碗 (12.4) 1/16 淡青緑色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

48 検2 D検出面 検 出 面一193 白磁 碗 (16.05) 1/16 灰白色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

49 検3 D検出面 検出面186 白磁 碗 (15.2) 1/20 灰白色 口 縁 ヨコ ナデ 、胴 部 ・内 面 ロク ロナ デ

50 検11 D検 出面 検 出面190 白磁 碗 (16.2)
乳白色～淡

黄灰白色
口縁 ヨコナデ、胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ

51 検12 D検 出面 検 出面189 白磁 碗 (6.7) 1/3 淡灰色
胴部 ・内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台、底部回転 ヘラケズ リ、内面粕

輪剥 ぎ

52 検10 D検 出面 検 出面190 青磁 碗 淡灰緑色 口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデ、内面 ロクロナデのち片彫 り?

53 検13 D検 出面 検 出面194 青磁 碗 (5.75) 1/3 緑色 胴上部ロクロナデ ・下部回転 ヘラケズ リ、内面 ロクロナデ

54 検9 D検 出面 検 出面664
東海系無
粕陶器

捏鉢 (26.2) わずか残
淡褐灰 ～灰

色

口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナ

デ

55 検8 D検 出面 検 出面197 常滑 甕 (15.0) 1/8
暗灰～暗褐

色
胴部 ・内面工具ナデ、底部ナデ

56 37住 一3 E37住 37住 一〇22 白磁 碗 (15.6) わずか残 淡緑灰白色 口縁 ヨコナデ、胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ

57 45住 一2 E45住 45住 一〇27 土師器 皿 (11.8) (s.o> 3.7 1/3 榿褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ロクロナデ、底部回転糸切?

58 45住 一1 E45住 45住 一〇26 白磁 碗 (15.6) 1/8 乳白色 口縁 ヨコ ナデ 、 胴部 ・内 面 ロク ロナ デ
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No.
実測番号 出土地点 注 記 ・器 種 法 量(cm) 残存度

色調 成形 ・調整 ・形態の特徴等
口径 底径 器高 口縁 底部

59 45住 一3 E45住 45住 一〇29 青磁 碗 (5.2) 3/8 淡灰緑色 胴部 ロクロナデのち鏑連弁文、内面 ロクロナデ、 ケズ リダシ高台

60 45住 一4 E45住 45住 一〇28
古瀬戸系

陶器
卸 一皿 (7.5) 1/6

淡灰褐～淡

黄褐色
胴部 ロクロナデ、内面 ヘラ描沈線 、底部回転糸切

61 46住1 E46住 46住 一〇31
東海系無

粕陶器
捏鉢 (34.1) 1/16 淡灰色 口縁 ヨ コナ デ 、胴 部 ・内面 ロ ク ロナ デ

62 46住 一2 E46住 46住 一〇30 青磁 碗 (12.8) わずか残 暗緑色 口縁 ヨコナデ、胴部 ロクロナデのち鏑連弁文、内面 ロクロナデ

63 47住 一1 E47住
47住 一〇33・

034
青白磁 水注 (3.6) 一 部 淡青色 口縁 ヨコナデ、注口欠損 、体部浮 き彫 り、内面 ロクロナデ

64 竪28-1 E竪28
竪28-068・

P1564-161
土器 土師質播鉢 (26.0) 1/6 褐 ～灰褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面 ナデ

65 竪35-1 E竪35 竪35-071 青磁 碗 (5.25) 完 暗緑色 内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台のちナデ、底部 回転ヘ ラケズ リ

66 竪37-1 E竪37 竪37-075
古瀬戸系
陶器

卸皿 (6.4) 1/5
淡灰褐～淡
黄褐色

胴上部回転ヘ ラケズ リ ・下部 ナデ、内面ヘ ラ描沈線、底部回転糸切

67 土193-1 E土193
土193-104・

P1596-164
土器 内耳鍋 (20.0) 1/8

暗褐 ～黒褐

色
胴上部ナデ ・下部 ヨコナデ、内面 ロクロナデ、底部 ナデ

68 土215-1 E土215 土215-111 青磁 碗 (11.6) 1/S 淡緑色 口 縁 ヨコナ デ 、胴 部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

69 土223-1 E土223 土223-115 青磁 碗 (24.9) 1/8 灰色 胴部 ・内面 ロクロナデ、ケズ リダシ高台

70 土240-1 E土240 土240-118 土師器 皿 (10.2) (6.6) 2.6 1/8 褐色 口縁 ヨコナデ、胴部 ・内面ロクロナデ、底部回転糸切

71 土247-1 E土247 土247-121
古瀬戸

系陶器
平碗 (15.6) 1/8 淡緑灰色

口縁 ヨコナデ、胴上部 ロクロナデ ・下部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナ

デ

72 P1596-1 EP1596 P1596-164 土器 内耳鍋 (31.1) 1/14 暗褐色 口縁 ヨコ ナデ 、 胴部 ・内 面 ロ ク ロナ デ

73 検1 E検 出面 検 一202 白磁 碗 (15.4) 1/16 淡緑灰白色 口縁 ヨコナデ、胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ

74 検2 E検 出面 検200 白磁 碗 (15.3) 1/16 淡緑灰白色 口縁 ヨコナデ、胴部回転ヘ ラケズ リ、内面 ロクロナデ

75
トレ ンチ

1

A

トレ ンチ
T-204 青磁 碗 (4.6) 1/3 暗灰色 ケズ リダシ高台、底部回転ヘ ラケズ リ



第43図 中世の土器 ・陶磁 器(1)
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第44図 中世の土器 ・陶磁 器(2)
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2金 属器

金属器 は、鉄器127点 、銅製品37点 の総計164点 が出土 した。 この うち実測可能 な鉄器42点 、銅 製品2点 の

計44点 を図化提示 した。鉄器 は、伴出 した土器 によって帰属時期 を推定すると、平安前期2点 、平安 後期8点 、

細時期区別不明 だが平安時代の もの1点 、中世1期6点 、中世2期21点 、 中世3期7点 、中世4期4点 、細

時期区分不明だ が中世の もの16点 、時期不 明62点 であ る。帰属時期 の判 明 した ものは少 ないが、判明 した も

の について各地区の出土分布 をみてい くと次の とお りになる。A区 で は平安後期8点 と平安時代1点 で ある。

中世 に属 す る ものは一 点 もない が、 これ はA区 に中世 の遺構 が少 ないため と思われ る。それ に比 して、B区

で は中世1期6点 及び 中世1点 、D区 では 中世2期2点 と中世3期7点 で あり、平安期 の ものはみ られ ない。

さらにC区 、E区 では平安 時代 の ものが極 少量 なの に対 し、中世 の もの は20点 近 くあり、E区 では特 に中世H

期 もの が多 い。 また、鉄澤 も総計20点 、総量607g出 土 してい る。以下 、実測可能 であった もの を器種 ごとに

み てい くこと とす る。 なお()内 の数字 は、遺物の掲載No.で あ る。

刀子類(第48・49図 第11表)

刀子類 は計6点 出土 してい る。平 安後期1点(2)、 中世1期2点(3・4)、 中世2期1点(36)、 時期

不 明2点(18・39)で ある。完形品 は皆無 で、破損 が著 しいため分類 は困難で あるが、全 て平棟平 造 と思わ

れ る。棟部 の厚 さは、ほ とん どが3mmで あるが、時期不明の18・39は4～5mmと やや肉厚で あ る。比 較的
まち なかご

残存率 が高 く、関部 の残 っている ものは、3と39の2点 である。3は 関が不 明瞭で あ り、茎部 に木質部 が錺

着 している。14は 両 関造 りで、刀関 よ りも棟関の方 が緩やか になってい る。

鉄鍼(第48図 ・49図 第11表)
の

2点 が出土 しており、40は細時期区別不明だが中世の遺構出土、20は帰属時期不明である。20は 刃先 と:箆
しろ

代尻 が欠損 してい るが、雁股鎌 であ る。長野県埋蔵文化財 セ ンター(以 下県埋文)に よる中南信地方 出土 の

奈 良時代 ～ 中世 におけ る鉄鍬 の分類(第46図)か らす る と、VIIIb類 かVIIIc類 に属 す ると思 われ る。40は ほ

ぼ完形 であ る。VI類 に属す ると思 われ るが、頸部 がやや短 い。錆膨れ によ り明瞭 にはわか らない が、VI類 で

あ るな らば両丸造 か片丸造 、あるい は片平鏑造で あると思われ る。

釘(第48図 ・49図 第11表)

実測可能 な ものは22点 で、中世2期6点 、中世3期2点 、細時期区分不 明だ が中世の遺構 よ り3点 、不 明

11点 で あった。地 区 ごとにみ ると、A区 は1点 も出土 してお らず 、B区2点 、C区5点 、D区6点 、E区9点

とE区 の点数 が多い。頭部が欠損 して いるため、分類不可能 なの もが大半 を しめてい る。頭部 が残 存 して お

り分類 が可能 な もの を、県埋文 による古代 ～近世 にお ける釘 の分類(第47図)に よって分類す る と、Ib類

1点(13)、Ila類1点(9)、Ilb類1点(29)、IVa類3点(5・6・30)、Va類2点(19・23)、IVaも しくは

Va類 と思 われ る もの1点(33)、IVも しくはV類 と思われ る もの1点(43)で ある。いず れ も1、2点 程度

であ り、 この時期 の傾向 をみ ることはで きないが、IVa類 、Va類 がやや多 く出土 してい る。断面形 でみ ると、

一辺3 .5mm～9mmの 方形 もしくは正方形 であり、細い ものか ら太 いものまで種類 は豊富であるが、一辺5～6

mmの ものが最 も多い。E区 出土 の ものは、大半 が この タイプで ある。
ひうちがね

燧鉄(第48図 第11表)

1と12の2点 が出土 している。1は 時期不 明で あるが、12は 中世2期 の遺:構出土 である。 どち らも断面は

先端部 にい くほ ど太 くなる台形 をな し、燧鉄の特徴 を現わ してい る。1は 、基部 の形状 が山形 をなす もので

あ る。12も 山形 であ るが、上部 に透 か しの飾 りを持 ち、山形 の裾部両端 が上 に張 り出 してい る。大 きさは、

どち らも縦 の長 さはほぼ 同 じで あるが、横の長 さは12の 方 が1よ りもやや大 きい。

鉄鐸i(第48図 ・49図 第11表)

鉄鐸 と思 われ るものは、2点 出土 してい る。14は 中世2期 、41は 中世4期 の遺構 か ら出土 した。14は 、厚
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さ約1mmの 鉄板 を筒状 に丸 め た もので あ り、上端 部 は欠損 してい る。残 存部 の合 わせ 目は接 してお らず 、

粗雑 な造 りで ある。41は 、胴部縦 半分 と上部 を欠損 してい るが、厚 さ約1mmの 鉄板 を丸 めて お り、鉄鐸 の

破片 である と考 えられ る。

器種不明品(第48図 ・49図 第11表)

実 測可能 な鉄 製 品の うち、器種 が特定 で きなかった もの が8点 あ る。 中世2期1点(31)、 中世3期2点

(22・26)、 中世 の もの2点(7・1Q)、 帰属時期不 明3点(16・27・44)で ある。 それ ぞれの形状 につい て

は、第11表 鉄 器 ・銅製 品一覧 を参 照 されたい。

鉄澤

鉄澤 は、総数20点(6079)が 出土 した。 内訳 は、平安前期1点(149)、 平安後期7点(3589)、 中世2期

2点(62g)、 細 時期 区分 不明 だが中世6点(101g)、 時期不明 の もの4点(72g)で ある。地 区 ご とにみ る

と、A区 では、平安後期 は8住 か ら5点(336g)、 時期不 明の もの はP12か ら1点(12g)で ある。B区 で は、

時期不明の もの が検 出面 か ら1点(6g)出 土 してい る。C区 では、平 安前期の もの が土97か ら1点(14g)、

中世の ものが23住 か ら3点(439)出 土 で ある。D区 では1点 も出土 していない。E区 で は、平安後 期 は39住

か ら2点(229)、 中世2期 は45住 か ら2点(629)、 中世 ものは41住 か ら1点(89)、49住 か ら1点(109)、

土215か ら1点(409)、 時期 不明の もの は土213か ら1点(449)、 検 出面 か ら1点(109)の 出土 で ある。全

体的 にみて、E区 か らの出土 が多い。

銅 製品(第48図 ・49図 第11表)

銭貨 以外の銅製品 は、5点 出土 してい る。 うち2点 のみ実測可能で あった。11は 平安前期の遺構 か らの出

土で ある。欠損部 が大 き く、残存 部は幅180mm、 厚 さ20mmの 板状 をしてお り、端 が丸 くなってい る。15は 、

細かい時期区分 はわか らないが中世の もので ある。何 らかの器の口縁部 だと思われ るが、 こち らも欠損 が激

しく、器種 を確定す ることは困難で ある。

銭 貨(第50図 第12表)

総計32点 が出土 してい る。出土遺構…か ら時期 をみてい くと、帰属時期不 明の もの9点(1・3・4・5・

6・18・30・31・32)以 外 は、すべて細 時期区分不 明だが 中世の ものであ る。地区 ごとにみる と、A、B区

か らは1点 も出土 して お らず、C区 か らは6点 、D区 は23点 、E区3点 で あ り、D区 出土 の もの が大半 を しめ

てい る。貨幣名 が特定で きた ものは21枚 で ある。 その種類 と数量 は、開元通寳3点(11・17・23)、 至道元
き ね い

實1点(10)、 祥符元實1点(12)、 皇宋通實2点(2・18)、 熈寧元寳4点(20・22・27・31)、 元豊 通寳3点

(7・24・30)、 元祐通實2点(9・25)、 政和通寳1点(3)、 洪武通寳2点(8・26)、 永楽通寳1点(19)

で ある。 これ を鋳 造時期別 にみ ると、唐銭3点 、北宋銭14点 、明銭3点 となる。 また、下二文 字 が 「元 寳」

とわ かる ものが一枚 あ り(13)、 その他の10点 は破損、摩滅 が激 しいため貨幣名 は特定できなかった。C区 検出

面(3・4・5・6)、D区 土125(7・8)、D区 土162(10・11・12・13・14・15・16)、D区 土184(19・20)、

D区P1306(21・22・23・24・25・26)、D区P1449(27・28・29)は 同一地点 よ りの一括 出土 で あ る。 この

うち、土125とP1306の ものは、木板 に付着 した状態 で出土 し、D区 土164(17)も1点 のみの出土 で あるが木

板 と供 に出土 して お り、地鎮の ための もので ある可能性 が高 い。 また、19が 出土 したD区 土184は 火葬墓 で

ある。
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第47図 金属器凡例

第46図 鉄鍼分類図
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分 類

1
頭部端面と平坦にし方頭形
にしたもの

a 地面中心部に膨らみをもつもの

b
上方わずか斜めから叩かれた痕跡

をもつもの

II
基部上端を斜め上方から叩
いて先端を尖らせたもの

a 片面から叩いたもの

b 両面から叩いたもの

皿
基部を単に曲げ頭部にしたも
の

a 基部上位を折り曲げたもの

b 基部中位を折り曲げたもの

N
基部上端を叩き延ばし、その
後単に曲げたもの

a
基部断面が方形又は方形に近い
長方形を呈するもの

b
基部断面の辺の比が、2;1あるい
はそれに近いもの

V

基部上端を墾を入れて叩き

延ばし、その後折り曲げたも
の

a
先端部が薄く広く叩き伸ばされ、直

線的に曲げられたもの

b 先端部は丸く曲げられたもの

VI

基部上端を墾を入れて叩き

延ばし延伸部を折り返して頭
造りをしたもの

a

延伸部は折り返されているがその
後、折り曲げられず 「コ」形を呈する

もの

b
折り返され頭づくりされた後、折り
曲げられたもの

w 基部上面に皿を載せたもの

a 円形の皿を載せたもの

b 菱形の皿を載せたもの

C 隅入長方形の皿を載せたもの

皿 その他

A B C D E

1

1

1

2 1

1 1

第47図 頭 部 形 状 か らみ た 釘 の 分 類 図

長野県埋蔵文化財センター1989『 中央 自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書3一 その2一 吉 田川西遺跡』第118表 をもとに作成。

A、B、C、D、Eは 各地区名 の欄は各地 区からの出土数(ただし分類不可能なものはのぞく)。
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第11表 鉄器 ・銅製品一覧

掲 載No. 器 種 出土地点 時 期 形状 ・形態 、残存状態

1 燧鉄 A区 試掘 トレンチ 不明 山形の もの、断面 は先端部 にい くほど太 くなる台形、先端部厚 さ3㎜ 、全長縦24㎜ 横67㎜

2 刀子 A区10住 平安後期 身部の一部、切先 ・蹴 欠、平棟平造、榊 厚 さ3㎜

3 刀子 B区14住 中世1期 茎部 と身部の一部、茎尻欠、関不嚇 、平棟平造、棟部厚 さ3㎜ 、茎部 に木質部瀦

4 刀子 B区15住 中世1期 身部 との一部 、欠損部大 、平棟平 造、棟部厚 さ3㎜

5 釘 B区P357 不明 Wa類?断 面方形(6×7㎜)、 全長77㎜

6 釘 B区P653 不明 Wa類 脚尻欠、断面方形(5×6㎜)

7 不明 C区23住 中世 断面台形の棒状の ものを一方の端を曲げ鉤状をなす、両端先欠、鉤状 の側 は先端 に行 くにつれ細 くなる

8 釘? C区24住 中世 頭部欠、断面正方形(8×8㎜)、 嚇 部長 さ83㎜ 、比較 鰍 きい

9 釘? C区24住 中世 Ila類?脚 部欠、断配 方形(5×5㎜)、 頭部断面は円形 に近い

10 不明 C区24住 中世 上部 ・脚先欠、断配 方形(上 部8×8㎜ 、下部6×6㎜)、 嚇 部長 さ160㎜

11 不明 C区31住 平安前期 銅製、欠損部大、幅180㎜ 、厚 さ20㎜ の板状 をなす、片端 が丸 くなる

12 燧鉄 C区 土62 中世2期 上部左半部欠、山形で あるが上部に透 か しの飾 りを持つ、山形の禰 端 は上 に張 り出す、先端部厚 さ5㎜ 、全長縦23㎜ 横83㎜

13 釘 C区 土62 中世2期 Ib類?脚 部欠、断面正方形(5×6㎜)

14 鉄鐸 C区 土70 中世2期 上端部 欠、厚 さ1㎜ の板 を筒状に丸 めている、噺 部の舗 せ 目は接 していない

15 椀? C区P773 中世 銅製、何 らかの器 の口縁部 と思 われ る

16 不明 C区P827 不明 脚先欠、頭部 は上部の広 くなる円柱形 をな し、その中心 に直径5㎜ ・高 さ6㎜ の空洞カミあく、脚部断配 方形(5×5㎜)

17 釘 C区P891 不明 頭部、脚尻欠、断面方形(5×4㎜)

18 刀子 C区 建5(P915) 不明 欠損部大 、両端部欠損、平棟平造、榊 厚 さ4㎜ 、肉厚

19 釘 C区 検出面 不明 Va類?脚 先欠、断面方形(4.5×5㎜)

20 雁股錺i D区 竪23 不明 WII纐 測IIC類 、刃先 ・箆代尻欠、刃部断面三角形 、内側に刃を造 る、鰍 断面方形(8×9.5㎜)、 箆代部断面方形(6×5mm)

21 釘 D区 土181 不明 頭部 ・脚敗 、断面方形(4×3.5㎜)

22 不明 D区 建6(P1027) 中世3期 ほぼ正三角形 をなす、断面方形(40×5㎜)

23 釘 D区 建6(P1051) 中世3期 Va類?脚 欣 、断面正方形(7×7mm)、 嚇 部長 さ7.3㎜

24 釘 D区P1231 不明 頭 部 欠 、 断面 正 方 形(5.5×5.5㎜)

25 釘 D区 溝18 中世3期 頭部 ・脚先欠 、断面方形(5×6㎜)

26 不明 D区 溝18 中世3期 頭部 ・脚尻欠 、断面正方形(7×7㎜)、 噺 部長148㎜

27 不明 D区 検出面 不明 上部欠、下端部 に向 うにしたがって繊 共に糸田くなる、断面方形(中 央部12×5㎜ 、下部9×4mm)

28 釘 D区 検出面 不明 頭部 ・脚先 欠、断配 方形(5×5㎜)

29 釘? D区 検出面 不明 Ilb類の可能性 もあり、断面方形(8×9mm)、 全長65㎜

30 釘 E区45住 中世2期 Wa類?頭 部両轍 、断面正方形(7.5×7.5㎜)、 全長86㎜

31 不明 E区45住 中世2期 両端 は丸みを帯び、下端部 にい くにっれて細 くなる直方体 、断面方形(上 部25×11㎜ 、下部17×7㎜)

32 釘? E区45住 中世2期 頭部 ・脚先 欠、断面方形(6×5㎜)

33 釘 E区45住 中世2期 IVa無 しくはVa類 、脚尻欠、断面方形(5×6㎜)

34 釘 E区45住 中世2期 頭部欠、断面方形(6×5㎜)

35 釘 E区45住 中世2期 頭 部 ・脚先 欠 、断 面 方形(3.5×4mm)

36 刀子 E区45住 中世2期 平棟平造、棟部厚 さ3㎜ 、身部下端 ・茎部欠、身部 中央 に木蘇 鯖

37 釘 E区49住 中世 頭部欠、断面方形(6×5.5㎜)

38 釘 E区 竪29 不明 頭部欠、断面方形(5×6㎜)

39 刀子 E区 竪30 不明 平棟平造、醐 造、刃関よ り欄 の方 瀬 やかとなる、切先 ・身部一部 ・茎敗 、棟部厚 さ5㎜

40 鍬 E区 土215 中世 噸?た だ 噸 部 がやや短 い、両丸造 か版 造 か片平鏑造 、全長170mm、 箆被断面正方形(10×10㎜)、 箆代部断配 方形(7×7㎜)

41 鉄鐸? E区 土240 中世4期 厚 さ1㎜ の鎌 を丸 めた もの、胴部縦 半分 、上部欠

42 釘 E区 土245 不明 頭部欠、断配 方形(4.5㎜ ×4.5㎜)

43 釘? E区 廃土 不明 VかVI類 の可能性有 り、両端部欠、断面方形(4.5×6mm)、 上部は緩やかに段 をなして細 くなる

44 不明 E区 検出面 不明 片轍 、断面は偏平 な板状 をなす(1×8㎜)、 中心 でやや細 くなり、端 にいくにっれて また太 くなる



第48図 金属器(1)
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第49図 金属器(2)
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第12表 銭 貨 一 覧

掲 載

No.

図

No.
貨幣名 書体 出土地点 時 期 初鋳年 径 備 考

1 不明 C区21住 不明 不明 22.0 完形 、摩滅大

2 皇宋通寳 築 C区P773 中世 1308(北 宋) 24.0 一部欠
、摩滅大

3 政和通寳 分階 C区検出面 不明 1111(北 宋) 24.5 2/3残 存 、4点 一 括 出 土

4 不明 C区 検出面 不明 不明 不明 一部欠、4点 一括出土

5 不明 C区 検出面 不明 不明 不明 一部欠、4点 一括出土

6 不明 C区 検出面 不明 不明 不明 一部欠、4点 一括出土

7 1 元豊通寳 行 D区 土125 中世 1078(北 宋) 24.0 完形、2点 一括出土

8 洪武通實 D区 土125 中世 1368(明) 24.0 完形、2点 一括出土

9 2 元祐通寳 行 D区 土125 中世 1093(北 宋) 24.0 一 部 欠 、8・9と は別 地 点 出土

10 3 至道元寳 真 D区 土162 中世 995(北 宋) 25.0 完形、7枚 一括出土 、木板付着

11 開元通寳 D区 土162 中世 621(唐) 24.5 完形、7点 一括出土 、木板付着

12 4 祥符元實 D区 土162 中世 1009(北 宋) 25.0 完形、7点 一括出土 、木板付着

13 □□元寳 真 D区 土162 中世 不明 24.0 1/2残 存、7点 一括出土、木板付 着

14 不明 D区 土162 中世 不明 24.0 完形、摩滅大、7点 一括出土 、木板付着

15 不明 D区 土162 中世 不明 23.0 1/2残 存、7点 一括出土、木板付着

16 不明 D区 土162 中世 不明 不明 小破 片、個体数不 明、7点 一括 出土

17 開元通寳 D区 土164 中世 621(唐) 不明 1/2残存 、木板付着

18 5 皇宋通實 蒙 D区 土173 不明 1038(北 宋) 25.0 一部欠

19 6 永楽通寳 D区 土184 中世 1408(明) 24.5 完形 、2点 一括 出土

20 熈寧元寳 真 D区 土184 中世 1068(北 宋) 24.0 完形 、摩滅大、2点 一括 出土

21 不明 D区P1306 中世 不明 24.0 3/4残存 、摩滅大 、6点 一括 出土 、木板付着

22 熈寧元寳 蒙 D区P1306 中世 1068(北 宋) 24.0 一部欠 、摩滅大、6点 一括出土 、木板付着

23 7 開元通寳 D区P1306 中世 621(唐) 24.0 完形 、6点 一括出土、木板付着

24 8 元豊通寳 行 D区P1306 中世 1078(北 宋) 24.5 完形 、6点 一括出土、木板付着

25 元祐通寳 蒙 D区P1306 中世 1093(北 宋) 24.5 完形 、6点 一括出土、木板付着

26 9 洪武通寳 D区P1306 中世 1368(明) 23.0 完形、6点 一括出土、木板付着

27 熈寧元寳 真 D区P1449 中世 1068(北 宋) 23.0 完形、摩滅大、3点 一括出土

28 不明 D区P1449 中世 不明 24.0 一部欠、摩滅大、3点 一括出土

29 不明 D区P1449 中世 不明 24.0 一部欠、摩滅大、3点 一括出土

30 元豊通寳 E区 竪32 不明 1078(北 宋) 不明 破片、欠損大

31 10 熈寧元寳 蒙 E区 土245 不明 1068(北 宋) 25.0 完形、32と は別地点 出土

32 不明 E区 土245 不明 不明 不明 破片、欠損大、31と は別地点出土

第50図 銭貨
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3石 器 ・石 製 品

(1)回 収個体群 の概 要

新村遺跡第1次 調査 で は61点 の石器 を回収 した。そのほ とん どが共伴出土 した土器の型式か ら平安 時代 も

しくは中世 に帰属 す ると推定 され る。現場段階 では主 に硬砂岩 を素材 とす る広 義の石・器(主 に、竈構 築材 と

中世 に帰属す る と考 えられ る土坑の覆土 に認 め られ た礫 お よび礫 片)を 多 く検 出 した。 その ほとん どについ

ては図面 と写真 で出土状 況等 を記録 し、回収 しなかった。主 として、二次加工の認め られ る狭義 の(よ り限

定 的には機能 を推 定 し易い硯形石器 と:砥石状石器 な どに代表 され る)石 ・器を回収 したが、整理作業 の結果、

礫 お よび機能 を推 定 しに くい礫片 ・剥片類 などの石器 が少 なか らず回収 されてお り、石器の認定 ・回収の基

準 を明確 に提示 で きな くな った。

(2)石 材概観(第18・19表 参照)

10%を 超 える石材 は、硬砂岩(11点)、 チ ャー ト(9点)、 安山岩(8点)、 溶 質凝灰岩(8点)、 凝灰岩

(7点)で あ り、そのほ か変質凝灰 岩(3点)、 黒耀岩(3点)、 花 闇 閃緑岩(3点)、 砂岩(2点)、 砂 質頁

岩(2点)、 粘板岩(2点)、 花 闇岩(1点)、 頁岩(1点)、 石英(1点)で ある。

(3)器 種概観註1(第18・20=表 参 照)

10%を 超 える器種 は、礫片1類(10点)、 砥石状石器(9点)、 礫(8点)、 礫片(8点)、 礫片複 合(7点)

で あり、そのほか剥片(3点)、 礫片2類(3点)、 礫石 器2類(2点)、 礫石器複合(2点)、 二次加工 の ある

剥片(2点)、 硯形石 器(2点 、第51図ID39・44)、 襖状石核(1点)、 石核(1点)、 鎌形石器・(1点)、 微

細剥離痕 ある剥 片(1点)、 礫 石器3類(1点)で ある。

(4)母 岩別資料概観(第17=表 、第51図 参照)

接合 ・母岩 識別作業 を行 った結果 、接合資料3例6点 、同一母岩 資料3例7点 を確認 した。総回収個体数:61点

か ら礫 お よび接合の可能性 のない個体数 を引いた差 を分 母 とし、総接合個体数 を分子 と して算出 した接合率

は12.0%で ある。同様 に、総 同一母岩個 体数 を分子 と して算 出 した同一母岩 率 は14.0%で あ り、接合率 と同
一母岩率の和 、すなわ ち母岩構成率 は26.0%で あ る。なお、総接合個体数 を接合母岩数 で除 した平均接合個

体数 は2点 で ある。以下で は接合 ・同一母岩 資料 を母岩 ごとに概観 す る。

母岩ID1(CrAsO4、lDO4・05・49)

溶質凝灰岩 が素材で あ る。IDO4の 帰属 遺構 はSB13、IDO5の 帰属遺構 はSKO60で あ り、ID49は 帰属遺構 が

不明で ある。三点 とも板 状の砥石状石器で ある。

母岩lD2(Tu16、 接合番号R16、lD16・57)

凝灰岩 を素材 と した板状の砥石状石器で同一遺構内(SPO652)で の接合資料 である。接合面 は折 れ、 もし

くは折 り取 り面で ある。

母岩ID3(HSa40、 接合番号R40、lD40・41)

硬砂岩 を素材 と した礫片複合の同一遺構内(SP1192)で の接合資料 である。

母岩ID4(Tu46、 接合番号R46、lD46・47)

凝灰岩 を素材 とした砥石状石器 で、接合面 は折れ 、 もしくは折 り取 りである。ID46・47と もに帰属遺構 は

不明で ある。

母岩lD5(HSa54、lD54・55)

両個体 と も硬砂岩 を素材 とす る礫片で ある。同一遺 構内(SBO2)か らの 出土で ある。

母岩lD6(An59、lD59・60)

両個体 とも安 山岩 を素材 とした礫片複合で あ り、同一遺構 内(SK218)か らの出土で ある。

(5)ノ」、系吉

石・器の認定 ・回収基準 を統 一 し、個 々の遺物 の出土地 点の三次 元座 標の記録 に よる回収精度 の向上 が、石

器群の共時態的 、通時的把握 には肝要で ある。

[補註]

註1本 項で用いた器種名は 『岡の宮遺跡1』(太 田 2001)で の仮設 定義 を用 い たの で、参 照 され たい。

[主要 引用 ・参考 文 献]

太 田圭郁1998「 ② 石器 ・石製 品」 『境 窪遺 跡 ・川西 開 田遺跡1・H』 松本 市教育 委 員会pp.75-105

太 田圭郁2000「4石 器 」 『平瀬 遺跡II』 松 本 市教育 委員 会pp.93-122

太 田圭郁2001「3石 器 」 『岡の 宮遺 跡1』 松 本市教 育委 員会pp.25-29

加 島・泰祐2001「B石 器」 『平 田北遺 跡W』 松 本市 教育 委員 会pp.18-19

総回収個体 61 単独率 74.0%

接合個体数 6 接合率 12.0%

同一母岩個体数 7 同一母岩率 14.0%

母岩別資料個体数 13 母岩構成率 26.0%

母岩数(接合資料母岩数) 6(3)平均接合個体数 2.0

自然礫(非接合対象個体) 11 自然礫含有率 18.0%

三次元座標記録個体数 12 三次元座標記録率 19.7%

遺構帰属個体数 50 帰属遺構率 82.0%

第13表 主要諸元一覧

遺構略号 遺構名
SB 住居祉
SC 建物趾
SD 溝状遺構
S1 竪穴状遺構
SK 土坑
SP ピッ ト

TK 検出面
TT トレンチ

TY 排土
TZ 試掘 トレンチ

石材略号 石材名
Ob 黒耀岩
An 安山岩
CrAs 溶質凝灰岩
GrDi 花歯閃緑岩
Gr 花醐岩
HSa 硬砂岩
Sa 砂岩
Sash 砂質頁岩
Sh 頁岩
McTu 変質凝灰岩
Tu 凝灰岩
Sl 粘板岩
Ch チ ャー ト

Qu 石英

器種略号 器種名
C 石核
F 剥片
BC 襖状石核
FP 鎌形石器
RF 二次加工ある剥片
MF 微細剥離痕ある剥片
P 礫
PT 礫片
PTl 礫片1類
PT2 礫片2類
PTC 礫片複合
P2 礫石器2類
P3 礫石器3類
PC 礫石器複合
Ws 砥石状石器
Su 硯形石器

第14表 遺構略号一覧 第15表 石材略号一覧 第16表 器種略号一覧
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母岩皿⊃ 母岩番号 接合番号 ID(括弧内非接合) 出土遺構 接合個体数 総個体数 残存率 重量(9) 分離順序 備考
1 CrAsO4 MO4 (04),(05),(49) 04(SB13No.1),05(SKO60No.1),49(TK) 0 3 一 174.6 ■

2 Tu16 R16 16,57 16(SPO652),57(SPO652) 2 2 1/2 59.4 ■

3 HSa40 R40 40,41 40(SP1192),41(SP1192) 2 2 1/16 121.0 一

4 Tu46 R46 46,47 46(TK),47(TK) 2 2 1/4 24.6 一

5 HSa54 M54 (54),(55) 54(SBO2),55(SBO2) 0 2 一 7.0 一

6 An59 M59 (59),(60) 59(SK218),60(SK218) 0 2 ■ 123.0 一

第17表 母岩別資料一覧

石材略号 C F BC FP RF MF P PT PT1 PT2 PTC P2 P3 PC Ws Su 計 接合個体数 接合率 石材略号
Ob 1 1 1 3 0 0.0% Ob

An 2 1 4 1 8 0 o.oi An

CrAs 1 4 3 8 0 0.0% CrAs

GrDi 3 3 0 o.oi GrDi

Gr 1 1 0 0.0% Gr

HSa 2 2 4 1 1 1 11 2 18.2% HSa

Sa 1 1 2 0 0.0% Sa

Sash 1 1 2 0 0.0% Sash

Sh 1 1 0 o.oi Sh

McTu 1 1 1 3 0 o.oi McTu

Tu 1 6 7 4 57.1% Tu

Sl 2 2 0 0.0% Sl

Ch 1 2 1 1 4 9 0 0.0% Ch

Qu 1 1 0 o.or Qu
計 1 3 1 1 2 1 8 8 10 3 7 2 1 2 9 2 61 6 9.8% 計

第18表 石材単位器種組成

出土遺構1 Ob An CrAs GrDi Gr HSa Sa Sash Sh McTu Tu S1 Ch Qu 計 出土遺構1 C F BC FP RF MF P PT PTl PT2 PTC P2 P3 PC Ws Su 計
SBO2 2 2 SBO2 2 2

SBO5 1 1 SBO5 1 1

SBO8 1 1 SBO8 1 1

SB10 1 1 SB10 1 1

SB13 1 1 SB13 1 1

SB24 1 1 2 SB24 1 1 2

SB25 1 1 SB25 1 1

SB26 1 1 1 3 6 SB26 5 1 6

SB33 1 1 SB33 1 1

SB39 1 1 SB39 1 1

SB45 1 1 SB45 1 1

SD25 1 1 SD25 1 1

SJO4 1 1 SJO4 1 1

SJ14 1 1 S_T14 1 1

SJ17 1 1 S_T17 1 1

SJ20 1 1 SJ20 1 1

SKO60 1 1 SKO60 1 1

SKO62 3 1 1 5 SKO62 1 1 1 2 5

SKO81 1 1 SKO81 1 1

SK191 1 1 SK191 1 1

SK193 1 1 SK193 1 1

SK218 2 2 SK218 2 2

SPOO72 1 1 SPOO72 1 1

SPO173 1 1 SPO173 1 1

SPO210 2 2 SPO210 2 2

SPO652 2 2 SPO652 2 2

SPO940 1 1 SPO940 1 1

SP1007 1 1 SP1007 1 1

SP1020 1 1 SP1020 1 1

SP1042 1 1 SP1042 1 1

SP1192 2 2 SP1192 1 1 2

SP1450 1 1 SP1450 1 1

SP1456 1 1 SP1456 1 1

SP1458 1 1 SP1458 1 1

SP1483 1 1 SP1483 1 1

TK 1 3 1 3 8 TK 1 2 1 4 8

TY 1 1 TY 1 1

TZ 1 1 2 TZ 1 1 2

計 3 8 8 3 1 11 2 2 1 3 7 2 9 1 61 計 1 3 1 1 2 1 8 8 10 3 7 2 1 2 9 2 61

第19表 遺構単位石材組成 第20表 遺構単位器種組成

ID 出土遺構1 出土遺構2 器種 重量 石材 母岩 接合 実測図 備考 ID 出土遺構1 出土遺構2 器種 重量 石材 母岩 接合 実測図 備考
of SBO5 No.1 PT1 580.0 GrDi 単 一 31 TZ トレンチ1 P2 5.2 HSa 単 一

02 SBO8 竈 PTC 8200.0 Gr 単 一 32 TY 一 PTC 696.0 McTu 単 口

03 SB10 No.25 PT2 638.0 Sa 単 一 33 SB33 SE PTl 16.8 GrDi 単 一

04 SB13 No.1 Ws 41.6 CrAs CrAsO4 MO4 0 34 S_T14 SE PC 8.0 Qu 一 一

05 SKO60 No.1 Ws 96.0 CrAs CrAsO4 MO4 0 35 SJ17 一 FP 0.5 Ob 単 口

06 SKO62 No.1 PT2 406.0 Ail 単 一 SC3 36 S.T20 一 PTl 38.8 HSa 単 胴

07 SKO62 No.2 PTC 458.0 An 単 一 SC3 37 SP1007 口 P 15.6 HSa 一 ■ SC2

08 SKO62 No.3 PTC 878.0 Art 単 ■ SC3 38 SP1020 脚 RF 4.9 Ob 単 口 SC6

09 SKO62 No.4 PT 314.0 CrAs 単 鱒 SC3 39 SP1042 No.1 Su 110.0 Sl 単 0 SC6

10 SKO62 No.5 PT1 300.0 HSa 単 一 SC3 40 SP1192 一 PTC 112.0 HSa HSa40 R40 O

11 SPOO72 一 F 6.1 Ch 単 一 SC2 41 SP1192 一 PT2 9.0 HSa HSa40 R40 0
12 SPO173 一 C 54.0 Ch 単 暢 42 SP1450 一 PT 5.3 Sh 単 鱒 SC6

13 SPO210 一 PTl 414.0 An 単 一 43 SP1456 一 PT1 54.5 Sash 単 一 SC6

14 SPO210 一 PT1 2376.0 An 単 一 44 SP1458 一 Su 7.6 S1 単 0 SC6

15 TK 一 P2 138.0 McTu 単 一 45 SD25 一 PT 17.4 CrAs 単 一

16 SPO652 口 Ws 30.6 Tu Tu16 R16 0 46 TK 一 ws 14.4 Tu Tu46 R46 0

17 SB24 NW PTl 18.6 HSa 単 一 47 TK 一 Ws 10.2 Tu Tu46 R46 0
18 SB24 No.1 Ws 650.0 Tu 単 0 48 TK 一 ws 14.2 Tu 単 0
19 SB25 NW P 71.0 HSa 一 一 49 TK 一 ws 37.0 CrAs CrAsO4 MO4 0

20 SB26 }Wv PC 60.0 McTu 一 一 50 SB45 SW F 14.8 Sash 単 一

21 SB26 NW P 110.0 Ch 一 口 51 SK191 一 F 4.3 Ch 単 圃

22 SB26 NW P 13.4 Ch 一 一 52 SK193 ■ PTl 9.5 HSa 単 一

23 SB26 NW P 120.0 Sa 一 ■ 53 SP1483 陶 PT1 38.2 GrDi 単 ■

24 SB26 NW P 9.7 CrAs 一 口 54 SBO2 SW PT 4.5 HSa HSa54 M54 0
25 SB26 NW P 25.4 Ch 一 一 55 SBO2 SW PT 2.5 HSa HSa54 M54 0

26 S丁04 No.7 P3 738.0 ATl 一 0 56 TK 一 PT 11.0 CrAs 単 一

27 SKO81 一 P 252.0 Ch 一 一 57 SPO652 一 ws 28.8 Tu Tu16 R16 0
28 SPO940 一 BC 13.4 Ch 単 一 58 SB39 NW PT 2.3 Tu 単 "

29 TK 一 MF 1.2 Ob 単 一 59 SK218 一 PTC 70.5 AT] An59 M59 O SC9

30 TZ トレンチ1 RF 5.5 Ch 単 一 60 SK218 一 PTC 52.5 A17 An59 M59 0 SC9

筥 ク1…霧 石 器 厨 卜生一 監 61 TK 一 PT 27.8 CrAs 単 鱒一 見
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第51図 石器 ・石製品
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V【 調査 の ま とめ

今 回の新村遺跡 の発 掘調査で は、出土遺物の検討 か ら古代 ～中世 を6期 の時期 区分に大 別で き る。古代 で

は、平安時代 前半 と後半 の2期 、 中世 では12～15世 紀 を4期 に区分 した(V遺 物1・2参 照)。 ここで は、

この時期 区分 に則 り、古代 ～ 中世 の遺構 の分布 お よび変遷について、時期 ごとに概観 したい。

1集 落 の変遷

平安時代前半=松 本平 土器編 年5～7期(8世 紀末～9世 紀後葉)

20住 ・21住 ・22住 ・30住 ・31住 ・土91・ 土92ざ 土95・ 土97が 該当す る。 この時期 の遺構 は、すべてC区 に

分布 してい る。住 居祉 は5軒 検出 されてお り、すべてC区 西端 に集 中 してみ られ る。確認 され た遺構数 も少

なく、限定 された区域 に しか確認で きない ことか ら、小規模 な集落形成で あった と推定 で きる。 また、20・

21・30住 出土遺物 の 中に、美濃須衛 窯産の須恵・器甕がみ られ るが、近在す る秋葉原古墳群や安塚 古墳群 の副

葬 品のなかに、美濃須衛 窯産須 恵器 が多 くみ られ、 これ らとの関連 も注 目され る。

平安時代後期:松 本平 土器 編年11～12期(10世 紀後葉～11世 紀前葉)

A区8住 ・旧8住 ・10住 、B区17住 、C区26住 、E区37住 ・39住が該当す る。該期の住居祉 は、D区 を除

くほぼ全域 で確 認 されてい る。遺構 の分布 を見 ると、B・C区 は密集度 が低 く、住居祉1軒 あるいは2軒 が

近接 してい るだ けの、散 在的 な状況 を呈 してい る。 しか し、A区 で は一辺約35mの 方形 区画溝(溝2)に 囲

暁 された空 間に、竪穴住居祉 と掘立柱建物肚 などが集 中してい る。 この区画内部の分布状況 をみ ると、溝2か

ら分岐 した溝5に よって、区画内 を更 に南 北2区 画 に分 けてお り、北側 に竪穴住居祉群 、南側 に掘立柱建物

祉 とピッ ト群 が集 中す る様相 を呈 してい る。該期 の こ うした遺構 の あ り方 は、塩尻 市吉田川 西遺跡 に類例 が

み られ る。吉 田川西遺跡 では、一・辺45mの 方形 区画 の内側 が、東西2区 画 に分 け られ、西側 に竪 穴住居肚群 、

東側 に掘 立柱建物肚群 が分布 して い る。報 告書で は、方形 区画 の=溝を、防御 的な性格 をもつ 「濠」 と考 え、

これ らに囲暁 され る遺構 群 を 「領主 」層の 「館」 としてい る。新村遺跡A区 の区画溝 は、吉 田川 西遺跡 と比

較 して規模 が小 さく、 また出土遺物 に特殊性 が窺 えるものが少 ないが、遺構 が平安 時代後期 の11世 紀代 が中

心 となってい る点、区画溝で囲暁す る点、区画内 を2分 し、竪穴住居祉群 と掘立柱建物祉群 に分 けて いる点

な どの共通 した特徴 が ある。 この ことか ら、新村地 区の該期 における領主の館的 な性格 が考 え られ よ う。

中世1期(11世 紀後 半～12世 紀中頃)

11世 紀前半 にみ られた 「館」 的な遺構 は継続せ ず、 この時期 には一旦途絶 えて しま う。該期 の遺構 は、B

区の小規模 な竪穴(14・15住)と 建1お よびピッ ト・土坑群が該当する。集落内に、竪穴 と掘立柱建物祉の2種

類 の建物 がみ られ る。遺物 では、白磁 が多量 に出土す るとい う大 きな特徴 がみ られ る。

中世2期(12世 紀後 半～13世 紀前 半)

C区 竪4・ 竪10・ 土62・ 土70・ 土75・ 土85・P775、D区33住 、E区45住 ・46住 が該 当す る。遺構 のあ り方

は、中世1期 と同様 に、竪穴 ・ピッ ト群(掘 立柱建物肚)・ 土坑 が散在 してい る。遺物 では、 中世1期 に搬

入 がは じまった白磁 に加 え、青磁 ・青 白磁 が組成の 中にみ られ るよ うになる。特 に青磁(龍 泉 窯系)の 出土

量 は、白磁 を凌駕 するよ うになる。

中世3期(13世 紀後半～14世 紀前半)

B区 溝28、C区 竪6、D区 建6・ 溝17・ 溝18・ 土161が 該 当す る。遺構 では、 この時期 に大 きな変化 がみ ら

れ る。D区 に大形の建物 止6が 出現す る。建6は 、主屋2×5間 で周囲に1間 分の庇 が付 き、 さらに北側 に1間

分の孫庇 が付 くとい う特殊 な形態 を している。 この建物祉 は、該期 の もの としては、松本市 内最大級 の規 模

を もつ もの であ る。また、建6南 側 に建物肚 と主軸 を同一に して延 び る溝17・18は 、建6の 区画 か、2条 平

行 して延び る点 か ら道路遺構の可能性 も考 えられ る。 この区画溝 を伴 った建6は 、該期 の中心 的な建物 と し
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て考えられる。また、B区 を東西に走る溝28は 、この時期に開墾 されたものとして捉えられる。 このことか

ら、該期に新たな有力者の出現が窺え、新たな溝を開墾 した開発が行なわれた可能性が考えられ る。

中世4期(15世 紀後半)

14世紀後半～15世紀前半は遺物 ・遺構についてははっきりせず、今回の調査部分は居住域 として利用 され

なくなる。15世 紀後半になると、E区 南東部に掘立柱建物祉 ・柱穴列 ・竪穴状遺構 ・土坑で構成 される。こ

れ らが組み合わさって、1軒 の屋敷地を構成 していたもの と考えられる。

2条 里的区画溝について

今回の調査では、約100m～120mの 間隔で、溝により方形に区画 された地割が確認 された。これは、以前

より指摘 されていた新村条里的遺構の地割である可能性が高い。以下、発見された溝区画について記述する。

(1)今 回の調査結果の検討

調査区のA区 とE区 の南端には、流路祉が発見 された。この流路 は、昭和57年 に行なわれた県営ほ場整備事

業で、地形が改変 され るまでは水流があり、実際に耕作などに使用されていたもので、「堂沢」 とい う名称

が付けられていた。この堂沢は、東へ向けて流れており、松本市島立の三の宮で奈良井川 に流れ込 んでいる。

堂沢は、中央自動車道長野線の調査において、三の宮遺跡の北端で確認されており、その調査所見では、11

世紀 までは大 きく蛇行 した自然流路であったものを、人工的に改修 している状況 を指摘 している。本調査

A・E区 で発見 された堂沢 も開析が深 く、かな り古 くから存在 した自然流路 と考えられる。この ことか ら、

この堂沢がこの地区の基本水路 となっている可能性が高い。

これに対 して、B・C・D・E区 で検出された溝群(6・7・12・13・14・22・23・26・28・29)は 、直線

的で、主軸が東西 ・南北方向に一致 し、人工的に開墾 された可能性が高い。これらの溝は、調査区外へ延び

ており、延長 して想定した場合に方形区画が看取できる。方形区画と考えた場合の溝の間隔は、南北に通る

D区 の溝22・23とC区 の溝13で は240mを 測る。なお、溝13とE区 東端で、現在の道路 と重なる部分の距離は

138～140mを 測る。東西に通るものとしては、B区 溝28とE区 溝26と の距離は68m、 旧堂沢と溝26は68～74

mを 測 り、溝26は 溝28と 旧堂沢の中間に位置する。また、溝22・23を 調査区外南側へ直線で伸ばす と、小野

神社の西端の溝 と一致する。

(2)島 立条里的遺構の展開 との比較

島立地区では、中央自動車道長野線関係の調査で島立地区の土地開発の変遷について大 きな成果 を得てい

る。この調査では、およそ4段 階の画期を設けて島立地区の条里地割の展開を考察している。

第1段 階は、7世 紀後半以降で、自然地形に従って流れ る河川 を利用 して開発が行なわれた時期にあた

る。このときは、まだ条里地割にはなっていなかったようである。

第2段 階は、9世 紀後半～9世 紀後半で西から東へ流れ る河川 は、およそ1町 ごとに配置 され る。しか

し、南北の境界線は、地形 に合わせた開発 となっている。

第3段 階では、11世 紀後半～12世紀前半で、再開発が行なわれた時期である。第2段 階で開発 された河川

が10世紀代 に荒廃するが、これを再び利用 して開発 される。

第4段 階は14世紀以降で、これ以降安定 した土地管理が行なわれ、現在の地割の基礎 となった。

この島立地区の開発状況では、4つ の画期がみられるが、新村においては、3つ の画期がみ られる。第1の

画期は、今回の調査地が初めて居住地として利用される8世 紀末～9世 紀にかけての時期である。 この段階

には、堂沢は存在 していたものの、その他の区画溝は未開墾であったものと考えられる。第2の 画期は、A

区に区画溝に囲暁 された 「館」跡が出現 した10世紀後半から11世紀である。島立地区での本格的な再開発は

11世紀の後半か らであり、それに先行する形で新村が開発 されていることが注 目される。しか し、まだ安定

した土地管理がなされていなかったようで、大規模な条里区画の溝の開墾などは、あまり進んでいなかった
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ようである。第3の 画期は、本格的に条里的な開発が入った13世 紀後半から14世紀前半以降の時期である。

D区 にみ られる大形建物の建6か ら、有力者の出現が窺え、区画溝 もほぼ1町 間隔に開かれる。島立地区で

も14世紀以降は、安定 した土地管理が行なわれてお り、島立 ・新村両地区のかつての表面条里の地割と一致

す る。このことから、新村における本格的な条里区画の形成は、13世紀後半～14世紀前半以降 と考 えられる。

また、文献史料では、「諏訪大社下社文書」の応永七年(1400)の なかに、「信濃国筑摩郡春近領塩尻東西 ・

小池東西 ・新村南方等」 との記述がみられ、新村が春近領であったことも、開発の歴史を考える上では加味

しなければならない要因である。

今回は、新村地区における初めての古代～中世にかけての集落肚の発掘調査であった。調査結果から、従

来から指摘 されていた新村条里的遺構の存在が濃厚 となり、新村地区だけでなく、奈良井川西岸域 を含めた

開発史 を考える上で大 きな資料 を得 ることができた。

最後に、本調査にあたり多大なご理解とご協力をいただいた松本大学 ・松商学園短期大学、ならびに地元

の皆様に感謝の意 を表 して本書の締めくくりとしたい。
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平安時代前半(8C末 ～9C後)

平安時代後半(10C後 ～11C前) 圏 竪穴住 居 ・竪穴状遺構

ロ 堀立柱建物 趾

鞠 区画溝

三…1…1……三…推定 区画溝

第52図 集落の変遷(1)
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中世1～2期(11C後 ～13C前)

中世3～4期(13C後 ～14C前 ・15C後)
S=1/5,000

第53図 集 落の変遷(2)
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写真図版

D区 建6



図版1

調査区傭1敢(写 真上方が東)

調査区全景(写 真上方が東)



図版2

A区 全景(写 真上方が東)

B区 全景(写 真上方が西)



図版3

C区 全景(写 真上方が北)

D区 全景(写 真上方が北)



図版4

D区 建6(写 真上方が北)

E区 全景(写 真上方が東)



図版5

A区 南側遠景

B区 東側遠景



図版6

A区8住 出土状況

(西から)

A区8住 カマ ド出土状況

(西から)

A区8住 カマ ド完掘状況

(西か ら)



図版7

A区8住 カマド支脚出土状況

(西から)

支脚上に土師器椀が2点 伏せ

て置かれている

A区8住 カマ ド支脚出土状況

(西から)
一番上に置かれた土師器椀

を取 り除く

A区8住 カマド支脚出土状況

(西から)

支脚上に置かれていた土師

器椀2点 を取 り除 く



図版8

A区8住P1出 土状況

(西から)

A区 旧8住カマ ド出土状況

(西から)

A区6住 完掘状況

(南から)



図版9

A区10住 出土状況

(西から)

A区10住 カマ ド出土状況

(西から)

A区10住 遺物 出土状況

(No.38)



図版10

A区 建3出 土状況

(北から)

A区 柱穴列1出 土状況

(東から)

A区 溝2出 土状況

(東から)



図版11

A区 溝5・9お よび溝

2・3・8出 土状況

(東か ら)

B区15住 出土状況

(西から)

B区17住 出土状況

(西から)



図版12

B区17住 完掘状況

(西か ら)

B区17住 焼土範囲

出土状況

(西から)

B区 建1出 土状況

(東から)



図版13

B区 土26出 土状況

(南から)

B区 土26遺 物出土状況

B区 土26完 掘状況

(北から)



図版14

B区 土36出 土状況

(南から)

C区19住 完掘状況

(東から)

C区26住 出土状況

(東から)



図版15

C区26住 カマ ド出土状況

(東か ら)

C区 建4・ 竪9完 掘状況

(西から)

C区 建5・ 竪7完 掘状況

(西か ら)



図版16

C区 竪7出 土状況

(南から)

C区P826出 土状況

(東か ら)

C区P826遺 物 出土状況

(No.99・100他)



図版17

D区 建6出 土状況

(西か ら)

D区 土134出 土状況

(西から)

D区 土134完 掘状況

(東か ら)



図版18

D区 土158完 掘状況

(西から)

D区 土161出 土状況

(東から)

D区 土162銭 貨出土状況

(東から)



図版19

D区 土169完 掘状況

(東から)

D区 土175完 掘状況

(東から)

D区P1042硯 出土状況



図版20

E区45住 出土状況

(東か ら)

E区45住 完掘状況

(東か ら)

E区46住 出土状況

(西から)



図版21

E区48住 出土状況

(北か ら)

E区 建7出 土状況

(南から)

E区 柱穴列2出 土状況

(東から)



図版22

E区 建8出 土状況

(南から)

E区 建9出 土状況

(南から)

E区 柱穴列3・ 建8・ 建9

出土状況(西 か ら)


