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序

歴史をひもときますに,紀貫之の「土佐日記」で,承平 5(935)年 12月 ,任 を解かれ

た貫之が長岡郡国府を出発して,京都に着くまでの旅日記の中に,「大湊よりなわ

のとまりを追はむとてこぎいでけり」,「十日けふはこのなわのとまりにとまりぬ」

と書き残されているわが町奈半利町は,藩政時代は参勤交代の通行路,幕末の激動

期には中岡慎太郎をはじめ志士達の脱藩の道など歴史の要路として重要な役割を

果たしてきた野根山街道の起点にあたり,奈良時代末期から平安時代前期の寺院コ

ゴロク廃寺跡が発見されています。それに加えて多気坂本神社が延喜 5(905)年 式

内社として神名帳に登載されていることなどを考え合わせて,古代には安芸郡の産

業,文化の中心として栄えていたことをうかがい知ることができます。

ところで,今回,本村部圃場整備事業に伴い,平成11年度から平成13年度まで実

施したコゴロク廃寺跡及びコゴロク遺跡群の発掘調査の結果をまとめてみました。

このことから言えますことは,文化財はわが国の歴史,文化の正しい理解のため,

欠くことのできないものであり,かつ,将来の文化の向上発展の基礎をなすもので

ありまして,貴重な国民の財産であります。特に,埋蔵文化財につきましては,古代

住民の生活様式を解くかぎとして貴重なものであり,歴史を築き上げてきた先人た

ちの営みがしっかりと刻み込まれています。これら残された貴重な文化遺産の保護

に万全を期し,未来の世代に伝えていくことが我々に与えられた使命であり,こ れ

からも大切にしていくことが当然の責務であると決意を新たにしております。

終わりに臨み,発掘調査から本書作成にあたって,全面的にご指導,ご協力を賜

りました側高知県文化財団埋蔵文化財センター調査課班長廣田佳久氏をはじめと

する埋蔵文化財センター職員各位,高知県教育委員会,安芸耕地事務所並びに発掘

作業,整理作業に従事していただいた皆様,調査にご協力くださった地元関係者及

び地域住民の方々に対しまして,哀心より厚くお礼申し上げます。

平成15年 3月

奈半利町教育委員会

教育長 濱中 芳久



例言

1.本書は余半利町が高知県の委託を受け,平成 11年度から平成 13年度まで実施 したコゴロク遺跡

群 (コ ゴロク廃寺跡,普光院跡,中里遺跡)の発掘調査報告書である。

2.発掘調査は,高知県教育委員会並びに財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センターの指導のも

と,奈半利町教育委員会が調査主体 となり実施 した志

3.整理作業は,財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター調査第四班長廣田佳久の指導のもと奈

半利町教育委員会主事平島丈徳が行った。各年度における調査・整理事務,総括は奈半利町教育

委員会があたり,平成10年度は教育次長門田 透,平成 11・ 12年度は教育次長門田 透,主事平

島丈徳,補助員影山統一,平成 13年度は主事平島丈徳,補助員濱渦徳幸が行った。

4.本書の執筆は遺構を平島,遺物を廣田が行い,写真については現場写真が現場担当の門田・平島,

遺物写真については廣田が撮影 し,編集等は廣田が行った。なお,文末にも執筆者を記入 して

ヤヽる。

5,遺構については,SB(掘立柱建物跡),SA(塀 。柵列跡),SK(土坑),SD(溝跡),SE(井戸跡),SU(畝

状遺構),P(ピ ット)で表示 し,各年度ごとの通 し番号である。また,掲載 している遺構の平面図の

縮尺はそれぞれに記 してお り,方位 Nは 日本測地系 (旧 日本測地系)に おけるGNで ある。なお,報

告書抄録には世界測地系 (日 本測地系2000)を 記入 している。

6.遺物については,それぞれに縮尺を貼付 しているが,原則として弥生土器,瓦は縮尺 1/4,その他

は縮尺 1/3で実測図を掲載 している。遺物番号は通 し番号とし,挿図と図版の遺物番号は一致 し

ている。

7.調査にあたっては,高知県安芸耕地事務所,奈半利町建設課,財団法人高知県文化財団埋蔵文化

財センター名木 郁氏のご協力を頂いた。また地元の方々にも遺跡に対する深いご理解とご援助

を頂き,厚 く感謝の意を表したい。

8.整理作業は下記の方々に協力を得た。記 して感謝する次第である。

石井幸代,五島理佐,高松花子,森雪乃 (現,桃田雪乃),島村加奈,元木恵利子,松田美香,森川歩 ,

横山めぐみ,山崎邦代,後藤雅子,大塚典子,川 添明美

9.出土遺物は,平成 10年度を98-NK,平成 ■年度を99-7NK,平 成 12年度を00-6NK,平 成

13年度を01-20NKと 注記 し,奈半利町教育委員会において保管 している。
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第 I章 序章

1.イよじめ に

本書は,高知県の委託を受け,平成11年 度から平成13年度まで実施したコゴロク廃寺跡,普光院跡 ,

中里遺跡 (コ ゴロク遺跡群)の 緊急発掘調査の結果をまとめたものである。これらの調査は,高知県が

平成 11年度から5カ 年計画で実施している奈半利町本村部県営圃場整備事業に伴い,工事区域内に

所在する遺跡 (埋蔵文化財)の うち工事の影響を受けるものについて事前に発掘調査を行い記録保存

を図ることを目的として,奈半利町教育委員会が調査主体となり実施した。

これらの遺跡は,平成6年度から平成7年度に高知県教育委員会が実施した遺跡詳細分布調査に

よって,工事施工区域内のコゴロク廃寺跡,普光院跡,中里遺跡の3カ 所が埋蔵文化財包蔵地として

周知されており,工事施工区域全域の遺跡の分布状況を把握するための確認調査を平成10年度に

行った。

確認調査の結果,コ ゴロク廃寺跡から普光院跡,中里遺跡にかけて遣物包含層が連綿と続いてい

たため,コ ゴロク廃寺跡と普光院跡は従前のとおりとして,そ れ以外の区域の遺跡範囲を拡大し,中

里遺跡と合わせてコゴロク遺跡群と遺跡名称を変更した。 (門 田 )

2.調査 の契機 と経過

(1)契機 と経過

コゴロク廃寺跡は古くから知られた古代寺院跡で,『南路志』の奈半利村の頂に古瓦が出土すると

記載されている。この地域の地形は,東側 (山側)が湿田地帯,西側が奈半利川旧河道の痕跡がみられ

る地形となっており,その間の微高地部分から南側の養老年間に開設された野根山街道にかけての

区域に古代寺院及び周辺の集落が存在 したものと考えられる。

また,普光院跡は中世の社寺跡であり,出土遺物には備前焼の香炉などがある。コゴロク遺跡群

は確認調査の結果,遺跡範囲を

拡大するとともに名称変更 を

行った遺跡である。この遺跡の

性格は,弥生時代から中世にか

けての一般の集落であ り,南側

に遺存するコゴロク廃寺跡 と

の関連 も考えられる。これらの

遺構 は比較的浅い部分 に遺存

する。

確認調査において,コ ゴロク

廃寺 を区画すると考えられる

堀跡 (南限は未確定)が検出され ,

堀の内側では瓦が集中する部

コゴロク遺跡群

図1 遺跡位置図
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分 も確認 した。また,遺物包含層が削平され遺存 しない箇所 もあり,遺構は表土直下ときわめて浅い

部分に遺存することが判明した。

本調査は,平成11年度から計画されていた本村部回場整備事業に伴うもので,奈半利町が高知県

(安芸耕地事務所)の委託を受け,奈半利町教育委員会が調査主体 となり,高知県教育委員会並びに高

知県文化財団埋蔵文化財センターの指導のもとに実施 した。調査対象となったのは,工事によって

掘削される排水路計画線であり,表土直下に遺構の遺存する箇所は遺跡保護のため盛土することと

なった。調査期間は,コ ゴロク廃寺跡から普光院跡,コ ゴロク遺跡群と継続 して行い,平成 11年度か

ら平成 14年度までであった。調査終了後,年次的に工事が施工されてお り,遺跡のうち排水路工事

部分は掘削されている。 (門 田 )

(2)確認調査

県営奈半利町本村部回場整備事業に伴い,当該計画地域内に所在する埋蔵文化財包蔵地 (コ ゴロク

廃寺跡,普光院跡,中 里遺跡)お よび遺跡周辺部について,埋蔵文化財の所在 と範囲を明らかにするた

め平成 10年度に事前の確認調査を実施 した。

当該区域内には,前述のコゴロク廃寺跡,普光院跡,中里遺跡の3遺跡の所在が知られてお り,コ

ゴロク廃寺跡のみ調査例があり,その出土遺物から古代寺院であったものと考えられている。コゴ

ロク廃寺跡は奈良時代中葉に創建された寺院跡で安芸郡寺 との評価 もあり,出土遺物には6世紀前

半の須恵器杯蓋から13世紀代の青磁などがみられ,古墳時代から中世にかけての複合遺跡である。

普光院跡 と中里遺跡は平成 6・ 7年度に高知県教育委員会が行った高知県遺跡詳細分布調査で発見さ

れた遺跡で,普光院跡は中世の

社寺跡 とみ られ,青磁の香炉な

どが出土 し,中 里遺跡は弥生時

代から中世にかけての遺物が表

採 される散布地となっている。

なお,確認調査開始に当たり,

事業者である県の耕地課 と事前

協議を行った結果,水路予定地

以外,耕作土を除 く土層につい

ては極力掘削を行わない設計 と

な り,確認調査は水路計画部分

を中心に確認 トレンチを設定す

ることとした。

① 調査の概要

調査は,工事区域約 264,000だ

を対象 とし,調査地区を北から

中里地区 (中里遺跡),百石地区(普

光院跡),コ ゴロク地区 (コ ゴロク

2

図2 遺跡の範囲と調査対象地 (S=1/20,000)
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r,v

/

■■ 平成10年 度

■■ 平成■年度

■■ 平成12年度

■■ 平成13年 度

図3 全体図(S=1/5,000)
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廃寺跡),平松地区 (周知の遺跡は未確認)の 4地区に分け,確認 トレンチを中里地区に7カ 所,百石地区

に 19カ 所,コ ゴロク地区に32カ 所,平松地区に5カ 所の計 63カ 所設定 し,平成 10(1998)年 12月 14日

から平成 11(1999)年 2月 18日 まで行った。調査面積は625ゴであった。このうち58カ 所から遺物が

出土 し,38カ 所から遺構が検出された。

なお,調査は遺物包含層と遺構の有無の確認までとし,おおまかな時期の把握までに留めた。ただ

し,重要な遺構については調査 し,性格の判断材料を得ることに努めた。また,コ ゴロク地区につい

ては,コ ゴロク廃寺跡を重要遺跡 と位置付け,寺域の確認を目的とした トレンチを設定した。

② 調査地区の概要

i中里地区

7カ 所に2× 2mの試掘 トレンチを設定 して調査を実施 した結果,TR-1～ 7では中世の遺物包

含層並びに古代から中世にかけての遺構 を検出した。しかし,明確な古代の遺物包含層は確認でき

なかった。

本地区の基本層序は,第 I層表土層,第 Ⅱ層明黄掲色シル ト層,第Ⅲ層灰色～灰褐色シル ト層,第

Ⅳ層暗褐色シル ト層 (マ ンガン粒を多量に含む),第 V層黄色シル ト質粘土層 となってお り,第 Ⅲ～Ⅳ

層が遺物包含層で,第 V層上面で遺構が検出できた。

ii百石地区

19カ 所に2× 2mの試掘 トレンチを設定 して調査を実施 した結果,TR-8～ 26で は中世の遺物

包含層並びに古代から中世にかけての遺構 を検出した。しかし,明確な古代の遺物包含層は確認で

きなかった。

本地区の基本層序は第 I層表土層,第 工層黄灰色～明黄褐色シル ト層,第Ⅲ層灰色～灰掲色シル

ト層,第Ⅳ層灰色～暗褐色シル ト層 (マ ンガン粒を多量に含む),第 V層暗灰掲色～暗黄灰色シル ト質

粘土層となってお り,第Ⅳ層が遺物包含層で,第 V層上面が遺構検出面である。なお,TR-20付近

では弥生時代の遺物包含層である暗灰褐色シル ト層 (ト レンチによって土層番号は異なる)が検出され

た。また,TR-24。 26では第Ⅲ層と第Ⅳ層の間に砂ないし砂礫の進積がみられ,河川の氾濫があっ

たことが推察される。

� コゴ回ク地区

23カ 刃Fに 2× 2 rn, 9ヵ 刃蕉に3

44を 中心に寺を区画したと考え

幅150m以上)を確認 した。また
,

びに古代か ら中世にかけて

の遺構を検出し,一部の トレ

ンチで古代の遺物包含層が

認められた。

本地区の基本層序は第 I

層表土層,第 Ⅱ層黄褐色砂質

シル ト層,第Ⅲ層黄色シル ト

イ

×20mの試掘 トレンチを設定 して調査を実施 した結果,TR-39・

られる溝跡 (幅 4～ 6m,深さ08～ 10m,推定東西幅約90m(300尺 ),南北

TR-33・ 62を 除 くすべての トレンチにおいて中世の遺物包含層並

/

T

A

図4 平成 10年度TR-39

↑

Ｂ

o  ° 6°



質層,第 Ⅳ層灰黄色～灰責褐色

シル ト層 (マ ンガン粒を多量に含

む),第 V層責灰色砂層 となって

お り,第Ⅳ層が遺物包含層で,第

V層上面で遺構が検出された。

ただし,コ ゴロク廃寺推定地は

周辺より標高が高 く,遺物包含

層等は削平 され,第 I層 表土層

直下が遺構検出面となっていた。

表土層
責掲色砂質シルト層
責色シル ト質砂層
灰責色シルト質砂層
責灰色砂層
にぶい黄色シルト質砂層
責褐色シルト質砂層
褐灰色砂層

第 I章 序章

6  6  6  VⅥ Ⅶ

遺構坦土 (SD0001)
1灰黄色砂質シルト層
2明黄褐色砂質シルト層
3灰黄色砂質シルト層
4責灰色シルト層
5明責褐色砂質シルト層
6明責褐色砂質シルト層
7責灰色砂質礫

0    1    2m

N―

層
層
層
層
層
層
層
層

序

Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

層
第
第
第
第
第
第
第
第

図5 TR-39 SD0001東壁セクション図

表 1 試掘 トレンチ遺構・遺物一覧表 1

地区名 TR
トレンチ規模

(単位 :m) 検出遺構 出土遺物

中里

1 20× 20 ピット2イ固 須恵器片 l

2 20× 20 ピット4個 土師器片 6

3 20× 20 ピ ッ ト 1イ固 土師器片 13,そ の他 2

4 20× 20 ピット3個 土師器片 1,須恵器片 1,青磁片 1

5 2_0× 20 ピット1イ固 土師器片 3

6 20× 20 ピット1個 土師器片 5

7 20× 20 土師器片 17,須恵器片 2,陶 器片 1

百 石

8 20× 20 石列 土師器片 133.須 恵器片2.青磁片 2

9 20× 20 土師器片 101,須 恵器片4,瓦器片 1

10 20× 20 石列

11 20× 20 ピット3個 土師器片 65

つ
る 20× 20 土師器片 1

20× 20 自然流路 土師器片27,須恵器片 1,そ の他 3

14 20× 20 ピット4個 土師器片 18,陶 器片 1

20× 40 土師器片 1,須恵器片 1

16 20× 20 土師器片 123,須 恵器片6,瓦器片 1,青磁片 1

17 20× 20 ピット4個 土師器片2,須恵器片 1

０
０ 20× 20 ピッ ト5個 須恵器片 1

19 20× 20 土師器片 21,須恵器片 1,瓦器片 1,陶 器片 2,そ の他 1

20 20× 20 ピット4個 土師器片 62,その他 2

９

々 20× 20 土師器片 7

つ
ね

つ
る 20× 20 土師器片 5,須恵器片 2

つ
る 20× 20 土師器片2,須恵器片ユ

24 20× 20 土師器片 3

つ
々 20× 20 土師器片 67,須恵器片 1,その他 1

26 20× 20 土師器片 14,須恵器片 3
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表2 試掘 トレンチ遺構・遺物一覧表2

地区名 TR
トレンチ規模
(単位 :m) 検出遺構 出土遺物

コゴロク

27 20× 20 土師器片2

28 20× 20 ピット2個 土師器片 1

29 2.0× 20 ピット1個 土師器片 6,古瓦片 1,そ の他 2

30 20× 20 土師器片 7

つ
υ 20× 2.0 ピ ッ ト 1イ固 土師器片 26,須恵器片 1

32 20× 2.0 土師器片 1,土錘 1

33 20× 2.0

34 3.0× 20 ピット45個 ,溝 1,土坑 1
土師器片 116,須恵器片9,瓦器片23,古瓦片 1

白磁片 1,陶器片 1,そ の他 3

35 20× 2,0 ピット2個 土師器片 5

36 20× 20 ピット2個,性格不明 1 土師器片 31,須恵器片6,瓦器片4

37 20× 20 ピット3個 土師器片 9,須恵器片 5

38 2.0× 20 自然流路
土師器片 16,須 恵器片5,瓦器片 1,陶 器片 3,

その他 2

39 30× 20

溝 1,ピ ット25個,土坑 1

SD0001

土師器片 62,須恵器片6,古瓦片6,白磁片 8

土師器片 38,須恵器片 29,古瓦片 10,瓦質土

器片 1,その他 1

40 20× 2.0 性格不明 1
土師器片46,須恵器片21,瓦器片2,古瓦片7,

青磁片 1,その他2

41 20× 2.0 ピッ ト4個
土師器片 48,須恵器片4,瓦 器片 7,瓦 質土器

片 1,青磁片 2,その他2

つ
々

刀
仕 20× 2.0 石列

土師器片 132,須恵器片44,古瓦片4,青磁片 1

その他 2

43 20× 2.0 石列
土師器片29,須恵器片 17,古瓦片1,青磁片 1

瓦質土器片2

44 30× 20

溝2,ピ ット1個
土師器片 10,須恵器片 5,白磁片 1,青磁片 1

陶器片 8,瓦質土器片 1,そ の他 2

SD0002
土師器片 39,須恵器片 10,古瓦片30,土錘 1

その他 3

45 3.0× 20 溝2,ピ ット37イ固
土師器片 289,須恵器片 44,瓦器片4,古瓦片

40,陶器片 2,土錘 5,その他8

46 27× 3.2 性格不明 1 土師器片4,古瓦片 1

47 25× 70 溝 1
土師器片36,須恵器片17,古瓦片250,陶 器片 5,

土錘 1,その他 1

48 20× 20 須恵器片 1,古瓦片2

49 3.0× 2.0 溝 1 土師器片 3,須恵器片3,古瓦片 3

50 3.0× 31 土坑 2,溝 5,ピ ット16個
土師器片 57,須恵器片 9,瓦 器片 1,古瓦片

312,青磁片 1,陶器片 5,土錘 1

1.5× 14.8 溝 1,ピ ット4イ固
土師器片 23,須恵器片 75,古瓦片20,陶器片 1

その他2

つ
々 1.5× 10 溝 1,ピ ット2イ固

土師器片 11,須恵器片 27,古瓦片2,瓦質土器

片5,そ の他 3

０
０

医
υ 20× 10 土師器片 1,須恵器片 1

54 15× 33 溝 1 青磁片 1

55 1.5× 9,4 土師器片 2,須恵器片 3,瓦器片4,青磁片2

56 15× 1,0



地区名 TR
トレンチ規模

(単位 :m) 検出遺構 出土遺物

平松

ワ
‘

員
υ 20× 20

58 20× 20 土師器片3

59 20× 20 土師器片 4,白磁片 2

60 20× 20

61 20× 20 溝 1 土師器片 16,須恵器片 10,古瓦片 1

コゴロク
62 20× 20 瓦質土器片 1

つ
０

揆
υ 20× 30 ピ ッ ト1イ固 土師器片 6,須恵器片 1,古瓦片 94

表3 試掘 トレンチ遺構 。遺物一覧表 3

第 I章 序章

図 6 TR-44・ 47

V]― w
(DL=780m)

層序              第Ⅵ 2層 灰黄褐色礫質砂層    遺構埋土 (SD0002)

第I層 表土層         第Ⅵ 3層 褐灰色砂層       1灰 白色砂質ンルト
第Ⅱ層 灰白色シルト層     第Ⅶ層 にぶい黄橙色シルト質砂層  2灰白色砂質シルト
第Ⅲ層 黄橙色砂質シルト層   第Ⅷ層 にぶい黄橙色シルト質粘土層 3掲灰色砂質シルト
第Ⅳ層 掲灰色砂質シルト層   第Ⅸ層 褐灰色砂質礫層      4褐 灰色砂質シルト
第V層 にぶい黄橙色砂質シルト層                  5掲 灰色シルト
第Ⅵ層 にぶい黄橙色シルト質砂層                  6灰 色粘土
第Ⅵ■層 にぶい黄橙色シルト質砂層           0     1     2m

図7 TR-47 SD0002南 壁セクション図

含み,焼成 は良 く,色調は,内 面がにぶい橙色 ,

また,コ ゴロク廃寺推定地の

西側は,標高がコゴロク廃寺

推定地 より約 50 cm低 くなっ

ている。

iv平松地区

5カ 所 に2X2mの 試掘 ト

レンチを設定 して調査 を実

施 したが,遺物包含層及び遺

構は確認されなかった。

本調査区の基本層序は,第

I層表土層,第 Ⅱ層灰褐色シ

ル ト層,第Ⅲ層灰黄色粘土質

シル ト層,第Ⅳ層灰黄色シル

ト質粘土層となっていた。

③ 出土遺物

ここでは,確認調査で出土 した遺物

を一括 して報告する。

弥生土器 (図 8-1)

1は TR-20の第 V層か ら出上 した

甕底部の破片で,約 1/2が残存 し,底径

6.lcmを 測る。底部は上げ底 となり,下

胴部外面にはタテ方向のハケ調整,内

面にはナデ調整が認められる。胎土には砂粒を多く

外面がオリーブ黒色を呈する。

土師器 (図 8-2・ 3)

2は TR-52の第Ⅲ層から出上 した甕胴部から口縁部の破片で,約 1/5が残存 し,口径 13 8cmを 沢1

る。口縁部は胴部からくの字状をなし,端部を丸 く仕上げる。顎部内面にはヨコ方向のハケロが残

Ｂ

↓↓Ⅵ-lw-3Ψ叩耳即Ⅳ ?写
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る。胎土には砂粒 を多 く含み,焼成

は良 く,色調は,内面が灰褐色,外

面が橙色 を呈する。3は TR-39の

第Ⅲ層か ら出土 した大形甕の回縁

部の破片で,口径 33.Ocmを 測る。国

縁部は胴部からくの字】犬をなす。口

縁部外面には指押 えの痕 とハケ ロ

が残 り,内面にはナデ調整 を施す。

胎土には砂粒を多 く含み,焼成は良

く,色調は内外面 ともにぶい黄褐色

|            ゝヽ (

0       5      10cln

図 8 平成 10年度出土遺物実測図 (弥生土器・土師器)

0          5          10        15cm

を呈する。

須恵器 (図 9-4～ 15)

4～ 8は杯蓋である。41よ宝珠形のつまみが付 く平らな天丼部の破片で,TR-50の第Ⅳ層から出

土する。胎上には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも灰白色を呈する。5は九

味のある天丼部に扁平な擬宝珠形のつまみが付 くもので,TR-51の 第Ⅳ層から出土する。天丼部

外面には回転ヘラ削り調整が施される。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼成はやや不良で,色調

は内タト面とも灰白色を呈する。6はかえりがあるもので,TR-52の 第Ⅳ層から出土する。口径 12.4

cmを 測り,天丼部は九味があり,外面約2/3に 回転ヘラ削 り調整が施される。他は回転ナデ調整で
,

天丼部内面にはナデ調整を加える。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良好である。色調は内外面

とも灰白色を呈する。71よ 口縁部を中心に約1/6が残存するもので,TR-50の 第Ⅳ層から出土する。

/4.4

←≡三垂三三こ≡≡≡≡子
~=‐

-8

図, 平成10年度出土遺物実測図 (須恵器)
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口径は17.6cmを測 り,天丼部はやや丸味が残る。器面は摩耗が著 しく調整は不明である。胎土には砂

粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は,内面が灰白色,外面は灰責色を呈する。8も 口縁部を中心

に約 1/6が残存するもので,TR-45の 第Ⅲ層から出土する。口径 16 6cmを 測 り,天丼部は平 らで
,

外面には回転ヘラ削 り調整の後に静止ヘラ削 り調整を施す。他は回転ナデ調整で,天丼部内面には

ナデ調整を加える。胎上には白色砂粒を若干含み,焼成はやや不良で,色調は内外面とも灰白色を呈

する。

9～ 12は杯身で,いずれも回縁部が欠損する。9は底部の一部が残存するもので,TR-52の第Ⅳ

層から出土する。底径 6.6cmを 測 り,体部外面下端には回転ヘラ削 り調整を施す。外底面はヘラ切 り

の後にナデ調整を加える。胎土には白色砂粒を含み,焼成は良好で,内外面とも灰白色を呈する。10

は底部の約 1/2が残存するもので,TR-42の 第V層から出土する。底径 7 4cmを 測 り,体部外面下

端には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には白色砂粒を比較的多 く含み,焼成は良好で,色調は内外面

とも灰白色を呈する。11は底部の一部が残存するもので,TR-51の 第Ⅳ層から出土する。底径 86

cmを 測 り,体部から内面にかけて回転ナデ調整を施す。胎土には白色砂粒を若千含み,焼成は良 く,

色調は内外面とも灰白色を呈する。12は底部約 1/2が残存するもので,TR-39の SD0001か ら出土

する。底径 9,Ocmを 測 り,外底面は回転ヘラ切 り,高台周辺はヨコナデ調整,他 は回転ナデ調整である。

また,内面にはオリーブ色の自然釉が付着する。胎土には白色砂粒 をわずかに含み,焼成は良好で
,

色調は内外面とも灰白色を呈する。

13は高杯などの杯部の破片ではないかとみられるもので,TR-39の SD0001か ら出土する。口径90

cmを測 り,内傾する小さな受部が付 く。器面の調整は回転ナデ調整である。胎土には黒色粒をわずか

に含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰白色を呈する。

14は鉢で底部約 1/2が残存 し
,

TR-42の 第V層 か ら出土する。

底径 13.5cmを 測 り,丸 い底部 に

は,ハの字状に開 く高台が付 く。

器面は回転ナデ調整で,内面 に

はナデ調整 を加 える。胎土 には

白色砂粒 をわずかに含み,焼成

は良好で,色調は,内面が灰白色 ,

外面が灰色を呈する。

15は器台の高台ではないか と

み られるもので,TR-22の 第

Ⅳ層から出土する。底径 14.2cmを

測 り,脚台部はハの字状に開き,

裾部で下方にわずかに屈 曲 し,

端部は内傾する凹面 をなす。胎

土には白色砂粒をわずかに含み ,

Δ別 10cm

図10 平成 10年度出土遺物実測図(軒丸瓦)
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14.Ocm,外区径 12.4cm,中 房径48cmを測る。弁区には間弁が囲む12葉の蓮弁が残 り,元は18葉であっ

たと復元できる。中房は弁区より突出し,蓮子は1+6+11顆 と二重に配置される。タト縁は素文縁 と

なる。焼成はやや不良で,色調は灰白色を呈する。18は複弁連華文で,TR-39の SD0001か ら出土

する。直径 18.Ocm,外 区径11 7cm,中房径 5.Ocmを 測る。弁区には2葉一単位の複弁が3単位残 り,元は

8単位 16葉 とみられ,中房は弁区から突出し,1+6+12顆 と二重に配置される。外区は素文縁 とな

る。焼成は良 く,色調は灰白色を呈する。19は複弁蓮華文で,TR-44の SD0002か ら出土する。中房

と弁区の一部が残存 し,中房径 4.7cmを 測る。弁区には複弁基部が3単位残 り,18葉に復元できる。中

房は突出し,蓮子は1+6+11顆と二重に配置される。大きさや形態は17と 酷似する。焼成は良好で
,

色調は灰色ないし灰黒色を呈する。20は外縁の一部が残存 し,直径 15 4cmを 沢1り ,TR-50の 第Ⅳ

層から出土する。外縁は平行線文と鋸歯文を組み合わせたものである。焼成は良 く,色調は白色を呈

する。

21は丸瓦の一部が残るもので,TR-50の 第Ⅳ層から出土する。凹面には布目が残 り,凸面には

ヘラナデ調整とナデ調整が施される。側面はヘラで面取りする。焼成は良く,色調は灰色を呈する。

22～ 29は平瓦で,すべてTR-50の第Ⅳ層から出土し,破片で完形のものはない。22は全面に灰

釉を施したもので,凹面にはタテ方向のヘラ削りを施すが,布 目圧痕を留める。焼成は良く,色調は

オリーブ灰色を呈する。23～ 26は 凸面に平行線文と鋸歯文のタタキロを施すもので,四面には23・

24に布目圧痕が残る。24と 26の側面はヘラで面取 りされる。焼成は25がやや不良である以外良く,

色調は26が灰黒色である以外灰色を呈する。271よ 凸面に平行のタタキロが施されるもので,内面

には布目圧痕が残る。焼成は良く,色調は灰色を呈する。281よ 凸面に亀甲状のタタキロが施された

もので,凹面には布目圧痕が残る。焼成は良く,色調は灰色を呈する。29は 凸面に縄タタキロが施

されるもので,凹 面はタテ方向のヘラ削りを行うが,布 目圧痕を留める。焼成はやや不良で,色調は

灰色を呈する。

土師質土器 (図 12-30～ 40)

30～ 33は杯で,いずれも回縁部を欠く。成形は30が B技法である以外いずれもA技法で,底部の

切 り離しは回転糸切りによる。30・ 31は底部とTFk部 に境があるもので,32・ 33に はみられない。30は

TR-34の第Ⅳ層から出上したもので,底径6.lcmを測り,器面には回転ナデ調整が施される。胎土に

は砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも灰白色を呈する。31は TR-44の第Ⅳ層から

出土したもので,底径 7.8cmを 測る。器面は摩耗が著しく調整は不明である。胎土には砂粒をわずか

に含み,焼成は良く,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。32は TR-45の P0002か ら出土したもの

で,底径 7 2cmを 測る。器面は摩耗しており調整は不明である。胎土には砂粒を比較的多く含み,焼成

は良く,色調は浅責橙色を呈する。33は TR-44の P0001か ら出土したもので,底径 5 3cmを測る。体

部は底部から内湾気味に上がる。底部はややベタ高台風となる。器面は回転ナデ調整で,内底面には

ナデ調整を加える。胎上には砂粒を比較的多く含み,焼成は良く,色調は内外面ともにぶい責橙色を

呈する。

34～ 86は小皿で,底部の切り離しはいずれも回転糸切りによる。34は TR-11の P0001か ら出土

したもので,日径7.3cm,器高1.6cm,底径4.4cmを 測る。成形はA技法で,器面には回転ナデ調整を施し,
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内底面には指ナデ調整を加える。胎土には砂粒を比較的多く含み,焼成は良く,色調は内タト面とも浅

橙色を呈する。35は TR-34の第Ⅳ層から出土したもので,日径7.3cm,器高■4cm,底径4 7cmを波1る 。

口縁部は細く内湾する。成形はB技法とみられ,器面には回転ナデ調整を施すが,内底面にはロクロ

目が残る。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は灰白色を呈する。36は TR-39の第Ⅲ

層から出土したもので,口径9 2cm,器高 1.4cm,底 径6 6cmを 測る。日縁部は細 く,短い。器面には回

転ナデ調整を施す。成形はA技法で,器面には回転ナデ調整を施す。胎土には砂粒をわずかに含み
,

焼成は良く,色調は,内面がにぶい黄橙色,外面が浅責色を呈する。

37～ 40は椀で,いずれも体部外面にはヘラ削り調整を施す。37は TR-34の第Ⅳ層から出土した

もので,口径 15.5cm,器高6.2cm,底 径7 1cmを測る。成形はA技法で,底部は九く,そ のまま口縁部に

至る。底部外面にはハの字状をなす高さ1.Ocmの高台が付 く。口縁外面はヨコナデ調整,体部外面に

は静止ヘラ削り調整,内面にはナデ調整を施す。胎土には5 mm大の砂粒を比較的多く含み,焼成は良

く,色調は内外面ともにぶい責橙色を呈する。38は TR-39の 第Ш層から出上したもので,回径142

cm,器高5.2cm,底 径6.lcmを 測る。成形はA技法で,底部から口縁部にかけて内湾気味に上がり,口

縁端部はわずかに反る。底部外面には断面逆台形の高台が付 く。器面は摩耗 しており調整は判然と

しないが,体部外面には回転ヘラ削り調整を施す。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調

は内外面とも浅責色を呈する。39は TR-45の第Ⅲ層から出土したもので,底径5.4cmを 測り,外底

面には断面方形で,端部が内傾する高台が付 く。成形はA技法である。胎土には砂粒を比較的多く含

み,焼成は良く,色調は内外面とも浅責橙色ないし灰責褐色を呈する。40も TR-45の第Ш層から出

｀
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土 したもので,底径 5.2cmを 浪1る 。成形は☆技法で,底部から体部にかけて内湾する。底部外面には断

面三角形の小さな高台が付 く。内面にはナデ調整,体部外面には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には

砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも浅責色を呈する。

瓦器 (図 13-41)

41は椀で,底部のみ残存 し,TR-34の 第V層 から出土する。底径 3 2cmを 測 り,外底面には小 さ

く扁平な高台が付 く。体部外面には指押えの痕が残 り,内面にはナデ調整を施す。胎土には砂粒を比

較的多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が灰黄色,外面が責灰色を呈する。

東播系須恵器 (図 13-42)

42は 片口鉢の口縁部の破片で,TR
-41の 第Ⅳ層から出土する。口縁部は

外傾 し,端部外面を肥厚する。口縁部は

回転ナデ調整で,内面にはナデ調整を加

える。胎上には砂粒・黒色粒を比較的多

く含み,焼成は良好で,色調は内外面 と

も青灰色を呈する。

瓦質土器 (図 13-43・ 44)

2点 とも羽釜で,43は 口縁部の破片で

回径 16 4cmを 測 り,TR-34の 第Ⅳ層

から出土する。口縁部は直立 し,外面に

は幅 1.4cmの 鍔が巡る。器面は摩耗 して

お り調整は不明である。胎上には砂粒

を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は

図 13 平成10年度出土遺物実測図 (瓦器・東播系須恵器ほか)

内タト面とも暗灰色を呈する。44も TR-34の第Ⅳ層から出上 したもので,日縁部から上胴部の約 1/5

が残存 し,口径20.6cm,胴 径 24.2cmを 測る。上胴部から口縁部にかけて内湾 して上が り,端部は外傾

する平面をなす。口縁部外面には幅 1.2cmの 鍔が巡る。器面は摩耗するが,胴部外面には指押えの痕

が残る。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が灰白色ないし暗灰色,外面が

暗灰色を呈する。

白磁 (図 14-45・ 46)

45は碗の口縁部破片で,TR-34の 第Ⅳ層から出土する。日径 14.5cm,体部から口縁部にかけて

内湾気味に上が り,端部は玉縁状をなす。体部外面は回転ヘラ削 り調整を施 し,内面から体部外面に

かけて白色釉を施す。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を呈

する。46は碗の口縁部破片で,TR-44の 第Ⅳ層から出土する。口径は15 8cmを 測 り,日縁部はやや

外に反る。体部タト面には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には黒色粒を比較的多 く含み,焼成は良好で
,

色調は内外面とも灰白色を呈する。

青磁 (図 14-47～ 49)

47・ 48は碗である。47は 口縁部が一部残存 し,TR-50の第Ⅳ層中から出土する。口径は 16 0cmを
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測 り,体部は内湾気

味に上が り,日縁部

は外にやや反る。内

面には櫛描文,外面

は回転ヘ ラ削 り調

整の後 にヘ ラ状工

具 による文様 を施

す。器面には青磁釉

を施す。胎土には黒

色粒 をわずか に含
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図 14 平成 10年度出土遺物実測図 (白磁・青磁)

み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰オリーブ色を呈する。481よ 口縁部の細片で,TR-41の第V

層から出土する。口縁部は内湾 し,外面には飼蓮弁文を施す。器面には青磁釉を施す。胎土には黒色

粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも明緑灰色を呈する。

49は蓋の回縁部とみられるものの破片で,TR-16の 第工層から出土する。天丼部は丸味があり,

口縁端部は内側が内方に短 く屈曲する。全面に濃オリーブ色の釉を施す。胎土には黒色粒をわずか

に含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰オリーブ色を呈する。

土製品 (図 15-50～ 56)

すべて土師質の土錘で,50が円筒形である以外は紡錘形をなす。50は TR-45の第Ⅲ層から出土

したもので,全長4.5cm,全幅 1.2cm,孔径0 5cm,重 さ7.5gを 測る。51は TR-32の 第 I層 から出上 し

たもので,全長 4 2cm,全 幅 1 0cm,孔径 0.4cm,

重 さ74gを測る。52は TR-45の第Ⅲ層から

出土 したもので,全長 4.4cm,全 幅 1.5cm,孔径

0.4cm,重 さ84gを 測る。53も TR-45の第Ⅲ

層から出土 したもので,全長4.3cm,全幅 1.4cm,

孔径0.4cm,重 さ7.4gを 測る。54も TR-45の

第Ⅲ層から出土 したもので,残存長 3 7cm,全

幅1.6cm,孔 径 0 4cm,重 さ(78g)を 測る。55も

TR-45の 第Ⅲ層から出土 したもので,全長50

cm,全幅1.8cm,孔径 0 4cm,重 さ13.Ogを 測る。

56は TR-44の SD0002か ら出上 したもので ,

全長 6 0cm, /‐・ 幅 1.8cm, 了し径 0.5cm, 重さ15.5g

を測る。色調は責褐色ない しにぶい黄掲色を

呈する。

①調査結果

図 15 平成 10年度出土遺物実測図 (土製品)

確認調査の結果,以下の3地区から遺物包含層並びに遺構が検出された。

中里地区(中 里遺跡)で は中世を中心 とする遺構が検出された。今回の調査は水路計画線 という限
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第I章 序章

られた箇所に トレンチを設定 して調査を実施 したが,遺構の検出範囲はほぼ地区全域に及ぶ。これ

らの性格は検出遺構や出土遺物からみて一般の集落と考えられる。また,こ れら遺構は,地表下約40

cmと 比較的浅い部分に遺存する。

百石地区(普光院遺跡)で も中世を中心とする遺構が検出された。この遺跡 も中里遺跡 と同様に,ほ

ぼ地区全域で遺構が検出され,そ の性格は検出遺構や出土遺物か らみて一般の集落と考えられる。

ただし,南部では,方形の掘方を有する柱穴が検出され,コ ゴロク廃寺跡との関連 も考慮される。ま

た,こ れら遺構は,中里地区と同じく地表下約40cmと 比較的浅い部分に遺存する。

コゴロク地区 (コ ゴロク廃寺跡)は ,古代の軒丸瓦を始めとして区画溝など寺院跡に関連する遺構・

遺物が確認された。この地区の地形は,東側 (山側)が湿田地帯,西側が奈半利川旧河道の痕跡がみら

れる低地となってお り,その間の微高地部分から南側の養老年間に開設されたとされる野根山街道

にかけての区域に,古代寺院及び周辺の集落が存在 したものと考えられる。寺を区画すると考えら

れるSD0001・ 0002(南 限は未確認)が検出され,溝の内側では瓦が集中する部分 も確認されており,今

後の調査によっては県内で初めて伽藍配置が判明する古代寺院跡 となる可能性 も十分考えられ,工

事並びに調査には細心の注意が必要である。また,こ の地区では,遺物包含層が削平され遺存 しない

箇所 もあり,遺構は表土直下と極めて浅い部分に遺存する。

以上,今回確認された3遺跡 とも遺構が地表下比較的浅い部分に存在することから,工事方法にも

よるが,工事の影響が少なからず考えられ,工事に際しては発掘調査を行わなければならない可能

性が極めて高いとみられる。特に,コ ゴロク廃寺跡は,遺構が表土直下で検出されてお り,発掘調査

は避けて通れず,ま た,安芸郡寺とみられることから高知県下でも特に重要な遺跡と位置付けるこ

とができよう。

(3)調査方法

まず,調査は確認調査の成果を基に開発部局との調整を行った結果,最 も重要と考えられるコゴ

ロク廃寺推定部分については土層の掘削を行わないこと,原則として水路部分を当該地区から外す

設計変更を行うことなどが決定した。また,コ ゴロク廃寺推定部は周辺部より標高が高いため,結果

的には工区全域を盛土工法で行うこととなり,本調査は用排水路部分のみとなった。

これを踏まえ,現場での測量を効率化するため調査区ごとに基準を設け任意に行うこととし,各

調査区の基準点を既存の公共座標の基準点から測り込むことにより絶対位置を明確にすることと

した。

よって,本報告での座標については日本国土座標第Ⅳ系で標記している。なお,確認調査の際は公

共座標が設置されておらず,ト レンチは相対的な位置となっている。           (廣 田)

3.地理 的・歴 史 的環境

(1)地理的環境

奈半利町は,高知県の東部に位置し,県都高知市より東へ約60kmの地点である。南は大平洋,西は

奈半利川,東 と北は野根山の支脈を通じ,室戸市,田野町,北川村の 1市 1町 1村 と境を接する。集落

は平野部の他に海岸沿いや,海岸段丘,あ るいは谷川に沿って散在しており,東西7.Okm,南北5,8km,
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3地理的・歴史的環境

総面積 283k面 ,人口4,078人 (平成14年 12月 末日)を 有する。

地理的には,東経 134° 1′ 14″ ,北緯 33° 25ア 00″ に位置 し,山地と台地と平坦低地からなってい

る地域である。その主軸 となるのは,安芸山地の一部,野根山山系の尾根筋が西向きにのび,土佐湾

に向かって漸次高度を下げる臨海山地である。この山地には奈半利町の東北から南西方向にのびる

間にほぼ同じ方向の谷筋を数条形成 し,山地の起伏を大 きなものにする。この山地の末端部である

山楚部分には,海の侵食作用によって造 り出された台地状の海岸段丘が南北方向に整然 と並ぶ。ま

た,北部山麓前面には,奈半利川が上流より運搬 してきた土砂が長い年月の間に造 り出した平坦低

地 (奈半利平野)が広がる。

地質は,山 間部の高い部分は上部白亜紀層で,平坦部は四万十帯の一部である室戸半島に属 し,古

第三紀のうち約四千万年前に室戸層の上に約 5,300mの 厚 さで堆積 してできた奈半利川層といわれ

る地層 (成層した砂岩が大半を占める砂岩泥岩互層)で ,植物の成長に適 し,農業の基盤となっている。

今回の調査地区となった,中 里地区,百石地区,コ ゴロク地区は,奈半利町の北部に位置 し,地形

は東狽1(山狽1)の 湿田地帯 と西側が奈半利川旧河道の痕跡がみられる低地の間の微高地部分であ り,

北東部の山には谷 3条 (明白谷・正月力谷・改谷)が分布する。

(2)歴史的環境

奈半利町では,現在のところ19遺跡が確認されている。県都から東に離れるため主だった開発の

手が入らず,従って考古学調査 も少ない地域でもある。今回調査を行った遺跡以外については,文献

及び平成 6～ 7年度に実施 した高知県遺跡詳細分布調査等で遺跡の範囲を確定 したものであ り,未

調査である。これまでに確認されている遺跡を中心に時代を追って奈半利町の遺跡をみてみること

にする。

昭和 61年発干Jの『奈半利町史』によれば奈半利町の歴史上,人の居住は弥生時代からとされる。し

かし平成 6～ 7年度に実施 した高知県遺跡詳細分布調査の結果,縄文時代の遺物が散布する久礼岩

遺跡,大佐手遺跡の2遺跡が確認された。久礼岩遺跡では石鏃 (姫島産黒曜石),大佐手遺跡では砕片 (姫

島産黒曜石)が奈半利町の東部標高約 100m前後の海岸段丘上の畑地で表採 された。遺物は黒曜石単

独であ り,そ の詳細については不明であるが,黒曜石の発見により人の交流が窺える。

弥生時代の遺跡では,コ ゴロク遺跡群以外に奈半利平野の東側,四手井山の南斜面から弥生時代

中期の上器や石器 (磨製石包丁,石錘,凹石,磨製石斧)が発見された四手井山遺跡がある。郷土史家故安

岡大六氏の F奈半利町史考』によれば,弥生時代中期中葉以降には人回の増加に伴い平野部での水田

経営が困難 となったことから新 しい水田を開墾する際,標高 30～ 40mの高台地の谷間の湿地を利用

して水田経営を行ったとされる。また,出土遺物の石包丁は弥生時代前期後半から中期前半のもの

で,高知県内で最 も多 く確認されている紐穴 2イ国の磨製石包丁であり,米の収穫時に使用することか

ら,弥生時代中期中葉以降にはこの高台地が集落になっていたと推測される。

弥生時代を過ぎ古墳時代になると明瞭な遺跡はほとんど確認されていない。当然,生活に変化が

生 じ,居住地が移動 したことによる遺跡数の減少 も十分考えられるが,全 く居住 しなかったとは考

え難 く,こ れまでにコゴロク廃寺跡周辺で出土 した6世紀前半の須恵器などは遺跡の存在を匂わす。

しかし,古墳などは全 く確認されていない。
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第I章 序章

古代では,奈良時代中葉土佐国分寺の創建に相前後して建立され,平安時代前期以降に火災で伽

藍の大半が焼失したとされるコゴロク廃寺跡を始め,遺跡周辺でコゴロク廃寺の瓦を焼いたとされ

る奈半利窯などが現在確認されている。古代社会における文化は,寺院を中心として栄えており,こ

のことから奈半利町は安芸郡の文明の中核的な存在として繁栄していることが推察される。また,

奈半利川流域は承平年間に著された源順の『倭名類衆抄』に安芸郡八郷 (里 )の一つ,奈半 (那波)郷 と

して記され,現在の田野町・北ナ|1村 も含まれており奈半利は安芸郡の中心地的な位置を―示す。

中世になるといくつかの古文書が現存し,人間の活発な活動が見受けられる。F岩清水八幡官記録』

も゙「々,t々分密翻 湖朋(試 矛.

|:50,000
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図 16 周辺の遺跡分布図(S=1/50,000)
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3地理的・歴史的環境

によれば「奈半荘」と記され,11世紀半ばには既に荘園化 していたことが知られる。また『土佐遺語』

では,「乗大寺岡古城秦氏時山崎甲斐居之北岡古城岡道清居之今公館桑名丹後古城成」と記され,岡

城,北岡城,奈半利城の3つの城が所在 したとされる。町指定の文化財 (史跡)岡城跡は,『土佐古城略

史Jに よれば,城主山崎甲斐守とあり,そ の後安岡道清,安岡出雲 (新蔵人虎頼),桑名丹後守等の居城

となり,城主に幾多の変転があつたことが知られている。また,城下には,弓場 (地区名)の地があり,

そこは弓の稽古場であるとともに乗馬など軍事上の鍛錬場 と伝えられる。現在の老人ホーム(愛光

園)の東面の山頂にあって,南方は金比羅山との間に堀がつ くられ,詰約 4畝歩で,こ こから奈半利

平野が一望のうちに眺められ,ニ ノ段,三 ノ段 とみられる跡が残る山城である。続いて北岡城跡は奈

半利川東部,百石地区の山麓部で城山の地名が残る。野根山の端に空堀をつ くり西と南に堀を廻 ら

し,北 は谷 となり自然の要害になっていたとされる。奈半利城は,天平 19年長宗我部氏の宿将桑名

丹後守の構築 した平城である。なお,奈半利城跡は奈半利川河口の港を控えた位置にあり,奈半利平

野南部の集落にあった。生産力の高い奈半利平野と,奈半利川上流の豊富な林物産の積み出し港を

抑える格好の地であったとされる。その他の遺跡については,社寺跡が大半を占め,寿福寺跡,城台

寺跡,光学寺跡,神宮寺・法恩寺跡,普光院跡などがある。

近世では,野根山街道が土佐藩主の参勤交代に利用され,交通上の重要な位置を占める。また魚梁

瀬の木材が奈半利川から搬出されて集散地となり,漁港としても繁栄 した。なお,土佐の山内氏の行

政区画により,奈半利郷と奈半利浦に三分される。

以後,明治22年の町村制施行により奈半利村が成立し,大正 5年 に町制を施行 して現在に至る。

(平島)

表4 周辺の遺跡地名表

番号 遺 跡 名 時 代 番号 遺 跡 名 時 代

1 奈半泊遺跡 古代・中世 11 普光院跡 中世

９

ク 寿福寺跡 中世
つ
々 コゴロク遺跡群 弥生～中世

3 奈半利城跡 中世 (戦国)

０
じ 光学寺跡 中世

4 弓場遺跡 中世 神宮寺・法恩寺跡

5 城台寺跡 北川玄春の息女乳母の墓 中世 (戦国)

6 コゴロク廃寺跡 古代 。中世 16 岡城跡 中世

7 四手井山遺跡 弥生
７
′ 平遺跡 吉代 。中世

8 余半利窯跡 古代・近世 18 久礼岩遺跡 縄文・中世

9 カラツ山遺跡 近世 19 大佐手遺跡

10 北岡城跡 中世
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第 Ⅱ章 平成 ■ 年度の調査

平成 11年度は,コ ゴロク地区を中心に本調査を実施 した。調査区は 1区から16区で,16区以外か

ら遺構 。遺物を検出した。         (

1.1区
コゴロク遺跡群南部に位置する。水田の区画によって,長 さ12～ 16m× 幅7mの トレンチを設定

し調査を行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は下記の

とおりである。

第 I層 掲灰色 (10YR4/1)砂質シルト

第工層 明黄褐色 (10YR6/6)シ ル ト

第Ⅲ層 灰黄褐色 (10YR4/2)砂質シルト

第Ⅳ層 にぶい褐色 (10YR4/3)シ ルト

X章4名295-

第 I層は現代の耕作土層で,第 I層はそ

れに伴う床上である。第Ⅲ層が古代から中

世にかけての遺物包含層である。第Ⅳ層は  4名23o_

自然堆積層で,上面が遺構検出面となって

いる。

また,こ の層序が本年度調査区の基本層

序 ともなっている。よって,異 なる堆積が  4盈
笏 _

認められた調査区についてのみ特記する。

(2)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師器 (図 21-57)

|

Y=49,425
|

49,430

図17 平成11年度1区遺構平面図(S=1/200)

57は甕で,日縁部から胴部にかけての一部が残存 し,口径 23.8cm,胴径 21.8 cmを 測る。胴部がやや

開き気味に直立 し,口縁部は胴部から屈曲して外傾する。□縁端部は内傾する平面をなす。器面は摩

耗 してお り調整は不明であるが,外面には指押えの痕が部分的に残る。胎土には砂粒を多 く含み,焼

一 N
DL=840m)

褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト
明黄掲色(10YR6ん )シ ルト
灰黄褐色(10YR4/2)砂 質シルト 0      1      2      3m

層
層
層

序
Ｉ
Ｉ
Ⅲ

層
第
第
第

図 18 平成 11年度1区西壁セクション図
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11区

成は良 く,色調は,内面が黒褐色,外面が赤褐色を呈する。

土製品 (図 21-58)

58は須恵質の上錘で,円筒形を呈 し,全長 4 9cm,全幅 1.5cm,

痕が残る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は灰白色を呈する。

(3)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,溝跡2条などを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB1001(図 19)

調査 区北端で確認 した南北棟建物跡 で,SD1001

孔径 0.6cmを 測る。表面には指押えの

に切られる。建物跡の大半が調査区外にあり,南妻柱

2間分 (320m)の みを検出した。柱間寸法は梁間 (東西)

■60mを 沢1る 。棟方向はN-17° 一Eを示す。柱穴は

径 0.20～ 054mの 円形で,埋土は暗褐色シル トであっ

た。出土遺物には土師器片 5点 ,須恵器片 1点がみら

ゝ

図 19 平成 11年度 1区 SB1001
れたが,復元図示できるものはなかった。

② 溝跡

SD1001(図 20)

調査区北端で確認 した東西溝跡 (N-70° 一W)で,SB1001を 切って

いる。幅 0.67～ 0.89m,深 さ 16～ 18 cmを 測 り,基底面はほぼ平坦で
,

6.60mを 検出した。断面は舟底状を呈 し,埋土は暗褐色シル ト単一層

であった。出土遺物には土師器片 80点 ,須恵器片 2点 ,陶器片 1点 ,土

製品L点がみられ,土製品1点 (59)が復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 21-59)

59は土師質の上錘で,紡錘形を呈 し,残存長 4.3cm,全幅1.4cm,孔径 0 6cmを測る。表面には指押え

の痕が残る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は橙色を呈する。

SD1002

0    1   2m

A_  1  _B

�

ω ttm)

遺構埋」
1暗褐色シル ト

0    1m

―図20 平成 11年度 1区 SD1001

調査区中央部で確認 した東西

溝跡 (N-53° ―W)である。幅19～

48 cm,深 さ18cmを測 り,断面は逆

台形 を呈 し,基底面は東側 (8074

m)か ら西側 (7977m)に 向かって

緩やかに傾斜 し,7.40mを検出し

た。埋土 は灰色 シル トのブロッ

クを含む暗褐色シル ト単一層で

あった。出土遺物には土師器片 1

20
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図21 平成 H年度1区 出土遺物実測図

10cm



点がみられたが,復元図示できなかった。

2.2区
コゴロク遺跡群南部,1区 の南側

に位置する。水 田の区画によって
,

長さ17m× 幅 7mの トレンチを設定
X=仏220-

し調査を行った。

(1)堆積層 出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師質土器 (図 26-60)         ~

60は 椀 で底部の一部が残 り,底

径 5,8 cmを 測 る。平 らな底部の外端

部には断面三角形で高さ 0.3 cmの 小
47,210-

さな高台が付 く。成形はA技法であ

る。器面は摩耗 しており調整は不明

である。胎土には砂粒を比較的多 く

含み,焼成は良く,色調は,内面が橙    _
色,外面がにぶい責橙色ないし橙色

を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では,塀・柵列跡2列 ,溝跡 1条 ,ピ ッ

卜などを検出 した。

①塀・柵列跡

SA1001(図 23)

調査区北部で確認 したL字形の塀である。4

間分(860m)を 検出し,柱間は 1.80m,2.50mを

測る。柱穴は径 0.23～ 034mの 円形で,柱径は

7～ 20 cmと みられる。埋土は暗褐色シル トで

あつた。出土遺物には土師器片 65点 ,須恵器片

3点 ,瓦器片1点 ,木炭1点がみられ,瓦器1点 (61)

が復元図示できた。

出土遺物

瓦器 (図 26-61)

61は椀の口縁部の一部が残るもので,日径

14 6cmを 測る。口縁部はタト上方を向き,日縁外

面はヨコナデ調整の後に内面とともに平行の

図 22 平成 11年度 2区遺構平面図(S=1/200)

第Ⅱ章 平成 11年度の調査

|

49,430

― D

― D

|       |
Y=49,420

⑭ 卜 如

′
”

　
　
　
　
　
　
９

◎

　

　

　

　

＠

③

　

　

　

　

。

。

　

ヽ

孵

吐

図23 平成 H年度2区 SA1001



22区

ヘ ラ磨 きを施す。体部外面 には指押

えの痕が残 る。胎土 は精良で,焼成

は良 く,色調は内外面 とも灰色 を呈

する。

SA1002(図 24)

調査区北部で確認 したコの字形

の塀 で あ る。4間 分 (890m)を 検 出

し,柱間は200～ 2.50mを 測る。柱穴

は一辺 040～ 050mの方形で,柱径

は0.20mと み られる。埋土は暗褐色

シルトであった。出土遺物は皆無で

あった。

②清跡

SD1003(図 25)

調査区中央部で確認 した東西溝跡

(N-89° 一W)で ,平成 10年度調査の

SD0002と ,時期と規模がほぼ同じこ

とから関連するものとみられ,そ の

規模から考えると何 らかの区画をな

した大溝と推察される。幅5,00m,深

さ 1,33mを 測 り,断面は舟底状ない

し逆台形を呈 し,基底面はほぼ平坦

で,7.00mを検出した。埋土は 7層 に

分層され,1層 は灰黄褐色 シル ト,2

遺構埋土
1灰責褐色シルト
2に ぶい褐色シルト
3暗灰黄色シル ト
4暗褐色シルト

0

5暗灰褐色粘土質シルト
6オ リーブ褐色粘土質シルト
7褐色砂質土
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図24 平成 11年度 2区 SA1002
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図25 平成 11年度 2区 SD1003

層はにぶい褐色シル ト,3層 は暗灰黄色シル ト,4層 は暗褐色シル ト,5層 は暗灰掲色粘土質シル ト,6

層はオリーブ褐色粘土質シル ト,7層 は褐色砂質土であった。出土遺物には,土師器片 256点 ,須恵器

片 25点 ,瓦質土器片 5点 ,白磁片 3点 ,青磁片 1点 ,陶器片 3点 ,土製品4点 ,鉄製品1点がみられ,須

恵器1点 (62)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 26-62)

62は杯身の底部破片で,底径 8.O cmを 測る。外底面端部近 くにハの字状に開く高さ 0.8 cmの 高台が

付 く。端部は外傾する平面をなす。底部は回転ヘラ切 りの後にナデ調整を加え,体部下端には回転ヘ

ラ削 り調整を施す。他は回転ナデ調整である。胎土には白色砂粒を若干含み,焼成は良 く,色調は内

外面とも灰白色を呈する。

③ピット

3



第Ⅱ章 平成11年度の調査

P1001

調査区南部で検出したピットである。掘方は径 055mの 円形で,深 さ 0.30mを 測る。埋土は褐灰色

シル トで,出土遺物には土師器片 77点 ,須恵器片 5点 ,土師質土器片4点 ,瓦質土器片 4点 ,土製品 6

点がみられ,土師質土器 1点 (63),土 製品5点 (64～ 68)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 26-63)

63は椀で,底部が残存 し,底径 5 6cmを測る。成形はA技法で,粘土紐巻 き上げ痕が残る。外底面に

は高さ 0.5 cmで 断面三角形状を呈する高台が付 く。器面は摩耗 してお り調整は不明である。胎上には

赤色砂粒を若千含み,焼成は良 く,色調は内外面とも淡黄色を呈する。

土製品 (図 26-64～ 68)

いずれも土師質の土錘で,紡錘形

を呈する。68が完存する以外は破片

である。64は残存長2.9cm,全 幅 1.lcm,

孔径0 3cm,65は残存長3.Ocm,全幅 1.1

cm,孔径 0.3cm,66が残存長 2.6 cm,全

幅 1.7 cm,孔 径0.4 cm,67は残存長 3.2

cm,全幅1.7cm,孔径0 5cm,68は 全長5。 1

cm,全幅1.6cm,孔径 0.4cmを それぞれ

沢1る 。月台土は, 67と 68に靱朔立がlヒ車交

的多 く含まれる以外は精良で,焼成

はいずれも良 く,色調は橙色ないし

にぶい黄橙色を呈する。

図26 平成 11年度 2区出土遺物実測図

3.3区
コゴロク遺跡群南部に位置し,4区 とは北東部で接する。水田の区画によって,長さ20m× 幅7m

のトレンチを設定し調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 29-69)

69は杯身で,約 1/2が残存し,口径 12.6cm,高 さ3,7cm,底 径9 0cmを測る。底部が平らで,体部から

口縁部にかけては外上方にほぼ真直ぐ上がり,端部は丸い。底部の切り離しは回転ヘラ切りで,タト底

端部には高さ0.4 cmの 高台が付 く。胎土には白色砂粒を比較的多く含み,焼成は良く,色調は内タト面

とも灰白色を呈する。

土製品(図 29-70)

70は土師質の上錘で,紡錘形を呈し,残存長3 8cm,全 幅 1.4cm,子し径0.5cmを 測る。表面には指押え

の痕が残る。胎土は精良で,焼成は良く,色調はにぶい黄橙色を呈する。
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33区

(2)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡l棟 ,土坑1基,溝

跡3条などを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB1002(図 28)

調査区北部で確認 した梁間 2間 (350～ 360m),

桁行 2間 (430m)の 総柱東西棟建物跡であ り,

SD1004と 重なる。棟方向はN-85° ―Eを示す。

柱間寸法は梁間(南北)170m,180m,桁行 (東西)

■60m,2.70mである。柱穴は径 021～ 0.46mの 円

形で,埋土は暗褐色シル トであった。出土遺物に

は土師器片 14点,木炭 4点がみられたが,復元図

示できるものはなかった。

②土坑

SK1001

調査区中央部で検出した方形の上坑である。長

辺 140m,短辺 ■25m,深 さは 18 cmで あり,長軸

方向はN-19° ―Eで,断面は逆台形を呈する。

埋土は暗褐色シル ト単一層で,出土遺物は皆無で

あった。

③溝跡

SD1004

調査区北部で検出 した短い南北溝跡 (N

-4° 一E)である。幅 0.30m,深 さ6～ 7cmを

測る。断面は舟底状 ない し逆台形を呈 し,

基底面はほぼ平坦で,440mを検出した。埋

土は褐灰色砂質シル ト単一層であつた。出

土遺物には土師器片 19点 ,須恵器片 1点
,

土師質土器片 2点がみられたが,復元図示

できるものはなかった。

SD1005

調査区中央部で検 出 したL字型の溝跡

で,SD1006を 切 り,調査区中央で東方向 (N

-82° 一W)に向きを変える。幅080～ 1.60m,

深さ0,24mを 測 り,断面は舟底状ないし逆

台形を呈 し,基底面はほぼ平坦で,15.50m

27

x=47'00~
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図27 平成 11年度3区遺構平面図(S=1/200)
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

を検出した。埋土は 2層 に分層され,上層が灰黄褐色砂質シル ト,下層が掲灰色シル トであった。出

土遺物には土師器片 465点 ,須恵器片 22点,土師質土器片 2点 ,瓦質土器片8点 ,白磁片1点 ,土製品7

点がみられ,土師質土器 1点 (71),土製品5点 (72～ 76)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 29-71)

71は杯で,底部約 1/2と 口縁部の一部が残存 し,口径 12 2cm,器高3.9cm,底径 6.2cmを 測る。成形は

A技法である。底部は平 らで,体部から口縁部にかけて内湾気味に上がる。底部の切 り離 しは回転糸

切 りとみられ,器面には回転ナデ調整を施す。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面ともにぶい

責橙色ないし浅責橙色を呈する。

土製品(図 29-72～ 76)

いずれも土錘で,76が須恵質である以外土師質である。形状は 72が円筒形である以外紡錘形を呈

する。法量は,72が残存長3.8cm,全幅 1,2cm,孔径 0 4cm,73が全長4.2cm,全幅 1.2cm,孔径 0.4cm,74が

残存長4.lcm,全幅1.3cm,孔径 0.5cm,75が残存長4.3cm,全 幅 1.7cm,孔径 0 5cm,76が全長6 6cm,全幅

2.2cm,孔径 0,6cmで ある。胎土は,72が黒色粒を比較的多 く含み,73が黒色粒・砂粒を若干含み,74が

砂粒をわずかに含む以外は精良で,焼成はいずれも良 く,色調は,72～ 75がにぶい黄橙色ないし浅

黄橙色,76が灰白色を呈する。

SD1006

調査区南部で検 出 した東西溝

跡 (N-62° 一E)で ,SD1005に切

られる。また,4・ 5区でも同一と

考えられる溝を確認 した。幅 0.40

～ 0.70m,深 さ 0.25mを 測 り,断

面は逆台形 を呈 し,基底面は北

側 (3区 7820m)か ら南側 (5区 7723

m)に 向かって緩やかに傾斜 し,3

区で6.70m,4区で2.10m,5区で

8.20mを 検出した。埋土は 2層 に

分層され,上層がにぶい黄掲色砂

質土,下層が褐色粘土質シル トで

あった。出土遺物には土師器片45

点,須恵器片 3点 ,土師質土器片 1

点がみられたが,復元図示できる

ものはなかった。

④ ピット

P1002

調査 区北東端 で検 出 した ピッ
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図2, 平成 11年度 3区出土遺物実測図
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44区

卜で,東側半分が調査区外にあり未検出である。掘方は径 120mの 円形で,深 さ19 cmを 測る。埋土は

掲灰色シル トであった。出土遺物には土師器片 14点 ,須恵器片 3点 ,陶器片2点 ,石製品2点がみられ ,

石製品 1点 (77)が復元図示できた。

出土遺物

石製品 (図 29-77)

77は叩石で,完存 し,全長 11 2cm,全 幅 8.4 cm,全厚 3.l cm,重量

440.6gを 測る。両面に浅い敲打痕が残る。

P1003

調査区南端で検出したピットである。掘方は径 0.40mの 円形で
,

深さ0.24mを 測る。埋土は褐灰色シル トであった。出土遺物には

土師器片 6点,土師質土器片 1点がみられ,土師質土器 1点 (78)が

復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 29-78)

78は椀で,口縁部約 1/3が欠損する以外残存 し,口径 14.9cm,器

高 5.6 cm,底径 58cmを 測る。成形はA技法で,器壁が比較的厚い。

底部の切 り離 しは静止ヘラ切 りで,外端部には高さ 0.4 cmの 高台

がつ く。体部は内湾気味に上が り,日縁部はタト傾 し,端部は丸い。

体部下半には回転ヘラ削 り調整,口縁部から内面には回転ナデ調

整を施 し,内底面にはナデ調整を加える。胎土には砂粒を若千含

み,焼成は良 く,色調は,内面が淡暗褐色 ,タト面が褐白色を呈する。

4。 4区

コゴロク遺跡群南部,3区 の東隣 りに位置する。水田の区画に

よって長さ33m× 幅2mの トレンチを設定 して調査を行った。

(1)堆 積層 出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師質土器 (図 34-79)

79は椀で,底部約 1/3が残存 し,底径 5.6 cmを 測る。成形はA技

法で,平 らな底部外端部には高さ 0.3 cmの 高台が付 く。体部外面

下半には回転ヘラ削 り調整の痕が一部みられるが,全般に摩耗す

る。胎土は精良で,焼 成は良 く,色調は内外面 とも淡責色 を呈

する。

備前焼 (図 34-80)

80は悟鉢で,口縁部の一部が残る。体部は斜め外上方に上が り,

回縁端部は肥厚されず,内傾するほぼ平面をなす。器面は回転ナ
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図30 平成 11年度 4区

遺構平面図(S=1/200)
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

デ調整で,内面には8本単位の条線が lヶ 所残る。胎土には砂粒 を若干含み,焼成は良好で,色調は内

外面とも褐灰色を呈する。

青磁 (図 34-81)

81は龍泉窯系の碗で,日縁部から体部にかけて一部が残存 し,回径 15 5cmを測る。体部外面には飼

蓮弁文,内面底部 と体部の境には 1条の界線を施 し,全面に青磁釉 を施す。胎土には黒色粒をわずか

に含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰オリーブ色を呈する。

上製品 (図 34-82)

82は土錘で,完存 し,円筒形を呈する。全長 4.7 cm,全幅 1.6 cm,孔径 0.5 cmを測る。表面には指押え

の痕が部分的に残る。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は浅黄橙色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡2棟,土坑1基,溝跡3条 ,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB1003(図 31)

調査区中央部北寄 りで確認 した南北棟建物

跡で,SK1002の東側に位置する。建物跡大半

が調査区外にあ り,南妻柱 2間分 (470m)の み

を検出した。棟方向はN-5° 一Eを示す。柱間

寸法は梁間(東西)2.10m,2.60mを 測る。柱穴

は径020～ 0.54mの 円形で,埋土は暗褐色シル

トであった。出土遺物には土師器片 5点,須恵

器片1点がみられたが,復元図示できるものは

なかった。

SB1004(図 32)

調査区中央部南寄 りで確認 した南北棟

建物跡とみられるもので,建物跡大半が調

査区外にあ り,北妻柱 2間分 (470m)の み

を検出した。棟方向はN-16° 一Eを示す。

柱間寸法は梁間(東西)2.30m,2.40mを測

る。柱穴は一辺 0.55mの 方形で,埋土は暗

褐色シル トであった。出土遺物には土師器

片31点 ,石製品1点 ,木炭2点がみられたが ,

復元図示できるものはなかった。

A―

A―

②土坑

SK1002(図 33)

調査区中央部西寄 りで検 出 した不整方形の上坑で
,

0.80～ 1.15m,深さは 17cmを 測 り,長軸方向はN-2° ―

Ｎ
ＩＡ
ｎ
出
卜
十
１
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ω 卜 勅

0   1   2   3   4m

図31 平成 11年度4区 SB1003

― B
(DL=850m)

図32 平成 11年度4区 SB1004

SB1003の西狽↓に位置する。長辺 160m,短辺

Wを示す。埋土は灰褐色シル ト単一層であっ

2グ



44区

た。出土遺物には土師器片 39点 ,土師質土器片 17点 ,瓦 1点がみられ,瓦

1点 (83)が復元図示できた。

出土遺物

瓦 (図 34-83)

83は平瓦で,約 1/3が残存する。凸面には縄タタキロを施す。凹面には

ヘラ削 り調整を施すが,布 目圧痕が残る。胎上には0.1～ 5 mm大 の砂粒を

含み,焼成はやや不良で,色調は内外面 とも灰白色を呈する。

A-   1  -B

鮎
⑭卜 鰤 )

③溝跡

SD1007

調査区中央部東寄 りで検出 した南北溝跡 (N-10° 一

遺構埋土
l灰褐色シルト

0

～0.62m,深 さ14cmを測 り,基底面はほぼ平坦で,2.00mを 検出した。断

面は箱型を呈する。埋土は2層 に分層され,上層が灰責褐色シル ト,下層がにぶい責褐色シル トであつ

た。出土遺物には土師器片 68点 ,須恵器片 3点 ,土師質土器片 1点がみられたが,復元図示できるも

のはなかった。

E)である。中冨048     3ュ産悪riiij「
度

|

l1 84

0           5         10cm

一
　

　

　

２

凧
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図34 平成 11年度4区出土遺物実測図
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第Π章 平成11年度の調査

SD1008

調査区東部で検出 した南北溝跡 (N-16° 一E)で,南側でやや広がる。幅0.30～ 120m,深 さ 16 cmを

測 り,基底面 はほぼ平坦で,2.00mを 検出 した。断面は舟底状 ない し逆台形 を呈する。埋土はにぶい

黄褐色 シル ト単一層であった。出土遺物 には土師器片 9点,須恵器片 8点,土師質土器片 1点 ,鉄淳 1

点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SD1009(図 35)

調査区東端で検出した南北溝跡 (N-2° 一W)で,SD1008の東側に

位置する。幅 1.20m,深 さ039mを測 り,基底面はほぼ平坦で,240m
を検出した。断面は箱型ないし逆台形を呈する。埋土は 2層 に分層さ

れ,上層が灰責褐色シル ト,下層が灰責掲色粘土質シル トであった。

出土遺物には土師器片 10点 ,須恵器片 1点 ,木炭 1点がみられたが ,

復元図示できるものはなかった。

④ ピット

P1004

調査区中央部で検出したピットである。掘方は径 0.25mの 円形で,深 さ0.42mを測る。埋土は褐灰

色シル トであった。出土遺物には土師器片3点 ,土師質土器片2点 ,鉄製品1点がみられ,鉄製品1点 (84)

が復元図示できた。

出土遺物

鉄製品 (図 34-84)

84は刀子で,鋒 と基部を欠き,刃 部残存長は6 2cmを 測る。棟は平棟で,刃部は刃毀れがみられる。

5。 5区

コゴロク遺跡群南部 ,

設定して調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師質土器 (図 41-85)

3区の南側に位置する。水田の区画によって,長 さ8m× 幅7mの トレンチを

85は椀で,底部約 1/3が残存 し,底径 6.Ocmを 測る。

成形はA技法で,平 らな底部の外底端部には高さ 0.6

cmの高台が付 く。底部の切 り離 しは静止ヘラ切 りで
,

体部外面には回転ヘラ削 り調整,内面には回転ナデ

調整を施す。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良

好で,色調は,内面が灰白色,外面が灰褐色を呈する。

青磁 (図 41-86・ 87)

いずれも碗で,86は 回縁部の一部が残存 し,口径

14.6 cmを 測る。外面には飼蓮弁文が施される。器面は

47,175~

1灰‐
r褐色ンルト

ワ灰貨褐色粘上質シルト

0    1m

―図35 平成 11年度4区 SD1009
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図36 平成 11年度5区遺構平面図(S=1/200)
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66区

摩耗するが,薄 く青磁釉を施す。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は,内面が黄

褐色,外面が灰オリーブ色を呈する。87は底部が残存し,底径 4.O cmを 測る。全面に緑色釉を施した

後で畳付を釉ハギする。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面ともオリーブ

灰色を呈する。

土製品(図 41-88・ 89)

いずれも完存する土錘で,88は土師質で紡錘形を呈し,全長3.8cm,全幅1.6cm,孔径 0.6cmを 測る。

胎土は精良で,焼成は良く,色調は黄橙色を呈する。89は須恵質で,全長7.3 cm,全幅 5.6 cm,孔径 2.2

cmと 大きく,表面にはナデ調整と指ナデの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良く,色調はにぶい責橙

色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では溝跡1条などを検出した。

①溝跡

SD1010(図 37)

調査区中央部で検出した東西溝跡 (N-89° 一E)で ,SD1006を 切る。

幅 0,70～ 1.10m,深 さ0.48mを 測 り,基底面は西側 (7534m)か ら東側

(7488m)に向かって緩やかに傾斜 し,7.20mを検出した。断面は舟底

状を呈する。埋土は4層 に分層され,1層がにぶい責褐色砂質土,2層

が掲色砂質土,3層が灰黄掲色砂質土,4層が暗掲色砂質上であった。

出土遺物には土師器片 99点 ,須恵器片 6点,陶器片 3点がみられ,備

前焼 1点 (90)が復元図示できた。

A一

出土遺物

備前焼 (図 41-90)

パ ィ!環昇ζ開 琢 鍮 塚τ麓 :曙 盈  ヤ

転ナデ調整である。胎土には砂粒を比較的多 く含

み,焼成は良好で,色調は,内面が赤灰色ないしに X=47,170~

ぶい赤褐色,外面が暗赤灰色を呈する。

遺構埋土
1にぶい責褐色砂質土
2褐色砂質土
3灰黄掲色砂質土
4暗褐色砂質土

0    1m

一図37 平成 11年度5区 SD1010

6.6区
コゴロク遺跡群南部,5区の南側に位置する。水

田の区画によって,長 さ13m× 幅7mの トレンチ

を設定 して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では土坑 1基,溝跡 2条 ,ピ ットなどを

検出した。
キ       ヤ

Y=49,410       49,415

H年 度 6区遺構 平面 図 (S=1/200)
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①土坑

SK1003(図 39)

調査区中央部西寄 りで検出した舟形の土坑で,SD1011を 切る。長辺

2.20m,短辺 0,70m,深 さ084mを測 り,長軸方向はN-7° ―Eを示 し,

断面は舟底状を呈する。埋土は5層 に分層され,1層がにぶい黄掲色砂質

土,2層が暗褐色シル トのブロックを含むにぶい黄褐色シル ト,3層が黄

色シル トのブロックを含む灰黄褐色砂質土,4層が灰黄褐色粘土質シル

ト,5層が灰褐色砂質土であった。出土遺物には弥生土器片17点 ,土師器

片17点,須恵器片4点 ,土製品1点,石製品1点がみられたが,復元図示

できるものはなかった。

② 溝跡

SD1011(図 40)

調査区北部西寄 りで検出した南北溝跡 (N-34° ―W)で ,SK1003に切

られる。幅α40～ 0,70m,深 さ7～ 112 cmを 測る。断面は舟底状を呈 し
,

基底面は北側 (7932m)か ら南側 (7.835m)に 向かって緩やかに傾斜 し,4.10

mを検出した。埋土は 2層に分層され,上層が

電 絆 が

酔 髄 叫 出
A3珍

2ゥ。
「

手

詢

SD1012(図 40)                     '撞 麿惨蕃堡

色砂質土

調査区南端で検出した東西溝跡 (N-88° 一

W)で ,幅 0.60m,深 さ 0.29mを 測る。断面はほ

ぼ逆台形を呈 し,基底面はほぼ平坦で,7.00m

第Ⅱ章 平成11年度の調査

― B
(DL=8.20m)

遺構埋土

1にぶい責褐色砂質土
2にぶい黄褐色シルト(暗褐色シルトのプロックを含tl・ )

3灰黄掲色砂質土(黄色シルトのブロックを含む)

4灰黄褐色粘土質シルト
5灰褐色砂質土

0    1    2m

図 39 平成 H年度

6区 SK1003

卜
斡ぱ翔n

遺構埋土(SD1012)

1灰黄掲色砂質土

2灰責掲色シルト(褐色シルトのブロックを合t・ )

3責褐色砂質土

4褐色砂質土(鉄分を含む)
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図40 平成11年度6区 SD1011・ 1012
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図41 平成H年度 5・ 6区出土遺物実測図
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77区

を検出した。埋土は4層 に分層され,1層が灰黄褐色砂質土,2層 は掲色シル トのブロックを含む灰黄

掲色シル ト,3層が責掲色砂質土,4層が鉄分を含む褐色砂質上であった。出土遺物には土師器片23点
,

須恵器片 7点 ,土師質土器片 3点がみられ,須恵器 1点 (91)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 41-91)

91は高杯で,杯底部と脚柱部の一部が残存する。杯底部は平 らで,脚柱部は外狽1に 開く。器面は摩

耗 してお り,焼成は不良である。胎土には砂粒をわずかに含み,色調は内外面とも灰白色を呈する。

7.7区
コゴロク遺跡群南部,6区の南側に位置する。水田

の区画によって,長さ7m× 幅3mの トレンチを設定 x多 47

イ
、

し調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師器 (図 46-92)

92は 甕の把手で,先端部が欠損する。残存長6.3cm,

全幅3 1cm,全厚 3.3cmを 測る。表面はヘラ状工具で面

取 りした後にナデ調整を加えている。胎土には砂粒

をわずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも灰白  歯42 平成 11年度7区遺構平面図(S=1/200)

色を呈する。

須恵器 (図 46-93～ 99)

93～ 97は杯蓋で,98～ 95に は宝珠形ないし擬宝珠形,96・ 97に は環状のつまみが付 く。93は天丼

部約 1/2と 宝珠形のつまみが残存する。天丼部外面には回転ヘラ削 り調整が施され,他は回転ナデ調

整で,天丼部内面にはナデ調整を加える。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は内外

面とも灰白色を呈する。94は天丼部の一部と宝珠形のつまみが残存する。天丼部内外面には自然釉

がかかリハダ荒れがみられる。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は,内面が灰

黄色,外面が灰白色を呈する。95は天丼部の一部と擬宝珠形のつまみが残存する。天丼部外面には回

転ヘラ削 り調整,内面には回転ナデ調整を施す。胎土には白色砂粒を比較的多 く含み,焼成は良好で
,

色調は内外面とも灰色を呈する。96は約 1/3が残存 し,口径 14.lcm,器 高 2.4cmを 測る。天丼部は丸味

を有 し,中央部には径 4 5cm,高 さ0,7cmの環状のつまみが付 き,タト面約 3/4に は回転ヘラ削 り調整を

施す。他は摩耗 してお り不明である。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は内外面

とも灰白色ないし灰責色を呈する。97は 天丼部の一部が残存 し,回径 15。 lcm,器高 1,5cmを 測る。天丼

部は平らで,中央部には径5 8cm,高 さ0 6cmの環状のつまみが付 き,外面約3/4に 1よ 回転ヘラ削 り調

整を施す。つまみ周囲はヨコナデ調整を施し,他は回転ナデ調整で,天丼部内面にはナデ調整を加え

る。胎土には黒色粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰白色を呈する。

98。 99は杯身で,98は底部約 1/3が残存 し,底径 8.2 cmを 測る。底部は回転ヘラ切 りの後にナデ調

,2
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

整を加え,平 らで,タト底端部より内側に高さ0 4cmの 高台が付 く。器面は回転ナデ調整,高台周囲はヨ

コナデ調整を施す。胎土には白色砂粒を比較的多 く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰色を呈

する。99は底部約 1/3が残存 し,底径 9.5 cmを測る。底部は回転ヘラ切 りで,外底端部に高さ0 6cmの

高台が付 く。器面は回転ナデ調整で,内底面にはナデ調整を加える。胎土には砂粒をわずかに含み,

焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

土製品(図 46-100・ 101)

2点 とも紡錘形の土錘である。100は須恵質で,全長5.6cm,全幅 1 5cm,孔径0 4cmを 測り,表面には

部分的に指押えの痕が残る。10Hま土師質で,端部が欠損し,残存長5 0cm,全幅 1.6 cm,孔 径 0 5cmを

沢1る 。両端には指押えの痕が残る。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡2棟,溝跡 1条 などを確認した。

①掘立柱建物跡

SB1005(図 43)

調査区中央部東寄 りで確認 した梁間

1間 (190m)以 上,桁行 2間 (390m)以 上

の南北棟建物で,SB1006と 重なる。建

物跡の南東部は調査区外のため未検出

である。棟方向はN-2° 一Eを示す。柱

間寸法は梁間 (東西)1.90m,桁 行 (南北)

■90mと 2.00mで あった。柱穴は径 0.30

～ 0.38mの 円形で,埋土は暗褐色シル ト

であった。出土遺物には土師器片 6点
,

瓦器片 1点 ,鉄津 1点がみられたが,復

元図示できるものはなかった。

SB1006(図 44)

図43 平成 11年度7区 SB1005

D
(DL=820m)

調査区中央部東寄 りで確認 した東西棟建物跡で
,

SB1005と 重なる。建物跡の大半が調査区外にあ り,西

妻柱 2間分 (320m)の みを検出した。棟方向はN-90° ―

Eを示す。柱間寸法は梁間 (南北)150mと ■70mを 測る。

柱穴は径 0.23～ 029mの円形で,埋土は暗掲色シル トで

あった。出土遺物には土師器片 12点,須恵器片 1点,土

製品1点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

②溝跡

SD1013(図 45)

調査区西端部で検出した南北溝跡 (N-4° ―W)で ,8区の北部まで延びる。幅030～ 210m,深 さ0.24

～0.33mを測る。断面は舟底状ないし逆台形を呈 し,基底面はほぼ平坦で,7区で6.10m,8区で 2,30

A一

A一

1   2   3m

ω レ 鰤 )

0   1   2m

図44 平成 H年度7区 SB1006
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77区

mを検出した。埋土は2層 に分層され,上層が灰責褐色砂質土,下層がにぶい責掲色シル トであった。

出土遺物には土師器片 212点 ,須恵器片 19点 ,瓦質土器片 4点 ,瀬戸焼 1点 ,白磁片 1点 ,青磁片 2点
,

土製品1点 ,鉄製品3点,石製品1点がみられ,須恵器 2点 (102・ 103),瀬 戸焼 1点 (104),青磁 1点 (105),

石製品 1点 (106),土 製品1点 (115)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 46-102・ 103)

2点 とも杯蓋である。102は 天丼部の一部が残存 し,中央部に宝珠形のつまみが付 き,タト面には回

転ヘラ削 り調整の痕が残る。内面は回転ナデ調整の後にナデ調整を加える。胎土には白色砂粒 をわ

ずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも灰白色を呈す

る。103はつまみが付 く天丼部のみ残存し,つ まみは擬宝珠  A下

形をなす。つまみにはヨコナデ調整,内面にはナデ調整の

痕が残る。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良く,

色調は内外面とも灰白色を呈する。

瀬戸焼 (図 46-104)

104は小董で,下胴部と底部が残存 し,底径 4 4cmを 測る。 図45 平成 H年度7区 SD1013

底部の切 り離 しは回転糸切 りで,胴部は真上に上がる。器面は回転ナデ調整で,外面には自然釉が付

着する。また,内底面を中心に鉄分の付着が認められる。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は,内面が

にぶい責掲色 ,タト面が灰色ないし灰オリーブ色を呈する。

92                                          97
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l灰黄褐色砂質土
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図46 平成 11年度7区 出土遺物実測図
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

青磁 (図 46-105)

105は碗で,口縁部の一部が残存 し,国径 11.8 cmを 測る。外面には小さな錦蓮弁文が施され,器面

には l mmの 厚 さに青磁釉が施される。胎上には黒色粒 をわずかに含み,焼成は良好で,色調は,内面

がオリープ灰色,外面が明緑灰色を呈する

石製品 (図 46-106)

106は硯で,堤 と陸部の一部が残存 し,裏面は剥離する。材質は粘板岩とみられ,残存長 6.9 cm,残

存幅8.5cm,残存厚 1 2cmを 測る。

8.8区
コゴロク遺跡群南部,7区の南側に位置する。水田の区画によって,長 さ20m× 幅7mの トレンチ

を設定 して調査 を行った。

(1)堆積層 出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

弥生土器 (図 48-107・ 108)

2点 とも甕で,107は口縁部約 1/2が残存

し,口径 27.2 cmを 測る。口縁部は胴部から

屈曲し,端部を内側に曲げる。胴部内面に

はヨコ方向のハケ調整,回縁部にはヨコナ

デ調整,胴部外面にはナデ調整を施 し,頚

部外面にヘラナデの痕跡が一部に残る。胎

土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,

色調は,内面が橙色,外面がにぶい橙色を

呈する。108は口縁部の破片で,口縁部は胴

部から大 きく屈曲し,端部を内側に曲げる。

器面は摩耗 してお り調整は不明である。胎

土には砂粒 を比較的多 く含み,焼成は良く,

色調は内外面 とも橙色を呈する。

須恵器 (図 48-109)

109は杯蓋で,つ まみを欠 く。約 1/4が残

存 し,日径 14.6 cmを 測る。九味のある天丼

部外面約 1/2強 に回転ヘラ削 り調整,他は

回転ナデ調整で,天丼部内面にはナデ調整

を加える。胎土には白色砂粒をわずかに含

x=47,150「

図47 平成 11年度8区遺構平面図(S=1/200)

み,焼成は良好で,色調は,内面が灰白色,タト面が灰色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では土坑3基 ,溝跡 1条 ,ピ ットなどを検出した。
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88区

①土坑

SK1004

調査区北東端で検出した方形の土坑で,SK1005の 東隣りに位置 し,多量の石が出土 した。長辺230

m,短辺 2.20m,深さは 0.57mを測 り,長軸方向はN-75° ―Wを示す。断面は舟底状ないし逆台形

を呈する。埋土は暗褐色シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 17点,土師器片 17点 ,須恵

器片4点 ,土製品1点 ,瓦 1点 ,石製品1点がみられ,弥生土器2点 (110,111),瓦 1点 (112),石製品1点 (113)

が復元図示できた。

出土遺物

弥生土器 (図 48-110・ 111)

2点 とも甕で,110は 口縁部の一部が残 り,口径 24.6cmを 測る。頸部は胴部からくの字状をなし,口

縁部でさらに水平に屈曲し,端部を内方に曲げる。口縁部はヨコナデ調整,内面はナデ調整を施す。

胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が明赤褐色ない し褐灰色,外面が橙色

ないしにぶい黄橙色を呈する。111は 回縁部の破片で,110と 同じく顕部は胴部からくの字状をな

し,口縁端部を内側に曲げる。胎土には砂粒 を多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面 とも浅黄橙色

を呈する。

瓦 (図 48-112)

112は 軒平瓦で,瓦頭の一部が残存する。瓦頭は二重の重弧文で,下端が欠損する。顎部は基部が

欠損するが,段顎とみられる。上面には布 目圧痕,下面には波状文が残る。焼成は良好で,色調は灰

白色を呈する。

石製品 (図 48-113)

113は 用途不明の石器で,全幅 8 3cm,全厚 1 7cmを 測る。側面に加工痕,裏面に研磨痕,表面にハー

ト形の基の痕が残る。材質は粘板岩である。

SK1005

調査区北部で検出した方形の上坑で,SK1004の西隣りに位置する。長辺 2.40m,短辺 2.30m,深

さイよ13 cmを 測 り,長軸方向はN-5° 一Eを 示す。断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は暗褐

色シル ト単一層であつた。出土遺物には土師器片 10点 ,須恵器片 5点,石製品 1点がみられたが,復

元図示できるものはなかった。

SK1006

調査区南端で検出した方形の上坑である。長辺 160m,短辺 1.30m,深 さは 19 cmを測る。長軸方向

はN-68° ―Wを示す。埋土は褐灰色シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 1点 ,土師器

片13点 ,須恵器片11点 ,土師質土器片9点 ,陶器片1点がみられ,弥生土器1点 (114)が復元図示できた。

出土遺物

弥生土器 (図 48-114)

114は壼で,底部から胴部にかけて残存 し,胴径 15.4 cm,底径 6 3cmを 測る。内底面に指頭圧痕,底

部外面にタテ方向のハケロが残存する。これ以外は摩耗 してお り,調整は不明である。胎土には砂粒

を多 く含み,焼成は良く,色調は内外面とも橙色を呈する。

,び



第Ⅱ章 平成 11年度の調査

②溝跡

SD1013

7区で検出した溝 と同一のものとみられるもので,本調査区から出土 した遺物のうち上製品 1点

(H5)が図示できた。

出土遺物

土製品 (図 48-115)

115は 円筒形の土錘で,両端が欠損 し,全幅 1.lcm,孔径 0 5cmを測る。表面には指押えの後にナデ調

整を施す。胎土は精良で,焼成は良 く,色調はにぶい橙色を呈する。

SD1014

調査区中央部で検出した東西溝跡 (N-83° 一W)で ,幅 10～ 30 cm,深 さ0.26mを 測る。断面は舟底

状ないし逆台形を呈する。基底面は東側 (9758m)か ら西側 (9693m)に 向かって緩やかに傾斜 し,7.20

mを検出した。埋土は暗褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には土師器片 3点がみられたが ,

復元図示できなかった。

③ ピット

P1005

調査区中央部北寄 りで検出したピットで,SK1005の 南隣りに位置する。掘方は径 0.32mの 円形で
,

深さ0.25mを測る。埋土は褐灰色シル トであった。出土遺物には土師器片 3点 ,瓦器片 1点 ,土師質土

器片4点がみられ,瓦器1点 (116)が復元図示できた。

出土遺物

瓦器 (図 48-H6)

116は椀で,約 1/2が残存 し,口径 15,7cm,器 高5.9cm,底径 6.4cmを 測る。底部には高さ0.8cmの高台

が付 き,口縁部は体部から内湾気味に上が り,日縁端部は九 く仕上げる。体部外面から内面にかけて

圏状のヘラ磨 きを施す。体部外面には指押えの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面

とも暗灰色を呈する。

P1006

調査区中央部で検出したピットである。掘方は径 1.10mの 円形で,深 さ0.41mを 測る。埋土は暗褐

色シル トであった。出土遺物には土師器片 19点 ,須恵器片 3点 ,土師質土器片4点 ,白磁片 1点 ,鉄製

品4点 ,石製品 1点がみられ,石製品1点 (117)が復元図示できた。

出土遺物

石製品 (図 48-117)

117は砥石で,約 1/2が残存するとみられ,残存長7 8cm,全幅3.Ocm,全厚 0,7cmを 測る。1面 を使用 し,

裏面は未使用で,側面には加工痕が残る。材質は泥岩である。

P1007

調査区南部で検出したピットである。掘方は一辺 0,95mの 方形で,深 さ061mを 測る。埋土は褐灰

色シル トであった。出土遺物には土師器片 7点 ,備前焼片 1点がみられ,備前焼 1点 (118)が復元図示

できた。

,7



8.8区

出土遺物

備前焼 (図 48-118)

118は橋鉢で,約 1/5が残存 し,口径29,4cm,器高 12.lcm,底径 13.4cmを測る。底部は平らで,口縁部

は体部から斜めタト上方へほぼ真直 ぐ上が り,端部を上下に若千肥厚する。器面は回転ナデ調整で,内

面には8本単位の条線が 2カ 所に残 り,元は8カ 所に施されていたものとみられる。胎上には砂粒 を

多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が褐色ないしにぶい赤褐色,外面が褐灰色を呈する。
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第Ⅱ章 平成 11年度の調査

P1008

調査区南端で検 出 したピッ トで,SK1006を 掘 り込む。掘方は一辺0.80mの方形で,深 さ17cmを 測 り,

埋土は掲灰色 シル トであった。出土遺物には土師器片 2点 ,瓦 1点 ,白磁片 1点がみ られ,瓦 1点 (119),

白磁 1点 (120)が復元図示で きた。

出土遺物

瓦 (図 48-119)

119は単弁蓮華文の軒九瓦で,約 1/4が残存する。弁区には蓮華文 3葉が残 り,元は8葉であったも

のとみられる。中房は欠損 してお り不明である。復元径は弁区が18.Ocm,中 房が5.4cmである。焼成は

不良で,色調は灰白色を呈する。

白磁 (図 48-120)

120は碗で,口縁部の一部が残 り,日径 15.O cmを 測る。口縁部は玉縁状をなし,器面には薄 く白磁

釉を施す。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面 とも灰白色を呈する。

P1009

調査区南西端で検出したピットで,遺構の西側が調査区外にあり未検出である。掘方は不整方形

で,長辺 1.10m,短辺 0.80m,深 さ 19 cmを測る。埋土は掲灰色シル トであった。出土遺物には土師器

片 23点,須恵器片 2点,土師質土器片 6点 ,瓦 1点 ,木炭 3点がみられ,須恵器1点 (121)が復元図示で

きた。

出土遺物

須恵器 (図 48-121)

121は杯身で,底部が残存 し,底径 7.2 cmを 測る。外底面は回転ヘラ切 りとなる。他は摩耗 し調整は

不明である。胎土には白色粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は内外面とも灰色を呈する。

9。 9区

コゴロク遺跡群南部 ,

設定し調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 51-122)

122は高杯で,杯部の一部が残存 し,回径29.2cm

を測る。杯部は皿状をなし,口縁端部は屈曲して

斜め上方を向 く。外面には回転ヘラ削 り調整,口

縁部から内面には回転ナデ調整を施し,内面には

ナデ調整を加える。胎土には白色砂粒をわずかに

含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を

呈する。

8区の南側に位置する。水 田の区画によって,長 さ8m× 幅7mの トレンチ を
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99区

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB1007(図 50)

調査区東端で確認 した南北棟建物跡

とみられるもので,西側柱 3間 (5.30m)

のみを検出した。建物跡は調査区外に廷  A―
び,全容は不明である。方形の掘方を持

つことからSB1008・ 1009と 関連する建
A―

物 と考えられる。棟方向はN-7° 一E

を示す。柱間寸法は桁行 (南北)160～ 190

mを測る。柱穴は一辺 0.61～ 083mの 方

形で,柱径は0.21mと みられる。埋土は

B
(DL=800m)

図50 平成 H年度9区 SB1007

責色シル トのブロックを含む褐色砂質シル トを主体 とし,炭化物を含む灰責色砂質シル トや灰黄褐

色シル トがみられ,柱痕はにぶい黄褐色シル トとなっていた。出土遺物には土師器片 41点 ,須恵器

片 26点,土師質土器片 11点 ,瓦 1点 ,木炭 1点がみられ,須恵器 2点 (123・ 124)が復元図示で きた。

出土遺物

須恵器 (図 51-123・ 124)

123は 杯蓋で,約 1/4が残存 し,口径 13.l cm,器高 2 2cm,つ まみ径 6.3cmを 測る。天丼部は平 らで
,

環状のつまみが付 き,日縁部は斜め下方へ下 り,端部を下方にわずかに屈曲さす。外面には自然釉

がかか リー部にハダ荒れがみられる。内面には回転ナデ調整を施す。胎土には砂粒をい くぶん含み ,

焼成は良好で,色調は,内面が灰白色,外面が灰白色ないし灰オリーブ色を呈する。

124は高杯で,杯部の一部が残存 し,口径 30,8 cmを 測る。杯部は皿状をなし,口縁端部は屈曲して

斜め上方を向 く。外面には回転ヘラ削 り調整,内面にはナデ調整を施す。胎上には白色砂粒 をわずか

に含み,焼成は良く,色調は内外面とも灰白色を呈する。

② ピット

P1010

調査区北部で検 出 した

ピッ トであ る。掘方 は径

022mの 円形で,深 さ 13 cm

を測 る。埋 土 は灰褐色 シ

ル トであった。出土遺物に

は土師器片 2点,須恵器片

1点がみ られ,土師器 1点

(125)が復元図示できた。

出土遺物

70

図51 平成11年度9区出土遺物実測図



土師器 (図 51-125)

125は椀で,約 1/2が残存 し,口径18.5cm,器高5,9cm,

底径 11.3 cmを 測る。成形は粘土紐巻 き上げ成形であ

る。平 らな底部外端には高さ 0。7 cmの 高台が付 く。口

縁部は体部か ら外上方にほぼ真直 ぐ上が り,端部は

丸い。器面にはヨコナデ調整を施 し,内底面にはナ

デ調整を加える。胎土には 3～ 5 mm大の砂粒を含み ,

焼成は良 く,色調は内外面とも淡赤褐色を呈する。

10.10E至

コゴロク遺跡群南部,9区の南側に位置する。水田

の区画によって,長 さ23m× 幅3mと長さ7m× 幅7

mの トレンチを設定 して調査を行った。調査区東部

は,遺物包含層 と遺構が遺存 しておらず,表土層直

下から砂礫層 となっていた。

(1)堆積層 出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師質土器 (図 54-126)

126は椀で,底部が残存 し,底径 5.3cmを測る。成形

はA技法である。底部外端には断面三角形の高さ 0.6

cmの高台が付 く。器面は摩耗 してお り,調整不明で

ある。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,

色調は,内面が淡黄色,外面が浅責橙色を呈する。

土製品 (図 54-127)

127は 須恵質の上錘で側面に紐溝を造 り出 したも

ので,完存 し,全長8.6cm,全 幅4.6cm,全厚 4.4cmを 測

る。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良好で
,

色調は浅黄橙色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡2棟,土坑 l基などを検

出した。

① 掘立柱建物跡

SB1008(図 53)

調査区西部で検出した南北棟建物跡で,北妻柱 2

間(4.30m)のみを検出した。建物はSB1009と 切 りあっ
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図52 平成 11年度10区遺構平面図(S=1/200)
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10 10区

ており,SB1009は SB1008の 建て替えによ

るものとみられる。また,建物の大半は調

査区外に延び,全容は不明である。方形の

掘方を持つことからSB1007と 関連する建

物と考えられる。棟方向はN-6° ―Eを示

す。柱間寸法は梁間(東西)1.90mと 2.40m,

柱穴は一辺 0.80mを沢1り ,柱径は13～ 32 cm

とみられる。埋土は責色シル トのブロック

を若千含む黒褐色砂質シル トを主体 とし,

黒褐色粘土質シル トなどが認められた。出

土遺物には,土師器片18点 ,須恵器片 3点 ,

土師質土器片4点がみられ,須恵器2点 (128・

129)が復元図示できた。

出土遺物
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図 53 平成 11年度 10区 SB1008'1009

須恵器 (図 54-128・ 129)

128は 皿で,底部の一部が残存 し,底径 6 8cmを 測る。底部の切 り離 しは回転ヘラ切 りで,ベ タ高台

風 となる。器面は回転ナデ調整で,内底面にはナデ調整を加える。胎上には白色砂粒をわずかに含み
,

焼成は良 く,色調は内外面とも灰白色を呈する。

129は器台の脚台とみられるもので,一部が残存 し,底径 23.4 cmを 測る。脚部はほぼ真直 ぐ下った
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図54 平成■年度10区 出土遺物実測図



第Ⅱ章 平成11年度の調査

後屈曲し,裾部で真下を向き,端部は水平な平面をなす。器面は回転ナデ調整で,外面には自然釉が

付着する。胎上には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰色を呈する。

SB1009(図 53)

調査区西部で確認 した南北棟建物で,北妻柱 2間 (4.50m)のみを検出し,同 じ棟方向であることか

らSB1008の 建て替えと考えられる。柱間寸法は梁間 (東西)2.10m,2.40m,柱穴は一辺 0.80～ 0。90m

を測る。坦土は戊化物 と黄色シル トのブロックを含む黒褐色砂質シル トを主体 とし,責色 シル トの

ブロックと礫 を若干含む黒褐色シル トや礫 を含む黒掲色粘土質シル トが認められた。出土遺物には

土師器片5点 ,須恵器片 1点がみられ,須恵器 1点 (130)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 54-130)

130は杯身で,約 1/4が残存 し,口径 14.2 cm,器 高4.2cm,底 径 9.2cmを測る。外底面には高さ0.6cmの

高台が付 く。体部は外上方にほぼ真直 ぐ上が り口縁部に至る。器面には回転ナデ調整を施す。胎土に

は白色砂泣 を比較的多 く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも青灰色を呈する。

②土坑

SK1007

調査区北西部で検出した不整方形の上坑で,遺構の北側はピットに切られる。長辺0.90m,短辺0.70

m,深 さ 1l cmを 測 り,長軸方向はN-16° 一Eを示す。埋土は灰褐色シル ト単一層であった。出土遺

物には須恵器片 1点 ,瓦 1点がみられ,瓦 1点 (131)が復元図示できた。

出土遺物

瓦 (図 54-131)

131は九瓦で,約 1/3が残存する。凹面には布 目が残 り,凸面にはヘラナデ調整を施 し,側面はヘラ

で面取 りする。焼成は良好で,色調は灰白色を呈する。

11。 11[こ

コゴロク遺跡群南部,10区の西側に位置する。調査区西端に道路が隣接するため,長さ38m× 幅3

～7mと 一部を縮小して調査を行った。

(1)層序

11区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 明黄褐色 (10YR6/8)シ ル ト層

第Ⅲ層 褐灰色 (10YR4/1)シ ル ト層

第Ⅳ層 黄褐色(10YR5/6)粘土質シル ト層

第V層 暗褐色(10YR3/3)粘土質シル ト層

第Ⅵ層 黒褐色 (10YR2/2)シ ル ト層

第Ⅶ層 灰黄褐色(10YR4/2)砂質シル ト層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層は水田耕作をおこなっていた際に

イJ



1111区

生 じた床上である。第Ⅲ層 は古代 と中世の遺物 を含

む遺物包含層である。第Ⅳ～Ⅵ層 は調査 区中央部で

認め られた 自然堆積層で,第Ⅶ層 は基盤 となる自然

堆積層である。

(2)堆 積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 59-132～ 134)

132は杯蓋で,約 1/3が残存 し,口径12.8cm,器高 2.6

cmを 測る。天丼部は丸 く,中央部に径 2.8 cmの 擬宝珠

形のつまみが付 き,外面約 3/4に 回転ヘラ削 り調整

を施す。他は回転ナデ調整で,天丼部内面にはナデ調

整を加える。外面には自然釉がかかり,大半にハダ荒

れがみられる。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼

成は良好で,色調は,内面が灰色,外面がにぶい橙色

ないしオリーブ灰色を呈する。

133は杯で,一部が残存 し,口径 12.5cm,器高 6.8cm,

底径 8.6 cmを 測る。底部外端には高さ 0.3 cmの 高台が

付 く。杯部は深 く,口縁部は外上方に真直 ぐ上が り,

端部を細 く仕上げる。器面には回転ナデ調整を施す。

内面には自然釉がかか り,ハ ダ荒れがみられる。胎

土には白色砂粒 をわずかに含み,焼成は良好で,色調

は,内面が灰掲色ないし灰オリーブ色,外面が褐灰色

を呈する。

134は高杯で,脚柱部が残存する。脚柱部はほぼ真

直 ぐ下 り,裾部近 くで外反する。器面には回転ナデ調

整を施し,杯部内面にはナデ調整を加える。胎土は精

良で,ほ とんど砂粒は含まず,焼成は良好で,色調は

内タト面とも灰白色を呈する。

土師質土器 (図 59-135)

135は椀で,底部が残存 し,底径 4.9 cmを 測る。成形

はA技法である。底部外面には高さ0,3 cmの 高台が付

き,体部は内湾気味に上がる。体部外面下半には回転

ヘラ削 り調整,内面にはヘラ磨きを施す。胎土には砂

粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも

にぶい橙色を呈する。
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

― W
DL=790m)

褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
明責褐色(10YR6/8)シ ルト層
褐灰色(10YR4/1)シ ルト層
責褐色(10YR5/6)粘 土質シルト層        0      1      2     3m

図56 平成 11年度11区南壁セクション図

土製品(図 59-136～ 138)

いずれも須恵質の上錘で,136が紡錘形,137・ 138が円筒形を呈 し,焼成は良く,色調は灰白色を

呈する。136は完存 し,全長4 4cm,全 幅 1.3cm,孔径0.4cmを 測る。137は約1/2が残存し,残存長5,Ocm,

全幅1.8cm,孔径0.8cmを 測る。1381よ完存し,全長 5。2cm,全幅2.2cm,孔 径0 7cmを測る。

(3)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡1棟,溝跡2条 ,ピ ットなどを検出した。

①掘立桂建物跡

SB1010(図 57)

調査区東端で検出 した梁間 1間 (160m)

以上,桁行 3間 (420m)以 上の南北棟建物跡

で,東側 と南側が調査区外 に延びる。棟方

向はN-2° ―Eを示す。柱間寸法は梁間 (東

西)1.60m,桁行 (南北)1.20mと 1.60mを 測 り,

柱穴は 0.40～ 060mの不整方形である。埋

土は褐灰色シル トを主 とする。出土遺物に

は土師器片 2点,須恵器片 4点,土師質土器

片 3点 ,鉄津 1点がみられたが,復元図示で

きるものはなかった。

②溝跡

SD1015

調査区西部で検出した南北溝跡(N-31° 一W)で ,幅 0.90～ 1.10m,深 さ12～ 25 cmを 測る。基底面

は南側 (7459m)か ら北側 (7412m)に 向かって緩やかに傾斜 し,500mを検出した。断面は逆台形を呈

する。埋土は2層 に分層され,上層が暗褐色シル トのブロックを含む灰黄褐色砂質シル ト,下層が黄

色シル トのブロックを含むにぶい責褐色シル トであった。出土遺物に土師器片 51点 ,須恵器片 1点
,

土師質土器片 22点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SD1016(図 58)
A一

調査区西端で検出した南北溝跡(N-5° 一W)で ある。幅 0.60～

0.90m,深 さ0.34mを 測り,基底面はほぼ平坦で,3.40mを 検出した。

断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は灰褐色砂質シル ト単

一層であった。出土遺物に土師器片 141点 ,須恵器片 107点 ,瓦 2

層
層
層
層
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図 57 平成 11年度 11区 SB1010
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図 58 平成 11年度 11区 SD1016
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1111区

点がみられ,須恵器 1点 (139),瓦 2点 (140。 141)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 59-139)

139は杯蓋で,天丼部の一部が残る。天丼部は九味があ り,中央部に径 1 8cm,高 さ1.3cmの 宝珠形の

つまみが付 く。外面約2/3に は回転ヘラ削 り調整,他は回転ナデ調整で,内面にはナデ調整を加える。

胎土には白色砂粒 をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰色を呈する。

瓦 (図 59-140。 141)

140は単弁蓮華文軒丸瓦で,約 1/4が残存する。弁区は中房とほぼ同じ高さで蓮華文 2葉が残 り,元

は 8葉であつたものとみられる。中房には 1顆の蓮子が残る。外区は無文である。復元径は,直径が

23 0cm,弁 区が18 0cm,中房が4.Ocmで ある。焼成は不良で,色調は灰白色を呈する。

141は平瓦で,一部が残存 し,凹面には布 目圧痕,凸面には平行 と斜めのタタキロが残る。焼成は

良く,色調は灰白色を呈する。
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図59 平成 11年度 11区出土遺物実測図



第Ⅱ章 平成 11年度の調査

③ ピット

P1011

調査区東部で検出したピットで,SB1010の 西側に位置する。掘方は隅九方形で,長辺 ■20m,短

辺105m,深 さ0.24mを 測る。埋土は暗掲色シル トであった。出土遺物には土師器片7点 ,須恵器片6点 ,

土師質土器片 6点がみられ,須恵器 1点 (142)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 59-142)

142は杯蓋で,天丼部約1/4が残存し,日径13.8cmを測る。天丼部は平らで,回縁部は天丼部から斜

め下方に屈曲する。天丼部タト面には回転ヘラ削り調整,他は回転ナデ調整で,天丼部内面にはナデ調

整を加える。胎上には白色砂粒を比較的多く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

P1012                                          ヽ          、 /

調査 区東端で検 出 したピッ トである。掘方は径

0,48mの 円形で,深 さ020mを 測る。埋土は掲灰色シ     /

ル トであった。出土遺物は復元図示できた須恵器 1

点 (143)のみであった。

出土遺物

須恵器 (図 59-143)

143は杯身で,約 1/3が残存 し,口径 11.6cm,器 高 4.2

cm,底径 6 6cmを測る。底部は平らで,タト端には高さ0.3

cmの 高台が付 く。回縁部は外上方に真直ぐ上がる。器

面は摩耗 してお り調整は不明である。胎土には黒色

粒を比較的多 く含み,焼成は不良で,色調は内外面と

も灰白色を呈する。

12.12[乙

コゴロク遺跡群南部,11区 の南西側に位置する。

調査区東側に水路が隣接するため,長 さ27m× 幅 3

～7mと 一部調査区を縮小 して調査を行った。

(1)堆 積層 出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 61-144)

144は杯蓋で,約 1/4が残存 し,口径 12 5cm,器 高 2.6

cmを測る。天丼部は九味を有 し,中 央部に径2 3cm,高

さ0.8 cmの 擬宝珠形のつまみが付 き,外面約 2/3に 回

転ヘラ削 り調整を施す。日縁部はそのまま下 り,内面

に断面三角形状のかえりを付ける。胎土には砂粒 を
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図 60 平成 11年度 12区遺構平面図 (S=1/200)
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12 12区

わずかに含み,焼成は良 く,色調は内外面 とも灰 白色 を呈する。

土製品(図 61-145)

145は 土師質の上錘で,紡錘形を呈し,残存長3 9cm,全幅 1.2 cm,孔 径 0 5cmを 測る。表面には指押

えの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良く,色調は浅責橙色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では溝跡3条 などを検出した。

① 溝跡

SD1017(図 63)

調査区中央部で確認 した南北溝跡 (N-20° 一W)で ,完形の上師質土器がまとまって出土 した。ま

た,13区 に延び,調査区南部で方向を変える。幅070～ 1.20m,深 さ8～ 21cmを 測 り,基底面は南側 (7398

m)か ら北狽I(7548m)に 向かって緩やかに傾斜 し,12区で1250m,13区で440mを検出した。断面は

舟底状ないし逆台形を呈 し,埋土は黄色ないし暗褐色シル トのブロックを含む灰黄褐色シル トを基

調とし,13区 では3層 に分層される。出土遺物には土師器片388点 ,須恵器片11点 ,土師質土器片88点 ,

瓦 13点がみられ,須恵器1点 (165),土師質土器 33点 (146～ 159・ 166～ 184)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 62-146～ 159)

146か ら149は杯で,成形はいずれもA技法である。146イよ約 2/3が残存 し,口径 13 7cm,器高 3.7cm,

底径 6.4 cmを 測る。底部の切 り離 しは回転糸切 りで,口縁部から内面には回転ナデ調整,体部外面に

はナデ調整を施す。内底面には粘土紐巻き上げ痕が残る。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良く,

色調は内外面とも責白色を呈する。147は底部の一部が欠損するもので,日径14.8cm,器高3 3cm,底

径 8,6 cmを 測る。底部の切り離しは回転糸切 りで,内面には回転ナデ調整の痕が残る。胎土には砂粒

をわずかに含み,焼成は良く,色調は,内面が淡黄褐色,外面が褐白色を呈する。148・ 149は 口縁部が

欠損するもので,底部の切り離しは回転糸切 りによる。148は底径 7.8cmを 測る。胎土には砂粒を多く

含み,焼成は良く,色調は内外面ともにぶい黄橙色を呈する。149は 底径 8,O cmを 測る。胎上には砂粒

をわずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

150は小皿で,約 2/3が残存し,回径8.9cm,器高 1 7cm,底径 5,8cmを 測る。成形はA技法で,底部の

切り離しは回転糸切りである。胎土には砂粒を比較的多く含み,焼成は不良で,色調は,内面が灰白

色,外面が浅黄橙色ないしにぶい橙色を呈する。

151か ら159は椀で,成形はA技法で,高台の形態により3種類に分かれる。すなわち,ベ タ高台を

なすもの(a類 :151・ 152),断面逆台形の高台を貼付するもの(b類 :153～ 156),断面三角形状で端部が

狭い高台を貼付するもの(c類 :157～ 159)である。

a類 は,回縁部が斜め外上方に開き,器面には回転ナ

デ調整を施す。成形は,151が A技法,152が B技法で
,

底部の切 り離 しは,151が回転糸切 り,152が静止糸切

りである。151の 胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は

やや不良で,色調は内外面とも淡黄褐色を呈する。152

7∂

②
0         5cm

―
図61 平成11年度 12区出土遺物実測図 1
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図62 平成11年度12区出土遺物実測図2
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12 12区

の胎土には砂粒を比較的多く含み,焼成は良く,色調は内外面とも褐白色を呈する。

b類は,体部が内湾し,口縁部は外反するもの(153),外傾するもの(154・ 155),そのまま伸びるもの

(156)が みられる。高台内面にはヨコナデ調整,他は回転ナデ調整で体部外面には回転ヘラ削り調整

が加えられる。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成

はやや不良で,色調は,153が淡責褐色,154が黄白

色,155が にぶい責褐色ない し灰白色,156が褐白

色を呈する。

c類 は,b類同様体部が内湾 し,口縁部はいずれ

も外上方へほぼ真直 ぐ伸びる。高台内面にはヨコ

ナデ調整,他は回転ナデ調整で体部外面には回転

ヘラ削 り調整が加えられる。158のタト底面には静止

糸切 り痕が残る。胎土には砂粒をわずかに含み,焼

成は,158以外がやや不良で,色調は,157'158が 淡

黄褐色,159が掲白色を呈する。

SD1018(図 63)

調査 区中央部で検 出 した

南 北 溝 跡 (N-8° ―W)で
,

SD1017の 南隣 りに位置する。

幅 060～ ■30m,深 さ0.22～

0,86mで ,基底面は北側 (7260

m)か ら南側 (7170m)に 向かっ

て緩やかに傾斜 し,15.20mを

検出 した。断面は舟底状ない

遺構埋土(SD1017 1018)

1灰黄褐色シルト(責色シルトのブロックを含む)

2灰黄褐色シルト(暗褐色シルトのブロックを含む)

3黒褐色砂質シルト
4にぶい黄褐色シルト

A     
浮 7劇n

SD1019   SD1018

遺梅埋土(SD1018■ 019)

1にぶい黄褐色砂質シルト(黄色シルトのブロックを含む)

2にぶい黄掲色ンルト(暗褐色シルトのブロックを含む)

3灰責褐色砂質土
4灰責褐色シルト
&灰責掲色シルト
6灰黄色シルト

0

図63 平成11年度12区 SD1017～ 1019

し逆台形を呈する。埋土は,上層部がにぶい責褐色砂質シル トを基調とし,下層部が灰責褐色砂質土

と灰黄褐色・灰黄色シル トであった。出土遺物には,土師器片 39点 ,須恵器片 3点 ,土師質土器片7点 ,

陶器片 3点 ,瓦 18点 ,瓦質土器片 3点がみられ,須恵器 1点 (160),土 師質土器 2点 (161'162)が復元図

示できた。

出土遺物

須恵器 (図 64-160)

160は 甕で,口縁部の一部が残 り,回径 23.8 cmを 測る。日縁部は胴部から屈曲してタト傾 し,端部は

上方を向く凹面をなす。口縁部には回転ナデ調整,外面には回転カキロ調整,内面には同心円文のタ

タキを施す。また,口縁部外面にはオリーブ色の自然釉がかかる。胎土は精良で,焼成は良 く,色調

は内外面とも灰白色を呈する。

土師質土器 (図 64-161・ 162)

161は a類の椀で,約 1/2が残存 し,日径 12 9cm,器高4.7cm,底 径 6 0cm,高台高 0 6cmを 測る。底部

の切 り離 しは回転糸切 りで,器面には回転ナデ調整を施す。胎土には細砂粒をわずかに含み,焼成は

j0

表5 12区 SD1017出 土土師質土器法量表

番号 口径 (cm) 器高 (cm) 底径 (cm) 高台高 (cm)

151 49 68 06

つ
る 161 51 60 07

138 つ
々

貞
υ 65 05

154 141 48 55 05

155 148 ワ
イ 60 ∩

）

156 148 58 65 06

148 58 65 08

158 150 54 つ
々

医
υ 06

159 157 61 つ
々

資
） 08
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良 く,色調は内外面とも淡褐色を呈する。162は b類の椀で,ほ ぼ完存 し,口径 14,7cm,器 高5 3cm,底

径 6.6cm,高台高0 5cmを測る。底部外面には静止糸切 り痕が残 り,体郡外面下半には回転ヘラ削 り調

整,内面下半にはヘラ磨 きが施される。胎土には細砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外

面とも褐白色を呈する。

SD1019(図 63)

調査区南部で検出した南北溝跡 (N-18° 一E)で,SD1018に 切 られる。幅0,70m,深 さ7～ 10cm,基

底面は北側 (7328m)か ら南側 (7296m)に 向かって緩やかに傾斜 し,550mを検出した。断面は舟底状

ないし逆台形を呈する。埋土は灰責褐色シル ト単一層であつた。出土遺物には土師器片 2点,須恵器

片 2点 ,土師質土器片1点がみられ,土師器 1点 (163),土 師質土器 1点 (164)が復元図示できた。

出土遺物

土師器 (図 64-163)

163は 甕で,口縁部の一

部が残存する。口縁部は胴

部か ら小 さ く屈曲 して外

傾 し,端部は内傾する浅い

凹面をなす。外面にはタテ

方向のハケロが残る。胎土

には砂粒 を多 く含み,焼成

は良 く,色調は,内 面が橙

色ない し褐色,外面が灰褐

色ないし橙色を呈する。

上師質土器 (図 64-164)

164は a類の椀で,一部が

残存 し,口径 17 1 cm,器 高

5,2cm,ほ 径 6 7cm,局 台高0.5

cmを 測る。底部は比較的浅

く,体部が内湾 し,日縁部 図64 平成 11年度 12区 出土遺物実測図3

で外傾する。体部外面下半には回転ヘラ削り調整が認められる。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼

成は不良で,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

13。 13[丞

コゴロク遺跡群南部,12区 の北西側に位置する。水田の区画によって,長 さ21m× 幅4mの トレン

チを設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,溝跡1条 ,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

キ ‐

・６

▼
~

5′
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xテ47,135r

47,1涸
イ
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図 65 平成 11年度 13区遺構平面図 (S=1/200)

0   1   2   3m

図66 平成 11年度 13区 SB1011

られ,本調査区から出土 した遺物のうち須恵器 1点 (165),土師質土器 19点 (166～ 184)が復元図示で

きた。

出土遺物

須恵器 (図 67-165)

165は杯蓋で,約 1/4が残存 し,口径 12.6 cm,残存高 2 3cmを 沢1る 。ほぼ平らな天丼部外面には環状

のつまみが付 き,口縁部は斜め下方に向き,端部を下方に曲げる。天丼部外面約 3/4に は回転ヘラ削

り調整,他は回転ナデ調整を施す。胎上には白色砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面

とも灰白色を呈する。

土師質土器 (図 67・ 68-166～ 184)

166～ 170は杯で,調整技法によって2種類に分かれる。すなわち,内タト面とも回転ナデ調整を施す

もの(166～ 168)と ,口縁部から内面にかけて回転ナデ調整を施す もの(169'170)で ,後者には体部外

j2

Ｎ
ヽ

代

」

■

ヽ

SB1011(図 66)

調査区西部で確認 した梁間 2間 (390

m),桁行 3間 (470m)の 総柱東西棟建物

跡で,南西端柱 と北東端柱は調査区外に

あるとみられ未検出である。棟方向はN

-88° ―Eを示す。柱間寸法は梁間 (南北)

■80mと 2.10m,桁 行 (東西)1.40～ ■90

mである。柱穴は径 0.38～ 0.46 cmの 円形

または楕円形で,埋土は掲灰色シル トで

あった。出土遺物には土師器片 35点 ,須

恵器片2点 ,土師質土器片 4点 ,瓦質土器

片 2点,瓦 10点 ,鉄津 1点がみられたが
,

復元図示できるものはなかった。

②溝跡

SD1017

12区 で検 出 した溝 と同一の もの とみ

＞
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第Ⅱ章 平成11年度の調査

面にロクロロが残る。また,後者はベタ高台風 とな

り,底部と体部の境が段をなす。成形はいずれもA

技法で,底部の切 り離 しは回転糸切 りによる。胎土

には細砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は

内外面とも褐白色を呈する。

171は皿で,口縁部の一部と底部が残存 し,成形

はA技法である。底部の切 り離 しは回転糸切 りで
,

口縁部は斜め外方に上が り,端部は細い。月台土には

砂粒を比較的多 く含み,焼成はやや不良で,色調は

内外面とも掲白色を呈する。

172～ 184は 椀で,成形はいずれもA技法で,172

～ 174が a類 ,175～ 184が b類である。a類の体部

外面には回転ヘラ削 り調整は認められない。172・

173の体部から口縁部は内湾 し,174の それは斜め

上方に開く。底部の切 り離 しは回転糸切 りとなり,

器面には回転ナデ調整 を施す。胎上には細砂粒を

比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも白

黄褐色ない し乳白色を呈する。b類の成形 もA技

法で,器高が 5 0cm前 後のものと6.Ocmの ものがみら

れる。体部は内湾 し,日縁部は外傾する。高台内部

はヨコナデ調整ないしナデ調整で,他は回転ナデ調整で,体部外面下半には回転ヘラ削 り調整を加

える。176の 内面にはナデ調整,178の 内面にはヘラ磨 きを施 していた可能性がある。胎土には細砂

粒をわずかに含み,焼成は 175。 177以外は良 く,色調は内タト面 とも浅責褐色ないし褐白色を呈する。

SD1020

調査区中央部で検出した南北溝跡 (N-7° ―W)で ,幅 120m,深 さ075mを 測る。基底面は北側 (7110

m)か ら南側 (6970m)に 向かって緩やかに傾斜 し,4.60mを 検出した。断面は舟底状を呈する。埋土は

灰色シル トのプロックを含む暗褐色シル ト単一層であ り,出土遺物は土師器片 1点 ,土師質土器片 1

点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

③ ビット

P1013

調査区東部で検出したピットである。掘方は径0.24mの 円形で,深さ13cmを 測る。埋土は灰掲色シ

ル トである。出土遺物には土師器片 27点 ,土師質土器片 10点,瓦器片1点 ,瓦質土器片 3点がみられ ,

瓦器1点 (185)が復元図示できた。

出土遺物

瓦器 (図 69-185)

185は椀で,約 1/3が残存 し,口径 13,7cn,器 高4.6cm,底径 5.6cm,高台高0.4cmを測る。口縁部は体

表6 13区 SD1017出 土土師質土器法量表

番号 口径 (cm) 器高 (cm) 底径 (cm) 高台高 (cm)

166 14.4
ワ
イ 66

167 14.5 49 80

168 148 37 83

169 156 47 Ｏ
Ｏ

170 158 46 85

，
イ

つ
υ 30 64

172 148 つ
々

員
υ 04

つ
０

ワ
イ 150 つ

じ 70 05

174 155 つ
々 60 07

175 138 53 51 ハ
）

176 つ
０

区
υ 05

ワ
‘

，
イ 148 つ

０
医
υ 60 05

178 149 つ
る

食
υ

ワ
′

∩
）

179 15,0 50 ワ
イ 04

180 49 ０
０

資
υ

ハ
）

０
０ 154 59 04

つ
る

Ｏ
Ｏ 155 つ

々
員
υ

〔
）

183 15,7 61 60 05

184 17.0 (39)
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1313区

部から内湾気味に上が り,端部は外傾する凹面となる。国縁部はヨコナデ調整,体部外面には指押え

の痕が残 り,部分的にヘラ磨きを施す。底部タト面には断面三角形の高台が付 く。胎土には細砂粒 を含

み,焼成は良 く,色調は内外面とも暗灰色を呈する。

P1014

調査区中央部北端で検出したピットで,遺構の北側半分が調査区外にあり未検出である。掘方は

径約 060mの円形で,深 さ0.41mを 測る。埋土は灰褐色シル トであった。出土遺物には復元図示でき

た瓦質土器 1点 (186),白磁 2点 (187・ 188)がみられた。

出土遺物

瓦質土器 (図 69-186)

186は 三足金の足で,約 16.O cmが 残る。径は2.5 cmで ,表面にはヘラナデの痕,付け根には鍔の一部

が残る。胎土には砂粒 と雲母片を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が黄灰色,外面が灰色

ないしにぶい責橙色を呈する。

白磁 (図 69-187・ 188)

いずれも碗で,187は約1/2が残存し,口径 15 9cm,器高6.lcm,底径6 5cmを測る。底部は削り出し

高台となり,日縁部は内湾気味に上がり,口唇部は端反となる。体部外面には回転ヘラ削り調整を施

し,口縁部から内面にかけて施釉し,そ れ以外は露胎となり,見込は蛇ノロ状に釉ハギを行う。胎土

には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰オリーブ色ないし灰白色を呈する。

″

171

0          5          10        15cm

認

図67 平成 11年度 13区出土遺物実測図 1
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0          5          10        15cm

図68 平成 11年度 13区出土遺物実測図2
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14 14区

188は 回縁部の一部が残存 し,日径 16.4 cm

を浪1る 。体部外面には回転ヘラ削 り調整を

施 し,口縁部から内面に施釉する。胎土に

は黒色粒 を多 く含み,焼成は良好で,色調

は内タト面 とも灰白色を呈する。

14.14[五

コゴロク遺跡群南部,13区 の西側に位置

する。水田の区画によって,長さ10m× 幅

4mの トレンチを設定して調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

瓦 (図 71-189～ 191)

いずれも平瓦の破片で,凹面には布目圧 図69 平成11年度 13区出土遺物実測図3

痕,凸面には縄 目状のタタキロが残 り,190は 端部のヘラ削 りが残る。胎土には砂粒をわずかに含み
,

焼成は不良で,灰白色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では土坑 1基,ピ ット

出した。

① 土坑

SK1008

調査区南東部で確認した舟形の上坑で
,

多数の平瓦と九瓦が出土した。長辺1.10m,

短辺0.50m,深 さ0.26mを測り,長軸方向は
   頌ュ憫

_
N-83° 一Wを示す。埋土は灰褐色シルト

単一層であった。出土遺物には瓦片多数,   図70

土師質土器片1点 ,鉄淳1点がみられ,瓦 2点 (192・ 193)が復元図示できた。

出土遺物

瓦(図 72-192・ 193)

いずれも平瓦の破片で,凹面には布目圧痕,凸面には縄目状のタタキロが残り,端部にはヘラ削り

を行う。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は不良で,灰白色を呈する。

② ピット

P1015

調査区東部で検出したピットである。掘方は径 0.26mの 円形で,深 さ0.22mを 測る。埋土は灰褐色

シル トであった。出土遣物には復元図示できた瓦器 1点 (194),石鍋 1点 (195)が みられた。

出土遺物

5び

などを検       (
ヽ
卜
百
　
藤Ｆ〓Ｘ

、       キ       ヽ

Y=49,315            49,320             49,325

平成11年度 14区遺構平面図(S=1/200)

SK1008



第Ⅱ章 平成H年度の調査

瓦器 (図 72-194)

194は椀で,約 3/5が残存 し,口径 12 8cm,器高4.Ocm,底径 4.6 cmを測る。底部は平らで,外面には小

さな高台が付 く。体部は内湾 し,口縁部は外上方を向く。口縁部はヨコナデ調整,内面はナデ調整で
,

体部外面には指押えの痕が残る。胎土には細砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面 とも

暗灰色を呈する。

石製品 (図 72-195)

195は滑石製の石鍋で,約 1/3が残存 し,国径 17 2cm,器高7.4cm,底径 10.8cmを瀕1る 。底部は平 らで
,

胴部は内湾気味に上が り,口縁部外面には断面台形状の鍔を削 り出す。口縁部外面にはヨコ方向,鍔

以下にはタテ方向の選の痕が残 り,内面には残 らない。色調は内外面とも黒色を呈する。

P1016

調査区南東端で検出したピットで,SK1008の西隣りに位置する。掘方は径 0.40mの 円形で,深 さ

031mを 測る。埋土は灰褐色シル トであった。出土遺物には土師器片 9点 ,土師質土器片 1点 ,白磁片

1点,瓦 4点がみられ,土師質土器 1点 (196),白 磁 1点 (197)が みられ復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 72-196)

196は杯で,底部約 1/3が残存 し,底径 4,9 cmを 測る。成形はA技法で,底部の切 り離 しは回転糸切

りによる。器面は回転ナデ調整で,内面にはナデ調整を加える。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成

′ン
  191

図71 平成11年度 14区出土遺物実測図 1

20cm
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1515区

は良く,色調は灰白色を呈する。

白磁 (図 72-197)

197は杯で,約 1/4が残存し,口径9.2cm,器高2 1cm,底径6 0cmを測る。器面には白色釉を施釉し,

日唇部と外底面は釉ハギする。胎土には黒色粒を比較的多く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも

灰色ないし浅黄色を呈する。
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｀ヽこ三三

=三
三ΞttEEEEEEE房ラ

″
ク

に
朗

ゝ
   考 10C4 0           5           10         15cm

図72 平成 H年度14区 出土遺物実測図2

15,15[正

コゴロク遺跡群南西部,14区の西側に位置する。水田の区画によって,長 さ12m× 幅4mの トレン

チを設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では溝跡3条 などを検出した。

① 溝跡

SD1021

調査区西側で確認 した南北溝跡 (N-13° 一W)で ,コ ゴロク廃寺の区画に関連する区画溝 と考えら

れる。幅4.20～ 5,00m,深 さ0.51～ 088mを 測 り,基底面は北側 (6462m)か ら南側 (6248m)に 向かっ

て傾斜 し,420mを 検出した。断面は舟底状ない し逆台形を呈する。埋土は 4層 に分層され,1層が

58



にぶい黄褐色シル ト,2層が砂礫 を含む

灰褐色砂質土,3層 がにぶい黄褐色砂質 x=吼140イ

土,4層が灰褐色砂質上であ り,部分的

に鉄分を若千含む黒褐色粘土質シル ト    キ

の堆積が認め られた。出土遣物は皆無

であった。

SD1022

調査区西部で確認 した南北溝跡 (N―

47,135″

 ヽ             、
Y=49,300

第Ⅱ章 平成 11年度の調査

ヽ
49,310

(DL=800m)

図73 平成 11年度 15区遺構平面図(S=1/200)

37° 一E)で ,SD1021に切られる。遺構の西側が調査区外にあり未検出である。幅260m以上,深 さ0.68

～0,79mを 測 り,基底面は北側 (6890m)か ら南側 (6668m)に向かって傾斜 し,4.00mを 検出した。断面

は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は3層 に分層され,1層が黄掲色粘土質シル ト,2層が砂礫を含

層
層
層

序

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ

層
第
第
第

表土層
にぶい黄褐色シルト
にぶい黄褐色シルト

遺構埋土
1にぶい黄褐色シルト
2灰褐色砂質土
3に ぶい黄褐色砂質土
4灰褐色砂質土
5掲灰色砂質シル ト
6褐灰色砂質シルト
7に ぶい黄褐色シル ト

8責掲色粘土質シル ト
9に ぶい黄掲色砂質シルト
10にぶい責褐色砂質シル ト
11にぶい黄橙色砂質シル ト
12褐灰色砂質シルト
13黒褐色粘土質シルト
14褐灰色砂質シルト

図74 平成 11年度 15区 SD1021・ 1022

む褐灰色砂質土,3層が黄色シル トのブ

ロックと砂礫 を含む灰責褐色砂質上で

あり,部分的に灰色シル トのブロックを

含むにぶい掲色砂質シル トの堆積が認

められた。出土遺物には,弥生土器片 2

点,土師器片 120点 ,瓦 1点がみられ,弥

生土器 2点 (198・ 199)が復元図示できた。

出土遺物

弥生土器 (図 75-198・ 199)

いずれも甕で,198は 口縁部から胴部

の一部が残 り,口径 33.2cm,胴径33 0cm

を測る。胴部はほぼ真上に上が り,口縁

部は外反する。口縁部外面はヨコナデ

調整,胴部外面にはタタキ,内面にはハ

0           5          10cm

図 75 平成 11年度 15区出土遺物実測図

SD1022
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16 16区

ケ調整を施す。胎上には砂粒を多 く含み,焼成は良く,色調は,内面が浅責橙色ないし黒色,外面が

灰白色を呈する。199も 口縁部から胴部の一部が残り,口径 27.3 cm,胴 径 27.8 cmを 測る。胴部は内湾

気味に上がり,口縁部は外反する。口縁部から内面にかけてハケ調整を施し,胴部外面は,表面が剥

離する。胎土には砂粒を多く含み,焼成は良く,色調は,内面が橙色,外面がにぶい黄橙色を呈する。

16.16区
コゴロク遺跡群南西端に位置する。長さ2m× 幅2mの トレンチを設定して確認調査を行つた。調

査の結果,遺物包含層とみられる堆積層が認められたが,色調が薄くなっており,遺跡縁辺部に当た

るものと考えられる。また,遺構は全く検出されなかった。

(1)層序

16区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)シ ル ト表土層

第工層 にぶい掲色 (10YR4/3)シ ル ト層で砂礫を含む。

第Ⅲ層 にぶい黄褐色 (10YR4/3)シ ル ト層

第Ⅳ層 灰黄掲色(10YR4/2)シ ル ト層

第V層 灰黄褐色(10YR3/2)シ ル ト層

第Ⅵ層 褐色(10YR4/4)シ ル ト層

第Ⅶ層 暗掲色(10YR3/4)シ ル ト層で炭化物を含む。

第Ⅷ層 暗褐色(10YR3/3)シ ル ト層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 工

層はそれに伴って生 じた床土である。第Ⅲ層は古代 と中世の

遺物を含む遺物包含層であるが,その量はわずかである。第Ⅳ

～Ⅷ層は自然堆積の範疇で捉えた。

E―

層

層

層

層

層

層

層

層

序

Ｉ

Ｉ

Ⅲ

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

層

第

第

第

第

第

第

第

第

― W
DL=7■ Om)

褐灰色(10YR4/1)ン ルト表土層
にぶい褐色(10YR4/3)シ ルト層で砂礫を含む
にぶい黄褐色(10YR4/3)シ ルト層
灰責褐色(10YR4/2)シルト層
灰黄掲色(10YR3/2)シルト層
褐色(10YR4/4)シ ルト層
暗褐色(10YR3々 )ン ルト層で炭化物を含む

暗褐色(10YR3/3)ン ルト層

1  1.5m

図76 平成 11年度 16区

南壁セクション図
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第Ⅲ章 平成 12年度の調査

本年度は,コ ゴロク遺跡群中央部の百石地区(普光院跡)の本調査を実施した。

1,1区
コゴロク遺跡群中央部,普光院跡の南西部に位置し,標高9,880mである。水田の区画によって,長

さ33m X幅 7mの トレンチを設定し調査を行った。平成 12年度の調査で遺構が最も多く検出された

トレンチではあるが,後世の削平の影響を受け遺物包含層と遺構の遺存状態は良くなかった。

(1)層序

1区で認められた基本層序は下記のとおりである。

第 I層 灰褐色(10YR4/1)砂質シルト層

第Ⅱ層 明黄褐色 (10YR6/6)～黄褐色(10YR5/6)シ ルト層

第Ⅲ層 灰黄褐色 (10YR4/2)シ ルト層

第Ⅳ層 にぶい責褐色 (10YR4/3)シ ルト層

第 I層 は表土層で,現代の耕作土となっている。第工層は第 I層 に伴って鉄分が沈殿した土層で
,

いわゆる床上である。第Ⅲ層が遺物包含層で,古代から中世にかけての遺物を含む。第Ⅳ層は基盤の

自然堆積層で,遺構検出面となっている。この層序は,本年度の調査で一般的にみられた層序でもあ

り,本年度の基本層序ともいえる。よって,以下異なる層序が認められた調査区のみ基本層序の項を

設けて記す。なお,第 I層 に旧耕作土が認められた調査区もあった。

一 N

層序

第 I層 灰褐色(10YR4/1)砂 質シルト層
第Ⅱ層 明黄褐色 (上OYR6/6)～責褐色(10YR5/6)シ ルト層
第Ⅲ層 灰責褐色(10YR4/2)シ ルト層

(DL=9Ю m)

0      1      2      3m

― D
(DL=970m)

2   3m

図77 平成 12年度1区西壁セクション図

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡 3棟,塀 。

柵列跡 5列 ,土坑 1基,ピ ットなどを検

出した。

①掘立柱建物跡

SB2001(図 78)

調査 区北端部で確 認 した梁 間 1間

(220m)以上,桁行 2間 (500m)の やや歪

みのみられる東西棟建物跡である。建物

跡の北側半分が調査区外にあ り北側柱

が未検出である。棟方向はN-75° 一W
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図 78 平成 12年度1区 SB2001
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11区

を示す。柱間寸法は梁間 (南北)が 200m,2.20m,桁行 (東西)が 2.40m,2.60mを 測る。柱穴は径040～

0.50mの 円形で,埋土は暗褐色粘土質シル トであった。出土遺物には弥生土器片 1点,土師器片 49点
,

須恵器片 1点 ,白磁片 2点がみられ,西妻柱南端の柱穴から出土 した白磁 1点 (200)が復元図示できた。

出土遺物

白磁 (図 86-200)

200は碗で,底部と体部の約1/2が残存し,底径 6.2cm,

高台高 0.9 cmを 沢1る 。底部が削 り出し高台で,体部外面

には回転ヘラ削 り調整が施され,内面には白磁釉が施

され,部分的に露胎がみられる。胎土には黒色粒をわず

かに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を呈

する。

SB2002(図 79)

調査区南東部で確認 した梁間 1間 (200m)以 上,桁行 2

間(420m)の 南北棟建物跡であ り,SA2003と 重なる。建

物跡の東側半分が調査区外にあり,東側柱が未検出であ

る。棟方向はN-14° 一Eを示す。柱間寸法は,梁間(東西)

が1.80m,2.00m,桁 行 (南北)が2.00m,2.20mを 検出した。

柱穴は径 0.20～ 0.50mの 円形で,埋土は灰褐色シル トの

ブロックを含む暗褐色粘土質シル トである。出土遺物に

は土師器片 8点 ,須恵器片 1点,土師質土器片 12点がみ

られ,南妻柱西から 1間 目の柱穴から出土した土師質土

器 1点 (201)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 86-201)

201は杯で,底部約 1/2が残存 し,底径 6 8cmを 測る。成

形はA技法で,底部の切 り離 しは回転糸切 りによる。器

面は摩耗 してお り調整は不明である。胎上には細砂粒を

多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰白色ないし

浅責橙色を呈する。

SB2003(図 80)

調査区南端部で確認 した梁間 1間 (210m),桁行 2間

(430m)の やや歪みのある南北棟建物跡であり,SB2002

の南側に位置する。棟方向はN-15° ―Eを示す。柱間

寸法は梁間 (東西)200m,2.10m,桁行 (南北)2.00～ 2.20m

である。柱穴は径 0.35～ 040mの円形で,埋土は灰掲色

粘土質シル トであった。出土遺物には土師器片 33点,須
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図 79 平成 12年度 1区 SB2002
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図80 平成 12年度1区 SB2003



第Ⅲ章 平成 12年度の調査

恵器片1点がみられたが,復元図示できた遺物はなかった。

② 塀・柵列跡

SA2001(図 81)

調査区中央部で確認 した南北塀(N-11°

一E)で ,2間 分 (530m)を 検出 した。柱間は

2.40m,2.90mを 測る。柱穴は径 0.40mの 円

形で,埋土は暗褐色粘土質シル トであっ

た。出土遺物には土師器片 10点 ,鉄製品 2

点がみられたが,復元図示できるものはな

かった。

SA2002(図 82)

調査区中央部で確認 した南北塀 (N-17°

一E)で ,2間 分 (540m)を 検出 した。柱間は

260m,280mを 測る。柱穴は径 0.20～ 0.30m

の円形で,埋土 は暗褐色粘土質シル トで

あった。出土遺物には土師器片 5点がみら

れたが,復元図示できるものはなかった。

SA2003(図 83)

図81 平成 12年度 1区 SA2001
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1     2m

調査区南東部で確認 した南北

塀 (N-17° 一E)で ,SB2002と 重

な り,SB2003の 北側 に位置 し
,

3間分(680m)を 検出 した。柱間は

2.10～ 2.50mを測る。柱穴は径0.25

～ 0,40mの 円形で,埋土は灰色シ

ル トのブロックを含む暗褐色粘

図82 平成 12年度 1区 SA2002
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土質シル トである。出土遺物 には土師器片 8点 ,須恵器片 2点 ,土師質土器片 1点がみられたが,復元

図示で きるものはなかった。

SA2004(図 84)

調査 区南端部東寄 りで確認 した南北塀 (N-17° 一E)で ,SB2002,2003の西側 に位置 し,6間分
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図84 平成 12年度1区 SA2004
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1,1区

(1130m)を 検 出 した。柱間は 1.70～ 2.10mを測る。柱穴は径 0.25～ 0.45mの 円形で,柱径は 10～ 20 cm

とみ られる。埋土は暗褐色粘土質シル トである。出土遺物には土師器片 43点 ,須恵器片 3点がみ られ

たが,復元図示で きるものはなかった。

SA2005(図 85)

調査区南西部で確認 した南北塀 (N-17° 一E)

で, SB2002・ 2003, SA2004の 西側に位置 し,

3間分 (510m)を 検出した。柱間は■40～ ■90m A―

を測る。柱穴は径 0.25～ 0.40mの 円形で、柱径 A―

は 10～ 20 cmと みられる。埋土は暗褐色粘土質

シル トである。出土遺物には土師器片 24点,土

師質土器片5点がみられ,南端の柱穴から出土

した土師質土器 1点 (202)が復元図示できた。

才
´

図85 平成 12年度 1区 SA2005

出土遺物

土師質土器 (図 86-202)

202は小皿で,約 2/3が残存 し,口径 8 1cm,器高 1.8cm,底径 4 8cmを測る。成形はA技法で,底部外

面には板状圧痕が残る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面とも橙色を呈する。

③ 土坑

SK2001

調査区中央部北寄 りで検出した不整方形の上坑でSA2001に掘 り込まれていた。長辺 1.50m,短辺

100m,深 さ 18 cmを測 り,長軸方向はN-30° ―Wを示す。断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋

土は茶色シル トのブロックを含む褐灰色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物は復元図示 した須恵

器 1点 (203)の みであつた。

出土遺物

須恵器 (図 86-203)

203は杯身で,底部約 1/2が残存 し,底径 80cm,高 台高 0,7cmを 測る。底部外端部にはハの字状 に開

く高台が付 く。胎土には白色砂粒を若干含み,焼成は不良で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

① ピット

畑
一

0     1 2   3m

― B

一 B
(DL=970m)

２０４

∩

〉

　

　

・Ｏｃｍ
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図86 平成12年度 1区 出土遺物実測図



第Ⅲ章 平成12年度の調査

P2001

調査区中央部南東寄 りで検出したピッ

トで,SA2003の 西隣 りに位置する。掘方

は径 0.30mの 円形で,深 さ 18 cmを 測る。

埋土は暗褐色粘土質シル トであった。出

土遺物には土師器片 23点 ,須恵器片 2′点,

土製品 2点がみられ,土製品 1点 (204)が

復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 86-204)

204は 円筒形の土錘で,全長 4.8 cm,全

幅1.5cm,孔径 0.5cmを 測る。表面には指押

えの痕が残 る。胎土は精良で,焼成は良

く,色調はにぶい橙色を呈する。

2.2区
コゴロク遺跡群中央部,1区の南側

に位置する。水田の区画によって,長 さ

20m× 幅 7mの トレンチを設定し調査を

行った。1区 と同様に後世の削平の影響

を受け,遺物包含層と遺構の遺存状態は

良くなかった。また,基本層序は1区 と同

じであった。

(1)堆積層出土遺物

第 I層出土遺物

須恵器 (図 91-205。 206)

いずれも高杯で,205は脚柱部の一部

が残存する。脚柱部は緩やかに外反し,

裾部で大きく開き,器面には回転ナデ調

整が施される。胎土には白色砂粒をわず

かに含み,焼成は良く,色調は内外面と

も灰白色を呈する。206イよ杯基部と脚柱

部の一部が残存する。器面は摩耗してお

り,調整は不明である。胎土には白色砂

粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調

は内外面とも灰白色を呈する。

ン
             、                ＼

Y=49,465            49,470

ヽ

γ「
が

/

駆ドい
/

「
却

/

4q→
い
/

図87 平成 12年度 1区遺構平面図(S=1/200)
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33区 ,4.4区

(2)遺構 と遺物

本調査区では土坑1基 とピットなどを検出した。

① 土坑

SK2002

調査区南部で検出した舟形の上坑で,長辺 4.00m,短

辺 080m,深 さ 13 cmを測 り,長軸方向はN-24° 一Eを

示す。断面は舟底状を呈する。埋土は褐灰色砂質シル ト

単一層であった。出土遺物には土師器片 55点 ,須恵器片

2点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

悼

▼ 類拇0イ

ヽ

3.3区
コゴロク遺跡群中央部,2区の南側に位置する。水田

の区画によって,長 さ20m X幅 7mの トレンチを設定し  
類拇0イ

調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では溝跡 1条 とピットなどを検出した。       ィ

① 溝跡

SD2001

調査区中央部西端で検出した東西溝跡 (N-84° 一W)        _、
      ャ

で,検出長 2.80m,幅 0,70m,深 さ7～ 9 cmを 測 り,基        Y=49,465    49,470

底面はほぼ平坦である。埋土は暗褐色砂質シル ト単一 図SS平成12年度2区遺構平面図(S=1/200

層であつた。出土遺物には土師器片 14点,須恵器片 2点がみられたが,復元図示できるものはな

かった。

② ピット

P2002

調査区南西部で検出したピットである。掘方は径 0.35m,深 さは 19 cmを 沢1る 。埋土は暗褐色粘土

質シル トであった。出土遺物には土師質土器片2点がみられ,土師質土器 1点 (207)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 91-207)

207は杯で,底部が残存 し,底径 5.7 cmを 測る。成形はA技法で,底部はベタ高台となる。器面は摩

耗が著 しく調整は不明である。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調は,内面が淡橙色 ,

外面がにぶい橙色ないし浅責橙色を呈する。

4.4区
コゴロク遺跡群東部に位置し,北には明白谷が所在する。水田の区画によって,長さ20m× 幅3m

のトレンチを設定し調査を行った。その結果,調査区中央から北部にかけて河川の氾濫に伴うと考

“
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ヽ

ヽ

xテ47βい
~

 ヽ      、
49,510

図89 平成12年度4区遺構平面図(S=1/200)

えられる多量の礫の堆積が認められた。古代 もこの部分を避けて居住区を構えていたとみられ,遺

構・遺物ともに極めて少なかった。

(1)層序

4区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 灰褐色 (10YR4/1)砂 質シル ト層

第工層 にぶい黄褐色 (10YR5/3)シ ル ト層

第Ⅲ層 黄掲色 (10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅳ層 灰掲色(75YR5/2)シ ル ト層で砂礫を含む。

第V層 灰責褐色 (10YR4/2)シ ル ト層でマンガン粒を含む。

第 I層 は現代の耕作上であ り,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層は水田耕作の際に生 じた床土

である。第Ⅲ層が古代から中世の遺物包含層であるが,遺存状態は極めて悪かった。第Ⅳ層は多量の

砂礫を含む自然堆積層である。第V層 は基盤となる自然堆積層である。

一 E
DL=970m)

Ｎ

ヽ

ｈ

Ｌ

キ

、

｀
   x多 47β45″

Y=怯 9,500

層序

第 I層 灰褐色(10YR4/1)砂 質シルト層

第Ⅱ層 にぶい黄褐色 (上 OYR5/3)シ ル ト層

(2)堆積層出土遺物

第 I層出土遺物

須恵器 (図91-208)               ′

208は杯蓋で,口縁部の一部が残 り,内面にはかえりが

付 く。器面は回転ナデ調整を施す。胎土には白色砂粒をわ

ずかに含み,焼成は良く,色調は内外面とも淡青灰色を呈

する。

第Ⅲ層 責褐色(10YR5/6)シ ルト層

第Ⅳ層 灰褐色(75YR5/2)シ ルト層で砂礫を含む

0       1       2      3m

図 90 平成 12年度 4区北壁セクション図

当 卜 208

0         5cln

図91 平成 12年度 2～ 4区 出土遺物実測図
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55区

5。 5区

コゴロク遺跡群中央部に位置し,北には明白谷が所在する。水田の区画によって,長 さ40m×

幅 3mの トレンチを設定 して調査を行った。その結果,弥生時代の溝跡 (SD2002)と 中世の井戸跡

(SE2001)な どを検出した。

(1)遺構 と遺物

本調査区では土坑1基,溝跡 1条 ,井戸跡1基などを検出した。

① 土坑

SK2003

調査区南西端で検出した楕円形の上坑で,SD2002を掘 り込んでいた。長径 ■20m,短径 0.90m,

深さ0.68mを 測 り,長軸方向はN-85° ―Wを示す。断面は舟底形を呈する。埋土は暗褐色粘土質シ

ル ト単一層である。出土遺物には弥生土器片 2点 ,土師器片 22点がみられ,土師器1点 (209)が復元図

示できた。

出土遺物

土師器 (図 94-209)

209は甕で,口縁部の一部が残る。胴部はほぼ真上に上が り,日縁部はタト傾 し,端部は内傾する凹

面をなす。内面にはヨコ方向のハケロの後に口縁部にはヨコナデ調整を加える。胴部外面にはタテ

方向のハケロが残る。

②溝跡

SD2002(図 92)                .

調査区西部で確認 した南北溝跡 (N-33° 一E)で ,SE2001の 東部に位置す

る。後世の削平を受け遺存】犬態は良 くなかった。幅 0.60m,深 さ2～ 8 cmを   A 
劾励蒻

下乱=930m)

測 り,基底面はほぼ平坦で,2.00mを検出した。断面は舟底形を呈する。埋土  遺構坦土

はマンガン粒 と l cm大 の責褐色シル トのブロックを含む灰責褐色砂質シル   灰責褐色砂質シ
生
ト

―
ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 2点 ,石製品 1点がみられ,弥

生土器 2点 (210・ 211),石製品1点 (212)が復元図示できた。
図92 平成 12年度

5区 SD2002
出土遺物

弥生土器 (図 94-210'211)

いずれも甕で,210は 底部約 1/3が残存 し,底径 5.O cmを 測る。内面には指ナデ調整,外面にはタタ

キロが残る。胎土には1～ 3mm大の砂粒を多 く含み,焼成は良く,色調は,内面が暗灰色ないし黄掲色 ,

外面が橙色ない しにぶい黄橙色を呈する。211は 口縁部の破片で,く の字状をなし,端部は内傾する

平面をなす。器面は摩耗 し調整は不明である。胎土には1～ 3mm大の砂粒を多 く含み,焼成は良 く,色

調は,内面が浅責橙色,外面がにぶい橙色を呈する。

石製品 (図 94-212)

212は打製石包丁で,完存 し,全長7.5cm,全 幅4.5cm,全厚 0.9cmを 測る。両端に快 りを設け,刃部に

は部分的に研磨痕が残る。材質は頁岩である。

6じ



③井戸跡

SE2001(図 93)

調査区西端部で検出した石組井戸である。掘方はほぼ円

形で径4.00m,深 さ3.20mを 測 り,砂礫層まで掘削 していた。

石組の内径は上部で 1.10m,下部で 0,90mで あった。また
,

基底部に丼筒は確認できなかった。埋土は拳大から人頭大

の礫を含む灰色粘土であった。出土遺物には土師質土器片 ,

備前焼片,白磁片などがみられ,備前焼 2点 (213・ 214),白磁

2点 (215・ 216)が復元図示できた。

出土遺物

備前焼 (図 94-213・ 214)

213は悟鉢で,口縁部の一部が残る。口縁部は斜め上方に

上が り,端部を下方に肥厚する。内面には8本単位の条線が

1カ 所残る。器面には褐色釉がかか り,日縁部外面下端には

重ね焼 きの痕が残る。胎土には砂粒 を多 く含み,焼成は良

好で,色調は内外面 とも褐色を呈する。214は甕で,玉縁状

をなす口縁部の一部が残る。器面には回転ナデ調整を施す。

胎土には砂粒 を比較的多 く含み,焼成は良好で,色調は内

外面ともにぶい赤掲色を呈する。

0      5cm

―

第Ⅲ章 平成 12年度の調査

― B
(DL=950m)

2m

図93 平成12年度5区 SD2002
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図94 平成 12年度 5区出土遺物実測図
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6.6区 ,77区 ,8.8区

白磁 (図 94-215・ 216)

215は碗で,底部約 3/4が残存 し,底径 5,2cmを 測 る。底部は高 さ 1.Ocmの 削 り出 し高台 とな り,体部

外面には回転ヘラ削 り調整 を施す。内面には白磁釉 を施す。胎土には黒色粒 をわずかに含み,焼成は

良好で,色調は内外面 とも灰 白色 を呈する。216は盤で,口縁部の一部が残 り,日径 25,6cmを 測る。日

縁部は斜めタト上方に伸び,端部は九い。口縁部内面から外面にかけて乳白色釉を施すが,外面はハダ

荒れが著しい。】台土には黒色粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は内外面とも淡責色を呈する。

6.6区
コゴロク遺跡群中央部 ,

5区の西側 に位置 し,調査

区北には明白谷が所在す

る。調査区南部が水路に隣

接するため,長さ 16m× 幅

1～ 2mと 一部縮小 して調

査 を行 った。調査の結果 ,

遺構・遺物とも極めて少な

く,確認できた遺構はピット

(1)堆積層出土遺物

第 I層出土遺物

石製品 (図 97-217)

、  ´ゝ テ¶郎詢

＼
Y=49,430

218は甕で,口縁部の一部が残存する。口縁部はくの字状をな

し,端部を内側に折 り曲げる。口縁部はヨコナデ調整,他はナデ調

整である。胎上には細砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は

内外面ともにぶい橙色を呈する。

刀

し
Y==49,415

ヤ
49,420

鮎
醐
２ロ

49,425

平成12年度 6。 7区

出土遺物実測図

一　

　

７

、         ヽ ィ     、
49,440

図95 平成12年度6区遺構平面図(S=1/200)

2個のみであった。

217は石錘 とみられるもので,完存 し,全長3.lcm,全幅2.8cm,全厚 2.Ocmを測る。材質は粗粒砂岩で
,

片面にタテ方向の溝を造 り出す。

7.ξ 区

ク遺跡群中央部,6区の西側に位   ヤ

置する。水田の区画によって,長 さ 10m×  _

幅 3mの トレンチを設定 し調査 を行った。

調査結果は 6区 とほぼ同じで,確認できた

遺構はピット3イ国のみであった。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土師器 (図 97-218)

、 _k多 47評0

_47β65

図,6 平成 12年度7区遺構平面図(S=1/200)

。　一酬陶
0

図 97



8.8区
コゴロク遺跡群中央部,6区 の

西側 に位置す る。調査 区西端が

水路に隣接するため,長 さ 12～

14m× 幅 3mと 一部縮小 して調査

を行った。

(1)層序

8区で認められた基本層序は以

下のとお りである。

第 I層 褐灰色 (10YR4/1)砂質シ

ル ト層

第 Ⅱ層 明責褐色 (10YR6/6)シ ル

ト層

第Ⅲ層 にぶい責褐色 (10YR4/2)

シル ト層でマ ンガン粒

を含む。

第 I層は現代の耕作上で,調査

前は水田になってお り,第 Ⅱ層は

水田耕作 を行 った際に生 じた床

上である。第Ш層は遺物包含層で

中世の遺物を含んでいた。

(2)遺構 と遺物

本調査区では溝跡 1条 とピット

などを検出した。

①溝跡

SD2004

x=蠣訂0「

47β60=

頚β酎
イ

第Ⅲ章 平成 12年度の調査

49,405

ヽ

ュ

、
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三Ｙ

図98 平成 12年度 8・ 10区遺構平面図(S=1/200)

調査区中央部で確認 した南北溝跡(N-20° 一W)で ,10区へ廷びる。8区で3.50m,10区 で4.70mを

検出した。幅は0.50m,深 さ0.24～ 0,34mを 測る。断面は舟底状ないし逆台形を呈 し,基底面は北側

(8563m)か ら南側 (8.447m)へやや傾斜する。埋土は 2層 に分層され,上層が灰責褐色砂質シル ト,下

層がにぶい黄褐色砂質シル トでいずれ も灰色シル トのブロックを含んでいた。出土遺物は皆無で

あった。

9。 9区

コゴロク遺跡群中央部,8区の西側に位置し,東側には水路と道路が隣接する。水田の区画によっ

て,長 さ10m× 幅3mの トレンチを設定し調査を行った。その結果,遺物包含層と遺構は近代の削平

を受けており,確認できなかった。

⑤

晶

0。

グ′
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10。 10じ江

コゴロク遺跡群中央部,8区の南側に隣接して設置した長さ

21m× 幅2～ 3mの トレンチである。

(1)遺構 と遺物

本調査区では溝跡 2条 とピット14個 を検出した。溝跡 2条

のうち,1条 (SD2004)は 8区で検出した溝と同一のものと考え

られる。

O溝跡

SD2003

調査区北部で確認 した南北溝跡 (N-29° 一W)で ,SD2004と

ほぼ平行に走る。幅0.20～ 0.50m,深 さ2～ 10cmを測 り,断面は

舟底状ないし逆台形を呈する。基底面は南側(8790m)か ら北側

(8743m)に 向けて緩やかに傾斜 し,2.70m検 出した。埋土は暗褐

色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物は皆無であった。

11.11[丞

コゴロク遺跡群中央部,10区 の南側に位置する。水田の区

画によって,長 さ 35m× 幅 3mの トレンチを設定 して調査 を

行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 灰褐色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 責褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅲ層 灰黄褐色 (10YR4/2)シ ル ト層でマンガン粒を含む。

第Ⅳ層 灰責褐色 (10YR5/2)シ ル ト層でマンガン粒を含む。

第V層 暗褐色(10YR3/3)粘土質シル ト層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ

層は水田耕作を行っていた際に生 じた床土である。第Ⅲ層 と第

Ⅳ層は古代から中世にかけての遺物包含層である。第V層 は自

然堆積層で,遺構検出面となっている。

(2)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

青磁 (図 103-219)

219は皿で,底部と体部の一部が残 り,底径 5,O cmを 測る。底

部は回転ヘラ切 りとなり,体部は外反気味に上がる。見込には

櫛描文,体部下端には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には黒色

彩

Ｎ

ヽ

ｈ

Ｌ

■

、
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―

頌す3゛
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471310~  Y=4ど
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図99 平成 12年度11区

遺構平面図(S=1/200)

SK2004

SK2005



第Ⅲ章 平成12年度の調査

一 N
DL=910m)

灰褐色(10YR4/1)砂 質シル ト層
責掲色(10YR5/6)シ ル ト層
灰責褐色(10YR4/2)シ ルト層でマンガン粒を含む

図 100 平成 12年度 11区西壁セクション図

粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面と

(3)遺構と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,土坑2基,ピ ッ

① 掘立柱建物跡

SB2004(図 101)

調査区北部で確認 した東西棟建物跡である。

建物跡の大半は調査区外 にあ り,西妻柱 2間 分

(420m)の みを検出した。棟方向はN-84° ―Wを

示す。柱間寸法は梁間 (南北)1.90m,2.30mを測る。

柱穴は径 0,35～ 040mの円形であり,埋土は暗褐

色シル トであった。出土遺物はみられなかった。

②土坑

SK2004(図 102)

調査 区南部で検 出 した不整方形の集石土坑 で

3m

層

層

層

序

Ｉ

Ｉ

Ⅲ

層

第

第

第

も灰オリーブ色を呈する。

卜などを検出した。

A―

A一 ― B
(DL=910m)

図 101 平成 12年度 11区 SB2004

ある。長辺 1.80m,短辺 110m,深 さは 15 cmであり,長軸方向はN-87°

―Wを示す。断面は逆台形を呈 し,埋土は灰褐色シル ト単一層で,中心

部から東側にかけて多量の礫がみられた。出土遺物には土師器片444点
,

須恵器片13点 ,瓦器片11点 ,土師質土器片15点 ,土製品3点がみられたが ,

細片でかつ全体的に磨耗 してお り,復元図示できるものはなかった。

SK2005

調査区南端で検出した中世以降のハンダ土坑で,遺構の西狽I半分が調

査区外にある。長辺 ■60m以上,短辺 090m以上,深 さは 0.45mで あ り,

長軸方向はN-18° ―Eを示す。埋土は灰褐色粘土質シル ト単一層であっ

た。出土遺物には土師器片 12点 ,須恵器片 1点,白磁片 2点,土製品 1点

がみられたが,復元図示できるものはなかった。

③ ピット

P2003

調査区北部で検出したピットである。掘方は径 0.30mの 円形で,深さ 0.34mを 測る。埋土は灰責褐

色シル トであった。出土遺物には土師器片 L点 ,須恵器片 1点,青磁片 1点がみられ,須恵器1点 (220)

が復元図示できた。

A一

A―

― B
(DL=900m)

遺構埋土
1灰掲色シルト

0    1    2m

図 102 平成 12年度 11区

SK2004

磨
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出土遺物

須恵器 (図 103-220)

220は杯蓋で,口縁部の一部が残 り,口径 13.4cmを 測る。天丼部

は丸味を有 し,そのまま口縁部に至る。口縁内面にはかえりが付

く。器面には回転ナデ調整を施 し,天丼部外面には自然釉,口縁

外面には円形の粘土が付着する。胎土は精良で,焼成は良 く,色

調は,内面が青灰色,外面が紫灰色,暗灰オリーブ色,灰白色を呈

する。

12.12[至

220

0           5cm

―図103 平成12年度11区

出土遺物実測図

コゴロク遺跡群中央部,■ 区の南側に位置する。水田の区画によって,長さ19m× 幅3mの トレン

チを設定 して調査を行った。遺物包含層は確認されたものの,遺存状態は極めて悪 く,検出できた遺

構はピット6個のみであった。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 灰褐色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 責褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅲ層 灰責褐色 (10YR5/6)シ ル ト層でマンガン粒 を含む。

第Ⅳ層 灰責褐色(10YR5/6)砂質シル ト層で多量の礫を含む。

第V層 礫層 (自 然堆積層)

第 I層 は現代の耕作上で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層は水田耕作をおこなっていた際に

生 じた床上である。第Ⅲ層は古代から中世にかけての遺物包含層であり,第 Ⅳ・V層は氾濫堆積層 と

みられる。

一 N
(DL=8.80m)

灰褐色(10YR4/1)砂 質シルト層(表土層)

責褐色 (文OYR5/6)シ ルト層 (床土)

＼___上 __/
灰責褐色(10YR5/6)シ ルト層でマンガン粒を含む
灰責褐色(10YR5/6)砂 質シルト層で多量の礫を合む
礫層 (自 然堆積層)

図 104 平成 12年度 12区西壁セクション図

13.13[正

コゴロク遺跡群中央部,12区 の東側約50mに 設定した長さ50m× 幅7mの南北 トレンチである。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

層
層
層
層
層

序

Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

層
第
第
第
第
第

〃
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図105 平成 12年度 12・ 16区遺構平面図(S=1/200)

土師質土器 (図 111-221～ 223)

いずれもb類の椀で,成形はA技法である。221は底部約 1/3が残存 し,底径4.7cm,高 台高0.3cmを

測る。高台内側はヨコナデ調整で,体部下端には回転ヘラ削 り調整 を施す。内底面には粘土紐巻き上

げ痕が残る。胎土には細砂粒 を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも淡赤橙色を呈する。

222も 口縁部が欠損するもので,底径5.5cm,高台高 0.5 cmを 測る。高台内側はヨコナデ調整,体部外面

には回転ヘラ削 り調整,内底面には粘土紐巻き上げ痕が残る。胎上には細砂粒を比較的多 く含み,焼

成は良 く,色調は内外面ともにぶい黄橙色を呈する。223は約 1/3が残存 し,口径 14.8cm,器高 5,4cm,

底径5.4cm,高台高 0.8cmを 測る。体部は内湾気味に上が り,口縁部は小さく外反し,端部は九い。体部

外面には回転ヘラ削 り調整の痕が残る。胎土には細砂粒を比較的多 く含み,焼成は不良で,色調は内

＼

７

，

２

7j
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外面 とも淡黄色 を呈する。

石製品(図 111-224)

224は 砥石で,部分的に欠損 し,残存長 13.O cm,全 幅 13.2 cm,全厚 43 cmを測る。材質は細粒砂岩

で,1面 に敲打痕,1側面に使用痕が残る。

(2)遺構 と遺物

本調査区では塀・柵列跡3列,土坑2基,溝跡2条 ,ピ ットなどを検出した。

① 塀・柵列跡

SA2010(図 106)

調査区中央部で確認 した東西塀 (N-88° 一E)で
,

SA2012の 北側に位置する。2間分 (3.80m)を 検出

し,柱 間は ■80m,2.00mで ある。柱穴は一辺約

0.70mの 方形で,坦土は灰責褐色シル トであった。

出土遺物は土師器片 2点のみで,復元図示できる

ものはなかった。

SA2011(図 107)

調査区中央部で確認 した東西塀 (N-89° 一E)で
,

SA2010と 平行 し,SA2012と は直交する。2間分

(390m)を 検出し,柱間は1,70m,2.20mである。柱

穴は一辺 0。70～ ■00mの方形で,埋土は灰黄掲色

シル トであった。出土遺物は土師器片 1点のみで

復元図示できなかった。

SA2012(図 108)

調査 区中央部で確認 した南北塀 (N-2° 一W) 図 107 平成 12年度 13区 SA2011

-Z

A一

A一

― B

― B
(DL=8Ю m)

A―

A―

0   1   2m

図 106 平成 12年度 13区 SA2010

ωレ 剛 n

1   2m

で,SA2011と 直交する。3聞

分 (660m)を 検 出 し,柱 間 は

2.10m,2.40mで ある。柱穴は

一 辺 0.50～ 0,70mの 方形 で
,

埋土は灰黄褐色シル トであっ

た。出土遺物 には土師器片 5

点,須恵器片1点がみられたが ,

復元図示できるものはなかっ

た。

② 土坑

SK2009

図 10S 平成 12年度 13区 SA2012

調査区南東端で検出した不整方形の土坑である。長辺 1.10m,短辺0.80m,深 さ12cmを 測 り,長軸

方向はN-60° 一Eを示す。埋土は灰責褐色シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

%



第Ⅲ章 平成 12年度の調査

SK2010

調査 区北東端で検出 した方形の土坑である。長辺 1.10m,短辺 0.60m,深 さ 15 cmを測る。長軸方向

はN-48° 一Eを示す。埋土は灰黄褐色 シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

③溝跡

SD2006

調査区南端部で確認 した南北溝跡 (N-18° 一W)で ,SD2007に 切 られる。幅 030m,深 さ6～ 7 cm

を測 り,基底面はほぼ平坦で 3.00mを 検出した。坦土は暗褐色粘土質シル ト単一層で,出土遺物は皆

無であった。

SD2007

調査区南西端部で検出した東西溝跡 (N-70° 一W)で ,遺構の南側が調査区外 |こ ある。深さ0.44mを

測 り,基底面は西側 (8.029m)か ら東側 (7.921m)に 向けて傾斜 し,3.00mを検出した。埋土は暗褐色シル

ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

④ ピノ`ト

P2005

調査区南端に位置 し,SD2007の北隣 りで検出したピットである。掘方は円形で,径 0.40m,深 さ

025mを 測る。埋土は暗掲色粘土質シル トで,出土遺物には土師器片 25点 ,須恵器片 3点,土製品2点

がみられ,須恵器1点 (225)と 土製品1点 (226)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 ■1-225)

225は甕で,口縁部の一部が残存する。器面は回転ナデ調整で,外面には自然釉がかかる。胎土に

は白色砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は,内面が灰白色,外面が暗灰黄色を呈する。

土製品(図 111-226)

226は須恵質の土錘で,円筒形を呈し,全長 4,2 cm,全幅 1.4 cm,子 し径 0.5 cmを 測る。表面はナデ調整

を行う。胎土は精良で,焼成は良く,色調は黄灰色を呈する。

P2006

調査区南西部で検出したピットで,SA2012の西側に位置する。遺構の西側半分が調査区外にある。

掘方は径0,70m以上の円形で,深 さ0.31mを 測る。埋土は灰褐色シル トで,出土遺物には土師器片2点
,

須恵器片 3点がみられ,須恵器 1点 (227)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 111-227)

227は杯身で,約 2/3が残存 し,口径 9 4cm,器高8 6cm,底 径 6 6cmを 測る。底部は平 らで,体部は外

上方に上がる。底部の切 り離 しは回転ヘラ切 りで,他は回転ナデ調整である。外面の一部には自然釉

とハダ荒れがみられる。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面とも灰白色を呈する。

P2007

調査区中央部で検出されたピットで,SA2010の西隣りに位置する。掘方は円形で径 040m,深 さ

0.88mを 測る。埋土は灰褐色シル トで,出土遺物には土師質土器片 12点,土製品 4点がみられ,土製

77
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品 2点 (228・ 229)が復元図示で きた。

出土遺物

土製品 (図 111-228。 229)

いずれも紡錘形の上錘で,228は全長4 1cm,全幅 1,3 cm,子 し径 0 4cmを 測る。胎土は精良で,焼成は

良く,明黄褐色を呈する。229は全長4.lcm,全幅 1.4cm,孔径0.4cmを測 り,胎土は精良で,焼成はやや

悪く,にぶい責橙色を呈する。

P2008

調査区中央部で検出したピットで,SA2010の北側に位置する。掘方は円形で径040m,深 さ0.34m

を測る。埋土は灰褐色シル トで,出土遺物には須恵器片 1点 ,土師質土器片 324点がみられ,土師質土

器 6点 (230～ 235)が復元図示できた。この土師質土器 6点は重なった状態で出上 してお り,埋納され

た可能性がある。

出土遺物

土師質土器 (図 111-230～ 235)

いずれも成形はA技法で,230。 231は杯である。230は 約 1/3が残存 し,口径 14.4cm,器高3,7cm,底

径 7 2cmを 測る。底部は平 らで,口縁部は斜め上方に開き,端部は丸い。底部の切 り離 しは回転糸切 り

で,他は回転ナデ調整である。胎土には細砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰白

色を呈する。231は底部が比較的深いもので,約 1/2が残存 し,口径 15.2 cm,器高 4.8 cm,底 径 6.Ocmを

測る。底部は回転ヘラ切 りで,や や九味があり,体部は内湾気味に上が り,口縁部は小さく外反する。

器面は回転ナデ調整で,内底面にはナデ調整を加える。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面と

も浅黄橙色を呈する。

232～ 235は b類の椀である。232は約 1/3が残存 し,口径 15 9cm,器 高5.Ocm,底 径5,9cm,高台高 0.8

cmを 測る。器面は全般に摩耗するが,体部外面には回転ヘラ削 り調整が施される。233は 口縁部の一

部と底部約 1/2が残存 し,口径 16.2 cm,器高 4.8 cm,底 径 6.6 cm,高台高 0.7 cmを 測る。器面は回転ナデ

調整で,体部外面には回転ヘラ削 り調整を施 し,内面にはヘラ磨 きが施されていたものとみられる。

胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。234は約 1/4が残存 し,口径 16.3cm,

器高5,2cm,底 径 6.Ocm,高台高 0,8cmを 測る。器面は摩耗するが,高台周囲はヨコナデ調整,体部外面

には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には細砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調は,内面が灰白色 ,

外面は褐灰色を呈する。235は底部と体部の一部が残存 し,底径6.lcm,高 台高0,9cmを測る。器面は摩

耗するが,体部外面下半には回転ヘラ削 り調整を施す。胎土には細砂粒をわずかに含み,焼成はやや

不良で,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

P2009

調査区中央部で検出したピットで,P2008の北側に位置する。掘方は円形で径 0.40m,深 さ028m

を測る。埋土は灰褐色シルトで,出土遺物には土師質土器片2点がみられ,そのうち1点 (236)が復元

図示できた。

出土遺物

78
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土師質土器 (図 111-236)

236は小皿で,ほぼ完存し,口径 8.4 cm,器高 1.5 cm,底 径 5 5cmを 測る。底部の切り離しは回転ヘラ

切りとみられ,他は回転ナデ調整である。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は内外面

とも浅黄橙色ないし灰白色を呈する。

14.14[正

コゴロク遺跡群中央部,13区の西に接する。水田の区画によって,長 さ14m× 幅3mの トレンチを

設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,塀・柵列跡2列,土坑1基 ,ピ ットなどを検出した。

①塀・柵列跡

SA2008(図 109)

調査区西端で確認 した南北塀 (N-17° 一E)である。SA2009

を切つてお り,同規模で方向も同じことからSA2009の 建て替

えと考えられる。塀跡の両端が調査区外にあ り未検出である。

1間分 (180m),柱間寸法 (南北)1.80mを 検出した。柱穴は径 040

～ 0.50mの 円形で,埋土は灰黄褐色シル トである。出土遺物に

は土師器片3点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SA2009(図 109)

調査区西端で確認 した南北塀(N-17° 一E)で ,塀跡の両端は

ャ́fテ
ン″Z

A―

調査区外にあり未検出である。1間分 (180m),柱間寸法 (南北)1.80mを 検出した。柱穴は径0.40～ 0.50m

の円形で,埋土は灰黄褐色シル トである。出土遺物には土師器片が 1点 ,土師質土器片 1点がみられ

たが,復元図示できるものはなかった。

②土坑

SK2008(図 110)

調査区中央部で検出した隅丸形の土坑で,焼土とともに多量の

炭化物が確認されたことからえ窯 とみられる。長辺 2,70m,短辺 A―

1.90m,深 さ021mを 測 り,長軸方向はN-82° ―Wを示す。断面

は舟底形を呈する。埋土は 3層 に分層でき,1層がマンガン粒 と少

量の礫 を含む灰黄褐色シル ト,2層が多量の炭化物を含む灰責褐

ー

A_RQ身
で話蒜素電0ア

ーB

土器2点 (237・ 238)が復元図示できた。

出土遺物

弥生土器 (図 111-237・ 238)

いずれも甕で,237は 口唇部の一部が残り,

0   1   2m

図 109 平成 12年度 14区

SA2008・ 2009

遺将埋土

1 灰責褐色シルト(マ ンガン泣と少量の礫を含む)

2 灰黄褐色シルト(多量の文化物を含む)

3 灰責褐色シルト(砂礫を含む)

0     1    2m

ヘラ状工具による刻  図110 平成12年度14区 SK2008

働 外 調 毘 層と際 色勒 礫拾 むものであっ温 皿 遺
A  

橘 耐

物には弥生土器片 2点 ,土師器片 15点 ,石製品 1点がみられ,弥生

炒



15。 15区

み目がみられる。胎土には砂粒を多量に含み,焼成は良く,色調は内外面とも黒褐色を呈する。238

は237の胎土と全く同じで,237の底部とみられ,底径 5.5 cmを測る。器面にはナデ調整を施す。

227

了
物

攣  〃 237

＼

0      5cm

―

図Hl 平成12年度 13・ 14区出土遺物実測図

15.15[Z
コゴロク遺跡群中央部,14区の西側に位置し,標高8.890mを 測る。水田の区画によつて,長 さ24m

×幅3mの トレンチを設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,塀・柵列跡2列 などを検出した。

① 塀・柵列跡

89

~ζ

}2二

◎

一
〇,i

③

~〔

)2二

③

＼

了  232
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 ヽ ~

k多類,8r。
一

軍P調
~       ヽ      ヤ

Y=49,410

図112 平成12年度15区遺構平面図(S=1/200)

SA2006(図 113)

調査区西部で確認 した東西

塀 (N-82° 一W)である。3間分

(7.30m),柱 間寸法 (東西)2.10 A一
A―

穴は径 0.35～ 0.50mの 円形で
,

埋土は灰褐色 シル トであっ

た。出土遺物には土師器片 14

点,土師質土器片 1点がみられたが ,

図■4 平成12年度15区 SA2007

復元図示で きるものはなかった。

Ｎ
‐
Ａ
ｈ
半
■
、

一

ヽ

　

，

４

～ 2.80mを 検 出 した。柱穴 は

径 0.40～ 0.50mの 円形で,埋

土 は灰黄褐色 シル トであっ

た。出土遺物には土師器片 18
図n3 平成12年度15区 SA2006

点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SA2007(図 114)

調査 区東 部 で確 認 した東

西塀 (N-77° 一W)で あ る。3

聯 律Юn,欄 韓 錬 DA―         ―B

2.20m,2,70mを 検出 した。柱 A― ― B

一 B
(DL=8.90m)

3m

Ｎ

ヽ

ヽ

キ

、

(DL=890m)

3m

16.16[正

コゴロク遺跡群中央部,15区の西側に位置し,12区の南に接する。水田の区画によって,長 さ27m
×幅3mの トレンチを設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺 4/2J

本調査区では掘立柱建物跡5棟,溝跡 1条 ,土坑2基,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB2005(図 H5)

調査区中央部で確認 した南北棟建物跡で,建物跡の主体 は調査 区外 にあ り,北妻柱 2間分 (430m)

のみを検出 した。棟方向はN-18° 一Eを 示す。柱間寸法は梁間 (東西)1.80m,2.50mを測 る。柱穴は

◎

8′



1616区

径060～ 070mの 円形で,埋土は暗褐色シル ト

であった。出土遺物は皆無であった。

SB2006(図 116)

調査区北東部で確認 した南北棟建物跡で
,

建物跡の主体は調査区外にあり,南妻柱 2間分

(440m)の みを検出した。棟方向はN-21° ―E

を示す。柱間寸法は梁間(東西)2.20mを 測る。

柱穴は径030～ 0.50mの 円形で,埋土は灰黄褐

色粘土質シル トであった。出土遺物は皆無で

あった。

SB2007(図 H7)

A―

A一

調査 区東部で確認 した東西棟建物跡 で, A―

建物跡の主体は調査区外にあ り,北側柱 1間

径 0,40mの 円形で,埋土は灰褐色粘土質シル ト

であった。出土遺物には土師器片 11点、瓦器片

2点がみられ,北狽I柱西から 1間 目の柱穴から出土 した

瓦器1点 (239)が復元図示できた。

出土遺物

瓦器 (図 120-239)

239は 椀で,日縁部 と体部の一部が残存 し,口径 15,2

cmを 測る。口縁部はヨコナデ調整,内面はナデ調整を施

し,体部外面には指押えの痕が残る。内面のヘラ磨 きは

確認できない。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は

良 く,色調は,内面が橙色ないし褐灰色,外面がにぶい

橙色を呈する。

SB2008(図 118)

調査区東部で確認 した梁間 1間 (160m)以 上,桁行 3間

(670m)以 上の東西棟建物跡であり,SB2006の 南隣りに

一 B

(DL=890m)

0   1   2   3m

図 115 平成 12年度 16区 SB2005

図 116 平成12年度 16区 SB2006

>    >

D
DL=890m)

1      2m

ヽ

主

司

、

、

、

そ楊♂慮置{ユニ球翌稀を阜學捲奪ξ
A         ωttΥ

図■7 平成 12年度 16区 SB2007

位置し,SB2007・ 2009と 重なる。建物跡の主体は調査区外にあり,北側柱3間 と西妻柱 l間 のみを検

出した。棟方向はN-73° 一Wを示す。柱間寸法は,梁間(南北)160m,桁行 (東西)2.00～260mを測る。

柱穴は径0,40～ 050mの 円形で,埋土は灰褐色粘土質シル トであった。出土遺物には土師器片 122点
,

須恵器片 1点 ,土師質土器片 13点がみられ,土師器1点 (240)と 土師質土器 1点 (241)が復元図示で きた。

出土遺物

Ｏ
Ｏ



土師器 (図 120-240)

240は甕で,口縁部と胴部の一部が残存 し,口径 28.5 cm,

胴径 26.3 cmを 測る。胴部は九味があり,口縁部はくの字】犬

をなし,端部は内傾する凹面をなす。□縁部から内面には

ヨコナデ調整,胴部外面にはナデ調整を施 し,頸部外面を

中心に指押えの痕が残る。胎土には砂粒 を多 く含み,焼成

は良く,色調は,内面がにぶい黄褐色,外面が灰責褐色を呈

する。

上師質土器 (図 120-241)

241は b類の椀で,底部約 1/2が残存 し,底径 5,l cm,高台

高 0.4 cmを 測る。成形はA技法で,高台は小さく,体部外面

には回転ヘラ削 り調整を施す。胎上には砂粒をわずかに含

み,焼成は良 く,色調は,内面が灰白色,外面が浅責橙色 を

呈する。

SB2009(図 119)

調査区南東部で確認 した東西棟建物跡で,SB2007・ 2008

に重なる。建物跡の主体は調査区外にあ り,北側柱 3間分

(6.90m)の みを検出した。棟方向はN-73° ―Wを示す。柱

間寸法は,桁行 (東西)2.00～ 270m

である。柱穴は径 030～ 060mの

円形で,埋土は灰褐色粘土質シル

トであった。出土遺物には土師器

片25点 ,土師質土器片 1点がみら

れたが,復元図示できたものはな

かった。

② 溝跡

SD2005

A―

A―

2   3m

図H8 平成12年度 16区 SB2008

第Ⅲ章 平成 12年度の調査

D
DL=890m)

一 B
(DL=890m)

0 2   3m

図 119 平成 12年度 16区 SB2009

調査区中央部東寄 りで確認 した東西溝跡 (N-60° 一E)で ,SB2006・ 2008・ 2009と重なる。幅 0.40

～060m,深 さ18cmで,基底面は北側8541m,南側 8.508mと ほぼ平坦で,3,70mを 検出した。断面は

舟底形を呈する。埋土はにぶい責褐色砂質シル ト単一層であった。出土遺物には土師器片 11点がみ

られたが,復元図示できるものはなかった。

③土坑

SK2006

調査区西端部で確認 した不整楕円形の上坑である。長径約 1.00m,短径 0,70m,深 さ0.22mを 測

り,長軸方向はN-12° 一Eを示す。埋土は暗褐色粘土質シル ト単一層であった。出土遺物は皆無

であった。

8J



17.17区

SK2007

調査区中央部で確認した不整楕円形の上坑である。長径約1.60m,短径約0.90m,深さ0.35mを 測り,

長軸方向はN-19° 一Eである。埋土は灰褐色砂質シルト単一層であつた。出土遺物は皆無であった。

① ビット

P2004

調査区東部で検出したピットで,SD2005を掘 り込む。掘方は円形で径約0.45m,深 さ13cmを 測る。

埋土は暗褐色シルトであった。出土遺物には土師器片 20点がみられ,そのうち 1点 (242)が復元図示

できた。

出土遺物

土師器 (図 120-242)

242は甕で,回縁部の一部が残存し,口径34.6cmを 測る。口縁部は外傾し,日唇部下端に1条の凹線

が巡る。胎土には砂粒を多量に含み,焼成は良く,色調は,内面が明赤褐色,外面が灰褐色を呈する。

l                i               l i ttZ

0          5          10        15cm

図120 平成12年度 16区 出土遺物実測図

17。 17E丞

コゴロク遺跡群中央部南寄りに位置する。長さ19m× 幅3mの トレンチを設定し調査を行った。調

査区は12区 と同様に第Ⅳ層より下層で多量の砂礫が認められ,遺構は全く検出されなかった。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとおりである。

第 I層 褐灰色 (10YR4/1)砂 質シルト層

第Ⅱ層 黄褐色 (10YR5/6)シ ルト層

第Ⅲ層 灰黄褐色(10YR4/2)シ ルト層でマンガン粒を含む。

第Ⅳ層 灰色 (N6/)礫層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になっており,第 工層は水田耕作を行っていた際に生じ

た床上である。第Ⅲ層は古代から中世の遺物を含む遺物包含層であり,第Ⅳ層は氾濫による堆積層

と考えられる。

V



第Ⅲ章 平成 12年度の調査

Ⅱ Ⅲ

W~                     (試
劇n

褐灰色 (10YR4/1)砂 質シルト層
責褐色 (10YR5/6)シ ルト層
灰責褐色 (10YR4/2)シ ルト層でマンガン粒を含む

図 121 平成 12年度 17区北壁セクション図

18。 18[至

コゴロク遺跡群中央部南寄

り,17区の南側に位置する。標    ｀

高(8.350m)が 最 も低い調査区
k__票

β゙
″

である。水田の区画によって
,

長さ14m× 幅 3mの トレンチ

を設定して調査を行った。

(1)層序         餌拇
″

本調査区基本層序は以下の

とおりである。

第 I層 掲灰色(10YR4/1)砂質シルト層

第工層 責褐色(10YR5/6)シ ルト層

第Ⅲ層 灰責褐色 (10YR5/2)シ ル ト層で黄褐色シル トのブロックが混 じり,マ ンガン粒を含む。

第Ⅳ層 暗褐色 (10YR4/3)シ ル ト層

第V層 灰黄褐色 (10YR4/2)シ ル ト層で責褐色シル トのブロックが混 じり,マ ンガン粒を含む。

第Ⅵ層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅶ層 灰色 (N6/)礫層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 工層は水田耕作 を行っていた際に生 じ

た床土である。第Ⅲ層は古代の遺物を含む遺物包含層であ り,第Ⅳ～Ⅵ層は自然堆積層で部分的に

マンガン粒を含んでいた。第Ⅶ層は17区の第Ⅳ層 と同じく氾濫による堆積層と考えられる。

一 E
(DL=84om)

層

層

層

序

Ｉ

Ｉ

Ⅲ

層

第

第

第

3m

ヽ
/

、        ＼        、
Y=49,320

図 122 平成 12年度 18区遺構平面 図 (S=1/200)
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ヽ
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ヽ

，

３

Ⅱ  Ⅲ

層序
第 I層 掲灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
第Ⅱ層 責褐色(10YR5/6)シ ルト層
第Ⅲ層 灰責褐色(10YR5/2)シ ルト層で責褐色シル

トのブロックが混じり、マンガン粒を含む

第Ⅳ層 暗褐色(10YR4/3)シ ルト層
第V層 灰黄褐色(10YR4/2)シ ルト層で責褐色シルト

のブロックが混じり、マンガン粒を含む
第Ⅵ層 褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層

0      1      2      3m

図123 平成12年度18区北壁セクション図

8」



19 19区,20.20区

19,19[丞

コゴロク遺跡群中央部西寄 りに位置し,標高 9400mを測る。水田の区画によって,長 さ7m× 幅

3mの トレンチを設定して調査を行った。調査区中央で近代の優乱が認められた。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,溝跡2条 などを検出した。

① 溝跡

SD2008

＼ /ェ
ン駆ド調査区西部で確認した南北溝跡(N-16° 一W)であ

る。幅0.30m,深 さ4～ 8cmで ,基底面は南側(7621m)

か ら北 狽1(7578m)に 向 か っ て緩 や か に傾斜 し
,

1.10mを 検出 した。断面は舟底形 を呈する。埋土は

褐灰色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物は皆無  `D2009

であった。

SD2009 ＼           /＼             ヽ
Y=49,410                    49,420

＼
/駆井い

調査区西部で確認 した東西溝跡 (N-61° 一E)で,図 124平成12年度19区遺構平面図G=1/200

SD2008と 直交する。幅 0.30～ 0.50m,深 さ9～ 26 cmで ,基底面は北側 (7.549m)か ら南側(7450m)に 向

かって緩やかに傾斜 し,3.90mを検出した。断面は逆台形を呈する。埋土は褐灰色砂質シル ト単一層

であった。出土遺物には土師器片 2点がみられたが,復元図示できなかった。

20。 20[正

コゴロク遺跡群中央部西寄 り,19区の西側に位置 し,標高9430mを 測る。水田の区画によって,長

さ47m× 幅3mの トレンチを設定 して調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 126-243・ 244)

243は杯蓋で,口縁部の一部が残存 し,口径 16.8 cmを 沢1る 。回縁端部は下方に屈曲し,器面には回

転ナデ調整を施す。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰色を呈す

る。244は 細顎壷で,頸部約 1/2と 肩部の一部が残存する。器面は回転ナデ調整を施 し,顎部外面には

自然釉がかかる。胎土には砂粒 を比較的多 く含み,焼成は良好で,色調は,内面が灰白色ない し明青

灰色,外面が灰白色ないし灰オリーブ色を呈する。

土師質土器 (図 126-245。 246)

いずれもa類の椀で,底部はベタ高台となり,成形はA技法である。245は底部が残存 し,底径 6.2

cmを 測 り,切 り離 しは回転糸切 りによる。器面には回転ナデ調整を施 し,内底面にはナデ調整を加え

る。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも灰責色を呈する。246は ,底部が

残存 し,底径 6.5cmを 測 り,切 り離 しは回転糸切 りによる。器面には回転ナデ調整を施 し,内底面には

粘土紐巻き上げ痕がみられる。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調は,内面がにぶい責
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橙色,外面が浅黄橙色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では,塀・柵列跡 1列 ,ピ ットなどを検出した。

① 塀・柵列跡

SA2013(図 125)

調査区東部南端で確認した東西塀 (N

-89° 一E)である。3間分(580m)を 検出

し,柱間は1.90m,200mで ある。柱穴は

径 0.28～ 0.32mの 円形で,柱径は約 15 cm

とみられる。埋土は灰褐色砂質土で,出

土遺物は皆無であった。

② ピット

P2010

第Ⅲ章 平成 12年度の調査
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図 125 平成 12年度 20区 SA2013

調査区中央部南端で検出したピットで,遺

構の南側が調査区外にあ り未検出である。柱

穴は径 0.43mの 円形で,深 さ032mを 測る。埋

土は灰褐色砂質上で,出土遺物には土師器片

2点 ,土師質土器片 2点がみられ,土師質土器 1

点 (247)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 126-247)

247は b類の椀で,底部約 1/3が残存 し,底径

5.8cm,高台高0.6cmを測る。器面は摩耗するが
,

体部外面には回転ヘラ削 り調整の痕がみ られ

る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は内タト面

とも灰白色を呈する。

図 126 平成 12年度 20区 出土遺物実測図

21.21[Z
コゴロク遺跡群中央部,20区の南西側に位置する。水田の区画によって,長さ39m× 幅3mの ト

ンチを設定 して調査を行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色 (10YR4/1)砂 質シル ト層

第Ⅱ層 明黄褐色 (10YR6/6)シ ル ト層

第Ⅲ層 灰黄褐色 (10YR4/2)シ ル ト層

第Ⅳ層 褐灰色 (10YR5/1)シ ル ト層
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22 22区,23 23区

第V層 黄褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅵ層 灰色(N6/)礫層

第Ⅶ層 暗褐色(10YR2/2)シ ル ト質粘土層

第Ⅷ層 にぶい黄掲色(10YR5/4)シ ル ト層

第 I層 は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層

は水田耕作を行っていた際に生 じた床土である。第Ⅲ層は古代か

ら中世の遺物を含む遺物包含層であり,第Ⅳ層は地山の自然堆積

層である。第V・ Ⅵ層は氾濫による堆積層とみられる。第Ⅶ・Ⅷ層

も自然堆積層と考えられる。

(2)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土製品(図 127-248)

248は 紡錘形の土錘

で,全長 4.9 cm,全幅 1.6

cm,孔径 0.6 cmを 測る。  _

表面には指押えの痕が

残る。胎土には砂粒 を

わずかに含み,焼成は

良 く,に ぶい橙色を呈

する。

22.22[至

コゴロク遺跡群中央部西寄り,21区の南側に位置する。水田の

区画によって,長 さ24m× 幅3mの トレンチを設定して調査を行っ

たが,遺構は検出されなかった。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

須恵器 (図 127-249)

249は長顎壷で,顎部約 1/2が残存する。器面には回転ナデ調整

を施す。胎土には白色砂粒をわずかに含み,焼成は良く,色調は内

外面とも青灰色を呈する。

23.23[Σ

コゴロク遺跡群中央部西寄 り,22区の南側に位置する。水田の

区画によって,長 さ30m× 幅3mの トレンチを設定して調査を行っ

たが,検出できた遺構はピット2個のみであった。

認
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図 127 平成 12年度 21・ 22区

出土遺物実測図
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図 128 平成 12年度 21区
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層序
第 I層
第Ⅱ層
第Ⅲ層
第Ⅳ層
第V層
第Ⅵ層
第Ⅶ層

褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
明責褐色(10YR6/6)シ ル ト層
灰責褐色(10YR4/2)シ ルト層
褐灰色(10YR5/1)シ ルト層
責褐色(10YR5/6)シ ルト層
灰色(N6/)礫層
暗褐色(10YR2/2)シ ルト質粘土層

図 129

＼

ヽ

49,315

調査 区北端で確認 し

た梁間 l間 (170m),桁行

1間 (1.90m)以 上とみられ

る梁 間一間型の南北棟

建物である。建物跡の北

側半分が調査区外 にあ

り,南妻柱 l間 ,東西側

柱 1間 のみを検出した。

棟方向はN-37° ―Eを

示 す。柱 間寸法 は梁 間

(東西)1.70m,桁行 (南北)

■90mを 測 る。柱穴は径

C一          一 D
(DL=&ω m)

0   1   2m

図 131 平成 12年度24区 SB2010

第Ⅲ章 平成 12年度の調査

0       1       2      3m

平成12年度21区北壁セクション図

24.24[至

コゴロク遺跡群中央部西寄 り,23区の南側に位置する。水

田の区画によって,長 さ28m× 幅 3mの トレンチを設定して

調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡2棟などを検出した。

① 掘立桂建物跡

SB2010(図 131)
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0.35～ 0,45mの 円形である。埋土は灰褐色砂質シル トで,出土

遺物は皆無であった。

SB2011(図 133)

調査区中央部で確認 した梁間 1間 (2.30m),桁行 3間 (6.30m)

の梁間一間型の南北棟建物であり,棟方向はN-38° 一Eを示

す。柱間寸法は梁間(東西)230m,桁行 (南北)1.90～ 2.30mで あ

る。柱穴は径 0.30～ 040mの 円形で,埋土は灰掲色砂質シル ト図130 平成 12年度23区

遺構平面図(S=1/200)

一

89



24.24区

＼
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であった。出土遺物は皆無であった。
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1,1区
コゴロク遺跡群北端 に位置 し,標高 (10490m)が最 も高い。水

田の区画によって,長 さ34m× 幅 3mの トレンチを設定 し調査を

行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 黄褐色 (10YR6/5)シ ル ト層

第Ⅲ層 灰褐色(75YR4/2)砂 質シル ト層で責色シル トのブロック

を含む。

第Ⅳ層 責掲色(10YR5/6)シ ル ト層で黄色シル トのブロックを多

く含む。

第V層 灰褐色 (7.5YR5/2)シ ル ト層で小礫 とマンガン粒 を含む。

第Ⅵ層 灰黄褐色(10YR6/2)砂質シル ト層

第Ⅶ層 灰褐色(75Y6/2)砂質シル ト層

第Ⅷ層 暗褐色 (10YR3/4)シ ル ト層

第 I層 は現代の耕作上で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層

は水田耕作を行っていた際に生 じた床上である。第Ⅲ層は第 I層

と同系色であ り,時期的には明確ではないが旧耕作土層 と考えら

れる。第Ⅳ層は第Ⅲ層に伴う鉄分の沈殿 した土層 (床土)である。第

V・ Ⅵ層は弥生時代から中世にかけての遺物包含層である。第Ⅶ・

Ⅷ層は自然堆積層で,遺構検出面となっている。

(2)堆積層 出土遺物

第V層出土遺物

土師質土器 (図 139-250)

250は小皿で,約 4/5が残存 し,日径 7.2 cm,器高 1.3 cm,底 径 46

cmを 測る。成形はB技法で,底部の切 り離 しは回転糸切 りとみら

れる。胎土には赤褐色細砂粒を多 く含み,焼成は不良で,色調は内

外面とも責橙色を呈する。

土製品 (図 139-251)

251は紡錘形の土錘で,ほ ぼ完存 し,全長4.6cm,全幅 1.2 cm,孔径

04 cmを測る。胎土には細砂粒 をわずかに含み,焼成は不良で,色

調は橙色を呈する。

第Ⅳ章 平成 13年度の調査
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図134 平成13年度1区

遺構平面図(S=1/200)
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11区

層序
第I層 褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
第Ⅱ層 黄掲色(10YR6/5)シ ルト層
第皿層 灰褐色(75YR4カ )砂質シルト層で黄色シルトのブロックを含む

第Ⅳ層 黄灰色(10YR5/6)シ ルト層で黄色シルトのブロックを多く含む

第V層 灰褐色(75YR5/2)シ ルト層で小礫とマンガン粒を含む
第Ⅵ層 灰黄褐色(10YR6/2)砂 質シルト層
第Ⅶ層 灰褐色(75Y6/2)砂 質シルト層

0

図 135 平成 13年度 1区東壁セクション図

(3)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡2棟,溝跡2条 ,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB3001(図 136)

調査 区中央部西寄 りで

確認 した梁間1間 (170m)以

上,桁行 3間 (6.40m)の 南北

棟建物跡で,身舎中央南か

ら 1間 目の柱通 りに間仕切

り柱が立つ。建物跡の西狽1

半分は調査 区外 にあ り未

検出である。柱間寸法は梁

間 (東西)1.70m,桁 行 (南北)

2.00～ 2.30mを 測 る。棟方

向は方眼北を示す。柱穴は

径 0.25～ 060mの 円形で
,

埋土は暗褐色粘土質シル

トであった。出土遺物には

図 136 平成13年度 1区 SB3001

復元図示できた東側柱北から1間 目の柱穴から出土 した瓦器 1点 (252)がある。

出土遺物

瓦器 (図 139-252)

252は椀で,約 2/3が残存 し,口径 15 4cm,器高 6.lcm,底径 5 8cmを 測る。底部外面には断面三角形

で高さ 0,7 cmの 高台が付 く。器面は摩耗するが,口縁部にはヨコナデ調整,体部外面には指押えの痕

が残る。胎土には細砂粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は,内面が黄橙色ないし黄灰色,外面

が黄橙色ないし灰色を呈する。

SB3002(図 137)

調査 区中央部で確認 した梁間 2間 (330m),桁行 2間 (410m)の 総柱南北棟建物跡である。建物跡の

南妻柱西 2間分の柱穴が調査区外 にあ り未検 出である。棟方向はN-23° 一Eを示す。柱 間寸法 は
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梁間(東西)1.40m,190m,桁行 (南北)1.70m,

2.40mで ある。柱穴は径0.20～ 060mの 円形で
,

埋土は褐灰色シル トであった。出土遺物は皆

無であった。

② 溝跡

SD3001(図 138)

調査区北部で確認 した南北溝跡で,北狽1で

二股に分れる。幅 060m,深 さ 17 cmを沢1る 。断

面は舟底状ない し逆台形を呈 し,基底面は北

側 (9482m)か ら南側 (9400m)へ 緩やかに傾斜

し,5。40mを検出した。埋土は2層 に分層され ,

上層が炭化物 と灰色シル トのブロックを含む

茶掲色シル ト,下層が責色 と灰色シル トのブ

ロックを含む灰責褐色 シル トであった。出土

遺物は皆無であった。

SD3002(図 138)

調査 区中央部で確認 したL字状 をなす溝跡で
,

屋敷の区画 に関連するものとみ られる。幅 0.60～

0.90m,深 さ7～ 10 cmを 測る。断面は舟底状 ない し

逆台形を呈 し,基底面は北東側 (9438m)か ら南西側

(9322m)に 向けて傾斜 し,北側で4.60m,南側で370m

を検出した。埋土は 2層 に分層され,上

層は炭化物 と灰色シル トのブロックを

含む茶褐色シル ト,下層が責色と灰色シ

ル トのブロックを含む灰責掲色シル ト

であった。出土遺物は皆無であった。

③ ピット

P3001

調査区中央部で検出 したピットであ

る。掘方は径 0.25mの 円形で,深 さ025m

を測る。埋土は暗褐色粘土質シル トで
,

出土遺物には復元図示 した土師質土器 l

点 (253)が ある。

出土遺物

土師質土器 (図 139-253)

253は杯で,約 2/3が残存 し,回径 13.1

0     1    2m

図 138 平成 13年度 1区 SD3001・ 3002

~ 255
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劾 Ъttm
遺構埋土 (SD3001)
l茶褐色シルト
2灰責掲色シルト

第Ⅳ章 平成 13年度の調査

― D
(DL=980m)

A劾
高鑑

遺構坦土 (SD3002)
1茶掲色シル ト
2灰責褐色シルト

0      1 2   3m

図 137 平成 13年度 1区 SB3002
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2.2区

cm,器高 3.8cm,底径 5.8cmを 測 る。底部は平 らで
,

器面は摩耗するが ,底部の切 り離 しは回転糸切 り

色調は内外面 とも灰 白色 を呈する。

P3002

調査区中央部,P3001の 南約 1.60mで検出したピットである。掘方は径 0.50mの 円形で,深 さ0.37m

を測る。埋土は暗褐色粘土質シル トで,出土遺物には復元図示 した土師質土器 1点 (254)と 石製品L点

(255)がみられた。

出土遺物

土師質土器 (図 139-254)

254は 小皿で,ほぼ完存 し,口径 7.9 cm,器高1.5cm,底 径4.9cmを

測る。成形はA技法で,内底面には粘土紐巻 き上げ痕が残る。器面

は摩耗 し,調整は不明である。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成

は良 く,色調は内外面とも浅責橙色を呈する。

石製品 (図 139-255)

255は 扁平片刃石斧で,部分的に欠損するもほぼ全形が分か り,

全長 8 2cm,全幅 5,3 cm,全厚 1.3 cm,重 量 104.lgを測る。石材は粘

板岩で,刃部は刃毀れする。

2.2区
コゴロク遺跡群北西端部に位置し,標高 9,920mで ある。水田の

区画によって,長さ31m× 幅 1～ 3mの トレンチを設定し調査を

行った。非常に多く砂礫を含む地区であつた。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとおりである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シルト層 (表土層)

第Ⅱ層 にぶい黄褐色(10YR7/2)砂質シルト層で鉄分を含む。

第Ш層 灰責褐色(10YR5/2)砂質シルト層 (旧耕作土)

第Ⅳ層 責褐色(10YR5/6)砂質シルト層で灰色シルトのプロック

を含む。(床土)

第V層 灰褐色(10YR5/2)砂質シルト層で小礫を含む。

第Ⅵ層 灰黄褐色(10YR4/2)砂質シルト層

第 I層 は現代の耕作上で,調査前は水田になっており,第 Ⅱ層

は鉄分の沈殿した堆積層である。第Ⅲ層は旧耕作土であり,第Ⅳ

層は水田耕作を行っていた際に生じた床上である。第V層は弥生

時代から中世の遺物が確認され,出土遺物の時期幅が大きいこと

を考慮すれば,人為的擾乱が行われたであろうと推測する。第Ⅵ
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体部と口縁部は斜め外上方へ上が り,端部は丸い。

による。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,

Z―~

Y=49450~

49440~

49,430~~

49420~  キ
X=47,675

図 140 平成 13年度 2区

遺構平面図 (S=1/200)

キ
47.670



層は鉄分が沈殿 した堆積層である。

Ⅵ
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

― E

SU3001

層
層
層
層

序

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

層
第
第
第
第

(DL=1050m)

侯響乞音常績そ!券写書を言辱暮評軍訃登3を
含む   霧雑匡

r蟹
亀雹.認窃霊ケ身縁醤し舟

暑
習
小礫を含

lm責褐色(10YR5/6)砂 質シルト層で灰色シルトのブロ
ックを含む(床土)

図141 平成13年度2区北壁セクション図

3.3区

嬬ごi彙識訛ャ望Yttζtttだぽ7うぴ麹 ヤ
定 し調査を行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は下記のとお りである。

第 I層 褐灰色 (10YR4/1)砂 質シル ト層

第Ⅱ層 責褐色 (10YR6/5)シ ル ト層

第Ш層 灰責褐色 (10YR4/2)シ ル ト層

第Ⅳ層 責褐色 (10YR6/6)な いし灰褐色 (10YR5/2)シ ル ト層

x==47,670~~

第 I層 は現代の水田耕作土で,第 Ⅱ層がそれに伴う床上であ             ~
る。第Ⅲ層は古代から中世にかけての遺物包含層である。第Ⅳ層  蠣わ60~   Y=4も

,420

は自然堆積層で,遺構検出面となっている。             図142 平成13年度3区

この層序は本年度の基本層序ともなっており,異なる堆積が認   
遺構平面図G=1/200)

められた調査区のみ特記する。なお,第Ⅲ層の下層から弥生時代の遺物包含層が認められた調査区

もある。

(2)遺構 と遺物

本調査区では,畝状遺構とピットなどを検出した。

① 畝状遺構

SU3001

調査区西部で検出した畝状遺構で,3条確認 した。遺構の大半が調査区外 |こ あ り未検出である。最

大長 1.50m,幅 0.30～ 0,45m,深 さ5 cmを 測 り,主軸方向はN-86° ―Wを示す。埋土は褐灰色砂質シ

ル ト単一層であり,出土遺物は皆無であった。

4.4区
コゴロク遺跡群北部,1区の南側に位置し,標高は 10370mを測る。調査区南部が水路に隣接する

ため,長 さ62m× 幅1～ 3mと 一部調査区を縮小して調査を行った。

勇



44区

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 灰褐色(75YR5/2)砂 質シル ト層

第Ⅲ層 黄褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅳ層 灰褐色(75YR5/1)シ ル ト砂層

第V層 灰黄褐色(10YR4/2)砂質シル ト層で多量の礫を含む。

第 I層の表土層は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,厚 さ 10～ 25 cmを 測る。第Ⅱ層は

旧耕作上で,第Ⅲ層は第工層の水田耕作に伴う床土とみられる。第Ⅳ層は自然堆積土層で,多量の砂

礫を含む。第V層 は中央部から南部にかけてみられた土層で,古代から中世にかけての遺物包含層

となっている。

Ⅱ Ш

第Ⅳ層 灰褐色(75YR5/1)シルト砂層
第V層 灰責褐色(10YR4/2)砂 質ンルト層で多量の礫を含む

― B  A―
巾 m

遺構埋土(SD3003)
1灰褐色砂質シル ト

(DL=9∞m)

遺構埋土 (SD3004)
1灰責褐色砂質シルト

o     1    2m

一 B

図 144 平成 13年度 4区 SD3003・ 3004

色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 18点,土師器片 2点,須恵器片2点がみられ

たが,復元図示できるものはなかった。

SD3004(図 144)

調査区南部で確認 した東西溝跡(N-79° 一W)で ,SD3003と ほぼ並走する。幅 0.80～ 1.80m,深 さ

0.44～ 0.46mで ,基底面は西側 (9.162m)か ら東側(9121m)に 向けて緩やかに傾斜 し,3.00mを 検出した。

断面は逆台形を呈する。埋土は灰黄褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片10点 ,

須恵器片 16点 ,上師質土器片40点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

唯           高 耐

層序
第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
第Ⅱ層 灰掲色(75YR5/2)砂質シル ト層
第Ⅲ層 責褐色(10YR5/6)シ ルト層

o      1      2      3m

図 143 平成 13年度 4区東壁セクシ ョン図

(2)遺構 と遺物

本調査区では溝跡2条 とピットなどを検出した。

① 溝跡

SD3003(図 144)

調査区南部で確認 した東西溝跡 (N―  A―

75° 一W)で,SD3004と ほぼ並走する。

幅 ■00m,深 さ065mを 測 り,断面は舟

底状ないし逆台形を呈する。基底面は西

側(9162m)か ら東側 (9121m)へ緩やかに

傾斜 し,300mを検出 した。埋土は灰褐

9び



第Ⅳ章 平成 13年度の調査

5。 5区

北景,4区角昆弩籍    ｀
に位置する。水田の

区画によって,長 さ ょ́ 駆
`神

~

25m× 幅 3mの トレ

ンチを設定 して調査

を行 った。また,下

層にも遺構が残存 し

｀
マ軍郎るイY=4d,505

ヽ
49,510

ヽ

49,515

ていたため,長 さ 18m× 幅 3mの調査区を設定 して,三度の調査を行った。その結果,下層からは古

代以前の大溝等を確認 した。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第■層 灰褐色(75YR5/2)砂 質シル ト層

第Ⅲ層 責褐色 (10YR6/6)シ ル ト層

第Ⅳ層 灰黄褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第V層 黒褐色(10YR3/2)粘土質シル ト層

― E
(DL=1020m)

図 145 平成 13年度5区下層遺構平面図(S=1/200)

第Ⅲ層 黄褐色(10YR6/6)シ ルト層
第Ⅳ層 灰黄褐色(10YR5/6)シ ルト層

Ⅱ Ⅲ

褐灰色(10YR4/1)砂 質シル ト層
灰褐色(75YR5/2)砂質シルト層

0      1      2      3m

図 146 平成 13年度 5区北壁セクション図

第 I層 は現代の耕作上であり,調査前は水田になっており厚さ0.35mを 測る。第工層は時期的に

は明確ではないが旧耕作土層と考えられ,第Ⅲ層は

それに伴う床土とみられる。第Ⅳ層は弥生時代から

古代の遺物を含む遺物包含層である。tt V層 は調査

区北部で検出した自然堆積層であり非常に粘質度が

強い。

(2)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡 2棟,溝跡 3条,ピ ッ

トなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

SB3003(図 147)

層

層

序

Ｉ

Ｉ

層
第
第

0   1   2m

A―

図 147 平成 13年度 4・ 5区 SB3003

ｎ
ン



55区

調査区東部で確認 した南北棟建物跡で,建物跡の大半が調査 区外 にあ り,梁間 2間分 (360m)の み

を検出 した。柱間寸法は梁間 (東西)160m,200mを 測る。棟方向はN-42° ―Eを 示す。柱穴は径 0.30

～ 040mの 円形で,埋土 は褐灰色粘土質シル トであった。出土遺物 には石製品 1点がみられたが,復

元図示できなかった。

SB3004(図 148)

調査区東部で確認 した梁間 1間 (150m)以 上,桁

行 2間 (370m)以上の東西棟建物跡である。建物跡

の大半が調査区外にあ り,北側柱 2間分と西妻柱

北から1間分のみを検出した。柱間寸法は梁間(南

北)1.50m,桁行 (東西)1.80m,1.90mを測 り,棟方

向はN-57° 一Wを示す。柱径 020～ 0.45mの 円  A―

形で,埋土は褐灰色粘土質シル トであった。出土
A一

遺物は皆無であった。

② 溝跡

SD3005

調査区東部で検出 した南北溝跡 (N-28° 一E)で
, 図 148 平成 13年度 4・ 5区 SB3004

SB3004に 切 られる。幅 0.70m,深 さ0.26mを測 り,基底面は南側(9740m)か ら北側(9697m)に 向かっ

て緩やかに傾斜 し,3.00mを 検出した。断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は2層 に分層され ,

上層が暗掲色シル ト,下層が暗褐色砂礫土であった。出土遺物には弥生土器片 110点がみられたが ,

復元図示できるものはなかった。

SD3006(図 149)

1    2   3m

調査区東部の下層で確認 し

た南北溝跡 (N-29° 一E)で あ

る。幅 610m,深 さ 1.24m,検

出長 3.00mを 測 る。断面 は舟

底状ない し逆台形 を呈 し,埋

土 は黒色粘土質 シル トを主

体 とする。出土遺物は皆無で

あった。

SD3007

調査区東端の下層で確認 し

た南北溝跡 (N-26° 一E)で あ

W一

層序
第I層 耕作土
第Ⅱ層 床土
第Ⅲ層 橙灰色シルト層
第Ⅳ層 灰褐色シルト層
第V層 掲灰色シルト層
第Ⅵ層 橙掲色シルト層
第Ⅷ層 暗灰褐色砂質シルト層

3Ⅱ Ⅲ V576

遺構埋土
1暗灰褐色シルト
2砂礫
3灰暗褐色砂質シルト
4灰暗褐色砂質シルト
5灰暗褐色砂質シルト
6暗灰掲色砂質シルト

0

― E
(DL=1020m)

7暗灰色砂質シルト
8黒色粘土質シルト
9黒掲色粘土質シルト
10責灰掲色砂質シルト
11暗褐色粘土質シルトに黄灰色砂
質シルト混じる
12暗黄掲色砂質シルト

Ю早平7

4m

図 149 平成 13年度 5区 SD3006北 壁セクシヨン図

る。幅約 2.20～ 2.60m,深 さ0,32mを測 り,基底面はほぼ平坦で,3.00mを検出した。断面は舟底状な

いし逆台形を呈する。埋土は灰色砂質シル トを主体 とし一部に灰褐色砂質シル トや灰茶褐色砂質シ

ル トの堆積が認められた。出土遺物には復元図示 した弥生土器 2点 (256・ 257)がみられた。

出土遺物

98
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

弥生土器 (図 150-256・ 257)

256は甕で,口縁部の一部が残存 し,口径 34.4 cmを 測る。口縁部はくの字状 をなし,端部は内傾 し

て平面をなす。器面は摩耗するが,胴部外面にはタテ方向のハケロが残る。胎土には砂粒を多 く含み ,

焼成は良 く,色調は,内面が灰白色ないし橙色,外面がにぶい橙色を呈する。257も 甕で,底部約 1/2

が残存 し,底径 4.2cmを測る。底部は平 らで,胴部は外上方へ上が り,外面にはナデ調整を施す。胎土

には砂粒を多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が黒色,外面がにぶい責橙色 を呈する。

③ ピット

P3003

調査区東端で検出したピットである。掘方は径 0.40mの 円形で,深 さ16 cmを測る。埋土は暗褐色粘

土質シル トで,出土遺物には復元図示 した弥生土器1点 (258)がみられた。

出土遺物

弥生土器 (図 150-258)

258は甕で,底部 と下胴部が残存 し,

底径 3.O cmを 測る。底部は平 らで,胴部

は内湾気味に上がる。内面 には指ナデ

調整,外面はナデ調整とみられるが器壁

の剥離が著 しい。月台土には砂粒を多 く含

み,焼成は良く,色調は,内面が灰責色 ,

外面がにぶい黄橙色ない し責灰色 を呈

する。

6.6区
コゴロク遺跡群北部,5区の東側に位置する。調査区は長さ20m× 幅 3mの東西 トレンチで,中央

部で井戸跡が検出されたため,一部拡張して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,溝跡3条 ,井戸跡1基,ピ ットなどを検出した。

① 掘立桂建物跡

ヽ

SD3009

x=耳郎6~

Ｎ
ｌ

ｈ

Ｌ

Ｆ

、

ヤ       、
Y=49,520

＼
立 7

0           5          10cm

図 150 平成 13年度 5区 出土遺物実測図

ヤ
49,530

0
O oい

。
Os督

鼈00

研郎0~

図 151 平成 13年度6区遺構平面図(S=1/200)
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66区

SB3005(図 152)

調査 区東端部 で確 認 した梁 間 1間 (150m),桁 行

1聞 (210m)以 上 の梁 間一 間型 の東 西棟 建 物 跡 で
,

SD3010と 重 なる。建物跡東半分が調査 区外 にあ り未

検出である。棟方向はN-89° 一Wを示す。柱間寸法

は梁間 (南北)1.50m,桁行 (東西)210mを測 る。柱穴は

径 0.25～ 050mの 円形で,埋土は灰褐色 シル トであっ

た。出土遺物は皆無であった。

②溝跡

SD3008

調査区西端で検 出 した南北溝跡 (N-14° 一E)で,幅

0,40～0.50m,深 さ0.31mを 波1る 。断面はU字形 を呈 し,

出土遺物

弥生土器 (図 154-259。 260)

いずれも重の底部で,259は底径 7.Ocmを 測 り,わずかに上げ

底風 となる。内面には指ナデ調整,外面にはタタキの後にタテ

方向のハケ調整を施 し,底部側面には指押えの痕が残る。胎土

には細砂粒 を多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が暗灰色な

い しオリーブ褐色,外面が明責褐色ない し橙色 を呈する。260

は底径 5.5 cmを 測 り,底部は平らで,胴部は外上方に上がる。内

面にはヘラナデ調整 とナデ調整,外面にはタタキが施される。

胎土には砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調は内外面とも

にぶい責色ないしにぶい黄褐色を呈する。

③ 井戸跡

′00

C―

0   1   2m

図 153 平成 13年度 6区 SE3001

D
DL=1040m)

1   2m

図 152 平成 13年度6区 SB3005

基底面はほぼ平坦で,3.00mを 検出した。埋土は茶褐色砂質シル トに灰色シル トのブロックを含む単

一層であった。出土遺物には土師質土器片 3点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3009

調査区西部で検出した南北溝跡 (N-1° 一E)で ,幅 0.50～ 0.80m,深 さ0.38mを 測る。断面は舟底状

ないし逆台形を呈 し,基底面はほぼ平坦で,3.00mを 検出した。埋土は多量の礫を含む暗褐色砂質シ

ル ト単一層であつた。出土遺物は皆無であった。

SD3010

調査区東端部で検出した南北溝跡 (N-32° 一W)で,幅は 1.10～ ■40m,深 さ 0,76alを 測る。断面

は舟底状ないし逆台形を呈 し,基底面は北側 (9830m)か ら南側(9798m)に 向かって緩やかに傾斜 し,

3.50mを検出した。埋土は4層 に分層され,1層が黄灰掲色シル ト,2層が灰褐色シル ト,3層が灰赤褐

色砂質シル ト,4層が暗灰褐色砂質シル トで,各層に礫が含まれていた。出土遺物には弥生土器片 25

点,石製品1点がみられ,弥生土器 2点 (259・ 260)が復元図示できた。

H一
』
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

SE3001(図 153)

調査区中央部南端で確認した井戸跡とみられるものであるが,石組は確認できなかった。掘方は

径 1.60mの 円形で,深 さ0.90mを測る。埋土には人頭大の石が多量に含まれており,石組は破壊され

たものと考えられる。また,井戸跡を囲むように柱穴 4個が検出され,簡易な覆い屋が付属 していた

ものと考えられる。出土遺物は皆無であった。

① ピット

P3004

調査区西部北寄 りで検出 したピットである。掘方は径 0.40mの 円形で,深 さ 18 cmを 測 る。埋土は灰

褐色シル トで,出土遺物 には復元図示 した須恵器 1点 (261)がみ られた。

出土遺物

須恵器 (図 154-261)

261は杯身で,約 1/2が残存し,日径 14.8cm,器高4.2

cm,底径10.8cm,高台高0.5 cmを 測る。底部は平らで
,

外端部には回転ヘラ削り調整を行った上で,そ の内

側に高台を付ける。底部の切 り離しは回転ヘラ切 り

の後にナデ調整を加える。他は回転ナデ調整で,内

底面にはナデ調整を加える。胎上には白色砂粒を多

く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰色を呈

する。 図 154 平成13年度6区出土遺物実測図

7.7区
コゴロク遺跡群北部,6区の東側に位置する。水田の区画によって,長 さ17m× 幅 3mの トレンチ

を設定し調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,溝跡3条 とピットなどを確認した。

① 溝跡

SD3011

調査区西端部で検出 した南北溝跡 (N-17° 一E)である。幅 1.10～ 1.40m,深 さ0.30～ 0.33mを 浪Iり ,

断面は舟底状ないし    、

逆台形を呈する。基    ヽ
底面は北側 (10207m)

か ら南 側 (10.177m) k多
47郎Of

へ緩やかに傾斜 し,

3.00mを 検 出 した。

埋土は灰色シル トの

ブロックを含む茶褐

0       5     10cln

ヽ

SD3011

Y=お,MO抑。い｀  ヽ       、

Y=49,550

図 155 平成 13年度7区遺構平面図(S=1/200)

′0′



88区

色砂質シル ト単一層であった。出土遺物 には土師質土器片 3点がみ られたが,復元図示で きるものは

なかった。

SD3012

調査区中央部で検出した南北溝跡 (N-2° 一E)で,SD3013と 接する。幅 0.60～ 0.90m,深 さ 13～

20cmを 測 り,断面は舟底状ないしU字形を呈する。基底面は北側(10149m)か ら南側 (10052m)に 向かっ

て緩やかに傾斜 し,300mを検出した。埋土は礫を含む灰褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物

には弥生土器片 2点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3013

調査区中央部で検出した南北溝跡 (N-2° 一W)で ,SD3012と 接する。幅は2.20～ 2,70m,深 さ045

～052mを測 り,断面は舟底状を呈する。基底面は北側 (9758m)か ら南側 (9693m)へ緩やかに傾斜 し,

2.60mを 検出した。埋土は 3層 に分層され,上層から灰黄褐色砂質シル ト,灰掲色砂質シル ト,灰赤

褐色砂質シル トであった。出土遺物には弥生土器片 60点がみられたが,復元図示できるものはな

かった。

8.8区
コゴロク遺跡群中央部,7区の東側に位置する。水田の区画によって,長さ 19m× 幅 3mの トレン

チを設定して調査を行った。

SD3014

プ子どど7((や
´́
      Y=4も ,565            49】 70             491575

図 156 平成 13年度8区遺構平面図(S=1/200)

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

備前焼 (図 160-262)

262は悟鉢で,口縁部と体部の一部が残る。体部は斜め外上方へ上がり,口縁部は上方へ拡張する。

器面には回転ナデ調整を施し,内面には8本単位の条線が 1カ 所残る。胎土には砂粒を比較的多く含

み,焼成は良好で,色調は,内面が暗赤掲色,外面が茶褐色ないし灰黒色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では,溝跡1条 とピットなどを検出した。

① 溝跡

SD3014(図 157)

調査区東部で検出 した南北溝跡 (N-30° 一W)で ,幅約 0。70～ 1.50m,深 さ0.34～ 0.48mを 測る。断

702
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ヽ
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面は舟底状ないし逆台形を呈 し,基底面は北側 (9758m)か ら南側(9693m)

に向かって緩やかに傾斜 し,400mを検出した。埋土は 2層 に分れ,上層

が灰黄褐色砂質シル ト,下層がにぶい黄褐色砂質シル トでいずれも灰色

シル トのブロックを含んでいた。出土遺物には弥生土器片 15点 がみら

れたが,復元図示できるものはなかった。

ヽ
Y=49,590

図 158 平成 13年度 9区遺構平面図(S=1/200)

遺構埋土
1灰黄褐色砂質ンルト
1にぶい黄褐色砂質シルト

0    1    2m

図 157 平成 13年度8区

9.9[乙                                                  SD3014
コゴロク遺跡群北部,8区の東側に位置する。水田の区画によって,長 さ20m× 幅 3mの トレンチ

を設定し調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡1棟,土坑1基,溝跡3条 ,ピ ットなどを検出した。

~キ         ャ

SD3015 SD3016 SD3017

xテ軍 ,“
O~

ヤ
 x=47,655~   

｀

第Ⅳ章 平成 13年度の調査

A一 ― B
(DL=1060m)

ヤ
Y=49,600

Ｎ

ヽ

ｈ

也

■

、

① 掘立柱建物跡

SB3006(図 159)

調 査 区 中央 で確 認 した梁 間 1間

(180m),桁 行 2間 (480m)の 梁間一間型

の東西棟建物跡で,SD3015の 西側に位

置する。棟方向はN-78° ―Wを示す。

柱間寸法は梁間(南北)170m,1.80m,桁

行 (東西)2.00～ 2.80mで ある。柱穴は径

025～ 045mの 円形で,埋土は灰褐色シ

ル トであった。出土遺物には土師質土器

片 35点 ,瓦器片 3点 ,瓦質土器片 1点 ,白

磁片 4点 ,土製品2点がみられ,南側柱東

から1間 目の柱穴から出土 した白磁 2点

(263・ 264)が復元図示できた。

出土遺物

白磁 (図 160-263・ 264)

いずれも碗で,日縁部と底部が残り,

― D
(DL=1110m)

3m

図 159 平成13年度9区 SB3006

接合できなかったが同一個体の可能性 もある。263は 口径
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99区

166 cmを 測 り,体部は内湾 し,口唇郡は外反 りとなる。外面には回転ヘ ラ削 り調整 を施 し,全面に白

磁釉 を施す。264は 底径 8 0cm,高 台高 1.Ocmを 測 り,底部は削 り出 し高台で,答部外面には回転ヘラ削

り調整 を施す。釉は高台外側か ら内面にかけて施 され,見込は蛇ノロ状 に釉ハギを行 う。2点 とも胎

土には黒色粒 をわずかに含み,焼成は良好で,色調は内外面 とも灰 白色 を呈する。

②土坑

SK3001

調査区西部で検出した方形の土坑で,遺構の南側が調査区外にあり未検出である。長辺 1.20m,短

辺 0.90mと みられ,深 さは 0.30mを 測る。長軸方向はN-42° ―Wを示す。埋土は炭化物を含む灰褐

色シル ト単一層であった。出土遺物には土師質土器片 3点 ,炭化物 1点がみられたが,復元図示でき

るものはなかった。

③溝跡

SD3015

調査区東部で確認 した南北溝跡 (N-2° 一E)で ,幅 080～ 2.00m,深 さ0.17～ 034mを 測る。断面

は舟底状を呈 し,基底面は北側(10676m)か ら南側(10558m)に 向かって緩やかに傾斜 し,3.00mを検

出した。埋土は 3層 に分層され,上層から灰責褐色砂質シル ト,灰黄掲色砂質シル ト,茶褐色シル ト

で,一部に砂礫を含んでいた。出土遺物は皆無であった。

SD3016

調査区東部で確認 した南北溝跡(N-24° 一W)で ,SD3017を 切る。幅 0.25～ 0.50m,深 さ6～ 10 cm

を測 り,断面は舟底状を呈する。基底面はほぼ平坦で,3.30mを検出した。埋土は灰褐色砂質シル ト

単一層で,出土遺物は皆無であった。

SD3017

調査区東部で検出した南北溝跡 (N-11° 一E)で ,SD3016に切 られる。幅 040～ 050m,深 さ 10

～ 12cmを 測 り,断面は舟底状ない し逆台形を呈 し,基底面は南側 (10,805m)か ら北側(10781m)に 向

かって緩やかに傾斜 し,3.00mを検出した。埋土は灰責掲色砂質シル ト単一層で,出土遺物は皆無

であった。

④ ピット

P3005                                                          
｀

調査区中央部で検 出 した ピッ トである。掘方は径 0.30mの 円形で,深 さ 025mを 測 る。埋土は灰黄

褐色シル トで,出土遺物には土師

質土器片 5点,瓦器片 1点,土製品

1点がみられ,土製品 1点 (265)が

復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 160-265)

265は紡錘形の上錘で,一方の

端部が欠損 し,残存長48cm,全幅

′0孝

Ⅲ作
問現
◎
　
的

図 160 平成 13年度 8・ 9区出土遺物実測図



第Ⅳ章 平成13年度の調査

■7cm,孔径0.6cmを 波1り ,両端を中心に指押えの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良く,色調は赤橙色

を呈する。

10,10[丞

＼ヽ
＼
　
正軍

γ

部

る

長

ト

を行つた。

(1)遺構と遺物      Y=あ ,600

本調査区では掘立柱建

物跡 2棟,土坑 2基,ピ ッ

トなどを検出した。

①掘立柱建物跡

SB3007(図 162)

＼       、
Y=49,610暫M「

/

調査区中央部で確認 した梁間 1間 (230m),桁行 1間

(200m)以 上 の東西棟 建 物 跡 で,SK3003の 東 隣 り,

SB3008の 西隣 りに位置する。建物跡の大半が調査区外

にあり未検出である。棟方向はN-46° ―Eを示す。柱間

寸法は梁間 1間分 (南北)2.30m,桁行 1間分 (東西)200m

を測る。柱穴は径 0.30mの 円形で,埋土は灰褐色砂質シ

ル トであった。出土遺物は皆無であった。

SB3008(図 163)

調査区中央部で確認 した梁間 2間 (350m),桁行 2間

(360m)以 上の総柱東西棟建物跡であ り,SB3007の 東隣

りに位置する。建物跡の北側半分が調査区外にあり未検

図 161 平成13年度 10区遺構平面図(S=1/200)

〇

A――                ― B

ω卜 輸 )

0   1   2m

図 162 平成 13年度 10区 SB3007

出である。棟方向はN-61° ―Eを示す。柱間寸法は,梁間(南北)1,70m,1.80m,桁行 (東西)180mを

測る。柱穴は径 0,30～ 0.50mの 円形で,埋土は灰褐色砂質シル トであった。出土遺物には弥生土器片

1点,瓦器片 3点,土師質土器片 25点 ,土製品1点がみられ,西妻柱真中の柱穴から東へ1間 目の柱穴

から出土 した土師質土器 1点 (266),土製品1点 (267)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 165-266)

266は杯で,約 1/3が残存 し,口径 14 4cm,器高4 7cm,底径 6.4cmを測る。底部は平 らで,胴部と口縁

部は内湾気味に上が り,端部は九い。器面は摩耗するが,底部の切 り離 しは回転糸切 りとみられる。

胎土には褐色砂粒を多 く含み,焼成は不良で,色調は内外面とも浅黄橙色ない し橙色を呈する。

⑥

△＠
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10 10区

土製品(図 165-267)

267は 紡錘形の上錘で,完存し,全長 48 cm,

全幅2 0cm,孔径 0.5 cmを 測る。表面にはナデ調

整を施し,部分的に指押えの痕が残る。胎土は

精良で,焼成は良く,色調は黄褐色を呈する。

② 土坑

SK3002(図 164)

調査区西端で検出 した不整方形の上坑で
,

SK3003の西隣 りに位置する。長辺 ■20m,短

辺 1.00m,深さ 0.44mを 測 り,長軸方向はN―

14° 一Eで,断面は舟底状ないし逆台形を呈す

る。埋土はマンガン粒 と礫 を若千含む褐灰色

粘土質シル ト単一層であつた。出土遺物には
図 163 平成 13年度10区 SB3008

>

Ｉ
Ｉ
Ｗ

弥生土器片1点 ,土師質土器片9点 ,土製品1点がみられたが ,

復元図示できるものはなかった。
A―

SK3003(図 164)

調査区西部で検出した不整円形の上坑であ り,SK3002

の東隣 りに位置する。遺構の大半に後世の削平の影響を受

けていた。長径 1.80m,短径 1.60m,深 さ0.57mを 測 り,断

面は舟底状を呈する。埋土はマンガン粒 と黄色シル トのブ

ロックを含む灰黄掲色粘土質シル トを主体 とする。出土遺

物には弥生土器片 1点 ,土師質土器片 14点,鉄淳2点,近世

瓦 1点,近世陶器 1点がみられたが,復元図示できるものは

なかった。

③ ピット

P3006

調査区東端で検出 したピットである。掘方は円形で径

0.40m,深 さ022mを 測る。埋土は灰黄掲色砂質シル トで

あった。出土遺物には,弥生土器片 1点 ,瓦器片 5点,土師質

土器片 25点がみられ,土師質土器 1点 (268),瓦 器 1点 (269)

が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 165-268)

268は 小皿で,約 1/3が残存 し,口径 6 9cm,器高1.5cm,底

径 4.8 cmを 測る。成形はA技法で,底部の切 り離 しは回転糸

切 りによる。他は回転ナデ調整である。胎土には砂粒 をい

′0び

A――
DL=1100m)

SK3002    SK3003
遺構埋土(SK箭02)     遺構埋土〈SK3003)
と暗灰色粘土質ンルト(マ ン  1責灰粘土質シルト
ガン泣と礫を若干含む)  2灰責褐色粘土質シルト(マ ンオン粒

と黄色シルトのブロックを含む)

0    1    2m

図 164 平成 13年度 10区 SK3002・ 3003

0         5cm
崇

図 165 平成 13年度 10区 出土遺物実測図
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

くぶん含み,焼成は良 く,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

瓦器 (図 165-269)

269は椀で,約 1/2が残存 し,口径 14.7cm,器高4.8cm,底径4.6cmを測る。底部はほぼ平らで,外面に

は断面逆台形の高さ0.4 cmの 高台が付 き,体部と口縁部はやや内湾 して上が り,端部は九い。器面は

摩耗するが,口縁部にはヨコナデ調整,体部外面には指押えの痕が残る。胎土には砂粒をわずかに含

み,焼成はやや不良で,色調は,内面が灰白色ないし灰色,外面が灰色ないし明黄褐色を呈する。
/  

＼         ＼

＼

γ
駆評

S/

＼

11.11・ 12区

コゴロク遺跡群北部に位置する。水田の

区画によって,長 さ2m× 幅3mの トレンチ

を設定して調査を行った。その結果,遺構・

遺物は全く認められなかった。

(1)層序

11'12区で認められた基本層序は以下の

とおりである。

第 I層 褐灰色 (10YR4/1)砂質シルト層

第工層 責褐色(10YR5/6)シ ル ト層

第Ⅲ層 礫層

第 I層 は現代の耕作上で,調査前は水田

になってお り,第 工層は水田耕作の際に生

じた床上である。第Ⅲ層は氾濫に伴 う堆積     /
層とみられる。

＼

Mが
/

／

、＼

12.13～ 15区
コゴロク遺跡群北部に位置する。水田の

区画によって,13区 は長さ25m× 幅 lm,

14区 は長さ8m× 幅 2m,15区 は長さ7m

×幅 2mの各 トレンチを設定 して調査 を

行った。

(1)遺構 と遺物

13～ 15区 では土坑 4基,溝跡 3条,ピ ッ

トなどを検出した。

①土坑

SK3004

3区北端で検 出 した円形の上坑で,遺構

の東側一部が調査 区外 にあ り未検 出であ

Mが
/

＼
Y=49,450

駆ゞ
>

＼

９

，

４

図166 平成 13年度 13～ 15区遺構平面図(S=1/200)
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12 13-15区

る。長径 150m,短径 1.40m,深 さは0,30mを 測 り,断面は舟底状 を呈する。埋土は小礫 を含む灰褐色

粘土質シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 1点 ,須恵器片 1点 ,瓦器片 1点 ,土師質土器

片 6点がみ られたが,復元図示で きた ものはなかった。

SK3005

13区南部で検 出 した隅丸形の上坑である。遺構の東側半分は調査 区外 にあ り未検出である。長辺

225m,短辺 150m以上,深 さ028mを測る。長軸方向はN-13° 一Eを 示 し,断面は舟底状 を呈す る。

埋土は礫 を含む灰褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には須恵器片 2点 ,土師質土器片 32点
,

瓦質土器片 1点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SK3006

13区南端で検 出 した楕円形の土坑である。長径 1.40m,短径 100m,深 さは 18cmを 測 り,長軸方向

はN-24° ―Eを示す。埋土は灰褐色粘土質シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

SK3007(図 167)

15区北部で検出した円形の土坑で,SD3020を掘 り込んでいた。遺構

の西側半分が調査区外にあり未検出である。径 1.30m,深 さ14cmを 測 り,

断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は 2層 に分層され,上層がマ

ンガン粒 と小礫を含む灰褐色砂質シル ト,下層がマンガン粒を含む暗灰

褐色シル トであった。出土遺物には弥生土器片 3点 ,須恵器片 2点,土師

質土器片 34点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

②清跡

SD3018

△ ―

2暗灰褐色シルト(マ ンガン粒含む)

0    1    2m

を附 歎 面齢 側0幼 か明 団則徹勅 に向かっ鯰 やか帥  鶏 ご乙亀諾〆

斜 し,13区 で 1.20m,14区で5.50mを 検出した。断面は逆台形を呈 し,埋

土は灰褐色シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 1点 ,土師質土器片 7点がみられたが ,

復元図示できるものはなかった。

SD3019

14・ 15区で確認 した南北滞跡(N-20° 一W)で,SD3020を 切る。幅 0.35m,深 さ8～ 24 cmを 測 り,

基底面は南側 (9121m)か ら北側(9108m)に 向かって緩やかに傾斜 し,480mを 検出した。断面は逆台

形を呈 し,埋土は小礫 を含む灰褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には土師質土器片 93点 ,

瓦器片 1点,瓦質土器片 3点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3020

14・ 15区 で確認 した東西溝跡 (N-52° 一E)で,SD3019に 切られる。幅 1.30m,深 さ3～ 8cmを 測 り,

基底面は西側(9321m)か ら東側(9108m)へ傾斜 し,14区で2.40m,15区 で2,30mを検出した。断面は舟

底状を呈 し,埋土は小礫を含む灰茶掲色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土器片 1点
,

土師器片 8点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

③ ピット

J03

/″



第Ⅳ章 平成 13年度の調査

P3007(図 168)

14区東部で検出したピットである。掘方は径 0.50mの 円形で,深 さ0.30mを

測る。埋土は灰褐色シル トであった。出土遺物には土師質土器片 8点がみられ,

土師質土器 1点 (270)が復元図示できた。

出土遺物

上師質土器 (図 169-270)

270は小皿で,約 1/2が残存 し,口径 7.Ocm,器高 1.3cm,底 径 4.4cmを 測る。底

部の切 り離 しは回転糸切 りで,板状圧痕が残る。他は回転ナデ調整である。胎

土には砂粒 をわずかに含み,焼成は良 く,色調は内外面 ともにぶい橙色を呈

する。

13.16区
コゴロク遺跡群中央部北寄 り,15区の南側に位置する。水田の区画によって, 図169 平成13年度

長さ3m× 幅2mの トレンチを3カ 所に設定 して調査を行ったが,遺構・遺物と 14区
出土遺物実測図

も極めて少なかった。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとお りである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 灰褐色(75YR5/2)砂 質シル ト層

第Ⅲ層 黄掲色 (10YR5/6)砂質シル ト層

第Ⅳ層 明灰褐色 (7.5YR7/2)砂質シル ト層

第V層 黄灰色 (2.5Y6/1)砂礫層

第I層 は現代の耕作土で,調査前は水田であった。第I層は旧耕作土で,第Ⅲ層は第Ⅱ層に伴う床

土である。第Ⅳ層は中世の遺物を含む遺物包含層で,第 V層 は自然堆積層である。

― E
(DL=1050m)

0      0.5m

―
図 168 平成 13年度

14区 P3007

‰

70

層
層
層
層
層

序

Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

層
第
第
第
第
第

褐灰色 (10YR4/1)砂 質シルト層
灰褐色(75YR5/2)砂質シルト層
責褐色 (10YR5/6)砂 質シルト層
明灰褐色(75YR7/2)砂質シルト層
黄灰色(25Y6/1)砂礫層

1           2

図 170 平成 13年度 16区北壁セクション図

14. 17伝丞

コゴロク遺跡群中央部,16区の南側に位置する。水田の区画によって,長 さ35m× 幅2mの トレン

チを設定し調査を行った。

(1)遺構 と遺物

′99



1518区

本調査 区では溝跡 2条 などを検 出 した。

①溝跡

SD3021

調査区中央部で確認 した東西溝跡 (N-67° 一E)で,幅 0.50m,深

さ8～ 12 cmを 測 り,基底面は東側 (8925m)か ら西側(8905m)に 向

かって緩やかに傾斜 し,1.80mを 検出した。埋土は灰褐色砂質シル

ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

SD3022

調査区南部で検出した東西溝跡 (N-47° 一E)で,幅 0。70m,深 さ

8 cmで ,基底面は東側(8982m)か ら西側 (8.920m)|こ 向かって緩やか

に傾斜 し,3.50mを検出した。埋土はマンガン粒 と黄色シル トの

ブロックを含む灰責褐色砂質シル ト単一層で,出土遺物は皆無で

あった。
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15。 18[五

コゴロク遺跡群北部に位置する。水田の区画によって,長 さ

20m× 幅3mの トレンチを設定して調査を行った。           ヽ

(1)遺構と遺物

本調査区では塀・柵列跡1列 ,溝跡2条 ,ピ ッ

① 塀・柵夢1跡

SA3001(図 173)

調査区西部で確認 した東西塀 (N-68° 一W)で,SD3023と 交差

する。3間分 (7.00m)を 検出し,柱間寸法 (東西)は 2.20m,2.40mを 測

る。柱穴は径 0.30～ 0.40mの 円形で,埋土は灰黄褐色シル トであっ

た。出土遺物には瓦器片 1点,土師質土器片 4点がみられたが,復

元図示できるものはなかった。
ぶ ド

イ

A― CL― ― ― 一 ―
く ナ

ー ー ー ー ー 堰 堺 ― 一 一 ― ― ― <∋ ― B

A― 一 B
ωレ mttn

図 172 平成 13年度 18区 SA3001

②溝跡

SD3023(図 174)

調査区西部で確認 した南北溝跡 (N-5° 一W)で,SD3024の東側

f′ 0

卜などを検出 した。  MFOイ

ヽ
ヽ

ヽ

キ

ヘ

ヽ
Y=49,420

図171 平成13年度 17区

遺構平面図(S=1/200)
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図 173 平成 13年度 18区遺構平面図 (S=1/200)

に位置する。幅0.50m,深 さ12～ 16 cmを測 り,基底面は北側(9880m)か ら南側(9867m)と 緩やかに傾

斜 し,310mを 検出した。断面は舟底状ないし逆台形を呈する。埋土は2層 に分層され,上層が責色シ

ル トのブロックを含む暗掲色粘土質シル ト,下層が茶色シル トのブロックを含む灰責褐色粘土質シ

ル トであった。出土遺物には弥生土器片 14点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3024(図 174)

幅縣 ず .融F駿 査 F安馳 樹
「

鬼 丞 ヨ 鼻

A―

扱
_回nA¢

斡 劾 斡
ぱ 判嚇

側徹認4nか ら南側 0硲2nに向かって緩やかに傾斜 辮蟹名哲急岳分離酬鵜 驚 謹譴勢 ト

し,330mを検出した。断面は舟底状ないし逆台形を            3灰 褐色砂質シルト
4地山

0    1    2m
呈する。埋土は3層 に分層され,上層から炭化物を含

む暗褐色砂質シル ト,灰黄褐色砂質シル ト,マ ンガン   図174平成13年度18区 SD3023・ 3024

粒を含む灰褐色砂質シル トであった。出土遺物は皆無であった。

③ ピット

P3008

調査区中央部で検出したピットである。掘方は径 0.40mの 円形で,深 さ18cmを 測る。埋土は暗褐色

粘土質シル トであった。出土遺物には復元図示 した土師質土器1点 (271)がみられた。

出土遺物

土師質土器 (図 181-271)

271は b類の椀で,約 2/5が残存 し,口径 16.O cm,器高5.3cm,底 径 6 0cm,高台高 0.3cmを 波1る 。成形

はA技法で,底部外面には断面逆台形の高台が付 き,体部は内湾気味に上が り,回縁部はやや外傾す

る。器面は摩耗するが,外底面には回転糸切 り痕,体部外面には回転ヘラ削 り調整の痕が残る。胎土

には砂粒 をいくぶん含み,焼成はやや不良で,色調は内外面とも灰白色ない しにぶい責色 を呈する。

16.19[丞

コゴロク遺跡群北部,18区 の西側に位置する。水田の区画によって,長 さ20m× 幅3mの トレンチ

を設定して調査を行った。また,下層で遺構が確認されたため長さ10m× 幅3mの トレンチを設定し

て三度の調査を行った。

SD3024    SD3023



16 19区

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土製品(図 181-272)

272は紡錘形の上錘で,ほぼ完存し,全長4.5 cm,全幅 1.4 cm,孔径 0.5 cmを 測 り,両端には指押えの

痕が残る。胎上には砂粒を比較的多く含み,焼成は良く,色調はにぶい橙色を呈する。

第Ⅳ層出土遺物

白磁 (図 181-273)

273は碗で,口縁部の一部が残 り,口径 15.O cmを 測る。体部と口縁部は内湾気味に上がり,口縁部

は玉縁状をなす。体部外面には回転ヘラ削り調整,日縁部から内面には白色釉を施す。胎土には黒色

粒を比較的多く含み,焼成は良好で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡3棟,土坑3基,溝跡3条 ,ピ ットなどを検出した。

顔却
″

、         ヽ        ヽ   ィ   ｀

Y=49,520                               49,530

図 175 平成 13年度 19区上層遺構平面図 (S=1/200)
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図 176 平成 13年度 19区下層遺構平面図 (S=ν200)

①掘立柱建物跡

SB3009(図 177)

調査区中央で確認 した梁間1間 (110m),桁行 2間 (280m)の 梁間一間型の東西棟建物跡で,SD3026

の東隣 り,SK3008の 南隣りに位置する。棟方向はN-62° 一Wを示す。柱間寸法は梁間(南北)0。90m,

1.10m,桁行 (東西)130m,1.50mで ある。柱穴は径0.30mの 円形で,埋土は灰褐色砂質シル トであつた。
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出土遺物には瓦器片 2点,土師質土器片 15点がみら

れ,北東隅の柱穴から出上 した土師質土器 1点 (274)

が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 181-274)

274は 羽釜で,胴部 と口縁部の一部が残 り,口径

24.O cm,月同径 25。9 cmを 測る。月同部は直立 し,口縁部は

内傾 して外面下端に小 さな鍔を造 り出す。口縁部は

ヨコナデ調整,内面はナデ調整で,外面にはタタキの

後にナデ調整を加える。胎土には砂粒 を比較的多 く

含み,焼成は良 く,色調は内外面とも橙色を呈する。

SB3010(図 178)

調査区東部で確認 した梁間 2間 (340m),桁

行 1間 (180m)以 上の南北棟建物跡で,SD3021

と交差する。建物跡の大半が調査区外にあ り,

北妻柱 2間 と東側柱 1間 のみを検出した。棟方

向はN-10° ―Eを示す。柱間寸法は梁間 (東西)

と40m,200m,桁 行 (南北)1.80mを測る。柱穴

は径 0.30～ 0.50mの 円形で,埋土は灰褐色砂質

シル トであった。出土遺物には土師質土器片

16点 ,土製品 1点がみられ,北東隅の柱穴から

出土 した土製品1点 (275)が復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 181-275)

275は紡錘形の上錘で,ほぼ完存 し,全長 4 4cm,全幅

を加える。胎土には砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,

SB3011(図 179)

調査区東部の下層で確認 した南北棟

建物跡で,SD3027の東隣りに位置する。

建物跡の大半が調査区外にあ り,南妻柱

2間 (550m)の みを検出した。棟方向はN
-20° ―Eを示す。柱間寸法は梁間(東西)

270mと 280mを 測る。柱穴は径 0.30～

0.50mの 円形で,埋土は暗褐色シル トで

あった。出土遺物には土師器片 1点 ,土

製品 1点がみられたが,復元図示できる

第Ⅳ章 平成13年度の調査
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図 177 平成 13年度 19区 SB3009

0   1   2m

図 178 平成 13年度 19区 SB3010

1.4 cm,子し径 0.6 cmを 測る。表面にはナデ調整

色調はにぶい黄橙色 を呈する。
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図 179 平成 13年度 19区 SB3011

′ど,



1619区

ものはなかった。

② 土坑

SK3008

調査区中央部で確認 した不整円形の土坑で,SK3009の西側に位置する。長径 110m,短径0.80m,

深さ16 cmを 測 り,長軸方向はN-59° 一Eを示す。埋土は灰褐色シル ト単一層であつた。出土遺物に

は土師質土器片 1点,鉄津 1点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SK3009

調査区北東端で検出した不整楕円形の上坑で,SK3010の西隣 りに位置 し,遺構の北側半分が調

査区外にあり未検出である。長径290m以上,短径 1.50m,深さ0.22mを 測 り,長軸方向はN-40° ―

Eである。埋土は灰褐色シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

SK3010

調査区北東端で検出した不整方形の土坑で,SK3009の東隣 りに位置する。遺構の北側半分が調

査区外にあり未検出である。長辺 1.70m以上,短辺 1.08m,深 さ16 cmを 測 り,長軸方向はN-14° 一E

を示す。埋土は灰褐色シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

③溝跡

SD3025(図 180)

調査区東部で確認 した南北溝跡(N-4° 一E)で ,幅 0.65m,深 さ 16 cm

を測 り,基底面はほぼ平坦で,3.30mを 検出した。断面は逆台形を呈す

る。埋土は炭化物 を含む暗褐色砂質シル ト単一層で,出土遺物は皆無

であった。

SD3026

調査区中央部で確

認 した南北溝跡(N

-16° 一E)で ,中呂070

～■28m,深 さ 19 cm

を測 り,基底面はほ

ぼ平 坦 で,300mを

検出 した。断面は舟

底状 を呈する。埋土

は炭化物を含む暗掲

色砂質シル ト単一層

で,出土遺物は皆無

であった。

SD3027

調査区東部の下層

で確認 した南北溝跡

7′7

AT斡締

一薫

遺構埋土

1暗褐色砂質シルト

2暗灰掲色砂質シルト

0    1    2m

図 180 平成 13年度

19区 SD3025
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図 181 平成13年度 18・ 19区出土遺物実測図
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(N-41° 一E)で ,幅 150～ 1.80m,深 さ0.56mを測 り,基底面はほぼ平坦で,3.40mを検出した。断面

は逆台形を呈する。埋土は戊化物を含む暗褐色砂質シル ト単一層で,出土遺物には復元図示 した弥

生土器 1点 (276)がみられた。

出土遺物

弥生土器 (図 181-276)

276は壷で,底部と下胴部が残存 し,底径 5。2cmを 測る。内面には指ナデ調整の後に部分的にハケ調

整を加え,外面にはタタキロが残る。胎上には砂粒を多 く含み,焼成は良 く,色調は内外面とも浅黄

橙色を呈する。

④ ピット

P3009

調査区東部の下層で検出したピットである。掘方は径 0.50mの 円形で,深 さ 7 cmを 測る。埋土は暗

褐色シル トで,出土遺物には復元図示 した土製品1点 (277)がみられた。

出土遺物

土製品 (図 181-277)

277は 円筒形の上錘で,ほ ぼ完存 し,全長 4 0cm,全幅 1.4 cm,孔 径 0.4 cmを測る。表面には部分的に

指押えの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良 く,色調はにぶい責橙        、     _
色を呈する。

Ｎ
と
ヽ
い
い
キ
ャ
、17.20じZ

コゴロク遺跡群北部,19区 の南約 150mに位置する。西側に水路

が隣接していたため,長さ20m× 幅 2～ 3mと 一部を縮小して調

査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では溝跡2条 などを検出した。

① 清跡

SD3028

調査区北部で確認 した東西溝跡 (N-74° 一E)で,SD2029を 切

る。幅 4.95～ 7.15m,深 さ 0,45mを測 り,基底面は東側(9474m)か

ら西側(9265m)に 向かって傾斜 し,2.80mを検出した。断面は舟底

形ないし逆台形を呈する。埋土は5層に分層され,1層が小礫を含

む暗茶褐色砂質シル ト,2層が黒茶褐色砂質シル ト,3層が小礫を

含む責褐色砂質シル ト,4層が黒褐色砂質土,5層が暗褐色砂質土

であつた。出土遺物には弥生土器片 870点 ,須恵器片12点 ,土師質

土器片17点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3029

調査区中央部から南部にかけて検出した南北海跡 (N-11° 一E)

SD2028‐一

k多 47わ酬
~

類わAO~

ャ               49,505
Y=49,500

図 182 平成 13年度 20区

遺構平面図 (S=1/200)

SD2029

r′j
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で,21区 に延びる。幅0.40～ 1.00m,深 さ4～ 7cmを 測 り,基底面はほぼ平坦で,20区 で 133m,21区

で 1.90mを 検出 した。埋土は灰褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物 には須恵器片 1点,上師質

土器片 4点,青磁片 1点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

18.21[至

コゴロク遺跡群北部,20区の南側に位置する。水田の区画によって長さ12m× 幅 3mの トレンチ

を設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では塀・柵列跡2列 などを検出した。

Y多 49わ

"~ SD3032

撹乱

49わ10~

ヽ

4研詢Oイ

 ヽ      ヽ
X=47,530

一｀
47,520

、

　

一

lp 7
1

) ｀

r′ 6

図 183 平成13年度21'22区遺構平面図(S=1/200)



①塀・柵列跡

SA3002(図 183)

調査区中央部で確認 した南北塀 (N

-14° 一E)で ,SA3003と 重なる。3間

分(640m)を 検出し,柱間寸法 (南北)は

1.70～ 240mを 測る。柱穴は径 0.22～

0.30mの 円形で,埋土は黄色シル トの

ブロックを含む灰褐色シル トであっ

た。出土遺物 には瓦器片 1点 ,土師質       図184 平成13年度 21・ 22区 SA3002

土器片 2点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SA3003(図 184)

調査区中央部で確認                 戸
″

1     1.7     1        2.4       1       2.3       1       2.ユ

した南北塀 (N-21° 一E)

で,SA3002と 重 なる。

4間分(850m)を 検出し
,

柱 間寸法 (南 北)は 1.70

～ 2.40mを 測る。柱穴は

径 020～ 0.50mの 円形

第Ⅳ章 平成 13年度の調査
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図 185 平成 13年度21'22区 SA3003

で,埋土は灰色シルトのブロックを含む暗褐色シルトであった。出土遺物は皆無であった。

19。 22区

コゴロク遺跡群北部,21区 の南側に接する。水田の区画によって,長さ28m× 幅7mの トレンチを

設定して調査を行った。本年度の調査では比較的多くの遺構と遺物が確認された地区である。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅲ層出土遺物

土製品(図 194-278)

278は紡錘形の上錘で,完存し,全長 4.7 cm,全幅 1.8 cm,孔 径 0.6 cmを測る。表面には部分的に指押

えの痕が残る。胎土は精良で,焼成は良く,色調は浅黄橙色を呈する。

第V層出土遺物

青磁 (図 194-279)

279は碗で,底部が残存し,底径6.8cmを測り,底部は削り出し高台となる。見込には花文が施され,

全面に施釉した後に高台内部を円形に釉ハギする。胎土には黒色粒を比較的多く含み,焼成は良好

で,色調は内外面とも緑灰色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡6棟,土坑1基,溝跡4条 ,ピ ットなどを検出した。

① 掘立柱建物跡

′′7
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SB3012(図 186)

調査区北西部で確認

した梁間 1間 (170m)以

上,桁 行 3間 (670m)の

総柱東西棟建物跡 で
,

SB3013・ 3014に重なる。

建物跡の北側柱 は調査

区外にあ り未検 出であ

る。棟方向はN-78° ―

Wを 示す。柱間寸法は

梁間(南北)が ■70m,桁

行 (東西)が 1.80⌒ツ250m 図 186 平成 13年度 21・ 22区 SB3012

を測る。柱穴は径020～ 0.40mの 円形で,埋土は暗褐色 シル トであった。出土遺物には弥生土器片2点
,

土師質土器片 42点がみ られたが,復元図示で きるものはなかった。

SB3013(図 187)

調査 区北西部で確認 した梁間 2間

(400m),桁行 2間 (480m)の東西棟建物

跡で,SB3014と 重なる。棟方向はN―

69° 一Wを示 し,柱間寸法は梁間(南北)

が ■90～ 210m,桁行 (東西)が 240mを

波1る 。柱穴は径 0.23～ 0.50mの 円形で
,

埋土は灰褐色シル トであった。出土遺物

には弥生土器片 4点 ,瓦器片 1点 ,土師

質土器片 102点,瓦質土器片 9点がみら

れ,南東隅の柱穴から出土した土師質土

器1点 (280)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 194-280)
図 187 平成 13年度 21・ 22区 SB3013

280は小皿で,ほ ぼ完存 し,口径8.4cm,器高 1.3cm,底径 5 4cmを測る。器面は摩耗するが,外底面に

は回転糸切 り痕 と板状圧痕が残る。胎土は精良で,焼成はやや不良であり,色調は内外面ともにぶい

黄橙色を呈する。

SB3014(図 188)

調査区西部で確認 した梁間 2間 (450m),桁行 3間 (610m)の東西棟建物跡で,SB3013と 重なる。身

舎東妻柱から1間 目の柱通 りに間仕切 り柱が建つ。棟方向はN-67° ―Wを示 し,柱間寸法は梁間 (南

北)が 2.10m,2.40m,桁 行 (東西)が 1.90～ 2.20mを測る。柱穴は径 0.40～ 0.50mの 円形で,埋土は暗褐

色シル トであった。出土遺物には弥生土器片4点 ,瓦器片 1点,土師質土器片 114点 ,瓦質土器片 9点 ,

′′S
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白磁片 1点がみられ,土師質土器

3点 (281～ 283),瓦器 1点 (284),白

磁 1点 (285)が復元図示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 194-281～ 283)

281は 小皿で,ほ ぼ完存 し,日

径 7.9cm,器高1.6cm,底 径 4.4cmを

測る。成形はA技法で,内底面に

は粘土紐巻 き上げ痕が残る。器面

は摩耗 し,調整は不明である。胎

土には砂粒をわずかに含み,焼成

は良く,色調は内外面とも灰白色

を呈する。

282・ 283は a類の椀で,成形は

A技法 とみ られる。282は底部が

浅 く,約 1/3が残存 し,日径 14.8cm,

器高 37 cm,底 径 5,8 cmを 測る。器

284は椀で,約 1/2が残存 し,口径

13 7cm,器 高 3.8cm,底 径 3 1cmを 測る。

底部は浅 く,外面には小 さな高台が

付 き,体部 と口縁部は内湾気味に上

がる。口縁部にはヨコナデ調整,内

面には圏状 と平行のヘラ磨 きが施さ

れ,体部外面には指押えの痕が残る。

胎上には細砂粒 を比較的多 く含み
,

焼成は良 く,色調は内外面とも灰白

色ないし灰色を呈する。

白磁 (図 194-285)

285は碗で,口縁部の一部が残存

し,口径 17.6cmを 測る。体吉ると口縁吉Ь

は内湾気味に上が り,口縁部は玉縁

状をなす。体部外面には回転ヘラ削

tI一

d―

A一

A―

O   O
一 B

図 188 平成 13年度 21・ 22区 SB3014

面は摩耗するが,底部と体部の境には粘土紐の接合痕が残る。胎上には砂粒をわずかに含み,焼成は

やや不良で,色調は内外面とも灰白色を呈する。283は底部 と体部が残存 し,底径 5,9 cmを 測る。器面

は回転ナデ調整で,外底面にはナデ調整が加えられ,切 り離 し痕は残らない。

瓦器 (図 194-284)

＞

―
>                      働

ロ

― D
(DL=1030m)

図 189 平成13年度 21・ 22区 SB3015
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り調整を施 し,口縁部から内面には乳白色の釉を施す。胎土には黒色粒をわずかに含み,焼成は良好

で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

SB3015(図 189)

調査区中央部で確認 した梁間 2間 (410m),桁行 2間 (520m)の 東西棟建物跡で,身舎西妻柱から 1

間目の柱通 りに間仕切 り柱が建つ。棟方向はN-76° 一Wを示 し,柱間寸法は梁間 (南北)が 2.00m,

210m,桁行 (東西)が 1,70～3.40mで ある。柱穴は径027～0.60mの 円形で,埋土は暗褐色シル トであつ

た。出土遺物には弥生土器片 2点,土師質土器片 16点 ,土製品 1点がみられたが,復元図示できるも

のはなかった。

SB3016(図 190)

調査区中央部で確認 した梁間 1間 (240m),桁 行 3間 (810m)の 身舎に南 に下屋が付 く東西 3間

(8,10m),南北2間 (350m)の 東西棟建物跡である。棟方向はN-79° 一Wを示 し,柱 間寸法は梁間(南北)

が210m,2.40m,桁行 (東西)が 2.50m,3.10m,下屋幅が 110m,1.40mである。柱穴は径 0.30～ 0.50m

の円形で,埋土は暗掲色シル トであった。出土遺物には弥生土器片 3点,須恵器片 1点 ,上師質土器片

53点がみられ,北側柱西から1間 目の柱穴から出土 した須恵器1点 (286)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 194-286)

286は杯蓋で,完存 し,口径 12.6cm,器 高 2 9cmを 測る。天丼はやや丸味を有 し,外面中央部には径 1.9

cm,高 さ0 9cmの やや崩れた宝珠形のつまみが付 く。口縁部は短 く内湾 し,内面にはかえりが付 く。天

井部外面の大半には回転ヘラ削 り調整を施 し,他は回転ナデ調整である。胎上には白色砂粒 を比較

的多 く含み,焼成はやや不良で,色調は,内面が灰白色,外面が灰色を呈する。

SB3017(図 191)

調査区東部で確認 した梁間1間 (420～ 430m),桁行 2間 (4,30～ 440m)以上とやや歪みのある梁間一

一 D
(DL=1030m)

2     3

―

ロ

720

図 190 平成 13年度 21・ 22区 SB3016

4m



間型の南北棟建物跡である。建物跡の北

端が調査区外にあり,北妻柱が未検出で

ある。棟方向はN-10° 一Eを 示 し,柱

間寸法は梁間 (東西)が 420m,4.30m,

桁行 (南北)が 2.10m,2.20mを 測る。柱穴

は径 0.60mの 円形で,埋土は暗褐色シル

トであった。出土遺物には弥生土器片 5

点,灰釉陶器片 2点,土師質土器片 105

点,土製品 2点がみ られ,土師質土器 2

点 (287・ 288),土製品 1点 (289)が復元図

示できた。

出土遺物

土師質土器 (図 194-287・ 288)

287は杯で,完存 し,口径 14.4cm,器高

4.3 cm,底径 7.6 cmを 測る,成形はA技法

で,底部の切 り離 しは回転糸切 りによ

る。器面は摩耗 し調整は不明である。胎

遺物は皆無であった。

③ 溝跡

SD3030(図 192)

調査区中央部で確認 した南北

溝跡 (N-19° 一W)で ,SD3031に

切 られる。幅 0.50～ 0,70m,深 さ

14～ 20 cmを 測 り,基底面は南側

(9939m)か ら】ヒ側 (9868m)|こ 向け

第Ⅳ章 平成 13年度の調査

ω tt nttn

3   4血

図 191 平成 13年度 21・ 22区 SB3017

上には砂粒をわずかに含み,焼成はやや不良で,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

288は小皿で,ほ ぼ完存し,回径9.2cm,器 高2 3cm,底 径6 2cmを測る。成形はA技法で,底部の切り

離しは回転糸切りによる。器面は摩耗し調整は不明である。胎上には砂粒をわずかに含み,焼成はや

や不良で,色調は内外面とも灰白色を呈する。

土製品(図 194-289)

289は紡錘形の土錘で,完存し,全長5.3cm,全幅 1.5cm,孔径 0,4cmを 測る。表面は摩耗する。胎上に

は砂粒をわずかに含み,焼成は不良で,色調は灰黒色を呈する。

② 土坑

SK3011

調査 区中央部東寄 りで検出 した不整方形の土坑で,SD3032・ 3033に 切 られる。長辺 1.20m以上
,

短辺 0,90m,深 さ19cmを 浪1り ,長軸方向はN-84° ―Wを示す。埋土は灰褐色 シル ト単一層 で,出土

A斡高価介―斡れぬ
遺構埋土 (SD3031)

1灰褐色砂質シルト

2暗掲色砂質シルト

0

A―     一 B

鮎

的 鰤

遺構埋土 (SD3033)

1灰褐色砂質シルト
2暗褐色砂質ンルト

2                 4m

遺構埋土 (SD30箭 )

1暗褐灰色砂質シルト

2暗褐色砂質シルト

図 192 平成 13年度22区 SD3030。 3031・ 3033

′2′
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て緩やかに傾斜 し,6.80mを検出した。断面は舟底形ないし逆台形を呈する。埋土は2層 に分層され ,

上層が暗褐色シル トのブロックを含む暗褐灰色砂質シル ト,下層が黄褐色シル トのブロックを含む

暗褐色砂質シル トであった。出土遺物には弥生土器片 1点 ,瓦器片 1点,土師質土器片 33点 ,瓦質土

器片1点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3031(図 192)

調査区中央部で確認 した南北溝跡(N-19° 一E)で ,SD3030を切る。幅030～ 0.45m,深 さ027mを

測 り,基底面はほぼ平坦で,6.90mを検出した。断面は箱型を呈する。埋土は2層 に分層され,上層が

暗掲色シル トのプロックとマンガン粒を含む灰掲色砂質シル ト,下層が灰色シル トのブロックと掲

色シル トのブロックを含む暗褐色砂質シル トであった。出土遺物には弥生土器片 5点 ,須恵器片L点 ,

土師質土器片 71点,土製品1点がみられ,土製品1点 (290)が復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 194-290)

290は須恵質の土錘で,紡錘形を呈する。一方の端部が欠損 し,残存長 42cm,全幅 1.6 cm,孔径 0.5

cmを 測る。表面にはナデ調整を加える。胎土には白色砂粒を比較的多 く含み,焼成は良 く,色調は灰

色を呈する。

SD3032

調査区中央部西寄 りで確認 した南北溝跡 (N-1° 一W)で ,SK3011を 切る。幅 0.80～ 100m,深 さ

13～ 17 cmを測 り,基底面はほぼ平坦で,3.40mを検出した。断面は舟底形ない し逆台形を呈する。埋

土は褐灰色砂質シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

SD3033(図 192)

調査区中央部西寄 りで確認 した南北溝跡 (N-13° 一E)で ,SK3011を 切る。幅 0.50m,深 さ0.24～

0.30mを測 り,基底面はほぼ平坦で,6.60mを 検出した。断面は箱型を呈する。埋土は2層 に分層され ,

上層が暗褐色シル トのブロックとマンガン粒を含む灰褐色砂質シル ト,下層が灰色シル トのブロッ

クと褐色シル トのブロックを含む暗褐色砂質シル トであった。出土遺物には弥生土器片 3点,須恵器

片 2点,土師質土器片 61点がみられたが,復元図示できるものはなかった。′

④ ピット

P3010

調査区西部で検出したピットである。掘方は径 0.26mの 円形で,深さ19cmを 測る。坦土は褐灰色シ

ル トで,出土遺物には土師質土器片 2点 ,上製品1点 ,石製品6点がみられ,土製品 1点 (291),石製品 1

点 (292)が復元図示できた。

出土遺物

土製品 (図 194-291)

291は 円筒形の上錘で,ほ ぼ完存 し,全長 4 9 cm,全幅 1.5 cm,孔 径 0 6cmを 測る。表面には部分的に

指押えの痕が残る。胎上には砂粒をわずかに含み,焼成は良 く,色調はにぶい橙色を呈する。

石製品 (図 194-292)

292は滑石製の石鍋で,口縁部の一部が残 り,口径 19 0 cmを測る。口縁部は直立 し,外面には幅 14

′22



第Ⅳ章 平成 13年度の調査

cmの 鍔が巡る。器面は外面を中心に基の痕が残る。

P3011(図 193)

調査区東部で検出したピットである。掘方は径 050m

の円形で,深 さ 0.26mを測る。埋土はマンガン粒 を若千

含む暗褐色シル トであった。出土遺物には瓦器片 1点
,

土師質土器片 33点がみられ,土師質土器 1点 (293)が復元

図示できた。
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図 193 平成 13年度22区

P3011・ 3012, SB3013
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図 194 平成 13年度22区出土遺物実測図
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20.23区

出土遺物

土師質土器 (図 194-293)

293は杯で,口唇部が欠損する以外は残存 し,推定回径 12.9cm,器高 4.3cm,底径 6.7cmを 測る。成形

はA技法で,底部の切 り離 しは回転糸切 りにより,他は回転ナデ調整とみられる。胎土には細砂粒を

わずかに含み,焼成は良 く,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

P3012(図 193)

調査区中央部で検出したピットである。掘方は径 0.31mの 円形で,深 さ19cmを 測る。埋土は暗褐色

シル トで,出土遺物には復元図示できた土師質土器1点 (294)が みられた。

出土遺物

土師質土器 (図 194-294)

294は杯で,約 1/4が残存 し,口径 15.8cm,器高4.8cm,底径 9,4cmを測る。成形はA技法で,器面は摩

耗するが,底部の切 り離 しは回転糸切 りとみられる。胎土には砂粒をわずかに含み,焼成はやや不良

で,色調は内外面とも浅黄橙色を呈する。

20.23伝正

コゴロク遺跡群北部,22区の西側に位置する。水田の区画によって,長 さ17～ 20m× 幅7mの トレ

ンチを設定 して調査を行った。

(1)層序

本調査区で認められた基本層序は以下のとおりである。

第 I層 褐灰色(10YR4/1)砂質シル ト層

第Ⅱ層 明責褐色(10YR6/6)砂質シル ト層で若干の灰色シル トのブロックを含む。

第Ⅲ層 灰黄褐色(10YR5/2)砂質シル ト層で黄色シル トのブロックを含む。

第Ⅳ層 暗黄灰掲色 (2.5Y5/2)砂 質シル ト層でマンガン粒を含む。

第V層 灰褐色(75YR5/2)砂 質シル ト層で灰色シル トのブロックとマンガン粒を含む。

第 I層は現代の耕作土で,調査前は水田になってお り,第 Ⅱ層は水田耕作を行った際に生 じた床
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

上である。第Ⅲ層は中世の遺物包含層,第Ⅳ層は古代遺物包含層である。第 V層が 自然堆積層 となっ

ている。

Ⅳ Ⅱ

― E
(DL=1050m)

層序
第1層 褐灰色(10YR4/1)砂 質シルト層
第Ⅱ層 明黄褐色(10YR6/6)砂 質シルト層で若子の灰色ブロックを含む
第Ⅲ層 灰黄褐色(10YR5/2)砂 質シルト層で黄色ブロックを含む

①掘立柱建物跡

SB3018(図 197)

調査区東端で確認 した梁間 1間 (210m),桁行 2間

(370～ 390m)と やや歪みのある梁間一間型の南北棟

建物跡で,SD3037と 重なる。棟方向はN-9° 一W

を示す。柱間寸法は梁間 (東西)が 2.10m,桁行 (南北)

が 1,70～ 2.00mを測る。柱穴は一辺 0.50～ 0.60mの不

整方形で,埋土はマンガン粒 を含む暗褐色シル トで

あった。出土遺物は皆無であった。

②塀・柵列跡

SA3004(図 198)

調査区中央部で確認 した南北塀 (N-5° 一E)で
,

SK3012の 北隣りに位置する。3間分 (3.60m)を 検出し,

柱間寸法 (南北)0.60～ ■60mを測る。柱穴は径 0.30m

の円形で,埋土は暗褐色シル トで,出土遺物は皆無で

あった。

③ 土坑

SK3012

調査 区中央部南寄 りで確 認 した方形 の土坑 で
,

SA3004の 南隣りに位置する。長辺 0.90m,短辺 0,80m,

深さ 19 cmを測る。長軸方向はN-74° ―Wを示す。埋土

は炭化物を含む暗褐色シル ト単一層で,出土遺物は皆無

であった。

④清跡

暗黄灰褐色(25Y5/2)砂 質シルト層でマンガン粒を含む
灰褐色(75YR5/2)砂質ンルト層で灰色ブロックとマンガン粒を含む
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図 197 平成 13年度23区 SB3018
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図 198 平成 13年度 23区 SA3004
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図 196 平成13年度23区北壁セクション図

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡1棟,塀・柵列跡 1列 ,土坑 1基 ,溝跡4条 ,ピ ットなどを検出した。
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20 23区

SD3034

調査区西端で確認 した南北溝跡 (N-16° 一E)で ,遺構の大半が調査区外にあ り未検出である。幅

0.90m以上,深 さ9～ 10cmを 測 り,基底面はほぼ平坦で,3.60mを 検出した。埋土は褐灰色砂質シル ト

単一層であった。出土遺物には土師質土器片 4点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SD3035

調査区中央部で確認 した南北溝跡(N-4° ―E)で ,SD3036の西側,SA3004の東側に位置する。幅

080～ 1.40m,深 さ018～ 031mを 測 り,基底面は北側 (9587m)か ら南側 (9.544m)に 向かって緩やかに

傾斜 し,7.00mを検出した。断面は箱形ないし逆台形を呈する。埋土は灰色シル トのブロックを含む

暗褐色砂質シル ト単一層で,出土遺物は皆無であった。

SD3036

調査区中央部西寄 りで確認 した南北溝跡 (N-8° 一E)で ,SD3035の東側,SB3018の 西側に位置する。

幅 0.80～ 1.38m,深 さ12～ 23cmを測 り,基底面はほぼ平坦で,7.00mを検出した。断面は舟底状ない

し逆台形を呈する。埋土は黄色シル トのブロックを含む暗灰褐色砂質シル ト単一層であつた。出土

遺物には須恵器片 7点がみられ,須恵器 1点 (295)が復元図示できた。

出土遺物

須恵器 (図 211-295)

295は甕で,胴部と口縁部の一部が残 り,口径 17 2cmを 測る。口縁部はくの字】犬をなし,端部は九い。

器面は回転ナデ調整で,胴部内面には同心円文のタタキロ,外面には回転カキロ調整の後にタタキ

の工具で押圧を加える。また,口縁部周辺には自然釉がかかる。胎土は精良で,焼成は良 く,色調は

内外面とも灰黄色を呈する。

SD3037

調査区東端で確認 した南北溝跡 (N-33° 一W)で ,SB3018と 重なる。幅 0.85m,深 さ 18 cmを測 り,

基底面はほぼ平坦で,280mを検出した。断面は逆台形を呈する。埋土は暗褐色砂質シル ト単一層で
,

出土遺物は皆無であった。

⑤ ピット

P3013(図 199)

調査区東端で検出したピットで,SD3037の 東側に位置する。掘方は径 032m

の円形で,深 さ 0.23mを 測る。埋土は暗褐色シル トであった。出土遺物には土師

器片 1点 ,土師質土器片4点がみられ,土師器1点 (296)が復元図示できた。

出土遺物

土師器 (図 211-296)

0      0.5m

図 199 平成 13年度

23区 P3013

296は甕で,口縁部と胴部の一部が残る。□縁部は内傾 して上がる胴部から屈曲してタト傾する。日

唇部はヨコナデ調整,内面はナデ調整,口縁部外面以下にはタテ方向のハケ調整を加える。胎上には

砂粒を多 く含み,焼成は良 く,色調は,内面が灰責褐色ないしにぶい黄褐色,外面がにぶい黄褐色な

いし暗褐色を呈する。
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

21.24[正

コゴロク遺跡群北部,22区の南約 100mに位置する。水田の区画によって,長 さ42m× 幅 3mの ト

レンチを設定して調査を行った。

(1)堆積層出土遺物

第Ⅳ層出土遺物

土師質土器(図 211-297)

297は b類の椀で,口縁部の一部と底部が残存し,口径15 0cm,器高4 8cm,底径 4,9cmを測る。成形

はA技法で,器面は摩耗するが体部外面には回転ヘラ削り調整の痕が認められる。胎土には赤褐色

砂粒を多く含み,焼成は良く,色調は内外面ともにぶい橙色を呈する。

(2)遺構 と遺物

本調査区では掘立柱建物跡2棟 ,塀・柵列跡2列,土坑3基,溝跡 1条 などを検出した。

①掘立柱建物跡

SB3019(図 200)

調査 区北端で確認 した

梁間 1間 (200m)以 上,桁行

3間 (680m)の 総柱南北棟建

物跡である。建物跡の西側

半分が調査 区外 にあ り西

側柱が未検出である。棟方

向はN-10° 一Eを 示す。

柱 間寸法 は梁 間(東 西)が

■70m,2.00m,桁 行 (南北) 図200 平成13年度24区 SB3019

が 2.20m,230mを 測る。柱穴は径 0.30～ 0.45mの

円形で,埋土は黄色シル トのブロックを含む褐灰

色シル トであった。出土遺物には弥生土器片 2点
,

土師質土器片 46点,瓦質土器片 1点 ,鉄淳 4点が

みられたが,復元図示できるものはなかった。

SB3020(図 201)

調査区南部で確認 した梁間 2間 (330m),桁行 3

間(400m)と やや歪みのある東西棟建物跡である。

身舎南妻柱から1間 目の柱通 りに間仕切 り柱が建

つ。棟方向はN-57° ―Eを示す。柱間寸法は梁間

(南北)が 1.60m,1,70m,桁 行 (東西)が 1.10～ 1,70m

を測る。柱穴は径 15～ 30cmの 円形で,埋土は褐灰

色シル ト単一層であった。出土遺物には弥生土器

片 1点 ,土師質土器片 6点がみられたが,復元図示
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21 24区

できるものはなかった。

② 塀。柵列跡

SA3005(図 202)

調査 区北部で確認 した南北塀 (N-11°

一E)で ある。3間分 (620m)を 検出 し,柱
fZ

間は 1.80～ 2.30mを 測 る。柱穴 は径 0.23 A一 G―――京)一――
~頁

奄戸
~~~~。 ~B

～ 0.34mの 円形で,埋土 は灰色 シル ト

のブロックを含む暗褐色シル トであっ

た。出土遺物 には土師質土器片 3点が

み られたが,復元図示で きるものはな

かった。

SA3006(図 203)

A―

図202 平成13年度24区 SA3005

調 査 区南 端 で確

認 した南北塀 (N-1
°一E)で ある。5間 分

(950m)を 検 出 し,柱

間 は ■80～ 210mを

測 る。柱 穴 は径 021

～030mの 円形で,埋

土は灰褐色 シル トで
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図203 平成 13年度24区 SA3006

あった。出土遺物には須恵器片 1点 ,土師質土器片 6点,鉄淳4点がみられたが,復元図示で きるもの

はなかった。

③ 上坑

SK3013

調査区中央部西端で検出した円形の上坑で,SK3014の北隣 りに位置 し,遺構の西側半分が調査

区外にあ り未検出である。径 1,70m以上,深 さは 4 cmを 涙1り ,断面は舟底状ない し逆台形を呈する。

埋土は灰色シル トのブロックを若干含む灰責褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物には弥生土

器片 9点,土師質土器片 170点 がみられたが,復元図示できたものはなかった。

SK3014

調査区中央部で検出した不整楕円形の上坑で,SD3038の北隣 り,SK3013の南隣 りに位置する。

遺構の西側半分が調査区外にあり未検出である。長径 350m以上,短径 114m,深 さ17 cmを 波1り ,長

軸方向はN-30° ―Wである。断面は舟底状を呈する。埋土は鉄分を含む責褐色シル ト単一層であつ

た。出土遺物には土師質土器片 270点がみられたが,復元図示できたものはなかった。

SK3015

調査区南部で検出した不整楕円形の上坑で,SA3006と重なり,遺構の東端が調査区外にある。長

径 3.00m,短径 140m,深 さ18cmを 測 り,長軸方向はN-75° 一Wを示す。断面は舟底状ない し逆台
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第Ⅳ章 平成13年度の調査

形 を呈する。埋土 は灰色 シル トのブロックを若干含む褐灰色 シル ト単一層であった。出土遺物 には

弥生土器片 2点 ,須恵器片 3点 ,土師質土器片 9点がみ られたが,復元図示できた ものはなか った。

④溝跡

SD3038

調査区中央部で検出した東西溝跡(N-75° 一W)と みられるもので,SK3014の 南隣 りに位置する。

幅0.35～ 0.55m,深さ4～ 8cmを 測 り,基底面はほぼ平坦で,3.65mを 検出した。断面は箱形を呈する。

埋土は小礫 と灰色シル トのブロックを含む灰黄褐色砂質シル ト単一層であった。出土遺物は皆無で

あった。

22.25。 26区
コゴロク遺跡群中央部北寄り,平成12年度調査の5区 と13区 の間に位置する。水田の区画によって,

25区 は長さ29m× 幅1～ 6m,26区 は長さ36m× 幅2～ 5mの トレンチを設定して調査を行った。

(1)遺構 と遺物

本調査区では,掘立柱建物跡5棟,塀・柵列跡 1列 ,溝跡2条 などを検出した。

①掘立柱建物跡

SB3021(図 204)

25区 北東端で確認 した

南北棟建物跡 とみ られる

もので,建物跡の大半が調

査区外にあり,西側柱 4間

(820m)の み を検 出 した。

棟方向はN-17° ―Eを示

す。柱間寸法は桁行 (南北)

■90m,2.10mを 測る。柱穴

は径 0.33～ 0.57mの 円形

で,埋土は灰色シルトのブ

ロックを若干含む暗褐色

図204 平成13年度25区 SB3021

シル トであった。出土遺物には弥生土器片 1点
,

のはなかった。

SB3022(図 205)

土師質土器片 5点がみられたが,復元図示で きるも

A―

A―

25区北東端で確認 した南北棟建物跡 と A一

みられるもので,建物跡の大半が調査区外

にあり,西側柱 3間 (5,40m)の みを検出した。 A一

棟方向はN-13° 一Eを示す。柱間寸法は  |

桁行 (南北)1.60～ 2.00mを 測る。柱穴は径

0.30～ 047mの 円形で,埋土は暗褐色シル

一 B
(DL=8_90m)

― B
ω Lttn

4m

´́==}キ
イ

図205 平成 13年度25区 SB3022
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22.25。 26区
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卜であった。出土遺物には弥生土器片 1点,土師質土器片 6

点,鉄淳4点がみられたが,復元図示できるものはなかった。

SB3023(図 207)

調査区外を挟んで 25・ 26区 の中央部で確認 した梁間1間

(420m),桁行 3間 (5.20m,5,30m)の南北棟建物跡である。建

物跡の中心部は調査区外であ り未検出である。棟方向はN

-20° 一Eを示す。柱間寸法は桁行 (南北)1.30～ 2.40mで あ

る。柱穴は径 0.39～ 0.48mの 円形で,埋土は黄色シル トのブ

ロックを若干含む暗掲色シル トであつた。出土遺物は皆無

であった。

一 B
(DL=890m)

2   3m

図207 平成13年度25'26区 SB3023

SB3024(図 208)

26区中央部で確認 した梁間 2問 (250m),桁行 2間 (460m)

の南北棟建物跡で,SB3025と 重なる。建物跡の西側一部が

調査区外にあり,北西隅の柱穴が未検出である。棟方向は

N-15° 一Eを示す。柱間寸法は梁間(東西)が 110～ 1.30m,

桁行 (南北)が 2.00～ 2.60mを測る。柱穴は径 0.40～ 0.50mの

円形で,埋土は褐灰色シル トであつた。出土遺物は須恵器

片 1点,土師質土器片 19点 ,土製品 1点がみられ,土師質土

器 1点 (298),土製品1点 (299)が復元図示できた。

出土遺物

キ
Y=49,450

 ヽィ

Y=49,445

図206 平成13年度26区

遺構平面図(S=1/200)

◎
③
 @
◎

SD3040◎
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土師質土器 (図 211-298)

298は杯で,約 1/2が残存 し,口径 13.8cm,器高 4.4 cm,

底径 7.6cmを 測る。成形はA技法で,底部の切 り離 しは回

転糸切 りによる。器面には回転ナデ調整を施す。胎土に

は砂粒 をわずかに含み,焼成は良 く,色調は,内面が浅

黄橙色,外面が浅責橙色ないし褐灰色を呈する。

土製品 (図 211-299)

299は 円筒形の上錘で,完存 し,全長3.5cm,全幅 1.l cm,

孔径 0.3 cmを測る。表面には指押えの痕が残る。胎土は精

良で,焼成は良 く,色調は明黄褐色ないしにぶい黄橙色

を呈する。

SB3025(図 209)

26区 中央部で確認 した梁間 1間 (060m)以上,桁行 3間

(5.80m)の 南北棟建物跡で,SB3024と 重なる。建物跡の

西側部は調査区外にあ り,未検出である。棟方向はN一

18° 一Eを示す。柱間寸法は桁行 (南北)が 1.70～ 210mで

ある。柱穴は一辺0.50～ 070mの 方形で
,

埋土は暗褐色シル トであった。出土遺物

は皆無であった。

②塀・柵列跡

SA3007(図 210)

25区南部で確認した南北塀 (N-19° 一

E)である。3間分(940m)を 検出し,柱間

は 2.40～ 4.40mを測る①柱穴は径 0.30m

の円形で,埋土は灰褐色シル トであっ

た。出土遺物は皆無であった。

A―

A―

/FZ
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図208 平成 13年度 26区 SB3024

図209 平成 13年度26区 SB3025

A一 正三 全

====三
≡ 主 全

=正
三 置 三 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 当 仝 三 〒 三 ア テ 三 至 ≧

~B

A一 一 B
(DL=890m)

3

図 210 平成 13年度26区 SA3007
③溝跡

SD3039

調査区南部で検出 した東西溝跡 (N-62° 一W)で,SD3040を 切る。幅 050m,深 さ 15 cmを測 り,

4m

基

？
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22.25。 26区

底面はほぼ平坦で,3.40mを検出した。断面は逆台形を呈する。埋土は灰黄褐色砂質シル ト単一層で

あった。出土遺物は皆無であった。

SD3040

調査区南部で検出した東西溝跡 (N-62° 一W)で,SD3039に切 られる。幅0.50m,深 さ15cmを 測 り,

基底面はほぼ平坦で,3.65mを検出した。断面はU字形を呈する。埋土は灰色シル トのブロックを含

む灰責褐色砂質シル ト単一層であつた。出土遺物は皆無であった。

―〔」一
299

◎

0          5          10        15cm

図 211 平成 13年度 23・ 24・ 26区出土遺物実測図
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第 V章  まとめ

本章では平成 10年度から平成 13年度にかけて行った発掘調査で確認された遺構 ,遺物のまとめ

を行った上で,その成果と今後の課題について記す。

1.各時代の概要

今回の調査では,弥生時代・古代 。中世の遺構と遺物を確認することができた。以下,時代ごとに

その概要をまとめる。

弥生時代では,後期の遺物が中心に出上 し,その分布はコゴロク遺跡群北東部に集中していた。こ

れら遺物の多 くは溝跡の砂礫層から出上 してお り,土器の表面が磨耗を受けていることから流れ込

んだものとみられる。すなわち,当時の集落は山際にあり,そ こで使用された土器が平野部に流れて

きたものであろう。また,平成 13年度に調査 した5～ 10区 ,18～ 20区 からはSD3006・ 3013・ 3027・

3028の 溝跡が検出され,出土遺物の時期やその方向からみて同一の溝跡である可能性が高 く,環濠

をなしていたことも考えられるが,部分的に確認 したのみで,その全容については不明であり,今後

の調査が待たれる。

古代ではコゴロク遺跡群南部でコゴロク廃寺跡に関係する遺構 。遺物,コ ゴロク遺跡群中央部か

ら北部で集落跡を確認することができた。遺構では掘立柱建物跡 13棟 ,塀・柵列跡 8列 ,土坑 10基 ,

溝跡 23条 ,ピ ット4イ固などを検出し,遺物は7世紀から9世紀のものが中ッとヽであった。7世紀代の須恵

器の出土は,コ ゴロク廃寺の建立時期を考える上で重要である。また,平成 11年度に調査 した 14区

からはコゴロク廃寺で使用 したとみられる瓦が多量に出上 し,瓦溜めとみられるSK1008も 確認さ

れた。遺構では,コ ゴロク遺跡群中央部で検出したSD1003は その規模から区画をなす溝跡 と考えら

れ,東の低湿地部分に向かって延びてお り,その全容が注目される。出土遺物には土師器を始めとし

て中世の遺物 もみられ,古代から中世にかけて長期間存続 したものと考えられる。コゴロク廃寺跡

に直接関連するものとは断言できないものの,その性格がコゴロク廃寺の寺域を考えるうえで重要

な意味を持ってくるとみられ,今後の調査が最優先されよう。また,コ ゴロク廃寺跡推定地の東で検

出したSB1007・ 1008な どはその掘方からみてコゴロク廃寺跡に関連 した建物 とみられる。古代の集

落はコゴロク廃寺跡周辺からコゴロク遺跡群北部まで廷びてお り,寺を中心に集落が形成されてい

たことが判明した。

中世の遺構はコゴロク遺跡群全域で認められ,古代より分布範囲が拡がっている。遺物では 12世

紀から 13世紀の土師質土器が多 く,遺構 もこの時期にほぼおさまる。この時期の遺構 としては掘立

柱建物跡 32棟,塀 ・柵列跡 14列 ,土坑 20基 ,溝跡 39条,井戸跡2基,畝状遺構 3条,ピ ット34個 など

を確認 した。普光院跡周辺では重複 した掘立柱建物跡を確認することができ,土師質土器を中心に

石鍋や青磁なども出土 してお り,社寺を中心に集落が拡がっていたとみられる。また,コ ゴロク遺跡

群中央部の5区で検出されたSE2001か らは白磁や備前焼などと共に多量の鉄津が出土 し,周辺部に

は鍛冶関連の遺構が存在する可能性 も考えられる。このように中世の集落は,古代 と同様にコゴロ

ク廃寺跡から北に拡が り,ま た社寺の周囲に集中していたことが窺える。

今回の調査では排水路部分のみと狭い範囲の調査ではあったが,コ ゴロク廃寺跡に関連 した遺構・

どJJ



2調査の成果と今後の課題

遺物と共に弥生時代から中世にかけての集落跡や山際に弥生集落の存在を窺わす溝跡など,多 くの

貴重な資料を得ることができた。コゴロク廃寺跡については一定の保存がなされるため,詳細につ

いては今後の調査の機会を待たねばならないが,今回の調査成果は高知県東部の歴史を考えていく

うえで貴重な資料といえよう。 (平島)

2.調査 の成 果 と今 後 の 課 題

平成 10年度から平成 13年度にかけて実施 した発掘調査によって,前述のようなコゴロク廃寺跡

や周囲の集落跡を確認することができ,奈半利町の歴史の一端が明らかとなった。その第一の成果

は,コ ゴロク廃寺跡の推定域が一定確定できたことであ り,それが回場整備からコゴロク廃寺跡を

守ることを可能にした。そこで,こ こではコゴロク廃寺跡について推定域を中心にまとめ,今後の課

題を記す。

コゴロク廃寺跡は瓦が表採されることから従前よりその存在が知 られてお り,以前に行われた水

路工事では軒九瓦が出上 し,町史
(1)に

掲載され,その存在は周知のものとなり,その一角には碑が建

立されるまでに至った。しか し,こ れまで計画的な学術調査は実施 されておらず,その全容につい

ては推定の域を脱 しないものであった。そのため,今回の調査 (平成10年度の試掘調査)は ,ま ず,その

範囲を確定することを目的に試掘 トレンチを設定 して調査を行 うこととした。その成果は第 I章で

記 したように,寺の北側を区画 したとみられる溝跡 (SD0001)を 確認することができたことである。

また,東側でも寺を区画 したとみられる溝 (SD0002)を 検出したが,SD0001と は規模が異なり,同一

のものとは考えにくく,新たな問題 も浮上 し,さ らに南 と西では溝跡の確認には至 らなかつた。し

かし,平成 11年度の調査で,SD0002と 同規模のSD1003が 2区で検出され,15区からはSD0001と

同規模の溝 (SD1021)を 確認することができた。これらからコゴロク廃寺跡は北辺をSD0001,西辺を

SD1021に よって区画されていたみられ,南北幅は少なくとも150mあ ったものと考えることが可能

となった。一方,東辺は当初 SD0002に よって区画されていたものとみられたが,SD0002と 同一の

溝 と考えられるSD1003が東西方向に延びることからSD0002と SD1003は 別の区画溝である可能性

も考えられるものの,SD0002は 南に設けた調査区(7～ 11区)か らは検出されず,その行方は確定 し

ていない。また,SD0001が SD0002に取 り付 くことは考えられるが,SD0002よ り東に延びるとは

考えにくく,コ ゴロク廃寺跡の東西幅は約 90mであったものと推察される。

寺跡を象徴する瓦は前述の区域内で出土 し,SK1008が検出された 13区やTR-64な どに集中箇

所がみられ,礎石立建物の存在を窺わせるものの具体的な建物を確認するまでには至 らなかつた。

寺跡の区域内では,当時の遺物包含層の遺存する箇所が極めて少なく,遺構検出面の大半は表土直

下と浅 く,かつ,中世の削平の影響が窺われることから,礎石は周囲にある石垣などに転用された可

能性が強 く,遺存 していても根石と基底部の一部ではなかろうか。また,瓦 は少なからず遺存 してお

り,その詳細な分布状態を把握することで伽藍配置を復元することは可能と考えられる。

以上のようにコゴロク廃寺の寺域は東西幅約 90m,南北幅 150m以上 (推定 180m)と 考えることが

でき,その内部には礎石立建物が存在 したことは間違いなかろう。

今回の調査は水路部分に限られたため,得 られる情報には制約が伴い,建物の規模や溝の配置状

7_9イ
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図212 コゴロク廃寺推定範囲(S=1/2,500)
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2.調査の成果と今後の課題

況など明確にできなっかたことも多く,コ ゴロク廃寺跡の具体的な様相や集落の状況は推―測の域を

脱し得ないものであつた。これらについては,今後|の奈半利町の埋蔵文化財に対する取 り組みが重

要な鍵となってくる。特に,コ ゴロク廃寺跡は現在確認されている安芸郡唯―の古代寺院であると

共に安芸郡寺とも評価される極めて重要な遺跡であり,今後の遺跡整備が奈半利町ひいては安芸郡

の文化遺産を後世に伝える重要な役日となろう。

註

(1)奈半利町F奈半利町史』 1986

(廣田)
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図版 1

調査前全景 (南東より)

岬

調査前全景 (北東より)



図版2

平成10年度TR-39遺構検出状態 (南 より)

平成 10年度 TR-39 SD0001(西より)



図版3

平成 10年度TR-44 SD0002(東より)

平成 10年度TR-45遺構検出状態 (南 より)



図版4

平成 11年度1区遺構完掘状態 (南 より)

平成11年度 3区遺構完掘状態 (北 より)



図版5

平成 11年度 2区遺構完掘状態 (南 より)

平成11年度2区 SD1003(西より)



図版6

平成11年度4区遺構完掘状態 (東 より)

平成11年度 5区遺構完掘状態 (南 より)



図版7
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平成11年度6区遺構完掘状態 (北 より)
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平成 11年度6区 SD1012(東より)



図版8

平成11年度7区遺構完掘状態 (北 より)

平成 11年度 8区遺構完掘状態 (南 より)



図版9

平成11年度 9区遺構完掘状態 (北 より)

平成 11年度10区遺構完掘状態 (西 より)



図版10

平成11年度11区遺構完掘状態 (東 より)
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平成 11年度12区遺構完掘状態 (北 より)



図版 11

平成11年度 12区 SD1017土 師質土器 (146～ 159)出土状態 (南 より)
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平成11年度13区 SD1017須 恵器・土師質土器 (165～ 184)出土状態 (北 より)



図版12

平成 11年度 13区遺構完掘状態 (西 より)

平成11年度 14区遺構完掘状態 (東 より)



図版13

平成11年度 14区 SK1008瓦 (192・ 193)出上状態 (北 より)
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平成11年度 15「〔造構うと掘状態 (東 より)



図版14

平成12年度 1区遺構完掘状態 (北 より)

平成 12年度2区遺構完掘状態 (北 より)



図版15

平成12年度 3区遺構完掘状態 (北 より)

平成12年度4区遺構完掘状態 (東 より)



図版16

平成 12年度5区遺構完掘状態 (西 より)

平成12年度 5区 SE2001(南 より)



図版 17

平成 12年度 6区遺構完掘状態 (西 より)
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平成12年度 7区遺構完掘状態 (東 より)



図版 18

平成 12年度8区遺構完掘状態 (西 より)

平成12年度 10区遺構完掘状態 (北 より)



図版 19

平成12年度 11区遺構完掘状態 (北 より)

平成12年度 12区遺構完掘状態 (南 より)



図版20

平成12年度 13区遺構完掘状態 (北 より)

平成 12年度15区遺構完掘状態 (西 より)



図版21

平成12年度 14区遺構完掘状態 (西 より)
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平成12年度 14区 SK2008(北 より)



図版22

平成12年度 16区遺構完掘状態 (西 より)

平成12年度24区遺構完掘状態 (北 より)



図版23

平成13年度 1区遺構完掘状態 (北 より)

平成 13年度2区遺構完掘状態 (東 より)



図版24

平成13年度 3区遺構完掘状態 (北 より)

平成13年度4区 SD3004(西より)



図版25

平成13年度 5区遺構完掘状態 (東 より)

平成13年度 5区下層遺構完掘状態 (西 より)



図版26

平成13年度 6区遺構完掘状態 (東 より)
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平成13年度6区 SE3001(北 より)



図版27

平成13年度 7区遺構完掘状態 (束 より)
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平成13年度8区遺構完掘状態 (東 より)



図版28

平成13年度9区遺構完掘状態 (東 より)

平成13年度10区遺構完掘状態 (西 より)



図版29
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平成13年度 13区遺構完掘状態 (北 より)

平成13年度 15区遺構完掘状態 (北 より)



図版30

平成13年度 18区遺構完掘状態 (西 より)

平成 13年度20区遺構完掘状態 (北 より)



図版31

平成13年度 19区遺構完掘状態 (東 より)

平成 13年度19区下層遺構完掘状態 (東 より)



図版32

平成13年度21区遺構完掘状態 (北 より)
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平成13年度23区遺構完掘状態 (西 より)



図版33
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平成13年度22区北部遺構完掘状態 (西 より)

平成13年度 22区南部遺構完掘状態 (東 より)



図版34

II卜
.:

ヽrl゛ |:.

畔
翠
輩■
一一一一‥――、
■

i11-ニエri●■

肖
い

41■
錘 :!

平成13年度23区 SD3036須 恵器 (295)出 上】犬態 (西 より)
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平成13年度25区 SK3014(東 より)



図版35

平成13年度25区遺構完掘状態 (南 より)

平成13年度 26区遺構完掘状態 (北 より)



図版36

SD1017土 師質土器 (146～ 159)出土状態 SD1017土 師質土器 (146～ 159)出土状態

SD1017須恵器・土師質土器 (165～ 184)出土状態

SD2009(南より)

P2009土 師質土器 (236)出 土状態

P3002土 師質土器 (254),石製品 (255)出 土状態

P3007土師質土器 (270)出 土状態 SB3016須恵器 (286)出 土状態



図版37

須恵器 (杯身・高杯)

瓦 (平瓦 )



図版38

瓦 (平瓦)

土師質土器 (杯・椀)



図版39

瓦器 (椀),東播系須恵器 (片 口鉢),瓦質土器 (羽釜)

白磁 (碗),青磁 (碗・蓋)



図版40

土製品 (土錘)

土製品 (土錘)



図版41

須恵器 (杯蓋・杯身)

須恵器 (杯蓋・高杯)



図版42

瓦 (平瓦 )

土製品 (土錘)



図版43

土師器 (甕 ),瓦 (軒丸瓦・丸瓦),石製品 (叩石)
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図版44

127

弥生土器 (重),土師器 (甕),備前焼 (悟鉢),瓦 (九瓦),土製品 (土錘),石製品 (扁平片刃石斧)



図版45

愁  獣
59

58

弥生土器 (甕),土師器 (甕),備前焼 (悟鉢),青磁 (碗),瓦 (軒九瓦・平瓦),土製品 (土錘),石製品 (硯 )



図版46

下灘

弥生土器 (甕),土師器 (甕),土師質土器 (椀),備前焼 (甕・悟鉢),瓦質土器 (鍋 ),白磁 (碗),瓦 (軒丸瓦・

軒平瓦・平瓦),石製品 (石鍋)



図版47
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36

須恵器 (杯蓋・杯・鉢),土師質土器 (杯 。小皿・椀)

96
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図版48

土師器 (椀),須恵器 (杯蓋),瓦器 (椀),土師質土器 (杯),瀬戸焼 1/1ヽ壷),上製品 (土錘)



図版49

土師質土器 1/Jヽ皿・椀)



図版50
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165

須恵器 (杯蓋),土師質土器 (杯・皿・椀)



図版51

土師質土器 (椀 )



図版52

226            228 ２２９

瓦器 (椀),土師質土器 1/1ヽ皿・椀),白磁 (碗・杯),土製品 (土錘),石製品 (石包丁)



図版53

須恵器 (杯),瓦器 (椀),土師質土器 (杯 。小皿・椀)



図版54

須恵器 (杯),瓦器 (椀),土師質土器 (杯
。小皿・椀・羽釜),白磁 (碗 )



図版55

須恵器 (杯蓋・奏),瓦器 (椀),土師質土器 (杯・小皿・椀)
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付図6 平成 12年度3・ 5区 遺構平面図(S=1/200)
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付図7 平成 12年度 113・ 14区 遺構平面図(S=1/200)



付図3平成 12年度 201区 遺構平面1図 (S=1/200)
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付図9 平成 13年度45区 遺構平面図(s=1/200)
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付図 10 平成 13年度 24区

遺構平面図(S=1/200)
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付図■ 平成 13年度 25区

遺構平面図(S=1/2∞ )






