
事 業 名

届出者名

調 査 地

賃貸住宅 。事務所 。個人住宅新築

個人

奈良市三条大路一丁目607番地3

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 17年 9月 7日 ～ 9月 14日

64だ

武田和哉

9.平城京跡 (左京三条二妨三平)の調査 第535次

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京三条二坊三坪の

北東隅に該当し、調査地周辺の過去の調査例から、三坪

は坪全体を一括利用 した宅地が推定されている。

■ 基本層序

上から造成上 (約0。9m)、 黒褐色粘質土 (約 0。 15m

旧耕上)、 灰褐色土 (約0,lm 旧床土)、 灰褐色砂質土 (約

0.05m)、 責灰褐色土 (約 0。 lm)、 茶褐色土 (約0,15m

遺物包合層 )、 茶褐色土 (約 0。 lm 整地層)と 続き、

現地表下約 1.5mで黄灰色粘土またはシル トの地山にい

たる。遺構面は地山上面で、標高は概ね60,Omで ある。

Ⅲ 検出遺構

検出遺構には、旧流路跡 1条 (SD01)、 掘立柱列2条

(SA02・ 03)、 素掘 り清がある。詳細は遺構一覧表の通 り。

Ⅳ 出土遺物

今回の調査では、遺物整理箱約 1箱分の遺物が出土。

H」 第535次調査 発掘区位置図 (1/5000)

大半を奈良時代の上器 と瓦の破片が占める。また、帯

金具 (丸輛)1点が SA02の北から2番目の柱穴から出土。

V 調査所見

今回検出した SD01は 、断面観察からみて、掘立柱穴

より古く、奈良時代よりも以前の遺構である可能性があ

るが、出土遺物がなく時期は不明である。 (武田和哉)

‐17.940   -17.938

発掘区全景 (北から)

H」 第 535次調査

発掘区全景 (南から)

検出遺樽一覧表

通時番号
掘  形

主な出土遺物 備考
流路方向 平面規模 (m) 深 さ (m)

S D01 北西→南東
長さ55以上 x

幅35前後
10前後

時期不明の上

師器の破片が

1点出土

発掘区内では、約 4m分を検出。南肩は発掘の南辺

でかろうじて検出でき、幅員は 3m前後 と推定され

る。検出面か らの深 さは約 1lm。 掘立柱穴 より古い

遺構番号 柱列方向 規模 (柱間 ) 柱間全長 (m) 主間寸法 (m) 備考

S A02 南北 2以上 60以上 臣穴深さ03～ 05m・ 建物の一部の可能性あ り

S A03 南北 陛穴深さ03m前後・建物の一部の可能性あ り
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H」 第 535次発掘区遺構平面図 (1/150)



10。 平城京跡 (左京五条二坊二平・五条条間路)の調査 第536次調査

事 業 名   ショールーム付修理工場建設       調 査 期 間  平成 17年 9月 15日 ～10月 8日

届出者名   川西建設株式会社           調 査 面 積  330だ
調 査 地   奈良市大安寺町52卜 1、 521-2      調査担当者  中島和彦・武田和哉

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京五条二坊二坪の

南辺 と五条条間路上にあたる。周辺では過去に市HJ第

20次 と第383次調査が行われ、五条条間路 とその南に

隣接する三平内の様相が一部判明 した。五条条間路は

道路幅が溝心心で約9,Om、 路面幅が6。 2mである。一方、

三坪内は東西に宅地が 2分割され、中小規模の掘立柱建

物群等を検出した。また、古墳時代の井戸、土坑も確認

した。今回の発掘調査は、五条条間路 と、古墳時代以前

の遺構の確認を目的として実施 した。

■ 基本層序

発掘区内の層位は、東側で0。 8～ 1.2mの造成上の下に、

耕上、明灰色砂質土、灰色砂質土 とつづき、灰色砂の地

山となる。地山面はほぼ平坦で標高は約57.4mで ある。

遺構検出は地山上面で行つた。

Ⅲ 検出遺構

古墳時代以前の遺構、奈良時代の遺構、中近世の素掘

り小溝がある。なお遺構番号は、市HJ第20次・同第

383次調査からの続き番号 とした。

古墳時代以前の遺構 掘立柱建物 3棟、溝 1条がある。

掘立柱建物の詳細は下表に記す。いずれも建物主軸が東

に振れることなどから、古墳時代以前の建物 と考えられ

るが、時期を決定づける出土遺物はない。濤 S Dllは

幅 1.6～3.Om、 深さ0。 3～0.55mで、南側が深い。発掘

区外の南北へ と続き、埋土は上から明黄褐色粘土 と灰色

砂質上である。出土遺物がな く時期不明である。

奈良時代の遺構 五条条間路 と掘立柱列 1条がある。

五条条間路 S F101は、北側溝 S D102を約34m分、南

側溝 S D103を約 1.5m分検出した。路面上は地山のまま

である。北側溝 S D102は幅1.95～ 3.Om、 深さ0,3～ 0.5

mで、東側が深 くその先の菰川方面に排水 していたと考

えられる。埋土は2層に大別され、上から灰色粘土、灰

色砂質上である。出土遺物には奈良時代後半～末の上器・

瓦類があり、ほとんど灰白色砂質土から出上 した。溝心

H」 第536次調査

H」 第 536次調査

の国土座標値は、X=-147,343.56、 Y=■ 7,972.00で

ある。南側清 S D103は、北側の肩があふれのためか道

路側に広が り、それを合めて幅約3.9mに もなるが、この

部分を除くと、溝の規模は幅約 1.6m、 深さ約0。6mである。

清からは奈良時代後半の土器が少量出土した。溝の最深

部の国土座標は、X=■ 47,352.60、 Y-17,971.30で、

市H」 第20次調査で確認した南側溝心の数値 と近い値を

示す。以上の点から、五条条間路は道路幅が溝心心間で

約9,Om、 路面幅が4.8～ 6,7m、 両側溝心からの道路心位

置はX-147,348.08、 Y=-17,972.00と なる。掘立柱

列 S Al19は二坪南端にあり、北側溝 S D102と 平行 し、

発掘区外の東側へと続 く。詳細は検出遺構一覧表に記す。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱 4箱分が出上 した。土器類が 2箱分、瓦類

が 2箱分あり、その大半が S D102か ら出土した。内訳

は、奈良時代後半～末の上師器杯・皿。高杯・甕、須恵器

杯・蓋・皿・壺・甕、製塩土器 2点 、土馬 9点、円盤形土製

品 1点、古墳時代の須恵器杯、弥生土器、軒丸瓦 1点 (型

式不明 )、 丸瓦40点 (3,075g)、 平瓦89点 (10,525g)、

丸平不明瓦20点 (485g)、 鉄滓 1点、ガラス滓 1点、

砥石 1点、砂岩製台石 1点、大型蛤歯石斧 1点がある。

V 調査所見

調査では、五条条間路 と古墳時代以前の遺構を確認 し、

従来の調査成果を裏付けるものとなった。 (中島和彦 )

検出遺構一覧表
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遺構番号 棟 (列 )方向
規 模 桁行全長 梁間全長 桁行柱問寸法 梁間柱問寸法

備 考
(桁行×梁間)

SB12 南北 1 3-?―? 1,7-1.8 3B13よ りF● ▼

SB13 南 北 3以 上 ×2 40以上 ?― ?-1 3- 2.0-1.9 3B12よ り祟折しヽ

SB14 南北 3以上 x3 40以上 1 6‐ ?‐ ?‐ 14-1 5‐ 1 5

SA119 東西 3以上 3.4-2.4-3.0
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H」第20次調査第1発掘区
SE1 09

35657

4m

l:造成上

2:耕上

3:明灰色砂質土

4:灰色砂質上

5:灰色砂質土

6:暗灰色砂質土

7:明灰色粘質土

8:暗灰色粘質土

9:暗灰色粘質土

10:淡茶灰色砂質土

HJ第 536次調査

lli茶灰色粘質上

12:灰色砂質土

13:灰色粘土

14:淡灰色砂質土

15:灰色粘質土

遺構平面図 (1/250)

16:暗灰色粘質土

17:暗灰色粘質土 (褐色土合む)

18:暗灰色粘土

19:茶 tll色砂質土

20:茶褐色砂質土

。発掘区東壁上層断面図 (1/80)

21:明灰色細砂

22:灰色砂

23:明橙色粘土

24:灰色砂

25:橙色粘土
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発掘区全景 (東から)発掘区全景 (西から)
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H.平城京跡 (左京五条六坊二坪)の調査 第537次

事 業 名   済美小学校校舎建設事業        調 査 期 間  平成 17年 10月 3日 ～H月 2日

届出者名   奈良市長               調 査 面 積  400だ
調 査 地   奈良市西木辻町 5-2          調査担当者  宮崎正裕 。安井宣也

I.は じめに

本調査地は、平城京の条坊復原では左京五条六坊二坪

の南西隅に該当し、西端には東五坊大路が位置する。

Ⅱ.基本層序

基本層序は、上から造成上、旧耕土・床土 と続き、現

地表下約0。 6mで黄褐色粘砂の地山にいたる。遺構検出

は地山上面で行つた。地山上面は東から西へ低 くなり、

標高は70.2～ 70.6mである。発掘区内は、旧校合の基

礎によって遺構面が広範囲にわたって損なわれていた。

Ⅲ.検出遺構

古墳時代後期の溝 1条 (S D01)、 土坑 3基 (S K02

～ 04)と 奈良時代の濤 2条 (S D05・ 06)、 土坑 3基

(S K07～ 09)を 検出した。遺構の詳細は下表の通 りで、

S K02の埋上の花粉分析を実施 した (137頁参照)。

Ⅳ。出土遺物

整理箱で 3箱分の遺物が出上 した。濤、土坑から出土

した古墳時代後期 (5世紀末～ 6世紀前半)と 奈良時代

の上師器・須恵器片や少量の瓦片や製塩土器の他、 SK

02か ら楔形石器 (サ ヌカイ ト製 )、 遺物包合層から内面

に線刻がある須恵器杯蓋や土馬なども出土した。

V。 調査所見

遺構の遺存状態が悪 く、奈良時代の遺構の全体像を把

H」 第537次調査

発掘区全景 (南西から)

握できなかったが、古墳時代後期の遺構や遺物が多 くみ

られる。周辺には第333次調査 と同様 に、古墳時代後期

の遺構が広がっていることが確認できた。 (宮崎正裕 )

検出通憶表

HJ第 537次調査 発掘区調査位置図 (1/5000)

薄情番号
掘  形

主な出土遺物
平面形 平面規模 (m) 深 さ

S D01 東西溝 震さll以上x幅0.6 〕.2m き塔時代後期の上師器・須恵器

S K02 円形 菊北l.5以 上×東西22 l.lm 契形石器 (サ ヌカイト製)、 古墳時代後期の上師器杯・甕・高杯・須恵器杯身 。長脚高杯

S K03 不 明 南北1.0以 上x東西13以上 〕.2m 古墳時代後期の上師器甑把手 ?・ 須恵器杯身

S K04 不 明 南北0.5以上×東西09 〕.2m 古墳時代後期の上師器・須恵器

S D05 南北溝 屍さ1.5以 上x幅0.3 D。 lm き塔時代後期の上師器・須恵器、奈良時代の上師器・須恵器、丸瓦

S D06 南北溝 震さ0,8以上x幅 1.1 Э.3m 古墳時代後期の上師器高杯・須恵器杯蓋、奈良時代の上師器・須恵器杯、平瓦

S K07 円形 南北 1.0以 上×東西1.8 1.4m
古墳時代後期の上師器・須恵器杯身、奈良時代中頃の上師器杯・皿・高杯・須恵器杯 (底部外面に

塁書 ?)。 壷、黒色土器A類 ?杯、丸瓦

S K08 不 明 南北2.0以上×東西2.0 0.2m 古墳時代後期の上師器・須恵器、奈良時代の上師器・須恵器杯蓋、丸瓦

S K09 不 明 覇北 1.0以 上X東西 1.3 0.2m 古墳時代後期の土師器・須恵器杯身、奈良時代の土師器・須恵器甕、製塩土器

HJ第 537次調査 発掘区遺構平面図 (V300)
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12.平城京跡 (左京九条三坊十一・十二坪)の調査 第538次

事 業 名   寺院建設               調 査 期 間  平成 17年 10月 17日 ～12月 21日

届出者名   宗教法人 真澄寺           調 査 面 積  1460∬
調 査 地   奈良市東九条町 15・ 18-1         調査担当者  久保邦江・中島和彦

I.は じめに

平城京第538次調査地は、条坊復原によると浮内中央に

東堀河が南北方向に貫通する左京九条三坊十一坪 。十二

坪及びその間の九条条間南小路、東三坊坊間東小路にか

かる部分に推定される。調査地周辺の調査例には約70m

西で市HJ第 122次調査、約100m南 の位置で市H」 第

279次調査が実施されている。市HJ第 122次調査では、

九条条間南小路南側清、市HJ第 279次調査では東三坊

坊間東小路西側溝の可能性のある南北方向の溝を検出し

ている。これらの調査成果をぶまえて、今回の調査は、九

条条間南小路および、東三坊坊間東小路の確認と、十二

坪の坪内の様相を確認する目的で発掘調査を実施した。

Ⅱ.基本層序

発掘区内の基本層序は、造成上 (1.4m)、 耕土 (0.25

HJ第 538次調査 発掘区位置図 (1/5000)

m)、 淡灰色砂質粘土 (旧床土・0。 15m)、 茶褐色砂質

粘土混じり灰色砂質粘土 (0。 25m)、 暗茶灰褐色砂質粘

土 (0.lm)と 続き、現地表下2.3mで黄It5色粘上の地山

にいたる。暗茶褐色砂質粘上には8世紀後半から9世紀

HJ第 538次調査 発掘区遺構平面図 (1/400)
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初頭の遺物が包まれる。遺構検出面の標高は発掘区北端

で55,7m、 南端で55。 8m、 東端で56.2m、 西端で55.7

mである。南北方向ではほとんど比高差がな く、東西方

向では東から西に向かってなだらかに下っている。

Ⅲ.検出遺構

主要な検出遺構には、奈良時代以前の流路 2条、奈良

時代の九条条間南小路の南北両側溝、東三坊坊間東小路

の東西両側溝、掘立柱建物 5棟、掘立柱列 6条、土坑 1

基がある。各遺構の概要は次頁の検出遺構一覧表の通 り。

条坊関連遺構  S D06は市HJ第 122次調査で検出

した九条条間南小路南側溝の延長上に位置した東西溝で、

条間南小路南側溝であると考えられる。 S D06の 北側

で検出した東西溝 S D05と 溝心心間距離が7.05mを 測

り、 S D05は 九条条間南小路北側溝、その間が九条条

間南小路 S F03と 考えられる。 S D07は市HJ第297

次調査で検出した東三坊坊間東小路西側溝の可能性があ

る溝の延長上に位置 し、同溝 と考えられる。 S D07の

東側で検出した南北濤 S D08と 溝心心間距離が6.8mあ

り、 S D08は 東三坊坊間東小路東側溝、その間が東三

坊坊間小路 S F04と 考えられる。 S F03と S F04の交

差部分で、 S F04の両側溝 S D07・ 08は東西小路北側

溝 S D05に 繋が り、南北に貫通 しない。 S D07と SD
05の交点付近から南東に斜行溝 S D09が繋がる。

十一坪の遺構 坪の南東隅部分を検出した。 8世紀後

半～末の濤 1条、掘立柱列を確認 した。 S D10は 九条

条間南小路北側溝 S D05に平行 し約3.2mの間隔を開け

た北側で検出した溝である。東三坊坊間東小路西側溝 S

D07の 手前で北に L字形に曲がる。 S D10の東端屈曲

部には須恵器甕を底部 と頸部を欠き正位置で据えていた

S Kllがある。その南側の坪の南東隅では、柱穴が柱

間約3.6mの間隔を開けて東西方向に並ぶ柱列 S B12を

確認 した。遺構の重複関係から、 S B12が S D10よ り

古いことがわかる。

十二坪の遺構 坪の北東隅部分を検出した。 8世紀後

半～末の溝 2条、掘立柱建物 5棟・掘立柱列 3条・土坑

1基を確認 した。南北溝 S D131ま 東三坊坊間東小路 S

F04の道路心の延長線上から約33m(約 110尺)西に

位置する。また、東西溝 S D14は 九条条間南小路南側

濤 S D06溝心から21m(約 70尺)に位置する。

掘立柱建物は 5棟確認 しているが、北庇付きの SB
19以外は柱間が2xl間から2× 3間の小規模な建物である。

Ⅳ。出土遺物

〔左上〕発掘区全景 (南西から)。 〔左下〕十二坪北東部 (西から) 〔右上〕十一坪南東部 (西から)。 〔右下〕九条条間南小路 (西から)
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8世紀後半～ 9世紀初頭の上師器・須恵器・平瓦・丸

瓦の破片が遺物整理箱で68箱分出上 している。中でも

S D05か らの遺物の出土量は際だって多 く、土馬・ ミ

ニチュア土器などが多 く出土 しているのが特徴的である。

他には土師器・須恵器で、漆が付着 しているものが多 く

出上 した。その他の遺物 として円筒埴輪片、製塩土器

片・墨書土器・線刻土器・転用硯・灰釉陶器の破片、増

蝸 (ト リベ)片、風字硯、軒平瓦 (型式不明)がある。

特筆すべきものには、 S D05の 上層から出土 した新羅

土器がある。壷の体部から底部にかけての破片で、土器

の表面にはスタンプ原体で文様が施文されている。上部

置 はu字のような形を縦
に連続させており、下

段は多花弁文あるいは、

列点円文と呼ばれる文

様が施されている。ま

H」 第 538次調査

た、 S D05以 外でも土馬、 ミニチュア土器の甑、電な

どの出上が多 く。特に土馬の出土総点数は100点 を数え

る。平瓦・丸瓦の破片は僅かである。

V.調査所見

今回の調査は、九条大路を除 くと平城京内での条坊遺

構の確認 としては最南端 となる。出土遺物には、奈良時

代初頭のものはみられず、奈良時代後半から平安時代初

頭にかけてのものが大半を占め、京内において九条付近

の利用がかなり遅れることをうかがわせる。また、九条

条間南小路が東三坊坊間東小路を横切ることから、主要

な排水は九条条間南小路北側溝に流され、東から西向き

に下る地形から判断すると、西側に推定される東堀河に

集められていると考えられる。 S D05は 東堀河 との取付

き部近 くで溝幅が増 し、増水時には路面まで水が溢れて

いたことがうかがえる。十一坪で確認 した S B12は 検出

位置から門である可能性が考えられる。  (久 保邦江 )

検出遺構一覧表
S D 05出上 新羅土器実測図 (1/4)

自構番号

掘形

主な出土遺物 備考
平面形 平面規模 (m)

深 さ

(m)

S D01 旧流路斜行
隠l.0～ 2.4南北

20以上
不 明 奈良時代条坊側清よりも古い。

S D02 旧流路斜行
隔1.35～ 3.2長

さ46以上
0.45 奈良時代条坊側濤よりも古い。発掘区北端部で蛇行。

S F03 東西道路
幅7.05仰」溝心

心)長 さ43以上
九条条間南小路道路心座標

(X=-149,60498Y=-17,13000)

S F04 南北道路
幅6.6(イ則濤心心)

長さ9.6以上

東三坊坊間東小路道路心座標

(X=-149,598.00Y=-17,103.0011e面 ′い)

S D05 東西清
疇10～ 4.0長 さ

年3以上

0.3～

0.6

8世紀後半～末の上師器・須恵器、丸瓦 。平瓦、土馬、

製塩上器、ミニチュア竃、新羅上器、風字硯、羽日、

増渦 (ト リベ)、 塁書土器

九条条間南小路北側溝溝心座標

(X=-149,601.45Y=17,13000:最深部)

S D06 東西清
幅2.0長 さ27.6

以上

8世紀後半～末の上師器・須恵器、丸瓦 。平瓦、土馬、

製塩土器、ミニチュア竃

九条条間南小路南側濤溝心座標

(X=-149,608.50Y=17,130.00:最 深部)

S D07 南北溝 幅18長さ6以上 3世紀後半～末の上師器・須恵器、丸瓦・平瓦
東三坊坊間東小路西側溝溝心座標

(X=-149,598.00Y=17,106.60)
S D08 南北濤 隔0.3長 さ6 不明 3世紀後半～末の上師器・須恵器 蓑三 坊 坊 間 東小 路 東 側 溝

S D09 斜行溝
幅0.4長 さ4.8以

上
3世紀後半の上師器・須恵器 SD0 5と 同時期の溝

S D10 東西溝
幅10～ 64長 さ

34.4以上

9.1～

Э6

8世紀後半～末の上師器・須恵器、軒平瓦・軒丸瓦、

丸瓦・平瓦
築地等の区画施設の雨落溝か?(十一坪)

S Kll 哩甕 亘径 0.8 〕世紀後半上師器・須恵器、製塩土器、漆付土器 衷部を欠いた須恵器甕を正位置に設置 (十一坪)

S D13 南北清
幅0.4長 さ17.2

以上

8世紀後半～末の上師器・須恵器、丸瓦・平瓦、製塩

土器 。上馬
坪を東西1/4に 分割する溝の可能性 (十二坪)

S D14 東西溝
幅0,4m長 さ

14.8m～

8世紀後半～末の上師器・須恵器、丸瓦・平瓦、製塩

土器・土馬
平を南北1/6に 分割する溝の可能性 (十二坪)

S K23 隅丸方形 東西1.2南 北1.2 3世紀後半～末の上師器・須恵器・土馬 壱地の区画濤 SD13よ り古い (十二坪 )

遺構番号 棟方向
規模 桁行全長 梁行全長 柱間寸法m

備 考
貯行 (問 )× 梁行 (間 ) 桁行 梁行

SB 東西 l 3.6 三日。S D10よ り古い。奈良時代末の上師器 。須恵器出土。(十一坪)

SB 5 南北 3.2 SB 6と 空間的に重複するが、前後関係は不明 十二坪)

SB 東西 3以 _LX2 4.7以上 2.4 SB 5と 空間的に重複するが、前後関係は不明 十二坪)

SB 7 束西 2× 2 SB 7と 空間的に重複するが、前後関係は不明 十二坪)

SB 束西 2xl 2.3 SB 8と 空間的に重複するが、前後関係は不明 十二坪)

SB 東西 2x3 l.3‐ 1.3-1.3 北庇付き建物。(十二坪)

S A20 東西 生以上 3以上 2.3‐ 23-2.3 宅地を囲う北端の区画施設 (十二坪)

S A21 南北 7以上 17.2
北から25～ ?～
1.3-20-20

坪を東西方向に1/4分割する宅地内道路際の区画施設 (十二坪)

S A22 南北 〕以上

北か ら

2.2-1.5-1.2-2.3

-?^Ψ l.7-2.7

坪を東西方向に1/4分割する宅地内道路際の区画施設 (十二坪)
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13.平城京跡 (右京六条四坊十三 。十四坪)の調査 第539次

事 業 名   分譲宅地造成             調 査 期 間  平成 17年 10月 17日 ～同年10月 18日

届出者名   大陽興産株式会社           調 査 面 積  10ゴ
調 査 地   奈良市六条西三丁目1559-1の一部、1559-2   調査担当者  武田和哉・三好美穂

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では右京六条四坊十二・

十四坪に該当し、両坪を画する六条条間南小路が想定さ

れている。ただし、調査地周辺の現状の地形は南南方に

向かって開けた谷地形で北東から南西に下がる傾斜面で

ある。こうした箇所にまで果たして実際に条坊道路を施

工 していたのかを疑間視する見方 もあり、今回の調査

は条坊遺構の有無の確認を主目的として、東西約2.5m、

南北約 4m、 面積 10∬の規模で発掘区を設定 した。

Ⅱ 基本層序

上か ら、表土 (0.25～ 0。45m)、 橙茶灰色上 (0.2～

0,3m)、 橙茶灰色土 (0,3～ 0。 5m・ やや淡い)、 暗橙茶灰

色土 (0。 1～ 0.6m)、 明橙茶色土 (0。 25～ 0.4m。 やや赤

みがかる)、 黄茶灰色土 (0,1～ 0。2m)と 続き、地表下

1,3～ 1.6mで黄茶灰色上の地山に至る。表土直下の橙茶

灰色土より、無遺物層直上の黄茶灰色土までの各層に奈

良～江戸時代の土器・陶磁器片が含まれる。地山上面の

標高は、発掘区の南東隅で74。 lm、 北東隅で74.7mで ある。

Ⅲ 検出遺構

地山上面で遺構検出作業を実施 したが、特に遺構は検

出できなかった。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱約 1箱分の遺物が出上 した。その大半を奈

良時代の須恵器、上師器の破片が占めている。

V 調査所見

今回の調査では発掘区の面積上の制約等もあり、条坊

遺構の有無について、手がか りを得ることができなかっ

た。ただし、遺物の出土状況から推測する限 りでは、調

査地周辺には奈良時代の遺構が存在 している可能性があ

る。                  (武 田和哉 )

HJ第 539次調査 発掘区遺構平面図 (1/100)

HJ第 539次調査 発掘区位置図 (1/5000)

‐20,680

(武田和哉 )

発掘区全景 (東から) 発掘区全景 (南から)
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14.平城京跡 (右京二条四坊十二坪)の調査 第540次

事 業 名   大和中央道街路整備臨時交付金事業 情原工区)   調 査 期 間  平成17年 10月 17日 ～平成18年 3月 16日

届出者名   奈良市長               調 査 面 積  950だ
調 査 地   奈良市菅原町633-4他          調査担当者  久保清子 安井宣也 大窪淳司

I はじめに

調査地は、条坊復原では右京二条四方十二坪の南西部

分に相当する。 これまでに十二坪内での調査例はない

が、南の二条大路及び右京三条四坊九坪では、市HJ第

517・ 524次調査があり、縄文時代の遺物包合層、古墳

時代以降の濤、奈良時代の掘立柱建物、掘立柱列、土坑、

溝、鎌倉時代の水田跡、室町時代以降の上坑などが確認

されてお り、奈良時代以前の旧地形は起伏に富んでいた

ことが判明している。二条大路については、遺存地割か

ら市H」 第524次調査地内に位置することが推定された

が、鎌倉時代の水田開発時に遺構面が削平されてお り、

検出されていない。さらに九坪南側の十坪での調査例

には、市試掘第89-5次調査、市HJ第 386次調査
1)、

県

1999年度調査
2)が

ぁり、奈良～平安時代の掘立柱建物

及び塀、井戸、濤、土坑、中世の素掘 り溝などが確認さ

れており、市HJ第 386次調査では奈良時代遺構面の下

層で、縄文時代の上坑も検出している。なお、永仁六年

(1298年 )『西大寺三宝料田寄進目録』に、右京三条四

坊九浮について「字法陀寺」、右京二条四坊十二坪につ

いて「南大路也、法世寺」 という注記があり、現在 も調

査地一帯の字名が「法専寺」であることから、この付近

に寺院の存在も推定される。

調査は、十二坪の様相ならびに奈良時代以前の遺構の

有無を確認することを目的 として、南北2回 に分けて調

査を行った。

Ⅱ 基本層序

調査地は、北東から南西にかけては0,6～ 1.Omの厚さ

で造成上が堆積 している。発掘区内の基本層序は、北発

掘区北端では、造成上の下に耕土、床土、鎌倉時代水田

耕土である明黄白色シル ト、明責灰色シル トと続き、地

表下0.6～ 1.Omで淡黄灰色シル ト、淡黄白色砂質シル ト

となり、その上面が奈良時代遺構面 となる。これより下

の堆積状況については、侵食 と堆積が繰 り返される旧河

川埋土で、北に下がる旧地形 となることがわか り、奈良

時代遺構面の約0.8m下 に堆積する黒灰色粘土には、ク

ヌギ節の種実 と松毬が合まれていた。

北発掘区南半及び南発掘区では、造成土の下に耕土、

鎌倉時代水田耕土である灰黄色粘土 と続き、黄褐色粘土

HJ第 540次調査 発掘区位置図 (1/5,000)

0        む諄詳「ミ

1:造成上

2:現代水田耕土

3:灰色砂質シルト (旧水田耕土)

4:灰色砂 (杭跡)

5:灰 白色砂質シルト (旧水田耕土)

6:暗橙灰色砂質シルト

7:橙灰色砂質シルト (旧水田耕上)

8:淡黄橙色砂質シルト (旧水田耕土)

9:灰色砂質シルト (杭跡)

10:責灰色砂質シルト

H:明黄灰白色シルト (中世水田耕土)

12:明責灰色シルト (中世水田耕土)

13:淡黄白色砂質シルト

14:淡黄灰色細砂

15:青灰色中粒砂

16:淡責白色砂質シルト

17:黄灰色細砂と黄白色シルトの混合土

18:淡灰色シルト

19:責灰色シルト

20:淡褐色細砂

21:灰色細砂

22:黄灰色砂

23:黄灰色粘土

24:青灰色シルト

25:灰褐色細砂と黄灰色

粘土ブロック (炭合)

26:淡黄灰色シルト

27:淡灰色粘土

28:暗灰色粘土

29:青灰色シルト

30:黒灰色粘土

31:淡黄灰色シルト

32:橙灰色粘土

33:灰色粗砂

HJ第 540調査 北発掘区西壁土層図 (V50)
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!黄色粘土

:暗灰色シルト

5:灰 白色シルトと灰色シルトの混合上

:灰責色シルト      6
:灰色シルト (炭合む) 7

(石器合む)

:黄灰色細砂 (14c年 代預I定試料採取層)

:淡黄白色粘土

隧C年代測定試料採取地点土層断面図 (1/50)

となる。奈良時代遺構面は地表下0。 3～ 1.Omの黄褐色粘

土上面で、西から東へ向かって緩やかに下が り、その標

高は北発掘区北端で80.7m、 南北発掘区西端で80,7～

80。 9m、 東端で80.5mで ある。遺構検出作業は、淡黄

灰色シル ト、淡黄白色砂質シル ト及び黄褐色粘土上面で

行った。

また、奈良時代遺構面において、サヌカイ ト製石器を

検出したことから、南北方向と東西方向に合計 8箇所の

試掘坑を設けて、土層観察を実施 した。その結果、遺

構は検出されなかったが、西か ら東に下がる旧地形上

に、サヌカイ ト製石器、縄文土器、炭化物を包合する層

が複数層堆積することが判明した。これらの遺物包合層

の堆積 した時期の下限を明らかにするために、北発掘区

南端において包合層直下の黄灰色細砂に合まれる炭化物

をサンプル採取 し、放射性炭素年代測定を実施 したとこ

ろ、 イ甫正
14c年

代2,410±40(Y.B,P)(B oC420)

という結果を得た。 (136頁参照)

以上の点から、遺構面より下に堆積する遺物包合層は、

弥生時代前期頃から奈良時代までの間に調査地西側から

流入 した土砂によって堆積 したことがうかがえる。

Ⅲ 検出遺構

検出遺構 には、古墳時代以降の溝 2条 (S D01・

02)、 奈良時代の掘立柱建物H棟 (S B03～ 13)、 掘

立柱列 7条 (S A14～ 20)、 井戸1基 (S E21)、 土器

埋納土免1基 (S K22)、 鎌倉時代の掘立柱建物 (SB
23)、 水田 2面 (水田1・ 2)がある。掘立柱建物及び柱

列の概要は52ページの表にまとめたとおりである。

古墳時代以降の遺構  S D01は、幅0.8～ 1.8m、 深

さ0.5～0.6m、 北西から南東方向に降る断面形がU字形

の素掘 りの溝で、埋土中からは縄文時代中期の船元式土

器片、時期不明の上師器細片、サヌカイ ト剥片が数点出

土 した。 S D02は 幅0。 3～ 1.5m、 深 さ0.1～ 0.5m、 西

から東方向に降る断面形がU字形の素掘 りの清で、重複

関係からS D01の方が古いことがわかる。

奈良時代の遺構 掘立柱建物及び柱列は十二坪の南北

1/2ラ インより南側に集中して建てられている。重複関

H」 第 540調査 発掘区遺構平面図 (1/400)

-145,98090

1   _

3/

:灰色粘土と繹皆盟響手) 「

言医三蜀患臭埋土祥三互正三三正三
=≡

三フ長各星
T見

敲埋土)~~―q 0.5m

145,980

145,990

北発掘区

南発掘区

x土 層図掲載箇所

3:灰色粘上
4:橙灰褐色粘土
5:灰色粘土

古 履翻 下層観察試掘坑

LH;8蜘
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係から2時期以上の変遷があり、建物の振れは大きく3

つに分かれ、大半が北で東に振れている。これらのうち

S B06～09、 S A15。 20は ほぼ同じ振れであること

から、同時期の建物 と推測できる。南発掘区の遺構面は、

南隣の九坪 とは異なり、削平を受けておらず、検出面か

ら0.8mの深さにまで達する柱穴がある。

S E21は 径 1,8m、 深 さ1.4mの 平面が不整円形の井

戸で、枠材は抜き取 られて残存 しない。枠抜き取 り部

分からは奈良時代後半～平安時代初頭の土師器、須恵器、

製塩土器、土製品、奈良時代の軒丸瓦、丸瓦、平瓦、砥

石、木製編物、瓢箪、桃核等の種実が出土 した。

S K22は S B08西側で検出した土器埋納土坑で、径

0,4m、 深さ0。 15mの平面円形の掘形底に須恵器杯蓋で

蓋をした須恵器杯 Bを納めていた。杯内は土が充満 して

いたのみで、銭貨等はみられなかった。須恵器杯・蓋 と

もに8世紀後半か ら9世紀初頭のもので、地鎮 もしくは

胞衣壺の可能性が考えられる。

鎌倉時代の遺構 水田 1は 東西10m以 上、南北36m
以上、検出面からの深さ0。 3m前後、水田2は東西6.5m

以上、南北36m以上、検出面からの深さ0,3mで、水田ト

2間には高低差があ り、東の水田2の方が低 く、調査前

の水田もほぼ同位置でこれを踏襲 していた。北発掘区部

分は近世以降の耕作により鎌倉時代の水田畦畔は削平さ

れている。水田耕上である灰黄色粘土からは、奈良時代

～平安時代初頭の上師器・須恵器・黒色土器・土馬、瓦

辱類、鎌倉時代の土師器・須恵器・瓦器 。焼締陶器・輸

入陶磁器・石鍋、時期不明のサヌカイ ト剥片 。砥石・増

鍋・鉄滓が出上 した。また、水田面では耕作時の牛の足

跡を確認できた。重複関係から建物 S B23は水田2よ り

も古いことがわかる。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱 17箱分の遺物が出土 した。遺物には、縄

文時代の上器、縄文～弥生時代の石器、奈良時代の上師

器・須恵器・製塩土器 。土製品、瓦簿類、木製編物、瓢

箪、桃核、r_K石、平安時代初頭の上師器・須恵器・黒色

土器 。灰釉陶器、鎌倉時代の土師器・須恵器・瓦器・焼

締陶器・石鍋、時期不明の砥石・増絹・鉄滓がある。

以下、主要遺物について述べる。

墨書土器 S B13柱抜き取 り跡から、底部外面に「恵

信」 (人名ヵ)と 塁書された須恵器杯 B、 S A19柱穴柱

跡か ら「←」 (記号ヵ)と 墨書された須恵器杯 A、 SE
21枠抜き取 り部分から、底部外面に「□」〔山ヵ〕と塁

書された須恵器杯 A、 底部外面に「□」〔冨ヵ〕と塁書

された須恵器杯Bがそれぞれ1点ずつ出土した。

鳥形土器 水田2か ら両側面に線刻のある須恵器平瓶

発掘区全景 (上が北 )

北発掘区全景 (南から)

南発掘区全景 (北から)
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の把手部分が 1点出上 した。外面全体に自然釉がかかつ

ている。線亥Jは水鳥の羽毛を表 していると考えられ、長

岡京跡や愛知県刈谷市・西加茂郡三好町所在猿投窯、長

野県諏訪市金鋳場遺跡 1号古墳
3)で

類似の出土例がある。

瓦 丸瓦・平瓦・輝 とS E21出上の軒丸瓦6279 Ab

l点、水田 1・ 2畦畔上面出上の軒丸瓦型式不明 2点、

包合層出上の軒平瓦型式不明 1点がある。

V 調査所見

① 西から東に下がる旧地形上に縄文土器、サヌカイ ト

製石器を包合する層が堆積することが判明した。これら

の堆積層は、炭化物の分析結果から得 られた年代 と検出

遺構 との重複関係から、弥生時代前期頃から奈良時代ま

での間に堆積 したとみられ、調査地付近には縄文時代の

遺跡が存在する可能性が高いと考えられる。

② 十二坪は、南隣の三条四坊九坪 とは異なり、奈良時

代の遺構の残存状況も良好で、宅地利用については、推

定される二条大路に面する南半部分の方が建物の数が多

く、規模 も大きいことがわかる。建物柱穴から、僧名 と

も考えられる「恵信 」と記された塁書土器が出土 し、鳥

形土器など特異な遺物が出上 したが、寺院跡の手掛か り

をつかむには至 らなかった。

③ 調査地以前の水田地割は、十二坪も九坪と同じく鎌

倉時代に水田化されたものを踏襲する。  (久保清子)

1)奈良市教育委員会「その他の調査」『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書

平成元年度』1990、 同「平城京右京三条四坊十坪 宝来遺跡の調査」『奈

良市埋蔵文化財調査概要報告書平成 9年度 (第一分冊)』 1998

2)奈良県立橿原考古学研究所「平城京右京三条四坊十坪の調査」『奈良県

遺跡調査槻報 (第 1分冊)』 2000

3)古代の上器研究会『古代の上器研究―律令的土器様式 西・東 3 施

釉陶器』1994、 長野県教育委員会他『長野県中央道埋蔵文化財包蔵地発

掘調査報告書一諏訪市その4- 昭和50年度』1976

HJ第 540次調査 検出遺構一覧表

H」 第 540調査地付近条坊概念図 (V2000)

(奈良文化財研究所作成 平城京域地形図 (1/1000)

に発掘区を重ねて作成)

遺構番号 棟方向
規模 (間 ) 桁行全長 染行全長 柱間寸法 (m)

備考
桁行×梁行 (m) (m) 桁行 梁行

S B03 東西 3× 2以上 405 1.35等 間 15等間 柱穴の深さ02m前後

S B04 東 西 3以上×2 81以上 4.2 27等間 21等間 S B06よ りも古い。間仕切りあり?柱穴の深さ0.4m前後

S B05 南北 3× 2 18等間 21等間 柱穴の深さ01m前後

S B06 東西 4以上 ×2 7.35以上 東から1.95-1.8-1.8-1,8 1.8等 間 睦穴の深さ0.4～ 08m、 8世紀末～ 9世紀初頭の上器出土

S B07 東西 2以上×2 3.6以上 8等間 1.8等 間 柱穴の深さ0.2～ 06m前後

S B08 南北 3× 1以上 5,7 北か ら 95‐ 195-1.8 臣穴の深さ0.5m前後

S B09 東西 8等間 】ヒから2.1-1.8 俺柱 建 物 、柱 穴 の深 さ0.2～ 0.6m

0 東西 2× l? 3.6以上 8等間 柱穴の深さ0.4m前後

l 南北 3× 2 l.5等 間 ? 18等間 ? 柱穴の深さ0.5m前後

SB 2 不 明 2以上×2以上 30以上 1.5等 間 柱穴の深さ0.3m前後

SB 3 南北 1.65等 間 18等間 柱穴の深さ0.3～ 05m、 塁書 (人名ヵ)須恵器出土

S A14 南北 l.65等 間
S DOl・ S B04よ り新しい。柱穴の深さOlm前後。建物

の一部の可能性あり

SA 5 南北 l以上 2.4以上 柱穴の深さ0.3m前後。建物の一部の可能性あり

SA 6 南北 l以上 柱穴の深さ0.3～ 0.5m。 建物の一部の可能性あり

SA 7 東西 21等間 S B06に 伴う目隠し塀か。柱穴の深さ01m前後

SA 8 東西 2以上 27等間 柱穴の深さ0.2m前後

SA 9 東西 2以上 195等間 柱穴の深さ0.4m前後、墨書 (記号ヵ)須恵器出土

S A20 南北 18等間 S B15に伴う目隠し塀か。柱穴の深さ0.2～ 0.5m

S B23 不明 2× 1以上 15以 上 中世の建物。柱穴の深さ02m
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事 業 名

届出者名

調 査 地

共同住宅建設

宝来住宅株式会社

奈良市大宮三丁目204番地7

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 18年 1月 18日 ～ 2月 3日

146�

武田和哉

15。 平城京跡 (左京三条四坊四坪)の調査 第542次

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京三条四坊四坪の

北辺東側付近に該当している。調査地の周辺では過去に

調査事例が数例あ り、それぞれの調査で奈良時代の掘

立柱建物・柱列などの遺構が検出されている°
。ただし、

調査地北隣の敷地で実施 した国第 138次調査
めにおいて

は、他の調査同様に掘立柱建物・柱列を検出したものの、

発掘区の北側および西側の部分は、鎌倉時代以降の旧流

路によって浸食され、奈良～平安時代の遺構は失われて

いることが確認されている。

これらの成果を踏まえて、本調査では、敷地北辺に想

定される三条条間南小路南側溝の検出などを目的に 2ヶ

所の発掘区を設定 した。

Ⅱ 基本層序

発掘区内の基本層序は、最上層にアスファル トおよび

造成土 (1.0～ 1.2m)が あり、以下順に、黒褐色粘質土 (約

0.2m 旧耕土 )、 暗灰色土 (約 0。2m 旧床土 )、 暗責

灰色粘質土 (0.05～ 0.2m)、 暗灰色粘質土 (0.2～ 0.25

m)と 続き、現地表下約 1.1～ 1.5mで黄褐色粘質土 (約

0.2m 整地層)に達する。 この整地層の下が地山であ

り、北発掘区では黄灰色粘土、また南発掘区では暗灰褐

色粘土 となっている。遺構検出作業は、整地層の上面 と

地山上面で実施 した。整地層の上面の標高は、北発掘区・

南発掘区 ともに63,7～ 63.8m、 地山上面の標高は、北

発掘区で63.4～ 63.5m、 南発掘区で63.5～ 63.6mで あ

る。なお、北発掘区の北端には東西方向の旧地割がみら

れ、その部分を境にして水田面が異なる。遺構面は、北

発掘区の北端に比べて南側では約0。 2m低 くなる。

Ⅲ 検出遺構

検出した主要な遺構には、三条条間南小路南側溝 とみ

られる東西溝 (S D01)と 南北溝 2条 (S D02・ 03)が

ある。遺構の詳細は、次頁の検出遺構一覧表の通 りである。

S D01は 、北発掘区の北端で検出した濤で、位置的

に三条条間南小路南側濤 と考えられる。埋上の上層観察

から、概ね 3時期の堆積が認められる。溝心の位置はX

=146,418.4 Y=-16,905,0で ある。

S D02は 、南発掘区中央で検出した。整地層上面 よ

り掘 り込 まれてお り、埋土は槻ね 2層 に分かれる。奈

良～平安時代前半頃の上師器・須恵器 。瓦・増鳩・製

塩土器が出土 した。溝心の位置はX=146,433.O Y

=-16,919,0である。

S D03は 、南発掘区西壁でかろうじて確認 した。土

層断面からみて、西に下る肩の部分が確認できる。前述

の S D02と 同じ層位か ら掘 り込まれてお り、埋上の状

況は S D02埋土に酷似 している。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱 14箱分の遺物が出上した。その内訳は、奈

良～平安時代の上師器・須恵器・墨書土器・線刻土器 。

製塩土器、軒丸瓦 (6308Aa・ 型式不明各 1点 )・ 軒平

瓦 (型式不明 1点 )・ 丸瓦・平瓦、電、時期不明のサヌカ

イ ト剥片、石斧、鉄滓、増塙などである。このうち、鉄

滓は南発掘区内のピットより出土。大半は奈良～平安時

代前半の上師器 と須恵器、丸 。平瓦の破片が占めている。

V 調査所見

今回の調査で検出した S D01は 、周辺における過去の

調査で確認された三条条間南小路南側溝の検出位置 と比

較すると概ねその延長上にあるので、同溝 と見なしうる。

また S D02と 03については、約 2mの間隔をおいて

南北方向に並行 してお り、 S D02は 坪の東西幅のほぼ

中央付近に位置することが計算上わかる。こうしたこと

から、 S D02と 03は坪内を区画する道路の側溝である

可能性 もあるが、 S D03の 検出が十分でないため、今

後の隣接地での調査結果を待つて判断したい。

(武田和哉 )

1)奈良県立橿原考古学研究所「平城京左京三条四坊四坪調査報告 」『奈良

県遺跡調査槻報1989年度』1990 および、奈良国立文化財研究所「左

京三条四坊四坪の調査 第15617次 」『昭和59年 度平城宮跡発掘調査

部槻報』1985
2)奈良国立文化財研究所「左京三条四坊三坪の調査 第138次 」『昭和56

年度平城宮跡発掘調査部概報』1982

HJ第 542次調査 発掘区位置図 (1/5000)
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16,920

H」 第 542次調査 発掘区遺構平面図 (1/250)

il―  =■ 1雑
'` 

―
〔

北発掘区全景 (北から)

南発掘区全景 (北から)

S

li造成上

2:攪乱土

3:黒褐色粘質土 (旧耕土)

4:黒褐色粘質土

(旧耕土・やや暗い)

5:暗灰色土 (旧床土)

6:暗灰褐色土 (旧床土)

7:暗灰色土 (旧床土・やや淡い)

8:暗責灰色粘質土

9:暗灰色粘質土 (遺物包合層)

10:暗灰色土

H:暗灰色土

12:暗灰色土

13:暗灰色土

14:暗灰色土

15:暗黄灰色粘土

(SD01第Ⅲ期埋土)

16:暗灰褐色粘質土

(SDOl第■期埋土)

17:暗灰色粘土

(SDOl第■期埋土)

リー ト

18:暗黄灰色粘土 (茶色がかる
。SD01第 I期埋土)

19:暗灰褐色粘質土

(SD01第 1期埋土)

20:黄褐色粘質土 (整地層)

地山 :責灰色粘土 (北発掘区)

または暗灰褐色粘土 (南発掘区)

※10～ 14 素掘り溝の埋土

HJ第 542次調査 北発掘区東壁土層断面図 (1/50)
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16.平城京跡 (右京六条四坊十四坪)の調査 第543次

事 業 名   宅地造成               調 査 期 間  平成 18年 1月 10日 ～3月 10日

届出者名   個人                調 査 面 積  1490だ
調 査 地   六条西三丁目1480-4の 一部、14805    調査担当者  中島和彦・久保邦江

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では平城京左京六条四坊

十四坪の北西部にあた り、また弥生・古墳時代の六条山

東遺跡の東半に相当する。周辺一帯は西の京丘陵上で、

尾根筋 と谷筋が複雑に入 り組む。調査に先立ち遺跡の有

無を確認する試掘調査 (市05-15次調査)を実施 し、結

果遺構を検出した丘陵上の平坦部で発掘調査を行った。

調査地は北西か ら南東にのびる丘陵上にあ り、幅約

19m、 長さ約30mの平坦面が南北に弓な りに広がって

いる。現況では北西部では平坦面が徐々に狭まり、幅が

10mに も満たない地峡部 となって西側 と北東側の丘陵

へ と続 く。そこを除き周囲は谷である。

発掘区はこの平坦面の北半部にあたる。後述する遺構

はすべて平坦面上にあり、斜面地にはない。丘陵の南斜

面には幅約 8mのテラス状の平坦面 (以下南テラス面 と

する)があり、ここでも遺構が確認された。この南テラ

ス面は調査の結果北側 と東側が直線的であり、丘陵斜面

の一部を人工的に造成 したものと考えられる。

■ 基本層序

発掘区内の層序は、丘陵の平坦面上及び南テラス面は

厚さ約0,1～0.25mの表土直下で明灰白色粘土または茶

褐色粘質土の地山となる。丘陵上は、植物による遺構面

の上壌化がすすみ、後述する土器棺墓や土器埋納遺構の

土器の上面はこの表土層中にある。堆積土は丘陵斜面を

下がるに従って厚 くな り、最深部では表上の下に茶褐

色系の上が数層堆積 し、深さは約0.5mと なる。地山の

標高は発掘区南端の最高所で85。4m、 北西部の最高所

で86.5mあ り、発掘区中央部が丘陵平坦面上で最 も低

HJ第 543次調査 発掘区位置図 (1/5000)

く84.5mで ある。また南テラス面の地山上面の標高は

83.3～ 84.lmである。

Ⅲ 検出遺構

奈良・平安時代の掘立柱建物24棟、掘立柱列 7条、

土坑 11基、溝 5条、平安時代の墓 6基、時期不明の掘

立柱列 2条がある。また発掘区全域にわたって近現代の

樹木の植え込み穴がある。遺構の詳細は一覧表に記 し、

以下主要なものを記す。

溝 発掘 区中央やや東寄 りに南北溝 (西 か らSD
105。 106・ 107)が 3条並んでお り、重複関係からS

D105よ りS D106カ羽折しヤヽことがわかる。 S D107は

南端で東に折れ東西溝 S D108と なる。溝は十四坪の東

西中軸線近 くにあり、これらの溝をまたいで建つ掘立柱

建物がないことから、清は宅地内の区画溝と考えられ、

平行するS D105と S D107の間は幅約1.5mの 通路と

も考えられる。いずれの溝からも漆の付着した土器が数

多く出上した。 S D109は 南テラス面の東端の南北溝で、

丘陵上からの排水を受けたものと考えられる。

-20,655

表土層(腐食土層)

茶灰色土

茶灰色土(白色粘土ブロック含む)

0

:駆昆書土議 :
6明灰白色粘土(地山)●

'ilrIIII:||■ |IIII

5¢ .動語奪||

HJ第 543次調査 発掘区南壁土層図 (1/100。 縦方向は 1/50)
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南亨号引面

S8230

HJ第 534次調査 発掘区遺構平面図 (1/400)

掘立柱建物・柱列 建物・柱列はその分布から大きく

A～ Cの 3群に分 けられる。丘陵上にあ り、南北溝 S

D105～ 107の北西側の群 (A群)と 、東側の群 (B群 )、

南テラス面の群 (C群)である。

A群には掘立柱建物 4棟、掘立柱列 3条がある。北側

は、後述の土坑 S K601のため地面が約0,7m低 く、柱穴

は検出できなかった。重複関係から3時期に分けられる。

A群 -1期 には S B202、 S A203・ 204が ある。 S

B202は S K601沿 いに建つ梁間 1間の建物 とみられ、

S K6011こ よつて】ヒ側を削平されたものとも考えられる。

S A203・ 204は その南側を「L」 字に囲う塀であるが、

囲い内には建物は確認できず性格は不明である。

A群 -2期 には S B205。 206、 S A207がある。建物

2棟は「L」 字に配置され、柱列 S A207はその東側にある。

A群 -3期 には S B201の 1棟のみである。柱穴規模が

小さく、最 も新 しい時期 と推定 した。

B群には掘立柱建物 11棟、掘立柱列 3条があ り、重

複関係から4時期に分けられる。

Bア祥-1翔引こは S B228・ 233、  S A218・ 227がある。

S A218と 227に 囲われた北半部には建物が確認できず、

S A227の 南側に建物 S B228・ 233の 2棟が建つ。

B ttr-2期 には S B221・ 222・ 223・ 224・ 230、  S

A232がある。 S B221・ 222,223は 西側の柱筋をそ

ろえて南北に並び、東側に S B224・ 230の 2棟の建物

がある。また S B223と S B2301よ 、南側の柱筋をそろ

え、その南側には S A232がある。重複関係から南北溝

S D107よ り古い。

B群 3期 には S B225・ 229の 2棟がある。 2棟は西

側の柱筋をそろえ南北に並ぶ。

B群 -4期 には S B226・ 231がある。重複関係から2

期の建物より新 しいが、3期 との重複関係は不明。柱穴

規模の小さい一群で、最も新 しい時期 と推定 した。
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B群は2期のあり方が特徴的である。各群概ね 1時期

は 2棟ほどで構成 されているが、B群 -2期 は 5棟で構

成され、その配置も他に比べ整然 としていることが指摘

できる。また B群 1期 の建物は、重複関係か ら後述す

る焼土坑群より新 しいことがわかる。土坑群からは 8世

紀後半の上器が出上 してお り、B群 ■期の上限がわかる。

H」 第 543次調査

C群には、掘立柱建物 7棟、掘立柱列 3条があり、重

複関係から4時期に分けられる。

C荘伴-1期 にイまS B210・ 213、 S A208・ 216が ある。

南テラス面の北側の奥にS B210と 213が東西に 2棟並

び、その東西に南北塀 S A208。 216がある。 S B210

の平面形はやや傾いた矩形であり、 S B213の 柱間は不

検出遺構一覧表

建物遺筒番号 棟方向 規模 桁行全長 梁間全長 桁行柱間寸法 染間柱間寸法 廂の出 備考

(桁行 x梁間 )

SB20J 南 北 1× 1 ×2の建物の隅柱 のみ残存か ?

SB20 2 東西 3以上 x2 675以 上 225以上 225-225-22C 俗柱建物か南面廂付建物 の廂部分か ?

SA203 東西 5以 上 12以上 18-18-24-27-3〔 SA204と 接続、SB205よ り古し

SA204 南北 1以 上 18以上 I ,A203と 接続、SB205よ り古セ

南 北 21-21 1 と8宴学謄 SA203・ 204よ り寿折し�

東 西 4以上 ×2 72以上 18等慣 18箸暗 SA203よ り尭折し�

SA207 南北 2以 上 15以上 I

SA208 南北 3 195等 FRI Sメ801よ り古し

SB209 南北 2以 上 ×2 15以上 1 165等硝

0 東 西 3x2 195等階 195等晴 より古い

l 東 西 3 165簑争暗 18等皓 0よ り新しヤ

SA2 2 東西 4 1 2-1 2-1 2-1〔 より新しヤ

3 東西 2× 2 1 8-24 15等 FH5 4よ り古�】

4 東西 2x3 55〔 165等謄 165等間 封ヒ22〔 化廂付・SB213・ 217よ り新 しヤ

5 東 西 3× 2 14等謄 12等間 SB2 14よ り弟斤し▼

SA2 6 南 北 24箸陪

7 東西 165等積 165冬間 南 16〔 詞胴付・ SB21 4よ り古 い

SA2 8 南北 3 54-24‐27
9 南北 2 20等膚 近現代の柵列の可能性あ り

SB220 東 西 2 2 125等積 匠現代の柵列の可能性あ り

SB221 更 西 165-165-21-1〔 165等間 南東隅の柱穴の柱抜 き取 り跡に土師器壷 Bを埋納

SB222 南北 73〔 195-18-18-1 18箸 間 東21 東廂付

SB223 南北 I(2?)x2 45(225等 間? 65等間 み2の建物の妻柱のみ残存か ?

SB224 東西 3× 3 165等謄 65等間 南21 南廂付

SB225 東西 3× 3 21等謄 65等間 ガヒ24 北廂付

S8226 東西 ? 1以 上 ×2 33以上 95等間

SA227 東西 36-36-33-3(

SB228 東西 3× 2 225等 贈 165等間 SB22 9よ り古立

SB229 南】ヒ 2× 3 3 525 195等膳 165等間 東 19t 東廂付・SB228よ り新し�

南北 4以上 X2 72以上 36以上 18窯醤贈 18等間 SB23 1よ り古▼ゝ

SB231 2以 上 ×2以 上 24以上 24以上 2 SB23 0よ り尭斤しヽ

SA232 東西 6以 上 108 18等暗

SB233 2以 上 xl 21等 FRE

SB2 34 南北 3 18等間

土坑・溝

遵構番号

堀形
時期 主要出土遺物 備考

平面形 平面規模 (m) 深 さ (m)

]K601 不明 東西95以上、南北50以上 05ヽシ09 8世紀末
土師器杯・奄・電、須恵器杯・蓋・ 壺・甕、製塩土器2点 (35g)、 土馬

軒平瓦 l点 (66631)、 丸瓦、平瓦、輔羽日、鉄滓 1591日 、砥石 1点
漆付の上器出土

SK602 不整三角形 東西 18、 南北26 3世紀後半～末 ? 土師器・杯・奏、須恵器・杯・蓋・甕 奈付の土器出土

SK603 隅丸方形 東西53、 南北42 02^ヤ05 8世紀後半～末
土師器杯・皿・甕・竃、須恵器杯・蓋・壺、製塩上器221点 (2022g)

土馬、丸瓦、平瓦、鉄津 15g
奈付の上器出土

SK604 円形 蚤068 044 8世紀後半 土師器杯・甕、須恵器・杯・蓋・壺

SK605 不整三角形 棄西30、 南北27 肝平瓦 (瓦当文様欠損)2点
]K606 示整楕円形 棄西 13、 南北 15 3世紀後半～束 と師器・杯・甕、須恵器・杯・蓋・甕・壺 委付の土器 出上

SK607 不整形 束西 1_7、 南北24 8世紀後半～末 土師器甕、須恵器・杯・壺・横瓶 奈付の土器出土

SK608 楕円形 東西 18、 南北 15
SK609 橋円形 衷西 12、 南北 10 8世紀後半 土師器杯・皿・甕、須恵器杯・壼、丸瓦、平瓦 完上で埋 まる

SK610 円形 表西07、 南北07 l B世紀後半 と師器甕、須恵器壺、丸瓦 完上で埋 まる

SK611 不整精 円形 棄西 12、 南】ヒ20 )J 3世紀後半 と師器杯・甕、須恵器杯・壺、丸瓦、鉄刀子 発生で埋 まる

SK612 楕円形 東西 10、 南北09 8世紀後半 土師器杯・高杯・盤・甕、須恵器杯・重、丸瓦 尭土で埋 まる

SX807 円形 蚤015 8世紀後半～末 ? 土師器甕、須恵器杯蓋 土器埋納遺構

SD 一暇 3、 長さ24,0 3世紀後半～末 上師器・杯・甕、須恵器・杯・壼・甕、製塩土器1点 (ng)、 平瓦、 黍付の上器多 く出土

SD 一日 3、 長さ150 8世紀後半～末 土師器・杯・甕、須恵器杯・高杯・壺・甕 黍付の土器多 く出土

SD 幅 5、 長さ260 )2-04 8世紀後半～末 土師器・甕、須恵器杯・高杯・壺・甕、砥石 1点 奈付の上器多 く出土

SD 一旧 1、 長さ4.2 8世紀後半～末 須恵器・壺

SD 一協 5、 長さli5 〕 1 8世紀後半～末 土師器杯・壺・甕、須恵器・杯・ 壼・甕 奈付の上器多 く出土

SD 写 07～ 10 3世紀後半 と師器杯・甕、須恵器杯・蓋・三 奈付の土器多 く出土

墓遵時番号
墓坑・堀形 棺構造

主要出土遺物
平面形 平面規模 (m) 深 さ (m) 形態・構造 規模 (m)

SX801 隅丸長方形 全長225× 幅090 lB合式木棺 全長 195x幅 048 ヨJ葬品 銅銭 (神功開費)1点、飼製帯金具2点、鉄釘33本

SX802 隅丸長方形 全J髯220× 幅095 組合式木棺 全長17× 幅055 鉄釘37本

SX803 隅丸長方形 全長257× 幅075 組合式木棺 ? 全長257x幅075 副葬品 鉄鎌1点、鉄釘1本

SX804 隅丸長方形 全長 1.50× 幅077 057 l■合式木 悟 全長085x幅036 副葬品 土師器重 E l点 、須恵器壷 1点、鉄釘22本

SX805 隅丸長方形 全長 161x幅 030 019 l■合式木棺 全長 125× 幅03 鉄釘 11本

SX806 円形 東西048x南北045 045以 上 土師器の甕を盤で蓋 径03× 局 さ036 土師器甕・盤
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発掘区全景 (北西から)

古墓群と掘立柱建物 ((南西から))
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等間と、やや粗雑な様相のある建物群である。

C群 -2期 には S B209。 217が ある。 2棟 とも南テ

ラス面の南側の斜面地に東西に並ぶ。当時は平坦面がこ

こまで及んでいたと考えられる。

C群 -3期 には S B211・ 214が ある。建物は東西に

2棟列び、 1期 と似た配置になる。

C群 -4期 には S B215、 S A212が ある。南テラス

面の北東の最奥部にS B215が 1棟だけである。

C群はおおむね東西に2棟並ぶ建物配置が各期にわた

り踏襲されているようである。重複関係から3期の建物

が後述する古墓群より古いことがわかる。

以上のように各群は3～ 4時期に分けられ、各時期は

おおむね群間で対応すると考えられる。 しかしながら、

建物配置は各群間での有機的な関係を見いだせず、各群

が独立 して変遷 していったと想定される。遺構の重複関

係から、B群 ■期の建物が焼土坑群より新 しく8世紀後

半以降、C群 3期 の建物が古墓群より古 く9世紀前半以

前で、建物群の時期もこの間に納まるものであろう。

土坑 発掘区全域に分布するが、性格が判明するもの

はない。焼土で埋まるものや、出土遺物に生産関係に関

わるものが多いなどの傾向がある。

S K601は 、発掘区北端の土坑で、大半は発掘区外に

つづ く。南肩のみ検出し平面形は不明。深さ約0.5mで、

底はほぼ平坦だが、発掘区西端部分で楕円形の上坑状に

一段深 くなる。フイゴ羽日と鉄滓がまとまって出上 して

いるが、焼土・炭等は見 られず、土馬・電等も共伴する。

生産関係の遺物を二次的に廃棄 したものと思われる。

S K603は 、ややいびつな隅丸方形の土坑で、深さ約

0。2mで、底は平坦であるが、南半部が東西約4.Om、 南

北約 1.2mの 長方形に一段低 くなる。土師器、須恵器 と

共に製塩土器が数多 く出土する。

S K609～ 6121ま 、いずれも焼土 と炭で埋まる土元で、

土坑の壁面に焼けた痕跡はない。出土遺物は8世紀後半

頃の上師器 と須恵器が少量出土する他、 SK6Hか ら鉄

製の刀子が 1点出上 したのみである。西側には焼土坑群

を囲むように溝 S Dl10があり、これらは一群のものと

考えられる。土坑・溝を合め周辺からは漆付着土器が数

多 く出土する。重複関係からB■ 期の建物群より古い。

墓 木棺墓 5基、土器棺墓 1基がある。大きく3箇所

に分かれてお り、丘陵上の南側にある 1基の木棺墓 (S

X805)、 南テラス面の西側に東西に並ぶ 3基の木棺墓

(S X801～ 803)と それに隣接する 1基の上器棺墓 (S

X806)、 その東約 7mの所の 1基の木棺墓 (S X804)

である。木棺の主軸はいずれも南北方向で、北枕 と考え

られる。すべて木棺本体は残存 しないが、木棺痕跡 と鉄

釘の出上位置から4基の木棺が復原できた。なお骨・灰

などの遺骨は出土 しなかった。詳細は表に記す。

S X801は 南テラス面に3基並んだ木棺墓の西端の木

棺墓で、木棺 に使用 した鉄釘が33本出土 し、鉄釘に遺

存する木質 と出上位置から木棺の規模 と構造が復原でき

る。

木棺は墓坑底に厚さ3～ 5 cmの 上を入れた上に、墓免

の西端に寄せて置かれる。棺底のレベルは北が約 5 cm高

い。木棺主軸はほぼ南北を向 く。鉄釘は原位置をとどめ

ているものが22本ある。釘先を上に向け棺底か らほぼ

直立 して出上 したものが 13本あ り、南北小日側に 2本

ずつ、西側に 5本、東側に4本ある。また木棺の四隅に

は、木棺主軸 と直交 して水平に出土する鉄釘が 9本あり、

いずれも釘先を棺内側に向ける。この鉄釘は棺底から上

へ0。 2～0.27mの間で、やや間隔をあけて上下にほぼ同

じ位置で 2本 (北東隅のみ 3本)ずつが出上 した。他の

鉄釘は棺内から不規則に出上 し、棺材が腐食落下 した際

に原位置を動いたものと考えられる。これらのことから、

木棺は組合式で、側板で小日板をはさみこみそれを底板

上に置 く構造であることがわかる。鉄釘に遺存する木質

から、棺材の厚さは側板 と底板で約 3 cmと 推定される。

鉄釘は23本の使用部位が判明 した。両側板か ら打ち込

むものが北小口板に各上下に3本ずつ、南小日板に各上

下に2本ずつ、底板から打ち込むものが、西の側板に5

本、東の側板に4本、南北両小日板に2本ずつである。

副葬品には神功開賓 1点、銅製巡方 1点、銘具 1点が

ある。前者は木棺中央のやや東寄 りから、後者は北端付

近から、いずれも棺底から約0.25m上で出土 してお り、

木棺蓋上に置かれたものと考えられる。

S X802は 3基並んだ墓の中央の木棺墓で、木棺に使

用 した釘が37本出土 し、木棺の規模 と構造が復原できる。

木棺は、墓坑底に厚さ約 5～ 1 3cmの 土を敷いた上の

墓坑中央に置かれ、棺底のレベルは北が約 2 cm高い。木

棺主軸はほぼ南北を向 く。鉄釘は原位置をとどめている

ものが24本ある。釘先を上に向けて棺底からほぼ直立

して出土するものが北小日側に3本、南小日側に2本あ

る。また木棺の四隅には、木棺主軸 と平行 して水平に出

土する鉄釘が 4本あ り、いずれも釘先を棺内側に向け

棺底から7～ 1 lcm上 で出土する。さらに北小日側では、

この鉄釘の約 1 5cm上のほぼ同じ位置か ら、同様な鉄釘

が 1本づつ出土する。この鉄釘は釘先を下に向けて出土

するが、他の鉄釘の出土レベルなどから、本来は水平だ

ったものが棺材の腐食落下により動いたものと考えられ

る。東西両側には、側板に沿って木棺主軸方向と直行 し

て水平に出土するものが、西側 6本、東側に 7本ある。
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SX801 平面・土層断面図 (V20)

l暗茶褐色砂質土

2淡茶褐色砂質土

3明黄褐色砂質土

4淡茶灰色砂質土

5明橙色砂礫(地山)

lm

1暗茶褐色土
2黄灰色砂質土
3暗茶灰色砂質土
4暗飛灰色土

51淡黄灰色砂
6暗秦灰色砂
7暗灰色砂質上
8茶灰色砂(地山)

0現獲色砂(地H)

SX802 平面 。上層断面図 (1/20)
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SX801全景 (南から)

鉄釘同士の間隔には規則性はな く、いずれも釘先を棺内

に向けている。棺底か ら3～ 1 0cIIl上 で出土するものが

多いが、約 1 5clnと 約26cIIlと やや上から出土するものも

ある。後者はその下に同じ方向の鉄釘があり、同じ位置

の上下に使用されていたことがわかる。またこの鉄釘に

は釘先を折り曲げているいるものが数例ある。これらか

ら、木棺は組合式で、小日板で側板をはさみこみ、それ

を底板上に置く構造であることがわかる。側板は上下 2

枚に分かれており、外側に5本の桟木をあてがい底板と

ともに鉄釘で固定する。棺材の厚さは側板と小日板が約

3 cm、 底板が 3～ 4 cIIl、 桟木が約 4 cmと 推定される。鉄

釘は24本の使用部位が判明した。底板から打ち込むも

のが北/」 日ヽ板に3本、 南/Jヽ 日板に2本、耳ヒ/1ヽ 日板から東

西側板に打ち込むものが上下 2本ずつ、南小日板から東

西側板に打ち込むものが 1本ずつある。桟木から側板に

打ち込む鉄釘は、本来は上下 2段あり、各側板に10本

ずつ使用されていたと推定されるが、残存するのは西側

が 6本、東側が 7本である。下段の鉄釘には、桟木から

側板を貫き底板に至るものと、側板のみに打ち込むもの

とがあるが、規則性は認められない。後者の鉄釘は、棺

内にはみ出した先端部分をたたいて折り曲げる。

副葬品はないが、木棺底の南端に花闘岩の自然石が置

かれている。

SX802全景 (南から)

S X803は 3基並ぶ墓の東端の木棺墓で、掘形は深さ

約0,4mと 3基中最 も浅 く、底の標高も高い。木棺痕跡

は不明瞭で、鉄釘は 1本出土するが、木棺の復原は困難

である。掘形底の一段窪んだ部分を木棺痕跡 とすると、

長さ2.5m、 幅0。 75mと なる。主軸は北でやや西に振れる。

出土遺物には鉄鎌 1点 と鉄釘 1点がある。鉄鎌は、墓

坑南半部中央の墓坑底か ら0,16m上で出土 してお り、

木棺蓋上に副葬されたものと考えられる。鉄釘は、墓坑

北西部中央の墓坑底から0。 24m上で出上 し用途は不明。

S X804は 、南テラス面に他からやや離れて単独で構

築 された木棺墓で、鉄釘が22本出土 してお り、木棺の

規模 と構造が復原できる。

まず墓坑底に厚さ約 3 cmの上を敷き、その上に径 4 cm

前後の木炭を木棺主軸と直交方向に並べて、木棺を墓坑

の中央に置 く。木棺と墓坑の間を木炭で充填した後、木

棺の上を上で覆う。棺底のレベルは北が僅かに高い。木

棺主軸は北でやや西に振れる。鉄釘は原位置を留めてい

るものが12本ある。釘先を上に向けて棺底からほぼ直

立して出土するものが 8本あり、北小日側に 1本、西側

に4本、東側に3本ある。木棺の南西隅を除いた各隅に

は、木棺主軸と直交して水平に出土する鉄釘が 1本ずつ

あり、いずれも釘先を棺内側に向ける。さらにこの北東

隅の鉄釘のやや上からは、木棺主軸と平行してほぼ水平
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SX804 平面

に出土する鉄釘が 1本ある。これらから、木権は組合式

で、側板 と北側の小日板を相欠きにより組合せ、南側の

小口板は側板ではさみこみ、それを底板の上に置 く構造

であることがわかる。棺材の厚さは底板が約 1.8cm、 側

板が 1.4～ 2.Ocm、 北小日板が約 1.4cmと 推定される。出

上位置 と木質の遺存状況か ら鉄釘 14本の使用部位が判

明した。底板から西の側板に打ち込むものが 4本、東の

側板に打ち込むものが 3本、北の小日板に打ち込むもの

が 1本、側板から南北両小日板に打ち込むものが各隅に

1本ずつ、さらにその上に北小日板から両側板に打ち込

むものが 1本ずつある。使用部位が不明な 8本の鉄釘の

うち、出上位置から木棺に使用 したと考えられないもの

が 1本ある。木棺を覆う木炭層の上面の北端から出上 し

たもので、棺底か ら約0。 27m上 になる。釘先を西に向

けており、長さ約20cmで木質が残る。

副葬品には須恵器 と土師器の重が 1点ずつある。木棺

内の北西側に須恵器が、北東側に土師器があり、棺底か

ら出上 したため棺内に副葬されたことがわかる。壺の中

に内容物はなかった。

S X805は 、丘陵上に 1基のみある木棺墓である。深

さ約0.2mと 残存状況は悪 く、木棺痕跡は検出出来なか

つたが、木棺に使用 した鉄釘が 11本出上 し、木棺の規

模 と構造が復原できる。

木棺は墓坑底から約 3 cmほ ど上の墓坑の西端に寄せて

置かれる。墓坑主軸は北でやや西に振れる。鉄釘は原位

置を留めているものが 3本ある。釘先を上に向けて棺底

からほぼ直立するものが東側 と西側に 1本ずつある。南

ト

ー

離

刊

ゴ

柔

一
l灰褐色砂質粘土(木の根の跡)

2淡灰褐色砂質粘土
3淡黄灰褐色砂質粘土
4明茶褐色粘質土
5木炭層(棺内に崩落した木炭)

6木炭層
7暗茶褐色砂質土
8責橙色砂質上 (地 山)

lm

土層断面図 (V20)

SX804全景 (南から)

西隅には木棺主軸 と直交 して水平に出土する鉄釘が 1本

あり、釘先を棺内側に向ける。この他にも出土位置から

おおよその原位置が推定されるものが数本ある。棺材の

厚さは側板が約 1.8硼、底板が約3.Ocmで ある。これらか

ら、木棺は組合式で、側板で小日板を挟み込みそれを底
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板上に置 く構造であることがわかる。鉄釘は 9点 の使

用部位が判明した。底板から両側板に打ち込むものが各

2本ずつ、底板から北側の小口板に打ち込むものが 1本、

側板から南北両小日板に打ち込むものが各隅に 1本ずつ

ある。残 り2点の使用部位は不明だが、鉄釘に残る木質

から、側板から小口板に打ち込んだものが転落 したもの

と想定出来る。副葬品はない。

S X806は 土器棺墓で、土師器甕に土師器盤を伏せて

蓋にする。掘形は径約 0。 5mの 円形である。植物による

遺構面の上壌化がすすんだため、土器の大半は表土層内

にあり、検出面から浮いた状態 となっている。甕内には

上が堆積するのみで、骨や副葬品はなく、甕底から約 5

cm上には蓋の盤が落下 していた。甕の容量から蔵骨器 と

も考えられるが、炭化物の出土はな く火葬墓か否かは

不明。甕は胴部径約 3 0cIIl、 高さ約2 9cmで、高さ約 7 cm

の盤で蓋をすると、土器棺の高さは約3 6cmに復原でき

る。 これは現在の地山面か ら約0。 33m上 にな り、土壌

化分の約 0。 13mを差 し引いても、約0.2m以上の上が削

平・流出したことになる。 しかしながら、 S X806の あ

る場所は南テラス面の奥部で、丘陵上から土砂の堆積こ

そあれ、南テラス面全体を約0.2m低 くするような大規

模な削平・流出があったとは考えられない。このことか

ら、墳丘盛上があった可能性が高い。

S X801～803と S X806の 4基は狭い範囲に重複す

ることな く築かれてお り、何 らかの標識が地表にあった

ものと思われる。また、 S X806の あり方から墳丘盛土

が想定できることから、これら4基は一つの墳丘内に築

かれた一群のものの可能性が高い。この中で一番西側の

S X801が、帯金具などの副葬品をもち、木棺の構造 も

整然 としていることか ら優位性が認められる。また S

X801と S X802は 主軸がほぼ真北を向 くのに対 し、 S

X803は主軸が北でやや東に振れ、墓坑底のレベルも前

二者に比べ積iヤ こゝとから、 S X803は 曰耳の 2基に,ヒベ新

しいと考えられよう。これらのことからS X801→ SX
802→ S X803の 築造順序が想定される。 S X806出土

土器から、 9世紀前半頃の時期 と考えられる。

単独で存在するS X804・ 805と これら4基の一群 と

の関係は不明だが、 S X804の 主軸が S X803と 同様に

北でやや東に振れてお り、新 しい要素 として指摘できる。

またこの 2基の木棺は、成人遺体を納めるには全長が短

く、未成人の埋葬か火葬骨を納めたことが考えられる。

土器埋納遺構  S X807は 、径約0.15mの平面円形

の掘形内に、土師器甕を須恵器の杯蓋で蓋をして埋納 し

た遺構である。土師器甕は胴部径約6.5cmで、内面は板

状工具によるナデ、外面は未調整で指頭圧痕が残 り、須

SX806平面・立面図 (1/10)

SX806全景 (南から)

恵器杯蓋 は径約 1 2cmである。蓋 は甕内に崩れ落ちてお

り、内容物は残存 していなかった。

Ⅳ 出土遺物

土器類が遺物整理箱 14箱、瓦類が 2箱、銅銭、鉄釘、

フイゴ羽日、鉄滓、砥石、石鏃がある。土器類は大半

が 8世紀後半～ 9世紀前半の上師器 と須恵器で、他に

弥生時代後期 と考えられる土器が数点ある。瓦類は奈

良 。平安時代のもので、軒平瓦 2点 の他は、丸瓦が89

点 (3965g)、 平瓦が65点 (4826g)、 丸 。平不明瓦が

64点 (745g)と 少量である。遺構出上のものは遺構一

覧表に記 し、ここでは古墓出上の遺物を報告する。

1は S X803出 土の鉄鎌で、先端部分は欠損 し基部の

-20,685
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みである。着柄のための折 り返 しが基部にあり、刃部幅

は2.7cmで ある。錆化がはげしい。

2～ 4は S X801出上である。 2は銅製巡方の表金具

で、縦2.4cm、 横2.6cm、 厚さ0.5cmで あるが、周辺部が

劣化 してお りもう少し大きくなる。下半に長方形の透か

しがあ り、裏の四隅には鋲足が付 く。表面の劣化が著

しい。 3は銅製銘尾の表金具で、縦2.9cm、 横4.8cIIl以上、

厚さ0.5cmで ある。裏には鋲足が 3足付き、先端を欠損

する。 4は神功開費で径は25。 43剛である。

5。 6は S X804出 上の須恵器壷 Aの ミニチュアと土

師器壺 Eである。 5は 日径2.0 5cm、 器高4.lcm、 胴部径

5,Ocmあ る。内外面をロクロナデ調整する。灰白色の胎

土で肩部には自然釉がかかる。 6は残存状態が悪 く、日

縁端部は劣化 して失われ、外表面も剥離が著 しい。最大

径7.7cm、 器高5,2cm以上である。内面はヨヨナデ調整で、

外面は劣化により調整不明である。 この他鉄釘が97本

出土しており、各墓出土の本数は前掲の検出遺構一覧表

に記す。すべて角釘で頭部を作 りだす加工等はない。

7・ 8は S X806で土器棺に使用されていた土師器甕

と盤で、いずれも口縁部の一部を失つているがほぼ完全

に復原できる。 7の盤は、日径30.Ocm、 器高7.lcmで ある。

底部は輪高台で、ラッパ状に広がる日縁部の端部を内側

に折 り返す。外面はヘラケズリ調整後に荒いヘラミガキ

調整 し、内面は丁寧なヨヨナデ調整後、口縁端部付近を

ヘラミガキ調整 し、見込み部 と体部に暗文を施す。 8の

甕は球胴丸底のいわゆる「都城型」甕で、日径29.5cm、

器高28.4cm、 胴部径30.5cmで ある。体部を無文のタタ

キ成形 した後外面をハケメ調整する。日縁内面はヨヨハ

ケ調整後、ヨヨナデ調整する。外面に煤の付着はない。

甕の特徴から9世紀前半頃のものと考えられる。

V 調査所見

今回の調査成果は、大きく二点を指摘できる。

一点目は、平城京の西京極大路に隣接 した場所におい

て、奈良・平安時代の掘立柱建物群を検出したことであ

る。建物群は、丘陵斜面をひな壇式に造成 し、溝で区画

した中に築かれ、 8世紀後半～ 9世紀前半の間に概ね 3

～ 4時期の変遷が追える。従来西の京丘陵一帯の宅地利

用は疑問視されていたが、近年の発掘調査で丘陵上から

建物群が確認される一方、谷部では深い谷の雄積土だけ

で遺構面が確認されない例が多い。本調査により西京極

近 くでも建物群が確認できたことから、比較的平坦で面

積のある丘陵上は、奈良時代に宅地利用されていた可能

性が高いといえよう。なお発掘区西側に推定される西四

坊大路は確認できなかった。

二点目は、平安時代前期 (9世紀前半頃)の古墓群を

0            5cm

HJ第 543次調査 SX801。 SX804出土遺物 (V2)

HJ第 543次調査 SX806出土土器 (1/4)

確認したことである。古墓は木棺墓が 5基、土器棺墓が 1

基であり、すべて丘陵南側に築かれる。鉄釘の出土状況

から木棺の構造が復原できたが、副葬品は少なく被葬者

像などは不明である。今回の調査地の北西約HOmの所

の五条山古墓
1)に

次いで、西の京丘陵では2例 目の古墓

となる。丘陵上での発掘調査例は少なく、さらに古墓が発

見される可能性があり注意が必要である。これらの古墓が

奈良時代に遡るものかは検討を要するが、平城京周辺の

葬地を考える上で貴重な資料と言えよう。  (中島和彦)

1)橋本裕行「奈良市五条山火葬墓」『青陵』第88号 1995
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17.平城京跡 (左京三条四坊十三坪)・ 油坂遺跡の調査 第544次

事 業 名

届出者名

調 査 地

共同住宅建設

近鉄不動産株式会社

奈良市大宮町二丁目82番地40、 82番地50

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 18年 2月 23日 ～ 3月 29日

176�

武田和哉

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京三条四坊十三坪

の北辺中央付近に該当している。調査地の周辺では過去

に調査事例が数例あり、縄文時代の上坑、弥生末～古墳

時代初頭にかけての旧流路や、奈良時代の掘立柱建物・

塀・井戸・条坊側溝などの遺構が検出されている
1)。

こうした成果を踏まえつつ、今回の調査では、南北約

26m、 東西約 8mの発掘区を設定 して調査を実施 した。

Ⅱ 基本層序

発掘区内の基本層序は、造成上 (0。 3～ 0.5m)以下、

黒褐色土 (0.1～ 0.2m旧耕土 )、 茶褐色土 (約0,05m

旧床土 )、 暗灰褐色土 (0.1～ 0。 15m)、 淡茶灰色土 (約

0。 lm)と 続き、現地表下約0.6～ 0。7mで暗灰褐色粘質

土 (0。 1～ 0。2m整地層)に達する。 この下に暗黄褐色

粘上の地山層がある。遺構検出作業は奈良～平安時代前

半の遺構は整地層の上面で実施 し、奈良時代以前の遺構

は地山の上面で実施 した。整地層上面の標高は64.Om

前後、また地山上面の標高は、発掘区北側で約64.5m、

南側で約63.9mである。

Ⅲ 検出遺構

検出した主要遺構には、奈良時代以前の溝、奈良～平

安時代前半の掘立柱建物・掘立柱列・井戸・清などがあ

る。詳細は次頁の遺構一覧表の通 りである。

奈良時代Ⅸ前の遺構  S D01～ 03は、発掘区の西辺

中央から南端にかけて検出した溝である。断面はV字ま

たはU字状を呈する。概ね北西より南東方向へ と流れつ

つ合流 している様相である。出土遺物は極めて少な く、

土器の小片がわずかに出上 したのみで、詳細な時期は不

明。遺構の重tta関係から、後述の奈良～平安時代前半の

掘立柱建物・柱列や井戸よりも古いことが判明した。

奈良～平安時代前半の遺構  S A04・ 05・ 08お よび

S B06・ 07は、発掘区の中央～南側の部分で検出した

掘立柱列および建物である。柱穴の残存状況は極めて悪

く、遺構面が相当程度削平されている可能性が高い。特

に S A04と 05は柱列が北に折れ、建物の一部である可

能性がある。 S B07は柱穴の配置や残存状況を勘案す

ると、北側部分が削平を受けている可能性がある。また、

このほかにもい くつか柱穴を検出しているが、遺構面が

削平されている影響もあって、明確に建物や柱列 として

H」 第544次調査 発掘区位置図 (1/5000)

まとまるものはない。 S E091ま、発掘区中央で検出した

井戸である。枠材は残存 していない。埋土からは奈良時

代後半の遺物が出土 した。 S D10・ 11は、発掘区北側

で検出した東西方向の溝である。 S Dllは 東側で急激に

浅 くなり、幅も一定 しない傾向であるのに対 して、 SD
10は幅・深さともに比較的一定 した様相を呈 している。

埋土から奈良～平安時代前半の土器・瓦片が出土 した。

S D10の 溝′い位置は、 X=■ 46,419。 9Y-16.510。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱43箱分の遺物が出土。その内訳は、弥生土

器、古墳時代の上師器、奈良時代の土師器・須恵器・塁

書土器・製塩土器・緑釉陶器 。灰釉陶器・硯 (円面 。風

字 )、 軒丸瓦 (型式不明 2点 )・ 軒平瓦 (6663B、 6663

C各 1点 )。 丸瓦・平瓦、柱根 。曲物底板・桃核、時期不

明の玉蕊・鉄滓・ltl蝸 などである。大半は奈良～平安時

代前半の上師器 。須恵器・瓦片が占める。このうち、軒

瓦や鉄滓は整地層から、また塁書土器はS E09か ら出土。

V 調査所見

本調査で検出した S D01～ 03は、時期特定の手掛か

りとなる遺物が出土 していないが、隣接地の調査で検出

した弥生～古墳時代の旧流路に接続する可能性がある。

また S D10は 、周辺における調査成果か ら得 られた三

条条間南小路南側溝の位置よりはやや南寄 りに位置 して

いることから、同側溝の南側に想定される築地内側の雨

落ち溝である可能性が考えられる。 (武田和哉 )

1)奈良市教育委員会「油坂遺跡 。平城京跡 (左京三条四坊十三坪・東四
坊大路)の調査第461・ 465・ 479次」『奈良市埋蔵文化財調査 概要報
告平成13年度』 2004 このほか、奈良市教育委員会「平城京左京三条
五坊三坪・油坂遺跡の調査第422次 J『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書
平成 10年度』および奈良県立橿原考古学研究所「奈良市平城京1995年度
調査概報 2左京三条五坊三坪の調査」『奈良県遺跡調査概報1995年度
(第一分冊)』 1996な ど。
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HJ第 544次調査 検出遺構一覧表

遺構番号
掘  形 井戸枠

主な出土遺物 備考
平面 形 平面 規 本 (m) 深 さ (m) 内法 (m)

S D01 斜 行 濤 長 さ 18以上 X幅0.7～ 1.2 0.1～ 0.5 時期 不 明 の上 器 片

S D02 斜行溝 長さ4以上x幅1.0～ 1.2 0,3～ 0.4 時期不明の上器片

S D03 斜行 溝 長 さ6以 上 x幅2.5以上 0.2以上 時期 不 明 の上 器 片

円 形 宅ζX,2.21n 2.55 不 明 賽艮時代 後 半 の須 恵 器・ 土 師器 枠材 抜 き取 り

S D10 束西溝 長さ13.5以 上x幅02～ 0,4 奈良～平安時代前半の須恵器・土師器 築地雨落ち溝か?

S Dll 東西 溝 長さ13.5以 上x幅0.2～ 0,4 奈良～平 安 時代 前 半 の須 恵器・ 土 師器

遺構番号 棟 (列 )方向
規模 桁行全長 梁行全長 柱間寸法 (m)

備考
(m) (m) 桁 行 発行

S A04 1以上 Xl 東 西 2.l以上 属]】 ヒ2.1 東西 2.1 雨Jヒ 2.1 1穴深 さ02m前 後 ・建 物 の一 部 の可 能 性・ L写に屈 曲

S A05 東西 。南北 2以上x2 東西3.0以上 属す】ヒ3.0 東西1.5等 間 南北15等間 磁穴深さ0.1～ 0.3m・ 建物の一部の可能性・ L字に屈曲
S B06 東 西 l以_Lx2 2.1以上 陛穴深 さ0.lm前後 ・ 】ヒ庇 の 出 (2.lm)

S B07 居琢】ヒ 3Xl以上 1.5以 上 4.5 l.5等 間 i穴深さ0.1～ 0.2m・ 建物】卸」は削平により消滅

S A08 東西 l跛上 3.0以上 柱穴深さ0.4～ 0.5m、 柱根直径0.22m

-16,515

|

-16,510

|

-16,515

|

-16,510

|

発掘区全景 (奈良～平安時代の遺構・南西から)

…,▼ 観 02

H」 第 544次調査 発掘遺構平面図 (1/200)

奈良時代以前の遺構面  右 奈良～平安時代の遺構面)

発掘区全景

-146,935

(奈良時代下層遺憶・北西から)

L.H:65.000

1:造成土

2:黒褐色土

3:茶褐色土

４

５

６

上

土

耕

床

日

日

:暗灰色土 (包含層) 7:暗灰色粘質土 (素掘溝埋土)10:暗灰色土
:淡茶灰褐色上 (包含層)   8:暗 灰褐色土 (整地層)   H:暗 茶褐色粘質土 (S D 02埋土)

:暗灰褐色粘質土 (素掘溝埋上)9:暗黄褐色土 (素掘溝埋土) 12:暗茶褐色粘質土 (S D 03埋土)

地山 :黄灰色または青灰色粘土

HJ第 544次調査 発掘区東壁南半部上層断面図 (1/50)
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18.平城京跡 (左京五条二坊七坪)の調査 第545次

事 業 名

届出者名

調 査 地

宅地造成

(株)フ ァース トホーム

奈良市大安寺町544-1 他

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 18年 3月 9日

52�

三好美穂

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京五条二坊七坪の

北辺中央部付近にあたる。 これまでに七坪内での発掘

調査例はないが 、北西の一坪の調査 (市 H」 第278次調

査・国第156-27次調査)では、一坪北辺の築地雨落ち

溝、廂付の掘立柱建物や弥生時代の方形周溝墓が、西隣

の二坪の調査 (市 HJ第34次調査)では、二浮の南北

を四等分割する東西方向の掘立柱塀や建物が検出されて

いる。七坪内においても隣接地同様に良好な状態で遺構

が残存 している可能性が想定されたが、調査期間等の制

約から、調査地内の遺構の確認 と土層堆積状態を記録す

るにとどまらぎるを得なかった。

I 基本層序

発掘区内の基本的な層序は、上から暗4t■色土 (耕土 )、

淡灰色粘砂 (床上 )、 明黄褐色粘土 と続き、地表面から

約0,2mで奈良時代の遺構面である灰色粘砂または暗黄

褐色上にいたる (標高 :約58.8m)。 さらに遺構面の下に

は、茶褐色粘土、淡茶灰色粘砂、明褐色粘土が続いている。

Ⅲ 検出遺構

奈良時代の遺構面から掘 り込まれる土坑 (S K01)1基 、

素掘 り溝 (S D02・ 03)2条、溝状遺構 (S X04)を検

出した。 S K01は 、東西0.9m、 南北1,Omの平面方形の

掘形である。遺構は完掘 していないので深さは不明。埋

上である責褐色粘上には土師器細片を包合する。 S D02

は、幅0.2mの 南北方向の素掘 り溝。溝内には暗褐色上が

堆積 していた。 S D03は幅0.6～ 0.8mの斜行する素掘

り溝で、北で東に振れる。溝内には暗褐色上が堆積する。

S X04は幅0,4～ 1.2mの溝状の遺構で、遺構内には暗

褐色粘上が堆積する。さらに北壁断面において、奈良時

代の遺構面の下層に堆積している茶褐色粘土上面から掘

H」 第 545次調査 発掘区位置図 (1/5000)

られている小穴を確認 した。深さは約0,lm。 遺構内に

は明茶灰色粘上が堆積 していた。 S D02・ 03、 S X04、

小穴からは出土遺物がなく詳細な時期は不明だが、層位

や周辺の調査成果からみて、小穴は弥生時代の遺構の可

能性が考えられる。

Ⅳ 出土遺物

奈良時代の遺構面直上から8世紀代の上師器甑片、甕

の胴部破片、製塩土器片が 3点出土したにとどまる。

V 調査所見

今回の調査は、小規模ながらも奈良時代 とそれ以前の

遺構面が良好な状態で残存することが判明した。

(三好美穂 )

E

発掘区全景 (東から) 発掘区全景 (西から)

)                                    5m
1暗褐色土(耕土)

2灰色粘土

3淡灰色粘砂(床土)

4灰色砂
5明黄褐色粘土
6灰色粘土
7茶褐色砂
8黄褐色砂
9明黄褐色粘砂
10暗茶褐色砂 (マ ンガン含む)

■灰色粘砂 (マ ンガン含む)

士躾 糧見笙
上十黄褐色粘土

15茶褐色粘土
16暗茶色砂十灰色砂
17明茶灰色粘土
18淡茶灰色粘砂
19明褐色粘土

HJ第 545次発掘区 北壁土層図 (1/100)。 発掘区遺構平面図 (V300)
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19。 平城京跡 (左京ノ＼条四妨十四坪)の調査 第546次

事 業 名

届出者名

調 査 地

宅地造成

(有)やすらぎ住宅

奈良市東九条町722-1 他

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 18年 3月 13日 ～ 3月 17日

63.5∬

三好美穂

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では左京八条四坊十四坪

の北東部にあたり、届出地の東端には東四方大路西側溝

が想定されている。遺構の確認 と東四坊大路西側溝を検

出することを目的に東西約 18m、 南北3.5mの発掘区を設

定し調査を行った

Ⅲ 基本層序

発掘区の基本層序は、造成上の下に、黒褐色土・明茶

褐色土 (耕土 )、 黄褐色粘土 (床土 )、 8世紀代の上器片

を合む橙褐色粘土～茶褐色粘土と続き、地表下約0。5mで

遺構面である茶黄色粘土 (標高約63.2m)に いたる。

Ⅲ 検出遺構

奈良時代の素掘 り溝 (S D01・ 02)、 掘立柱列 (SA
03)、 土坑 (S K04・ 05)等を検出。S D01は東西幅約

2.Omの南北溝で、深さは約0.4m。 溝内には上から8世紀

代の上器片を包合する褐茶灰色粘土、暗青灰色粘上、灰黄

色粘土が堆積。溝心の国土座標は、X-148,985.00、 Y

-16,449。 95。 S D02は東西幅約4.Omの南北溝で 、深さ

は約0。7m。 断面形は逆台形状であり、清底は広 く平坦な

形状である。溝内には上から8世紀代の上師器・須恵器細

片を包合する褐茶灰色粘土、明茶灰色粘土、明茶褐色粘

上が堆積する。溝心はX=148,985.00、 Y=16,455.00。

S A03は東西方向の柱列で 、柱間寸法は1.8m。 深さは両

柱穴とも約0.5mo SK04と 05は重複しており、 S K04が

古い。出土遺物はない。 S K05は 東西幅4.3m、 南北1.5m

以上、深さ約0,3mの浅い皿状の上坑である。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱で 1箱分出土。S D01・ 02、 柱穴、 S K05、

遺物包合層から出土した 8世紀代の上師器・須恵器の細

片や丸瓦。平瓦がある。この他 、S D01か ら土馬片 3点、

S D02からは土馬片 2点、フイゴの羽口2点が出上した。

V まとめ

左京四条付近におけるこれまでの調査で検出された東

四坊大路西側溝 と今回検出した清の位置関係から、 SD

01は東四坊大路西側溝とみられる。

S D01と 02の間に築地塀を想定すると (溝心心間距離

約5.Om)、 S D02を その雨落ち溝とみることもできなくは

ないが、溝幅が広 く築地痕跡もないため断定できない。

(三好美穂)

1黒褐色±   5茶褐色粘±    9灰 黄色粘土

拿≧ぞ琶尋三  罐各民督蒸圭  11尋静基誌ピ
土)

HJ第 546次調査 発掘区北壁 (東端)土層断面図 (1/50)

HJ第 546次発掘区

遺構平面図 (V200)

HJ第 546次調査 発掘区位置図 (1/5000)

-148,985 -148,987

発掘区全景 (東から)

発掘区全景 (西から)
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事 業 名

届出者名

調 査 地

展示場新築

(株)タジマモーターコーポレーション

奈良市三条大路三丁目444-6、 4447

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 18年 3月 20日 ～3月 29日

44.8�

三好美穂

20。 平城京跡 (朱雀大路)の調査 第547次

I はじめに

調査地は、平城京の条坊復原では朱雀大路路面の東辺

部にあたる。調査地のすく
｀
西側の敷地では、過去に市H

」第403次調査を実施 してお り、下ツ道の東側溝や古墳

時代中期後半以降の掘立柱建物、素掘 り溝を検出してい

る°
。本調査は、敷地の南端部に東西方向の発掘区を設

定 し、朱雀大路の路面 と古墳時代の遺構を確認すること

を目的として実施 した。

■ 基本層序

発掘区の基本層序は、造成上の下に黒灰色土 (旧耕土)、

灰色砂・茶褐色粘土 (旧床土 )、 須恵器・土師器・瓦器

片を合む灰色細砂 と続き、地表下約 1.Omで 暗黄褐色粘

土 (標高約63.9m)に いたる。大半の遺構 は、 この暗

黄褐色粘土層の上面から掘削されているが、さらにこの

下層の暗茶褐色粘土層上面 (標高約63.6m)か らは後

述する古墳時代の土坑 (S K01)ん 掘ゞ り込まれていた。

Ⅲ 検出遺構

古墳時代の遺構  S K01は、発掘区西端で検出した東

西0,9m以上、南北2.6m以上の不整形な土坑。断面形は

U字形を呈し、深さは約0.2～ 0.3m。 土坑内には上から

明茶褐色粘上、暗茶灰色粘土、暗灰色粘上が堆積 し、暗

茶灰色粘土から6世紀後半以降の上師器・須恵器が出土。

奈良時代の遺構 発掘区は、周辺地における調査成果

との位置関係から朱雀大路路面路面上に位置 しているが、

路面に整地などの痕跡は見られない。暗黄褐色粘土層の

直上には、13世紀代の瓦器を包含する灰色細砂が堆積し

ていることから、路面は削平を受けていると考えられる。

時期不明の遺構 小穴 (P02)と 溝 (S D03～ 05)

がある。 P02は 、東西0,6m、 南北0.4m、 検出面か ら

の深さは約 0。 lm。 小穴内には土師器甕片を包合する灰

色砂 と黄褐色粘上が堆積する。 S D03は、幅0.6～ 1.0

mの南北溝で、検出面からの深さは0,lm。 溝内には灰

色細砂を含む灰色粘上が堆積する。出土遺物はない。 S

D04は、幅0。 3～ 0.5mの南北濤で、検出面からの深さ

は約0.lm。 溝内には灰色砂混じりの黄灰色粘上が堆積

する。出土遺物はない。 S D05は 、幅3.2mの 南北溝。

濤内は上から橙褐色～黒褐色粘土 と灰色砂の互層、茶灰

色細～中粒砂、灰色粘土 と灰色砂～茶灰色砂が堆積 して

お り、検出面から深さ1.Omま で掘 り下げたが、湧水が

HJ第 547次調査 発掘区位置図 (V5000)

HJ第 547次調査 発掘区遺構平面図 (1/200)

著 しく途中で断念 した。最上の埋土には、粘土ブロック

が多 く合まれ、人為的に一挙に埋められたものとみられ

る。出土遺物はない。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱で 1箱分出土。 S K01か ら6世紀以降の

上師器壷・甕片、須恵器杯片が少量出土。 P02か ら土

師器甕が少量出上 しているが、小破片のため時期は不明。

遺物包合層からは円筒埴輪片、 6世紀以降の須恵器杯片、

8世紀代の上師器 (杯・皿 。甕)、 須恵器 (杯・蓋・壼 。

甕)の小破片、平瓦片、13世紀代の瓦器椀片が出土。

V 調査所見

朱雀大路路面の整地は確認できなかったが、古墳時代

の遺構の広が りを知る手がか りを得た。  (三好美穂)

1)奈良市教育委員会「平城京朱雀大路・下ツ道・尼辻東方遺跡の調査第

403次」『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書平成10年度』 1999

発掘区全景 (西から)  SD05全 景 (南から)
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21.史跡大安寺旧境内の調査

奈良市教育委員会では、平成 17年度に、史跡大安寺

旧境内において計 4件の調査を実施 した。第HO次調査

は「塔院地区」の保存整備事業に係 る発掘調査であり、

平成 13年度より足かけ 5年 にわた り実施 してきた西塔

地区の調査である。また、第111・ 112次は個人住宅改

築に伴 う現状変更許可申請に係る発掘調査で、第H3次

は、ため池改修工事に伴 う現状変更許可申請で、いずれ

とも条件付き許可 となったものである。

平成 17年度史跡大安寺旧境内の調査発掘調査一覧表

遺跡名 調査次数 事業名 調査地 調査期間 調査面積 調査担当者

史跡大安寺旧境内 DA 0 遺跡範囲確認 東九条町1340他 2005/7/19-2006/1/17 1090� 松浦

史跡大安寺旧境内 DA l 個人住宅改築 大安寺四丁目10422他 2005/8/1～ 8/5 ２ｍ 武 田

史跡大安寺旧境内 DA 2 個人住宅改築 大安寺八幡町13103 2005/10/25-11/16 43正 池田裕

史跡大安寺旧境内 DA 3 芝池改修 大安寺町ヒラキ12381 2006/2/6-3/9 ！ｍ 池田裕

史跡大安寺旧境内の調査発掘区位置図 (1/5000)
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(1)西塔地区の調査 第HO次

I はじめに

本調査は、平成 13年度から継続 して行なっている史

跡大安寺旧境内保存整備事業に係る西塔地区の調査であ

る。本年度は、これまで未調査の塔跡南西部 と昨年度調

査の及ばなかった南東部下層 (計338∬ )の調査を主体

とし、その後、これまでの調査区を再発掘 して塔基壇全

体の写真撮影および補足調査を行なった。

■ 基本層序

層序は、基本的にこれまでの調査地 と同様であり、基

壇上面は、0,1～ 0.2mの表土 (腐植土等)の直下が基

壇盛土 となってお り、基壇周囲は塔の被災によって崩落

した瓦が堆積 している。基壇周囲の瓦の堆積状況も、こ

れまでの状況 と一致 し、上から0。 3m前後の近世～現代

の開削土・耕作土、0.2～ 0。 3mの 赤色焼上、0.05～

0。 lmの淡灰色砂質上、0。 1～ 0.2mの黄色粘土 と続き、

基壇の基底面 (延石下底面)に達する。赤色焼土層は火

災による塔からの崩落物の堆積であり、黄色粘土層は火

災以前の被災による崩落瓦を埋め固めた整地層 と考えら

れ、 ともに大量の瓦を合んでいる。

今回、補足調査 として基壇の夕帥Jを一部断ち割った結

果、掘 り込み地業は行われていないことが確認できた。

北側部分での基壇基底面以下の堆積は、0.01m程度の

茶色砂の下に、0,15～ 0,2mの 灰褐色シル トが 1～ 4

層重なる整地層がある。これは延石前面から約 3m外側

まで広がる基壇 と一連の版築層の裾を覆ってお り、基

壇築成後の周囲の整地によるものである。基壇築成前

の堆積層は、0.lm前後の暗灰色砂混 じリシル トの整地

層、0.3m前後の灰色粘質シル ト (弥生時代遺物包合層)

と続き、砂～シル トの無遺物層 (地山)に達する。この

北側の地山上面の標高は59.0～ 59,lmであるが、基壇

南側では59.4mと やや高い砂礫層の地山になってお り、

さらに南へ向かって緩やかに高 くなってい く。

なお、延石下底の標高は基壇全周でほぼ59,7mである。

Ⅲ 検出遺構

塔跡土壇南西部は、その形状から当初より耕作によっ

て削られているものとみられたが、調査の結果、基壇自

体も南西部は大きく削られていることが判明した。特に

南辺には基壇外装の切石は全 く残っておらず、南階段も

西半は削平されていた。基壇全体をみると、塔の南側柱

筋以南については南階段の一部を除き切石は残存 してい

ないことがわかった。

本調査では、これまで北半部のみ検出していた西階段

の全幅が明らかになった。西階段は地覆石に相当する最

下段の切石が全て残っていた。長方形の切石が 5個連な

つて一段を形成 しており、その両端には登葛石をはめ込

むための方形の到 り込みがある。段の幅は5。 15mあ り、

到 り込みの心心間はほぼ4.5mで ある。この数値はこれ

まで検出 した南・北 。東の階段 より広 く、東階段 とは

0.25mも の差がある。

基壇に付随する遺構 としては、昨年度検出したものと

同様な柱穴を確認 し、それ らが基壇を囲むように方形

に並んでいることが明らかになった。柱穴は直径 0。 3～

0,4mの平面円形で、深さ0。 3m前後。南東部で 5箇所検

出し、削平されているが南西部でも同様の掘形が 4箇所

認められた (Pl～ 9)。 埋土は黄色粘土に瓦が大量に

混じる整地上 と同質であり、整地の際に同時に埋められ

た と考えられる。 したがって時期的な幅を考慮すると、

塔修復の際の足場穴である可能性が考えられる。

S D01は 基壇か ら約 5m外側を、基壇辺に並行に延

びる溝状遺構で、 これまでの検出部の延長を確認 した。

南東角で L字に曲がつてお り、周溝状に基壇を囲んでい

ることが判明 した。幅 2m前後、深さ0.2m前後で明瞭

な肩をもたない浅い窪み状の溝である。この溝も黄色粘

上の整地上で同時に埋められていることから、必ずしも

塔自体に必要な機能をもっていたものではない可能性が

考えられる。

基壇上面では礎石抜取土坑 S K01・ 02を検出 した。

礎石は心礎以外全てが抜き取 られていることが確認でき

た。南西角の S K01が直径約 1.8m、 深さ約0。 3m、 S

K02が直径約 1.4m、 深さ0.25m。 今回で全ての礎石推

定位置において抜取痕跡を確認 したが、四隅のものが一

回 り大きく深いという傾向がある。

基壇構築の工程についてみると、掘 り込み地業は行な西塔基壇北側土層断面 (南東から)
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っておらず、まず基壇築成予定地を地形に即して広い範

囲で整地 している。その整地層の上に、階段の出よりも

広い範囲で版築による盛 り上を行なっているが、版築に

際しては外周に堰板を設けず、裾部にかけてなだらかな

傾斜をつけ、その後、版築層の下底から0.2m程度を残

して、それより上部を当初計画の寸法まで削 りこんで基

壇を成形 している。よつて、延石の下には厚さ0.2m程

度の基壇 と一連の版築層があり、それが延石端より3m
ほど外へ向かって下 りながら広がっている。この後、最

終的にこの基壇外に広がる版築層も含めて整地土で覆い、

基壇周囲を水平にして全体を仕上げたことがわかる。

基壇の版築に関しては、大きく3つ の層に分かれるこ

とが確認できた。下層は延石下約0.2mか ら上に0.5mほ

どで、厚さ3～ 1 0clllの 灰褐色シル トや褐色シル トの薄

層が重なり非常に硬い。中層はその上厚さ約 0。4mの部

分であり、厚さ 1～ 3 cmの 黄色粘土 と灰紫褐色砂質土の

互層が見事な縞模様をなしている。上層は淡灰褐色シル

トに黄色粘土が断続的に帯状に挟まれる層で比較的軟 ら

か く、基壇上面が削平されているため厚さ約0。 3m分が

残る。また、上 。中・下の大きな層界には付近の地山に

認められる砂礫層が0,05m程度盛 られてお り、中層に

は径20clll程度の円礫がわずかに合まれる。

-17,170

|

一
   -147,930

―

   -147,940

-17,180

|

10m

D Att 110次調査 発掘区遺構図 (1/250・ アミ掛部分は既調査区)
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西塔基壇南西部調査区全景 (西から)

Ⅳ 出土遺物

瓦類2164箱、土器33箱、金属製品 7箱に及ぶ遺物が

出土 した。

瓦類には軒丸・軒平・丸・平瓦および鬼瓦がある。軒

瓦については、軒丸瓦は6138型式 Cb種 と7251型式

A種、軒平瓦は6712型式A種 と同B種のそれぞれ 2種

が大半を占める。上器は13世紀後半～ 14世紀前半の瓦

器が多 く、8世紀の須恵器、10世紀後半の土師器も少量

認められるが塔 との直接関係は不明である。

注 目すべきもの として風鐸片が 1点 ある。縦 1 2cm、

横20cm、 重さ600gの 鐸身裾部の破片である。推定復

原される大きさは、高さ45～ 5 5cm、 直径28～ 3 0cm、

重さ10～ 1 2kg程度 となる。表面には袈裟欅文が施 さ

れてお り、上半部に配されていたと考えられる乳の破片

が市DA第 105次調査で出土 している。

これまで西塔で出上 した 2点の完存する風鐸は、当初

その大 きさ (高 さ約3 0cm)か ら軒先に吊り下げられた

ものと考えていたが、今回出上 した風鐸の大きさと文様

西塔西階段 (西から)

から考えて、こちらが軒先に吊り下げられたものであり、

前 2点は相輪に吊り下げられたものと判断できる。

V 調査所見

本調査区は遺構の残存状態が悪いと予測された部分で

あり、これまでに比べ金属製品の出土も少なかったが、

階段規模の不統一や、大型風鐸片の出土など新たな知見

や資料を得ることができた。

西階段の広さに関して、これによって塔の中の間の柱

間について再考の余地が出てきたともいえるが、塔初層

の平面規模が一辺約12m(40尺 )であることは他の遺

構寸法との関係からみて間違いないと考えられるため、

中の間を約4.5m(15尺)と すると柱間のバランスに違

和感があるのは否めない。また、敷地との関係から西が

正面とも考え難 く、他の切石の施工状態からみても、そ

れほど厳密な規格で施工されていなかったと考えられる。

基壇版築については、明確な掘り込み地業は認められ

ず、地形に合った整地によって地盤を固めていることが

判明した。これまでの調査から、塔院の一帯は後背湿地

にあたり、特に基壇北半の下層は旧河川を伴う砂地にな

っていると判断され、ある程度広い範囲での整地が必要

であつたと考えられる。また、基壇本体は版築で積み上

げた盛上の締まつた中心部を用い、周辺部を削り込んで

成形するという手法がとられていることがわかった。

新たに出上した大型の風鐸片は、結果として、これま

でに出土している相輪に吊り下げられた風鐸の大きさを

改めて認識させることになった。それから推定される相

輪の高さは20mを超える巨大なものとなり、基壇規模

から推定される西塔の威容を裏付けるものである。

西塔地区の調査については、本年度が 5ヵ 年計画の最

終調査となる。しかし、塔の周囲に関しては不明な点も

多く残っており、特に回廊や築地塀については明確な痕

跡が確認できておらず、塔院の全容解明は今後の課題と

【―

なる。
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(2)西面築地地区の調査 第Hl次

I はじめに

調査地は、大安寺旧境内の伽藍復原では主要伽藍の北

北西に位置 し、西面築地および東三坊大路東側溝が想定

される位置に該当する。調査地の北および南の隣接地で

は、過去に調査事例が 2例 (市 DA第 1次、同第37次

調査)1)あ り、それぞれ南北方向の溝を検出してお り、

それらを東三坊大路東側溝に比定する見解が提示されて

いる。これらの成果を踏まえ、本調査では大安寺西面築

地の確認を主要な目的 として東西10m、 南北 3mの発

掘区を設定 し調査を行った。

■ 基本層序

発掘区内の基本層序は、上か ら順に、造成上 (0。 1～

0.3m)、 部分的に淡黄灰色土や暗茶灰色上の堆積がみら

れ、その直下が遺構面である。また、発掘区の中央付近

には厚さ約0。 2m、 幅 2m前後で黄灰色粘質上の堆積が

みられる箇所があり、その下層が黄灰色または青灰色粘

上の地山となる。地山上面の標高は約60.6mである。

遺構検出作業は、基本的には遺構面上において実施 し

たが、発掘区中央部分では地山上面での検出となった。

Ⅲ 検出遺構

本調査で検出した主要な遺構には、溝 3条 (S D01～

03)と 性格不明遺構 1基 (S X04)が ある。遺構の規模

などの詳細については、下記の遺構一覧表の通 りである。

奈良～平安時代の遺構  S D01は 発掘区東側で検出

した南北方向の素掘 り溝で、 S D021ま発掘区西側で検出

した南北方向の素掘 り溝である。 S D02の 西肩部分は後

述するS X04に壊されているため、幅は確定できないが、

埋土は数層の堆積に分かれていて、奈良～平安時代前半

の上器や瓦が出上した。また S D01と 02の 間には、地山

層 と酷似 した色ながら硬 く締まった土質の黄灰色粘上の

堆積が確認されたが、この層より遺物は出土しなかった。

室町時代以降の遺構  S D03は発掘区ほぼ中央で検

出した東西方向の清である。西側は S X04に より壊さ

れている。遺構の重複関係か らみて、前述の S D01、

S D02よ り新 しく、 S X04よ りは古い。埋土からは鎌

倉時代の瓦器のほか室町時代 (15～ 16世紀頃)の土師

器皿が出土 した。 S X04は 発掘区西側で検出した性格

不明の遺構で、深さ約 1.4mと 深 く掘 り込まれ、規模に

ついては発掘区外に広が り明らかではない。前述の SD
02の西肩を破壊するような形で掘 り込まれている。埋

土は数層に分かれており、概ね粘土 と砂が交互に堆積 し

ている状況にあるので、南北方向の溝 。濠もしくは流路

のような遺構である可能性が考えられる。埋土からは江

戸時代 (17～ 18世紀頃)の陶磁器や桟瓦が出土 した。

Ⅳ 出土遺物

遺物は、遺物整理箱で14箱分が出土。その内訳は、奈

良～平安時代前半の上師器・須恵器・軒平瓦 (6712A)。

丸瓦・平瓦 。凸面布目瓦・刻印瓦 (丸瓦玉縁端部に押公・

♯ 〔井ヵ〕)、 鎌倉時代の瓦器、室町時代の土師器皿、江

戸時代の陶磁器・桟瓦、時期不明の砥石・炉壁などである。

V 調査所見

本調査で検出した溝 S D01と S D02に ついては、位

置的に見て、隣接地の既調査で検出されている溝 と繋が

る可能性が高いとみられる。両者は 3～ 4m程度の間隔

を隔てて南北方向に並行する様相を呈 しており、 しかも

双方 ともに埋土に奈良～平安時代前半の遺物が合まれる。

こうした様オロか ら、 S D02は東三坊大路東側清、 S
D01は雨落ち清にそれぞれ比定でき、その間に大安寺

西面築地が想定される。 S D01と 02の間において確認

した黄灰色粘上の堆積土は、築地の積土もしくは版築土

である可能性が高いとみられる。

また、 S D02の 西肩は江戸時代以降の遺構であるS

X04に よって削られてお り、こうした状況は今回の調

査地の北側約40mの地点で実施 した市 DA第 1次調査

でもこの様相 と類似 した状況が確認されている。よって、

S X04は本発掘区か らさらに北方へ延び、市 DA第 1

次調査地付近まで及んでいる可能性が高い。あるいは、

大安寺の集落を画する濠 とも考えられるが、最終的には

今後の隣接地での調査成果を待つて判断したい。

(武田和哉 )

1)奈良市教育委員会「大安寺旧境内発掘調査報告」『奈良市埋蔵文化財調

査報告書昭和55年度』 奈良市教育委員会 1981 および 奈良市教育

委員会「大安寺旧境内 第37次の調査」『奈良市埋蔵文化財調査概要報告

書昭和63年度』奈良市教育委員会1989 参照。

DA第 lH次調査 検出遺構一覧表

遺構番号
掘  形

主な出土遺物 備考
平面形 平面規模 (m) (m)深 さ

S D01 南北清 長さ25以上x幅0.8～ 1.2 0.1～ 02 奈良～平安時代前半の上師器・須恵器・瓦 雨落ち溝

S D02 南北溝 長さ2.5以上×幅35以上 奈良～平安時代前半の上師器・須恵器・軒瓦・瓦・刻印瓦・凸面布目瓦 東三坊大路東側濤

S D03 東西溝 長さ7以上×幅0.6～ 0.8 02^v03 奈良～平安時代前半の上師器 。須恵器 。瓦、鎌倉時代瓦器、室町時代土師器

S X04 長さ25以上×幅33以上 14前後 奈良～平安時代前半の上師器・須恵器 。瓦、江戸時代陶磁器・桟瓦
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発掘区全景 (西から)

発掘区西半部 (南から)

-16,975

|

SX04

発掘区東半部 (北から)

弱
ド

‐147,805

DA第 lH次調査発掘区遺構平面図 (1/60)

DA第 lH次調査発掘区土層断面図 (1/60)

造成土
造成上 〔石、瓦を多く包合〕
暗茶灰色土 〔S X04埋土〕
暗茶灰色土 〔S X04埋土〕
暗茶褐色粘質土 〔S X04埋 土〕
暗茶褐色砂質土 〔S X04埋土〕
暗灰色粘土 〔S X04埋 土〕

8:暗灰色砂質上 〔S X04埋 土〕
9:暗褐色粘土 〔S X04埋 土〕
10:茶褐色±17:茶灰色土
H:淡黄灰色土
12:茶褐色土 〔S D03埋 土〕
13:暗茶灰色土 〔S D03埋 上〕
14:茶褐色粘質土 〔S D03埋 土〕

15:暗黄褐色上 〔S D03埋 土〕
16:暗灰色粘土 〔S D03埋上〕
17:茶灰色土
18:茶灰色土
19:責灰色粘土 〔築地積土〕
20:暗茶灰色土
21:暗茶褐色粘質土

22:茶褐色粘質土 〔S D01埋 土〕
23:暗灰色上十黄tlB色 粘質土

〔S D01埋土〕
24:淡茶IE」色土
25:暗灰色砂質上
地山 :黄灰色または青灰色粘上

DA第 111次調査 発掘区土層断面図 (1/60)
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(3)西面中房地区の調査 第H2次

I はじめに

調査地は、大安寺の伽藍復原によると主要伽藍地区の

中央西端部にあたる。当該地は西面中房南列のほぼ中央

に該当すると想定される。今回の調査 と同じ敷地内の南

半部で県1979年度第 1次調査が行われてお り、東西方

向の基壇 と南北方向の階段が検出されている
I)。

今回の

調査では西面中房の基壇や礎石据え付け穴の検出を目的

に調査を実施 した。

■ 基本層序

層序は上から造成上、茶黄色土・茶灰色土混合上、黒

色炭土、暗茶灰色土、黄茶色粘質上、暗灰褐色砂質土 と

続き、現地表下0。 5mで凝灰岩粉末層にいたる。遺構は

茶黄色土・茶灰色土混合土上面 と凝灰岩粉末層上面で検

出した。遺構検出面の標高は、茶黄色土・茶灰色土混合

土上面が概ね61.5m、 凝灰岩粉末層上面が61.lmである。

Ⅲ 検出遺構

茶黄色土・茶灰色混合土上面で東西方向の溝 S D01

と南北方向の溝 S D02を検出した。 S D01は 幅0.8m、

深さ0.7mで、 S D02は 幅 1.8m、 深さ0.3mで ある。い

ずれも18世紀の遺構である。重複関係か らS D01が新
17,27        'ギ 23

DA第 112次調査 発掘区遺構平面図 (V125)

しい。 この茶黄色土・茶灰色土混合土から0,4m掘 り下

げると、凝灰岩を砕いて敷き詰めたような層 (17)が

あった。 この層は隣接地で行われた市 DA第68次でも

確認されている動
。凝灰岩層の厚さは 2 cm程度である。

この上面で小穴を検出し、埋土から土師器が出土 したが、

小片で時期を特定できない。

Ⅳ 出土遺物

遺物整理箱32箱分の遺物が出上。古墳時代の埴輪 、

奈良～平安時代の上師器。須恵器 、三彩・灰釉・緑釉陶

器 、製塩土器 、軒丸瓦6304D l点・型式不明 2点、軒

平聴 712超点 、6664A3点 、6661B。 6664F・ 6716C

各 1点 、型式不明2点、鬼瓦 (南都七大寺式Ⅳ Bl)1点、

輝、鎌倉時代の瓦器、江戸時代の陶磁器、時期不明の増

渦、窯体片がある。

V 調査所見

今回の調査では、西面中房の遺構は検出することがで

きなかった。県第 1次調査で検出された基壇や階段 との

関 りや凝灰岩粉末層の性格を合め、今後の周辺の調査に

委ねたい。               (池 田裕英)

1)奈良県教育委員会「大安寺旧境内発掘調査槻報 (791次 )」 『奈良県遺跡

調査概報1979(第 二分冊)』 1979
2)「 史跡大安寺旧境内 (第68次)の 調査」『奈良市埋蔵文化財調査概要報告

書』平成 7年度 1996

発掘区全景 (北東から)

-17924

L_H,620m

12  i3 ,1と 16

20 o                     3m

1:造成上    6:茶 黄色土・茶灰色土混合上  ll:暗 灰褐色砂質土 (凝灰岩片合む)16:灰褐色上。橙茶色土混合±21:暗茶黄色土・暗灰褐色土混合土

2:暗茶灰色±   7:淡 茶褐色土・暗茶黄色土混合± 12:淡黒色炭±         17:凝 灰岩粉末層     22:灰 褐色砂質土

3:黒色炭層    8:茶 褐色土・暗責茶色土混合±  13:黄茶色粘質±        18:暗 褐茶色±      23:暗 茶黄色土・灰褐色砂質土混合土
4:淡茶褐色砂質± 9:黒色炭±          14:暗 灰褐色砂質土 (マ ンガン合む)19:暗褐灰色±      24:灰 褐色土
5:暗茶褐色±   10:暗 灰褐色±        15:淡 灰褐色±         20:茶 灰色土       地山 :暗責茶色粘質土 (ト ーン部分)

DA第 112次調査 発掘区北壁土層図 (1/50)
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(4)苑院地区の調査 第H3次

I はじめに

調査地は、大安寺旧境内の伽藍復原によると苑院推定

地の南辺ほぼ中央部にあた り、現在は農業用沼池 (乏池)

の中に位置する。調査地周辺では、芝池の東側で過去に

数度の発掘調査が行われてお り
1)、

奈良時代の掘立柱建

物や柵列、清、H世紀の上坑を検出している。

今回の調査では、芝池の南堤が苑院の築地を踏襲 して

いる可能性も考慮 し、池の南岸沿いに設けた東西方向の

発掘区 (南発掘区)と 、東岸沿いに設けた南北方向の発

掘区(北発掘区)の 2箇所の発掘区を設けて調査を行つた。

■ 基本層序

北発掘区 基本的な層序は、表土である責灰色粘質土

以下、暗茶褐色腐植上、暗灰褐色粘質土、灰褐色粘土 と

続き、現況地盤 (池底)ん らゝ0.6m下 で青灰色砂礫の地

山にいたる。遺構検出はこの地山上面で行つた。地山上

面の標高は61.6mである。

南発掘区 基本的な層序は、上から暗茶褐色腐植土、

茶黄色砂質土、灰褐色粘土 と続き、現況地盤 (池底)か

ら0.1～ 0.6m下 で茶黄色粘土もしくは青灰色砂礫の地

山にいたる。遺構は茶黄色粘土上面で検出した。地山上

面の標高は61.8～ 62.6mで、南から北にむかって下っ

ている。発掘区南半部でのみ遺構面である茶黄色粘上が

残っていた。

Ⅲ 検出遺構

北発掘区 検出遺構はない。本調査地から西約50m
の ところで実施 した市 DA第 29次調査での遺構検出面

(地山上面)の標高が63.Omであり、今回の調査の地山

上面がそれより約 1.4m低いことから、遺構面は削平さ

れていると考えられる。現在の県道木津横田線をつ くる

際に芝池の池底を掘つて、その上を運んだとされ、遺構

面はおそらくその際に破壊されたものと思われる。

南発掘区 検出 した遺構は、江戸時代の上坑 (SK
03)、 時期不明の溝 (S D01)、 土九 (S K02)を検出

した。発掘区南半で遺構面が残ることから、発掘区を南

へ拡張して遺構検出を行ったところ、拡張区の東端部で

奈良時代の瓦を合む濤 S D01が検出できた。苑院南面

築地北側の雨落濤の可能性 も考えたが、西端部で土坑 S

K03があるため、清が東西方向に続 くかは不明である。

溝、土免からは奈良時代の瓦が出土 したが、小片のため

詳細な時期は不明。

Ⅳ 出土遺物

北発掘区からは遺物が出土せず、南発掘区から遺物整

理箱2箱分の遺物が出土。遺物には奈良時代の土師器・

須恵器、丸・平瓦や平安時

代以降の軒丸瓦、鎌倉～室

町時代の青磁、軒平瓦、江

戸時代の陶磁器がある。

V 調査所見

今回の調査結果か ら、芝

池の中は池の掘削によって

遺構面が残っていない可能

性が高いことがわかった。

(池田裕英)

1)奈良市教育委員会「大安寺旧境

内発掘調査報告8卜 l次 J『奈良市埋

蔵文化財調査報告書昭和56年度』

198と 、同「史跡大安寺旧境内の調

査833次 調査」『奈良市埋蔵文化

財調査報告書昭和58年度』1983、

同「史跡大安寺旧境内の調査第29

次の調査」『奈良市埋蔵文化財調査

概要報告書昭和62年度』1987
DA第 113次調査 南発掘区

遺構平面図 (1/200)

-148,117 -148,119

北発掘区全景 (北東から) 南発掘全景 (東から)
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22.成務陵古墳陪琢ろ号隣接地の調査 第 2次

事 業 名

届出者名

調 査 地

個人住宅新築

個人

奈良市山陵町318番 1、 319番 1

調 査 期 間

調 査 面 積

調査担当者

平成 17年 7月 5日 ～ 7月 12日

28�

池田裕英

I はじめに

調査地は、成務陵古墳の北側で宮内庁が管理 している

成務陵陪塚「ろ号」 (一辺約20mの方墳)の東に隣接す

る場所である。成務陵陪塚ろ号隣接地では、平成 5年に

本市教育委員会が発掘調査を行つているが、遺構、遺物

はなかった
1)。

今回の調査は南北 2箇所に発掘区を設け

て行つた。

II 基本層序

北発掘区の層序は、上から造成上、黒灰色土 (旧耕土)、

灰褐色上、赤褐色砂質土、暗赤褐色土、暗黄茶色土 と続

き、現地表下約2.9～ 3.lmで暗黄褐色上の地山にいた

る。地山上面の標高は84.9～ 85,lmである。地山上面

は南から北に向かって下つている。

南発掘区の基本的な層序は、上から造成上、灰白色粘

質土・茶橙色土混合土、茶橙色土、茶褐色土、暗茶褐色

土 と続き、現地表下約 1.9mで黄褐色上の地山にいたる。

地山上面の標高は、槻ね86.5mである。

Ⅲ 検出遺構

両発掘区とも検出遺構はなかった。

Ⅳ 出土遺物

両発掘区とも出土遺物はなかった。

V 調査所見

今回の調査では陪塚に関わる遺構はなく、遺物 も出土

しなかった。両発掘区の南北間の距離は約10mである

が、この間に地山上面の標高差が約 1.5mあ ることから、

この場所が東南から北西にむかって急激に下る地形であ

ったことがわかる。 (池田裕英)

1)「成務陵古墳陪塚ろ号隣接地の調査」『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書y

平成 5年度 1994

L.H:89,Om

l

2

lm

―

(左 図)    (右 図)

!:写ぞ宮三  ::再 そ官三r景ぞをと
4:淡赤褐色土   混合土

5:灰黒色±  5:明 赤褐色土

6:暗黄灰色土 ,:詮役掲色圭
8:暗黄茶色土
9:茶黄色土

l

-2-

8

SM第 2次調査 南発掘区(左 )・北発掘区(右)西壁土層断面図(1/50)

SM第 2次調査 発掘区位置図 (V5000)

南発掘区全景 (西から)北発掘区全景 (】ヒから)
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歌姫赤井谷横穴群発掘調査一覧表

遺跡名 調査次数 調査地 調査期間 調査面積 調査担当者

歌姫赤井谷横穴

UA01

歌姫町赤井谷986-2
■15.01.30ハ ヤ02.19 750� 池田裕

tJA02 ■1602.01‐v03.03 28∬ 池田裕

UA03 ■1708.01-10.20 44∬ 池田裕°植野浩三 (奈良大学文学部)

23.歌姫赤井谷第 3号横穴の調査 第 1～ 3次

I はじめに

歌姫赤井谷横穴群は、奈良市歌姫町字赤井谷に所在 し、

歌姫町から山陵町にかけて東西にのびる奈良山丘陵南端

部に位置する。

奈良山丘陵には、古墳時代前期の佐紀石塚山古墳・佐

紀陵山古墳 といった大形の前方後円墳や古墳時代中期の

塩塚古墳 。オセ山古墳などの中規模古墳をはじめ多数の

古墳が存在 し、佐紀古墳群を形成 している。歌姫赤井谷

横穴群は、このような地域の中に造 られた古墳時代後期

の横穴群である。

歌姫赤井谷横穴群は、昭和29年 に土地所有者が当該

地の上を採取 していた際に偶然発見されたもので、通報

をうけた奈良県教育委員会が同年 2月 に 1号横穴の発掘

調査を行っている
1)。

玄室部分のみが調査され、奥行き

5.5m、 奥壁幅1.88m、 高さ1.85mで あることを確認 し

た。玄室床面には埴輪片を敷きつめている。その上に上

師質亀甲形陶棺が 2基置かれ、棺内には人骨が残ってい

た。副葬品には土師器、須恵器、耳娯、鹿角装刀子など

がある。 2基の陶棺の年代は、 6世紀後半 と考えられて

いる
2)。

1号横穴の西側に南に開日した穴があり、 2号横穴 と

報告されているが、今回の調査で土地所有者が戦後に農

作物を貯蔵するために掘った穴であることがわか り、横

穴ではないことが明らかとなった。

発掘調査を行った 3号横穴は、平成 15年 5月 に土地

所有者が 1号横穴の南西で陥没 した穴を発見 したのを契

機に、奈良市教育委員会 と奈良県教育委員会が現地を訪

れ、新発見の横穴であることを確認 したものである。こ

のため、奈良市教育委員会から遺跡の移動届を提出し、

本横穴は平成 15年 6月 H日 付の通知をもって「歌姫赤

井谷横穴 3号墳」 とされた。

Ⅱ 調査の経過

第 3号墳 (以下、 3号横穴 とよぶ)に関して、天丼部

が崩落する危険性 もあるので、土地所有者から早急に発

掘調査を行い、埋め戻 してほしいという依頼があつた。

奈良県教育委員会 と協議を行った結果、発掘調査を実施

して、保存対策を講じることとなった。

第 1次調査 発掘調査に先立ち、まず第 1次調査 とし

て平成 15年度に現地の地形測量を行った。 トラバース

UA第 1～ 3次調査地 位置図 (1/5000)

を組み、2 0cIIl間 隔の等高線で、1/100縮 尺の測量図を

作成 した。現地では、顕者な土採 りの跡が 4箇所認めら

れた。土採 り跡から南側の等高線は直線的で間隔もほぼ

等 しく、採取 した土砂で整地された可能性があり、横穴

が造 られた頃の地形はかなり改変されていると考えられ

る。また、南に開日した穴もみつか り、新発見の横穴で

はないか と思われる。

地形測量 とあわせて、 1,3号 横穴の主軸方向を調査

し、 1号横穴は東南方向に、 3号横穴はほぼ方位にあっ

た南北方向を主軸 とすることが半J明 した。

測量調査の結果、 3号横穴は土採 りされた部分にあり、

上部が削られたために天丼部が崩落 し、開日したものと

考えられる。開口部は、竹の根により支えられて天丼部

が保たれているようにみられた。

第 2次調査 平成 16年度に行つた第 2次調査は 3号

横穴の平面規模を知ることを主目的として、崩落の危険

性がある玄室部以外の部分で発掘調査を行い、あわせて

1・ 3号横穴の遺構養生作業を行った。調査中、天丼部

に新たな陥没部分ができ、そこから玄室内を観察するこ

とができた。その結果、奥壁・側壁は築造当初の壁面の

大部分が、天丼部はすべて崩落 していることがわかった。

よって、 3号横穴の玄室内は横穴築造当初の姿をほとん

どとどめていないと判断された。崩落 した土は玄室内に

堆積 していた。

1号横穴については、開口部の周辺が土採 りによって

大きくえく
｀
りとられており、崩落する危険性があつたた

め、上のうを積んで開日部をふさぎ、立ち入れないよう

養生を行つた。

第 3次調査 過去 2度の調査成果をもとに安全対策を

IW~~~ヽ
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号横

行った上で、第 3次調査 として平成 17年度に羨道 と玄

室の発掘調査を奈良大学文学部文化財学科考古学研究室

との合同で実施 した。

Ⅲ 調査の概要

以下では、横穴各部分の名称について、遺骸を埋葬 し

た空間を玄室、玄室への入 り日部を玄門、玄門にいたる

トンネル状の通路部分を羨道、羨道入日部分を羨門、天

井のない羨道前面を前庭 として記述する°
。

1.基本層序

発掘区内の層序は、上か ら灰褐色腐植上、暗茶橙色

土、灰褐色土 と続き、現地表下0.6～ 1.Omで暗黄茶色

砂礫の地山にいたる。地山の砂礫層はいわゆる大阪層群

とよばれる軟弱な地盤である。この地山上面から掘 り込

まれた横穴の前庭を検出した。前庭床面上面の標高は約

81.9mで ある。前庭か ら羨道の発掘は、遺跡が壊 され

る危険性がないことから東半部のみにとどめた。前庭か

ら玄門にかけての堆積上の観察から、羨門が 2回、上の

みで閉塞されていることが判明した。

上層図の (1)は 1度目の閉塞上である。この上を掘

って追葬 した後、再び閉塞 している (2a。 2b)。 この

うち 2a層は、 1度 目の閉塞上の上を覆っている。閉塞

歌姫赤井谷横穴群 1～ 3号横穴付近地形測量図 (V200)

に使った土は、砂質土や礫混じりの上で、地山の土を用

いたものである。 2度 目の閉塞後、羨門 と閉塞上の隙間

に (3)の地山の崩落土が堆積 している。玄室内の堆積

土 (4)は 天丼、壁面の崩落上である。(5)の層は地

山の前庭壁面からの地山崩落上である。

また、横穴をつ くる際に、前庭の南側が急斜面であつ

たためか地山を穿った土 (6)で整地を行つている。

2,3号横穴の構造

形態 と規模 横穴は地山を穿って、南北方向を主軸に

つ くられている。天丼が陥没 した位置の標高は概ね85

mの地点にあたる。羨道、玄室の平面形は、羽子板形を

呈 している。前庭の横断面形は逆台形で、幅は上部で 1

～ 1.5m、 底部で1,Omで ある。前庭の長さ4.7mで、丘

陵斜面を切 り通 して造 られ、床面は丘陵斜面に沿つて、

南に下がつている。前庭南端部か ら須恵器の壺 (83頁

図版)を逆位で検出した。前庭の埋土 (1)上で検出し

てお り、玄室への埋葬・閉塞ののち、人為的に置かれ

たものと考えられる。羨門は幅 1.Om、 高さ0.8mである。

羨道は長 さ2.lm、 幅1.lmである。玄門は幅 1。 lm、 高

さ1.4mである。形状は天丼部が緩やかにカーブするア

ーチ形を呈する。玄室は平面長方形を呈 し、奥壁幅 1.9m、
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