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森町円田丘陵周辺の地形 (調査前.南上空から)



巻頭図版2 弥助平遺跡

1.弥勅平遺跡遠景 (南西から)

2 弥勃平遺跡全景(南から)



弥勤平遺跡巻頭図版3

1. 弥勃平遺跡竪穴建物SH01~03完掘状況(南西から)

2. 弥勅平遺跡 出土した主な古瀬戸



巻頭図版4 中屋敷遺跡

中屋敷遺跡全景 (東から)



中屋敷遺跡巻頭図版5

1 .中屋敷 1号憤全景(北西から)

2 中屋敷1号墳 出土土師器室 3 中屋敷遺跡 SK30出土遺物



巻頭図版6 中屋敷遺跡

1 中屋敷遺跡 出土した常滑

2.中屋敷遺跡 出土した主な貿易陶滋



中屋敷遺跡巻頭図版7

中屋敷遺跡、 出土した中世の主な陶磁器



巻頭図版8 中屋敷遺跡

中屋敷遺跡 出土した近世の主な陶磁器
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例日
しずおかげんしゅうち「んもりまちみやしろあざはやし みろ〈だいら く喜がゃあざかみ や し曹 なかやし曹

l 本書は、静岡県周智郡森町宮代字林に所在する弥勅平遺跡、同草ヶ谷字上屋敷に所在する中屋敷遺

跡の報告書である。

弥勅平遺跡森町宮代字林4543-2・4444い 4545-1・4500-2

中屋敷遺跡森町草ヶ谷字上屋敷939ート 939-2・940・94い 942-い 942-2

2 第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書の作成は、地区(旧市町村)単位にて実施して

いる。森地区では本書が5冊目であるため、「第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

森町一5J とした。

3 発掘調査は第二東名高速道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査として、中日本高速道路株式会社(平

成17年度途中までは日本道路公団静岡建設局)の委託を受けて、静岡県教育委員会 (平成21年度まで

文化課，平成22年度文化財保護課)の指導のもと、森町教育委員会の協力を得て、財団法人静岡県埋

蔵文化財調査研究所が実施した。

4 現地調査・資料整理の期間と担当者は調査体制で記載する。

5 本書に掲載した弥勅平遺跡および中屋敷遺跡の資料整理は、平成16"-'19年度までを田村隆太郎が、

平成21・22年度は大谷宏治が実施した。

6 本書の執筆は、調査担当者の調査所見をもとに大谷宏治(第5章第4節10以外)のほか、自然科学

分析 (鉄津分析)について株式会社日銀テクノリサーチ(第5章第4節10)が行った。

7 現地の写真撮影は、各担当者が、遺物の写真撮影は大谷宏治および、当研究所写真室が行った。

8 金属製品の保存処理は、当研究所保存処理室 西尾太加二・大森信宏が実施した。

9 調査の概要については、当研究所や他の刊行になる出版物で一部公表されているが、本書と内容が

異なる場合は本報告をもって訂正する。

10 本書の編集は財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所 (担当 田村隆太郎 ・大谷宏治)が行なった。

11 発掘調査における指導・助言及び協力者は本頁下部に、測量等の委託先については調査経過のなか

に記している。

謝辞

現地調査・資料整理にあたり、森町教育委員会 北島恵介氏、伊藤美鈴氏、広川達麻氏に御指導、御

協力いただきました。また、縄文土器については当研究所評議員 向坂鋼二先生、中世・近世の問磁器

については、愛知学院大学教授藤津良祐先生、静岡県教育委員会河合修氏、当研究所足立順司氏、

溝口彰啓氏、岩名建太郎氏、土器・陶磁器全般および石塔については、袋井市教育委員会松井一明氏、

土師器については浜松市文化財課鈴木敏則氏、鈴木ー有氏に御指導いただきました。銘記して深謝し

ます。また、草ヶ谷地区の絵図の掲載について、地元自治会の御理解と御協力を得ました。

さらに、弥勅平遺跡の中世資料と関連した中世~近世の石塔が所在した森町林地区の地蔵山の古写真

については当研究所 足立順司氏にご提供いただ、きました。

このほか現地調査および資料整理・報告書作成にあたり、下記の個人、機関にお世話になりました。

池谷初恵伊藤 薫 加藤 理文 篠原修三柴田稔清水尚白津崇竹内直文戸塚和美

永井義博長尾一男丸杉俊一郎 山本智子
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凡例

l 現地測量においては、日本測地系(旧測地系)を使用した。測量図・実測図もこれに準拠する。特

に記載のない場合は日本測地系による位置である。

A 方、国土地理院ホームページにおいて世界測地系における緯度経度を確認し、記載している部分

がある。この場合は、世界測地系であることを明記した。

2 資料整理にあたり、弥勅平遺跡および中屋敷遺跡のグリッド番号を、森パーキングエリア地点の遺

跡について統ーしたグリッド番号に変更したため、それぞれのグリッド番号を変更している。グリッ

ド番号新旧対応表については弥勅平遺跡については第4表(18頁)に、中屋敷遺跡については第14表

(47頁)に示した。また、中屋敷遺跡の本発掘調査時の遺構番号(旧遺構番号)と本書で用いる遺構

番号 (新遺構番号)の新旧対応表 (48頁第16表)を記載した。本書をもって正式遺構番号とする。

3 土色は、小山正忠・竹原秀雄編、農林水産省農林水産技術会議事務局監修 19991i新版標準土色111占』

に基づいて、分類した。

4 本書で使用した遺跡の表記は次のとおりである。

SH 竪穴建物 SB 掘立柱建物 P 竪穴建物内の主柱穴、掘立柱建物を構成する柱穴

S L 竪穴建物内の炉 SE 井戸 SK 土坑 SD 溝(溝状遺構)

SX 性格不明遺構 SP 小穴 SZ 古墳 (方形周溝墓)

5 土器・問器の断面は、縄文土器・土師器・土師鍋(白ヌキ)、須恵器(黒塗)、山茶碗・古瀬戸など

の中世・近世陶器(灰色)、貿易陶磁や日本製磁器(灰色)の磁器に分けて、網掛けをしている。また、

施紬陶器については、施柚範囲を網掛けしている。

石器については、磨面に網掛けしている。
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第1図 竪穴建物・掘立柱建物の各部位の名称と計測位置
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たであなたてもの ほったてばしらたてもの

本書で使用する竪穴建物および掘立柱建物の各部位の名称と計測位置については第 l図に示した。
ほう f!!ょういんとう

本書で使用する主な土器、陶磁器の種別分類および石塔(宝僅印塔)の部位名称については第2図

に示した。

6 

7 

本書で使用する中・近世陶器の編年について歴年代とのおおよその対応関係を第 l表に示した。

参考文献については、 19ト 192頁にまとめて記載した。註については、各章末に記載した。

8 

9 

中 ・近世土器・陶器の編年と歴年代のおおよその対応関係

灰軸 ・山茶観 | 山茶腕

宮口 | 清ヶ谷 | 遭興湖西 瀬戸

宮口IV-l期 |清ヶ谷IV-l期

第 1表

国産絡事由両葛
瀬戸美漫.年 初山 志戸呂知書ー常滑

漕ヶ谷IV-2期

10∞ 

i 100 

1050 

10 

1
1
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1 -1期 1 a型式

1 b型式

山茶碗

清ヶ谷|期
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宮口 l期
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瀬戸4型式

山茶碗

宮口 11期

2型式
瀬戸5型式
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清ヶ谷 11期

川一 2期

1 -2期

11期

111-1期

1150 
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登蕪10小期

.l.l!.!:. 
※瀬戸自白浪編年の登照については、この裂では若干時期制が鎌なるが、 iQ深良筒氏のlIiI年図では各小!切がほぼ四半期で時期区分されている (路湾1987)。
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第 l章調査に至る経緯

東名高速道路は昭和44年の開通以来、日本の大動脈として大きな役割を果たしている。しかし、経済

発展に伴って交通量が激増し混雑が激しくなり、高速性・定時性を伴う交通需要に対応することが困難

になると予想されるようになった。この問題に対する抜本対策として第二東名高速道路が計画された。

このうち静岡県内においては、東西に貫く形で延長約170kmの路線が策定された。

この計画に伴い、静岡県教育委員会は日本道路公団から埋蔵文化財分布調査の手続きの依頼、埋蔵文

化財包蔵地の所在の有無についての照会を受けた。埋蔵文化財の所在の有無についての回答は、関係市

町村教育委員会へ照会した結果を基に協議し、静岡県教育委員会が取りまとめて行った。調査対象とな

る地点は、周知の埋蔵文化財包蔵地を中心に県内130箇所以上に及ぶこととなった。

その後、日本道路公団に第二東名建設の施行命令が出されたことに伴って、日本道路公団、静岡県土

木部、静岡県教育委員会が埋蔵文化財調査の進め方等について協議した。また、発掘調査の実施につい

ては、日本道路公団が財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所(以下，財団法人を除いて記す)へ委託す

ることが確認された。平成8年度には埋蔵文化財調査の実施が具体化し、日本道路公団静岡建設局と静

岡県教育委員会は、第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財の取り扱いについての確認書を締結した。さら

に、静岡県埋蔵文化財調査研究所を加えた三者は、第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査実施方

法等を定めた協定書を締結した。この年度から、静岡県における第二東名建設に伴う埋蔵文化財発掘調

査が始まっている。なお、平成17年度の日本道路公団の民営化に伴って、日本道路公団静岡建設局によ

る埋蔵文化財発掘調査の委託は、中日本高速道路株式会社東京支社に引き継がれている。

上記したように森町域においても調査が開始された。森町域には、延長約7krnの路線とパーキングエ

リア、インターチェンジ取付道路が計画されており、総数21地点に対し確認調査を実施した。調査の結

果、 21地点で16遺跡(同一箇所の古墳群と遺跡はーっとしてカウント)の存在が認められた。この結果

にもとづいて、各遺跡の発掘調査を順次実施することとなった。確認調査と現地調査、整理作業、報告

書刊行作業は、静岡県教育委員会の指導のもと、静岡県埋蔵文化財調査研究所が実施した。なお、上記

の経緯の詳細や確認調査の内容については、既に報告している(静岡埋文研2004b)。

森町域のパーキングエリア建設予定地で周知の埋蔵文化財包蔵地と第二東名路線の計画範囲を対比す
もんじゅどう はやし うとうよ ζ あなぽ τんのうがゃ なかや L~ !!たがき

ると、文殊堂古墳群・遺跡、林古墳群・遺跡、宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群、中屋敷遺跡、北垣遺

跡、弥勅平遺跡で遺構が確認され、本調査を実施した。このうち文殊堂古墳群、林古墳群、宇藤蓮台古

墳群などについては既に報告済(静岡埋文研2006・2008・2009)であり、宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴

墓群、北垣遺跡については23年度以降に報告書刊行予定である。

※参考文献は、 191・192頁参照



第2章調査の方法・体制・経過

第 l節調査の方法

1.グリッドの配置について(第3図)

森町域の遺跡の本調査では、それぞれの遺跡で国土座標(日本測地系)に基づき、独自にグリッド番

号 (A1から)を設定したが、資料整理にあたり第二東名高速道路森パーキング、エリア予定地内の遺跡

については、報告書を纏めて作成することとなり、同じグリッド番号が同一報告書の中で複数出てくる

ことになった。このため資料整理および読者の混乱を避け、また遺跡の位置を把握しやすくするため、

森パーキングエリア予定地で本調査した遺跡については、グリッド番号を設定し直し、統ーした標記に

変更した(第3図)。

また、グリッド杭の設置は東西方向にアルファベット、南北方向に数字で番号を付加し、その交点を

グリッド杭の名称とした。調査区のグリッドの呼び、方については、各グリッドの南西隅のグリッド杭を

基準としている。例えば、南西にAlのグリッド杭がある場合は、そのグリッド名はA1グリッドとな

る。

なお、グリッド杭は世界測地系適用前に本調査を実施したため、日本測地系(旧測地系)の国土座標

に基づき設定していることを明記しておきたい。

したがって、以後の挿図の表記も、基本的には日本測地系で作成しているため、日本測地系である こ

とを明記する。世界測地系の表記の場合にはその旨本文中・挿図に明記する。

2.確認調査および本調査の方法

確認調査確認調査は、対象地点内に試掘溝(試掘坑)を設定し、基本的に重機で表土除去を行い、

重機の侵入が困難な箇所については、人力にて表土除去を行う。表土除去終了後、人力にて遺構 ・遺物

の確認を行い、試掘溝配置図や遺構概略図、土層図の作成、写真撮影を行い、埋め戻す方法を採用した。

本調査 弥勅平遺跡、中屋敷遺跡の本調査(現地調査)については、基本的に重機で表土除去を実施

し、それが終了した段階で遺構の検出を行った。検出できた遺構から順次遺物などに留意しながら十字

あるいは一文字に土層帯を残しながら掘削した。それぞれの遺構は土層断面図、遺物出土状況図、平面

図等を作成するとともに写真撮影を行った。遺物は実測・写真撮影が終了した段階で取り上げた。遺構

の掘削が終了した段階で、ラジコンヘリコプターによる遺跡全体の空中写真撮影を行った。中屋敷遺跡

については、空中写真撮影とともに、空中写真測量も実施した。

3.整理作業・報告書刊行作業の方法

基礎整理~報告書刊行までの作業は、静岡県教育委員会通知『静岡県埋蔵文化財発掘調査の作業標

準・積算基準』に基づき実施した。

基礎整理 土器・陶磁器などについては取り上げ後、台帳を作成し、遺物を傷っけないように慎重に

洗浄・注記し、整理作業に備えた。金属製品については、現地にて劣化遅延処置を実施後、取り上げを

行うとともに台帳作成し、保存処理に備えた。

記録類は現地で実測した図面の整合性を合わせるとともに、台帳を作成した。

整理作業・報告書刊行作業 出土品の分類、仕分け、接合、復原を行うとともに、復原が終了した遺

物から順次実測を行い、版組を行った後でトレースした。また、実測が終了したものから写真撮影を行

2 
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第2f，'l 嗣査の方法 ・体制 ー経過

った。金属製品は、保存処理(ク リーニング)を行った後で実測、版組、 トレースを行う とと もに、写

真撮影を実施した。

記録類は図面整理を行い、古墳・遺構ごとに版組し、 トレースを行った。

これらが終了 した段階で、文章の執筆、編集、構成を行い、本書を刊行した。

4.保存処理の方法

出土した金属製品について、まず、現地調査終了後に応急的な処理を行った。その後、当研究所保存処

理室において順次調査前記録の作成を行った上で、 X線写真撮影、クリーニングを行った。この段階で

実測、写真撮影を行った後、脱塩処理などの保存処理を進め、最終的に調査後の記録を作成し、保存処

理を終了した。

5.自然科学分析の方法

中屋敷遺跡では、鉄j宰が出土したため、委託において鉄津の成分分析および鉄製造過程の復原を行う

ための分析を行った。詳細な分析の方法については第5章第4節10を参照願いたい。

4 



第2節調査の体制

確認調査、本調査、 資料整理および報告書作成、保存処理の体制は、第二東名掛川工区として体制を

組んで実施した。

第2表に確認調査および本調査、資料整理および報告書作成、保存処理の体制を掲載した。

なお、各遺跡の確認調査および、本調査の担当者については、各遺跡の報告に掲載した。

第2表調査の体制

役職名 平成10年度 平成II年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度

所 長 斎藤忠 斎藤忠 斎藤 忠 斎藤忠 斎際忠 斎藤忠 斎藤忠 斎藤忠 斎藤忠 斎藤忠 天野 1?- 石田彬

mJ所長 山下晃 山下晃 山下晃 飯田英夫 飯田英夫 飯田英夫

常務理事 清水哲 天野 1?- 石田彬

事務局長 清水哲 天野忍 石田彰

大場正失 松村亨

(事務局)次長
佐野五十三 及川 町

松村亨
及川 司 稲葉保挙

稲葉保幸 中鉢賢治

常務理事兼
伊雌友雄 伊藤友雄 伊藤友雄 粂困徳幸 粂田徳幸 粂回徳幸 平松公夫 平松公夫 平松公夫

総務部長

議部
次長 鎌田英巳 鎌田英巴 鈴木大二郎 鈴木大二郎 松村亨 訟村亨

総務1fI!長 杉木敏雄 杉木敏雄 杉木敏雄 本杉昭一 本杉昭一 鎌田英巴 鎌田英巳 鈴木大二郎 鈴木大一郎 大均正夫 松村亨 松村亨

総務JP.l! 

経理専門員 稲葉保幸 稲策保幸 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保書評 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保幸

担総務係畏 田中雅代 芦川美奈子 芦川英奈子 戸川美奈子 芦川誕祭子 山内小百合 潤みやこ

当 会計係喪 杉田 智 杉山和枝 杉山和伎 杉山和枝 杉山和枝

会計担当 鈴木秀幸 鈴木秀幸 鈴木秀幸 鈴木秋博 鈴木秋博 中鉢双子 中鉢京子 中鉢京子

部畏 石垣英夫 佐藤進錐 佐藤速雄 佐藤進雄 山本昇平 山本昇平 山本昇平 石川繁久 石川泰久

架野克己 東野克己 東野克己 東野克己 襲野克己
佐野五十三

次畏 佐野五十三 及川 司
及川 司 中崎郁夫 中嶋郁夫 中嶋郁夫 中嶋都夫

及川司

稲葉保幸

次長心得 佐野五十二

制体制査

担当限畏 遠藤事和 及川 司 及川 司 及川司 篠原修二 足立願司 中嶋郁夫 中嶋郁夫 及川司 及川司 及川 司 中鉢賢治

事業係長 稲葉保幸

会計担当 稲葉保幸
稲葉保事

中鉢京子
中鉢京子

担当係畏 11樫孝志 富僅孝志 宮程孝志 *樫孝志

工区主任 平野徹 篠原修二 加Jrnl!l!文 加11l理文

主任倒査
篠原修二 長尾一男 長~ß一児 松井文孝

闘査研究部

研究員

竹原一人 竹原一人 岡村隆太郎 田村路太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 岡村隆太郎 大谷宏治 大谷宏治

畏尾一兇 問団光兇 児玉卓 三原朔吾

鯛詰
百E痩孝志 長尾一関 中村正宏

梶1躍良久 児玉卓 佐藤淳

大谷宏治 佐原哲之

開査研究員 西国光男 田村隆太郎

(倒査員) 丸杉俊一郎 大谷宏治

丸杉俊一郎

深田雅一

佐藤淳

溝口彰啓

縄策良久

室長 西尾太加ニ 西尾太Jmニ 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二酉lfA太加二 西尾太加二

室処 主任鯛査 西尾太加二 西尾太加ニ
研究員

理
関査研究員 青木修 大森伺宏 大森信宏 大軍事情宏

B実容内I!i 

弥1i¥)J平遺跡
!被寵翻査 本間査 基礎整理

中屋敷遺跡

整理作業・
掛川工区蘇地区全体を対象として突風

報告書作成
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第3節調査の経過

1.確認調査および本調査の経過

確認調査および本調査の経過については、それぞれの遺跡の調査成果 (第4.5輩)で報告する。

2.資料整理および報告書ー作成、 保存処理の経過

基礎整理 土器の洗浄・注記作業や遺物取り上げ台|阪の作成、 記録類図面台帳の作成については本調

査と並行して実施した。

資料整理および報告書作成 資料整理および、報告書作成については平成16年度から断続的に平成22年

度まで実施した。まず、土器の接合を行い、 接合が終わったものから土器の復原を実施した。

平成21年度は記録類の図面編集、版記Ll、 トレースおよび出土品の実測、版組(図面)、 トレースを実施

した。平成22年度は記録類の図面編集、版組、 トレースおよび遺構観察表の作成、出土品の実測、写真

撮影、版組(図・ 写真)、 観察表の作成を行い、 原稿執筆、編集作業を行った。

なお、弥勅平遺跡出土の縄文土器について、平成21年 5月17日に当研究所評議員 向坂鋼二先生に調

査指導を受けた。

保存処理 中屋敷遺跡から出土した金属製品については、平成22年度にク リーニングを行い、 平成23

年度に脱塩処理、修復、劣化防止措置を行う予定である。

平成22年4月l日から事前準備を開始し、 4月5日から処理前記録の作成、土砂・ 錨の除去などを行

写真 1 出土品洗浄(鉄津土落とし)作業 写真2 出土品復原作業

写真3 出土品実測作業 写真4 出土品トレース作業

6 



1I"i3節調11の経過

写真5 記録類版組作業 写真6 記録類トレース作業

写真8 報告書編集作業

い、 7月31[::Jに クリーニングを終了した。脱杭処理作業な どは平成23年度に実施する。

3. 自然科学分析の経過

中屋敷遺跡出土の鉄津について、 中屋敷遺跡で実施された鍛冶についての知見を得るために平成22年

度に株式会社日繊テクノ リサーチ株式会社に委託し、 鉄津13点の自然科学分析を実施した。

委託業務について、平成22年5月初日に委託契約を締結 し、分析を開始した。 その後、9月30日に結

果報告を受領、10月4日に完了検査を行い、自然科学分析調査を終了した。

7 



第3章地理的環境・歴史的環境

第 l節地理的環境
しずおかげんしゅうちぐんもりまち

静岡県周智郡森町は、静岡県の西部に位置する。行政区として北~北西は浜松市天竜区(旧天竜市・

春野町)、北東は島田市、南東は掛川市、南は袋井市、南西は磐田市と接している。森町は、現在総面
みろくだいら なかやしき

積133.84凶である。本書で報告する弥勅平遺跡、中屋敷遺跡は森町域の南西側に位置している(第4図)。
あかいしさんみやく いちのみやがわ

森町の地形をみると、赤石山脈から伸びる山地とそれに固まれた太田川や一宮川が開析した袋井市

や磐田市域へと広がる沖積平野で形成きれており、非常に自然豊かな地域である。
だいにちりょうぜさん よしかわ

森町の地理的環境をやや細かくみると、町域の北東にある大日霊是山 (吉川)を起点とし、太田川が
ほんぐうさん〈にみやま あまがた

南流する。太田川の流路は古くは本宮山 (国見山)に起源し、森町天方付近で大きく西側に流れを変え、
その だ ーやぷがわ

「園田丘陵Jすぐ南側、現在の小薮川を流れていたと考えられている(森町史編さん室1999)。また、太

田川は静岡県内では比較的大きな河川であり、森町域を流れる河川の大部分が最終的にはこの太田川と

合流している。この太田川は森町域を東西に大きく隔てる、自然の境界となっている。

さらに、太田川などが形成した水田地帯を見渡すように丘陵が取り囲んで、おり、この丘陵により袋井
はらのやがわ

市、磐田市、掛川市域と隔てられており、やや閉塞的な感じを受けるが、原野谷川や太田川が形成した

大規模な平野と隔てられる地形は森町の歴史形成にとって大きな影響を与えていたと考えることができ

る。

現在の集落は主に太田川や一宮川が開析した平野部を見渡すことができる丘陵先端の平坦地や丘陵上

に営まれており、縄文時代から近世の集落も同じような場所で発見されている。

ここで報告する弥勅平遺跡、中屋敷遺跡は森町の南西部に向かつて伸びる「園田J の丘陵のほぼ中央
えんでん くさがや

に位置する 「円田丘陵」、 「草ヶ谷丘陵J に位置しており、前者は一宮川流域を、後者は太田川流域を望

む遺跡である。

ur 

J 
弥動平遺跡・申.撒遺跡

.~，! 
o (1 : 2.500) 100m 

第4図 弥勅平遺跡・中屋敷遺跡の位置

8 



第2節歴史的環境

1.旧石器時代

これまでのところ太田川上流域では旧石器時代の遺跡は確認されていない。

太田川が森町の水田域から磐田市・袋井市の太田川中下流域に出る磐田原台地東縁辺部上では袋井市

山田原遺跡群などが確認され、 磯群や炭化物集中箇所などと ともにナイフ形石器・スクレイパーなどが

出土している(袋井市教委1994)。また、 磐田原台地上は旧石器時代遺跡が複数確認される ことで知られ
きI!さかなか たかみがおか てらだに

ており、磐田原台地西縁近くで、磐田市匂坂中遺跡、高見丘遺跡群、寺谷遺跡などが調査され、磯群を
かくすいじよ う

はじめとする遺構、角錘状石器やナイフ形石器をはじめとする石器など貴重な資料が多数出土している

(磐田市市史編さん委1992，静岡埋文研1998b)。

2.縄文時代
たてあな

太田川上流域では、これまで竪穴建物が確認された例はないが、縄文時代の遺物はかなり多くの遺跡

で採取されている。どれも断片資料が多い。

森町円田・草ヶ谷地区では、北垣遺跡 (45)が挙げられる。北垣遺跡は古くから周知されており、石

冠などが出土したとされている(静岡県系1930，大橋1980)。また、第二東名建設事業に伴う調査で竪穴建
り か そり ふなもと

物とともに縄文土器(曽利式，加曽利式，船元式など)や石器が出土している。

太田川をはさんで対岸の飯田地区に位置する森町坂田北遺跡 (85)では、木製品に使用されたと考え

られる赤漆片や、ドングリの貯蔵跡など、貴重な資料が出土している(森町史編さん委1998)。
つなかけやま

一宮JII流域では、森町綱掛山古墳群(綱掛山遺跡， 18)で、中期の竪穴建物4軒が確認されている。

。 (1 : 200， 000) 10km 

士E 国土地理院発干1)-1:200，000の地形図 f豊矯Jr伊良湖|柳」を複写して加筆

第5図 弥草力平遺跡・中屋敷遺跡の位E
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第 21l1i 歴史的環境

第3表周辺の遺跡地名表

岩宣巨廃寺 29 i"~linヶ谷 l ii'!跡 57 *国古墳 85 原因北!u跡

2 西峠水戸ヶ谷東峠 11遺跡 30 iH市ヶ谷口遺跡 58 岳;(主遺跡 86 鴨谷二本松古墳群

3 酉貯水戸ヶ谷東峠H遺跡 31 郡部ヶ谷T片場群 59 北浦遺跡 87 鴨谷二本訟遺跡

4 朝日平ii1跡 32 害防寺遺跡 60 谷中二本松古境 88 梶ケ谷古績群

5 涼松沼跡 33 中厘敷遺跡 61 丸山古噴 89 縦ヶ谷浩跡

カワラケ屋遺跡 34 走り谷田遺跡 62 寺/谷追跡 90 梶ケ谷倒穴書記群

7 片瀬i主跡・片瀬岐路 35 走り谷田古噴群 63 !l林寺古蹟群 91 三反田i立跡

8 七軒町制穴主主群 36 f時千鳥遺跡 64 山崎遺跡 92 院内古IlI!伴

9 八面神社四遺跡 37 字正華街跡 65 奥谷田 I追跡 93 院内倹穴墓僻

lO 七軒町遺跡 38 普千鳥欄プ〈梨群 66 奥谷間H遺跡 94 院内追跡

11 阿海戸古噴 39 弥動平遺跡 67 西平子遺跡 95 修験m遺跡

12 問海戸航穴~併 40 林遺跡・林台演併 68 平戸廃寺 96 如何'1l!!遺跡

13 阿梅戸遺跡 41 字藤繍穴墓群 69 前/山古境群 97 円当古墳

14 谷崎前遺跡 42 宇藤llI!台古境紛 70 Iiリノ 111遺跡 98 五六ヶ谷遺跡

15 ;r~宮寺古漬 43 文殊~遺跡文殊~古車i群 71 平蔵遺跡 99 飯1廿城跡

16 谷沢遺跡 44 天王ヶ谷椀穴基幹 72 平臓検穴墓群 100 竹ヶ谷古墳1昨

17 谷沢械穴孫l洋 45 北桓遺跡 73 本盆 1号潰 101 竹ヶ谷遺跡

18 鴻艶山遺跡綱掛山古漬群 46 7ケ遺跡 74 北谷間古IJt群 i02 ~山遺跡

19 荒立t~i穴重量 47 久保/谷椀穴幕府 75 比丘尼古噴群 lO3 銭信寺遺跡 ・蝶10'1寺古墳併

20 小間神社経塚 48 岩名東古Jtt 76 比丘尼経塚 lO4 桜山台状墓

21 小国神社遺跡 49 岩名取遺跡 77 観音寺本当I繍穴墓群 105 飯田大久保古墳群

22 御刷所遺跡 50 名東遺跡 78 観背1目前穴;t;f，宇 106 縦山遺跡

23 g代稲荷遺跡 51 円聞大門i!l跡 79 観音1e中世墓 107 岩ノ谷欄穴墓群

24 宮代稲荷下遺跡 52 大城戸辿跡 80 厳内側穴墓群 108 岩/谷古墳群

25 真砂遺跡 53 大西遺跡 81 谷口古墳群 109 南ヶ谷古墳群

26 山郷古噴1拝 54 粟倉城跡 82 谷口遺跡 110 稲荷領家遺跡

27 山郷遺跡 55 飾壇遺跡 83 谷口横穴E群 I1I 春岡遺跡

28 西脇古崎町群・西脇古墳 56 旋回古樹 84 谷円中世墓

なお、縄文時代遺跡は森町山間部の三倉地区でも確認されており、山間部では縄文時代の遺跡は多い

ものの弥生時代の遺跡が確認されない(森町史編さん室1999)。縄文時代と弥生時代の環境変化による人

聞と自然環境とのかかわりの変化があったことが予測できる。

3.弥生時代
にしひらこ

太田川上流域の集落から見ておきたい。飯田丘陵上に所在する森町西平子遺跡 (67)で弥生後期~古

墳前期の竪穴建物23軒が確認された。中屋敷遺跡 (33)に近接する北垣遺跡 (45)では弥生時代の竪穴
かたせ

建物数軒が確認されている。太田川支流の一宮川流域では、森町片瀬遺跡 (7)で第二東名高速道路建

設に先立つ調査で弥生時代中期後半~後期の竪穴建物29軒や区画溝などが確認され、丘陵上に溝で区画

された集落が営まれていたことが明らかとなった(静岡埋文研2009)。片瀬遺跡は後期後半~古墳時代前

期には集落は廃絶し、墓域へと移り変わる。片瀬遺跡の東側の尾根上にある綱掛山古墳群(綱掛山遺跡，

18)でも、同時期の竪穴建物21軒が確認されている(静岡埋文研2009)。
おくやたいち

他には森町奥谷田 I遺跡 (65)のように建物が数軒確認された遺跡はあるが大規模な集落遺跡は少な

く、平野部に臨む丘陵尾根上の平坦地に造営されている。

一方、墓域は多数確認されている。森町フケ遺跡 (46)、文殊堂遺跡 (43)、林遺跡 (40)のほか、森
ぜんちどり そうしんじ じよちゅうあん

町善千鳥遺跡 (36)、片瀬遺跡 (7)、崇信寺遺跡(103)、如仲庵遺跡 (96)など多数の遺跡で多数の

方形周溝墓や土器棺墓が確認されている(森町史編さん委1998，静岡埋文研2006・2009など)。

なお、生産域である水田跡は森町域では現状で確認されていない。太田川の流路変更により既に消失

したか、あるいは地中深くに埋蔵されている可能性が高い。
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第3寧地理的理R境・歴史的環境

4.古墳時代

古墳時代前期 (3世紀中頃'"'"'4世紀)は弥生時代から続く方形周溝墓や集落が確認されるが、古墳時

代前期後半から中期前半の様相はよくわからない。古墳時代中期中葉 (5世紀中頃)以降になると古墳
うとうれんだい

の築造が活発化し、綱掛山古墳群(18)、文殊堂古墳群 (43)、林古墳群 (40)、宇藤蓮台古墳群 (42)、

崇信寺古墳群(103)などで、20m以下の小規模な古墳が築造される(森町教委1996，静岡埋文研2008・2009

など)。中期後半~末頃 (5世紀後半'"'"'6世紀初頭)には、前方後円墳である堤田古墳 (56)、東国古墳
にしわき

(57)が築造された (森町史編きん委1998)。後期前半 (6世紀前半)になると、前方後円墳である西脇

古墳 (28)が築造されるが、古墳築造数は多くはない。後期後半 (6世紀後半)以降、古墳や横穴墓の

築造が活発化し、奈良時代直前まで続く。森町域は横穴式石室築造地域(磐田原台地以西の西遠江)と

横穴墓地帯(太田川以東の東遠江)の中間地帯にあたり、両者が混在する地域として注目できる(田村

2001など)。

上述したように古墳・横穴墓は多数確認されるものの、この時代の集落の様相はほ とんど確認されて

いない。北垣遺跡 (45)は、文殊堂古墳群 (43)や宇議横穴墓群 (41)、天主;る横穴墓群 (44)に近接

し、同時期の竪穴建物数軒が確認できることから集落と古墳・横穴墓との関係がわかる貴重な遺跡であ

る。

5.奈良時代・平安時代

U'f委名類東抄』によれば、周智郡には「小山郷」、「山田郷J、「依智郷」、「大田郷J、「田椀郷」の 5郷が

挙げられており、円田・草ヶ谷地域は「田椀郷j に比定されている(森町史編さん室1999)。一宮川流域
みやしろ

にあたる宮代地域については「田椀郷J に含まれるのかどうか明確ではない。

この時代の遺跡をみると、太田川左岸の袋井市と森町の境付近、袋井市春岡地区には「九周」や「知」
l正くしよどき しゅうち〈んカe

などの墨書土器が出土し、周智郡衝の有力候補地である袋井市稲荷領家遺跡(110)や、それに近接し同

じく郡街候補地である春岡遺跡 (111)などが所在している(森町史編きん室1999)。

また、 森町飯田に所在する平戸廃寺 (68)では平城宮系の文様をもっ単弁八葉軒丸瓦(平城宮6313型

式系統)・均整唐草文軒平瓦(平城宮6663型式系統)が出土しており、遠江国分寺の造営以前に平城宮系

瓦を採用している点は、造営にあたっての王権とのつながりが想定できる(森町史編さん委1998)。

さらに円田地域は、小国神社 (21)の旧跡伝承地が存在しており、当地域が非常に重要な地域であっ

た可能性が想定できる。小国神社が初めて記録にあらわれるのが平安時代に編纂された『続日本後記』
おおき ど

で、承和7年に「従五位下」を授かったことが記されている。この小国神社の当初の所在地は、大城戸

遺跡 (52)近くと想定されている。北垣遺跡 (45)では、この時期の竪穴建物、掘立柱建物などが確認

でき、須恵器、緑柚陶器、灰紬陶器などが出土しており、それらとの関連が想定できる。
きょうづか

弥勅平遺跡 (39)が臨む一宮川流域をみると、小国神社経塚 (20)が特筆きれる。現在の小国神社本

殿の北側に残る経塚(円形，直径15'"'"'18m前後と推定きれている)から、「イ二安三年J (1168)銘の外容
きょうづっ わきょう たち

器とともに銅製経筒3点、和鏡3点、太万2点などが出土している(森町史編さん委1998)。飯田地区
びく に曹ょうづか

に所在する比丘尼経塚 (76) と併せて地方経塚のあり方を示す資料として注目できる(足立1998)。
いわむろはいじ

また、一宮地域の北西には、古代から中世の山林寺院である磐田市岩室廃寺(1)が所在しており、
すずみまつ

森町側にはその南丘陵表参道が位置していたと考えられ、岩室廃寺近くに所在する森町涼松遺跡 (5)、
あさひだいら にしとうげみとがやひがしとうIf¥'ち

朝日平遺跡 (4)、西峠水戸ヶ谷東 il保 1. II遺跡 (2・3)では平安時代から鎌倉時代にかけての遺

物が出土しており、岩室廃寺と関連する遺跡群と想定されている(森町教委1991)。岩室廃寺、小国神社、

小国神社経塚からみれば宮代地域は非常に宗教色の強しユ遺跡が多いといえる。

なお、森町域の南西部には条里の痕跡が確認されている(森町史編さん室1999)。
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第2節歴史的環境

6.中世(平安末期~江戸時代初期)

弥勅平遺跡 (39) と中屋敷遺跡 (33)が所在する宮代、草ヶ谷地域は、鎌倉時代には小国神社 (21)

の遠江国一宮領であった可能性が高い。また、森町域に現存する寺院のうち、当地に所在する古利とし

て著名な香勝寺はこの時期の開山(1545年)と考えられており、現在までその名声を留めている。
みやしろいなりした いちのみやまっしゃいなりしゃあと

鼻宮JII流域では、御廟所遺跡 (22)で古瀬戸瓶子、宮代稲荷下遺跡 (一宮末社稲荷社跡，24)からは

同じく古瀬戸四耳査(東京国立博物館蔵)が出土している。一宮川流域には小国神社や岩室廃寺(1 ) 

と関連してか、中世墓や経塚と考えられる遺構・遺物が確認されている。

一方、中屋敷遺跡に近接する香勝寺遺跡 (32)では、香勝寺本堂の建設に先立つ調査で、一宮荘の地

頭武藤氏一族の供養塔と想定される五輪塔、宝鑑印塔などが出土した。また、当遺跡では第二東名建設

工事に伴う宅地移転先候補地となった地点での調査で15世紀に人工的に埋め戻された堀が確認された こ

とから遺跡は堀で固まれていたと想定でき る。当遺跡は12世紀後半から 13世紀前半の遺物が主体であり、

鎌倉時代初頭頃に盛期を迎えた遺跡である可能性が高い。中屋敷遺跡でも同時期の遺構・遺物が出土し

ており、一連の遺跡として把握できるかもしれない。北垣遺跡 (45)では掘立柱建物や井戸のほか、土
ころ ぽ かそうぽ せ曹とう

墳墓・火葬墓や石塔・宝僅印塔が多数確認されている。円田地域にある岩名栗遺跡 (49)では中世の集

石墓が確認され、宝僅印塔・五輪塔が発見されている。
ぞうこっ!'

弥勅平遺跡では蔵骨器の可能性が高い古瀬戸四耳査・瓶子3点が出土しているほか、 この遺跡と周辺
はやしじぞうやま

(林地蔵山)には中世後期から江戸時代の石塔が集積されており、墓地であった可能性が高い。
かんのんどう ゃぐち

このほか森町域では、古墳時代の横穴墓を再利用 した中世墓が、観音堂横穴墓群(78)、谷口横穴墓群

(83)、天王ヶ谷横穴墓群 (44)で確認されている。
あまがた日んじよう あまがたしんじよう いいだじよ う

一方、この時期の城館では、文献記録に天方本城、天方新城、 飯田城 (99)などが記録されており 、

今川方の天方氏、斯波氏、徳川氏、山内氏、武田氏による攻防が行われる(森町史編さん室1999)。調査
伊たせじよう ほり"り

された遺跡は少なく、片瀬城跡 (7)で堀切が確認されている (静岡埋文研2009)。

7.近世(江戸前期以降)

森町域は豊臣政権下では大名山内氏の所領が置かれ、徳川政権下では大名山口氏や旗本土屋氏や掛川

藩の所領となる。草ヶ谷について江戸時代前期は大名山口氏が領主、江戸時代中期以降は旗本土屋氏の

所領で、宮代地域は江戸時代前期には大名山口氏、旗本花房右近とともに小国神社の所領であった。ま
ぽんしょう うんぽん

た、森町域には遠江・ 駿河の鋳物師集団を統括した山田七郎左衛門家があり、党鐘や雲板、鍋・鎌など

を鋳造していたことが明らかになっている(森町史編さん室1999)。

近世の遺跡は、本書で報告する中屋敷遺跡 (33)や北垣遺跡 (45)で掘立柱建物が多数確認されてい
てっさいふいごはぐち かじゃ

る。また、 両遺跡では、鉄j宰や輔羽口が出土しており、鍛冶屋が操業されていた可能性が高い。
や

一宮JI1流域のカワラケ屋遺跡(6 )は、江戸時代のかわらけ製造場所・販売所があったとされている。
せいりがわ きんごう せきひ

太田川支流の瀬入川左岸の丘陵上に位置する山郷遺跡 (27)では、遺跡の最も標高の高い場所で石碑

を樹立した遥拝所が確認された。この遥拝所は 3段の壇と石碑で構成されており、近世初期の天台宗の

作法に基づいているものと考えられている。
しゅげんどう

修験道遺跡(竹林山南閣院南光寺 95)では文化15(1818)年に森町E那衆を勧進して構築された柴

灯護摩壇が確認されている。

なお、考古資料ではないが、地元や森町に残る絵図面などに、今回報告する中屋敷遺跡が所在する

草ヶ谷や円田の絵図面があり、当時の様相を知る上で重要な資料となる(第二東名記念誌編集委2005な

ど)。

※参考文献は、 19い 192頁参照
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第4章 弥勅平遺跡

第 l節 弥勃平遺跡の概要

1 .概 要 (第 3"'6図， 巻頭図版 1. 2，図版

1"-'3，写真9"'11)
みろくだ、=ら しず%かけんし鳴すち('んも 1)まちみやしろ い色のみや

弥勅平遺跡は、 静岡県周智郡森町宮代の一宮川

が形成した平地部分を望む丘陵上に位置しており、

森町林古墳群 ・林遺跡(静岡埋文研2006・2008)

から北岡に向かつて張り出す尾根緩斜面、 標高70

m付‘近に位置している。遺跡からは一宮川が形成

した平地部は見渡すことができるが、太田川が形

成した平野部は林古墳群 ・林遺跡が所在する

?円田丘陵」に遮られて直接は見えない。

遺跡の周囲には、中世~近世の石塔や供養塔が

集積された墓地が確認でき(図版10-1，註 1， 

註は42頁参照)、地元の言い伝えで、は尾根(存地緩
やま

山，弥勅平遺跡と想定される)にあった石塔を集

積したと されており、これらの石塔は本来弥勅平

遺跡内に所在していたものと考えられる。

また、調査前まで近世以降の墓地が尾根上にも

確認できた (図版10-2)。

2.調査歴

No. 123地点は、周知の埋蔵文化財包蔵地として
げんない や Lき

登録されていないが、「源内屋敷」伝承地が所在し

たこと、同一丘陵に林古墳群が存在したため、確

認調査対象地として選定 した。これまでに調査が

行われたことはない。

弥肋平遺跡の調査は今回が第 l次調査であるが、

遺跡が所在する丘陵はすべて第二東名高速道路用

地であるため最終調査でもある。

調査の結果、「源内屋敷」推定地では遺構は確認

できなかった。一方、林古墳群から続 く尾根上で

確認調査を行ったところ、 竪穴建物が確認された

ため、 静岡県教育委員会文化課 (当時)と森町教

育委員会の協議によか小字名を採用し 「弥肋平

追跡」として命名された。

写真9 林地蔵山の旧状① (昭和47年頃撮影)

足立順司氏提供

写真10 林地蔵山の旧状② (昭和47年頃撮影)

足立)1康司氏提供

写真11 林地蔵山の石塔(昭和47年頃撮影)

足立順司氏提供
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第2節 調査の体制と調査の経過

1.確認調査および本調査の体制

弥助平遺跡の確認調査および本発掘調査の調査担当者は下記の とおり である。

確認調査 主任調査研究員 平野 徹 調査研究員 竹原一人 ・丸杉俊一郎

本発掘調査 主任調査研究員 加藤理文 調査研究員 田村隆太郎 ・児玉卓

2.確認調査および本調査の経過 (図版10，写宴11'" l3) 

確認調査 当初、弥勅平遺跡が所在する丘陵尾

根上以外に、丘陵下の平坦地に「源内屋敷」推定

地が所在したため、第二東名高速道路建設の対象

範囲内について試掘 ・確認調査を実施したが、遺

構 ・造物ともに確認されていない。

弥勅平遺跡の近接箇所には、 中世~近世墓が集

められた墓所(図版10-1，写真11)が存在して

いることから、それに関係する遺構や、弥生時代

の遺構が確認されるこ とが想定できた。本遺跡名

は試掘調査終了後、 静岡県教育委員会と森町教育

委員会の協議により 「弥肋平遺跡」と命名 ・周知

された。

弥靭J平遺跡の試掘 ・縦認調査は、123地点その

lとして、林古墳群とともに実施した。

確認調査その lは、 平成10年9月16日から開始

した。 16日に調査対象地の草木の除去を行い、 18

日から試掘溝の人力によ る掘削を開始した。Dト

レンチから調査を開始し、 B'C、A.E"'Iト

レンチへと順次実施した。各 トレンチの遺構確認

および記録類の作成を11月30日に終了し、 12月 l

日に試掘満の埋め戻 しを終了した。

写真12 本調査 重機による表土除去作業

写真13 本調査 遺構検出作業

本調査 本調査は、 平成12年 2月29日に開始した。 まず、調査用プレハプ等の設置を行うとともに、

重機による表土除去を実施した。 3月 1日から重機による表土除去と合わせて人力によ る表土除去を開

始し、 4月20日に一旦休止した。 7月14日より表土除去を再開 し、 8月7日に遺構検出を行うとともに、

株式会社イビソク に委託し、国土座標にもとづくグリッド杭を設置した。人力による表土除去と併行し

て8月18日から遺構掘削を開始し、9月27日に高所作業車を用いて遺跡の全体写真を揮影した。9月28

日から遺跡の測量を行うととも に遺構の最終確認を行うためのサブト レンチ掘削を行い、すべての作栄

を10月2511に終了した。

3.資料整理の経過

第2章第3節に記載したため、 参照願いたい。
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第3節 No. 123地点確認調査の成果

1. i源内屋敷」推定地 (第71突し 写真14-----16)

当初123地点は、谷部に位置する「源内屋敷j推

定地が所在したため、 確認調査その 2としてその

推定地内を11ユ心に試掘溝 (試掘坑)を設定した。

確認調査その 2は、平成10年12月15日から調査

対象地の草木の除去を開始し、 16日から試銅坑8

箇所、 試掘溝4箇所を設定し、順次~/Iim~ 、 精査を

行った。 記録類の作成を行い、 12月17日に確認調

査を終了した。

調査の結果、「源内属敷J推定地では、遺構は一

切確認できず、屋敷地が想定する と考えられてい

た平坦面は、近代以降の造成により形成されたも

のであることが明らかとなった。 遺物は造成土上

に堆積した表土から 18世紀代の陶磁器小片などが

出土しただけであった。これらの遺物は、 弥勅平

遺跡などからの流れ込みの可能性が高い。

したがって、「源内屋敷」推定地では想定された

屋敷地は確認できず、 「源内屋敷」は別の地に存在

する可能性が高い。

2.弥勅平遺跡

林古墳群として周知された範囲から北に向かつ

て張り出す尾根上に古墳が存在する可能性があっ

たことから、 尾根上、緩斜面、平坦地を中心に試

掘溝31本を設定した (第7図)。

調査の結果、弥肋平遺跡のTr.A 1 . 2やその

周囲から江戸時代のかわら けや陶磁器が出土した

が、それ以外の遺構 ・遺物が出土しておらず、

Tr.A 1・2については本調査対象から除外した。

一方、 Tr.B 1 -----E 3では、 縄文I時代から近世に

わたる遺物が出土した ことから、 遺跡であること

が確定した。 また、 遺跡、の積別は当初想定した古

墳ではなく、 集落が存在する可能性が想定された。

写真14 r源内屋敷」推定地 確認調査前の状況①

写真15 r源内屋敷J推定地確認調査前の状況②

この試掘調査により新たに発見された遺跡は森町教育委員会と静岡県教育委員会の協議により「弥勅

平遺跡」と命名された。

なお、確認調査で出土した遺物については、本調査の成果で記述する。
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第4節弥勃平遺跡の調査成果

1.調査区とグリッドの配置について(第3・9図，第4表)

調査区は、林古墳群、林遺跡の北側に位置し、森町パーキングエリア予定地の調査箇所統一グリッド

番号のd22'"'"'i27グリッドにあたる(第3・9図)。なお、第4表に調査時(旧グリッド番号)と報告時(正

式，新グリッド番号)の対応関係を記した。

遺跡の緯度経度は、世界測地系(日本測地系2000)で調査区の中央で北緯34049'35.3//、東経1370

54' 12.6//、北西隅で北緯34049'36.1庁、東経137054'11.6//、北東隅で34049'36. 1庁、東経1370

54' 13//、南東隅で北緯34049'34.8//、東経13T54'13.6//、南西隅で北緯34049'34.6//、東経

13T54' 11. 8//である。

第4表弥勅平遺跡グリッド番号新旧対応表

!日 新 |日 新 |日 新 |日 新
D5 d22 E5 e22 F5 包2 G5 g22 

D6 d23 E6 e23 F6 f23 G6 g23 

D7 d24 E7 e24 F7 f24 G7 g24 

D8 d25 E8 巴25 F8 f25 G8 g25 

D9 d26 E9 e26 F9 位6 G9 g26 

DIO d27 EIO e27 FIO ロ7 GIO g27 

2.基本土層について(第8図)

弥勅平遺跡は基本的に4層で構成され、表土層の l層

と包含層の 2・3層、地山層の4層に区分するこ とがで

きる。この4層上面が遺構面であり、遺構に伴わない遺

物は 1'"'"'3層から出土した。

3.遺構・遺物の概要

弥勅平遺跡では、竪穴建物 (SH)3軒(l箇所に重複)、

土坑 (SK)25基、溝 (SD) 4条、ピット (SP)125基、

性格不明遺構 (SX)12基、土器棺墓の可能性がある土器

出土箇所 l基 (SX12)を確認した。このうち遺物が伴う

|日 新 |日

H5 h22 15 
H6 h23 16 
H7 h24 17 

H8 h25 18 
H9 h26 19 

HIO h27 110 

o E2トレンチ

70.0m 

20 
4 

1m 

新
i22 
i23 
i24 
i25 

i26 

i27 

1 表土

2 黒褐色土・・・包含届

3 黒掲色土・・・包含届

4 縄色粘貧土・・地山

のはSH02(SLOlを含む)とSX12のみで、その他の遺構 第8図弥勅平遺跡基本土庖図

は遺物が伴わないため、時期は特定できない。遺物は、縄文土器、弥生土器、須恵器(古墳時代)、土師

器(古墳時代)、山茶碗、古瀬戸、かわらけ(近世)、陶磁器(近世)、土管、銅銭が出土した。

なお、弥勅平遺跡の調査では、林遺跡から下る尾根の傾斜角度がややきつい斜面には遺構は築かれて

いない。竪穴建物をはじめとした遺構は傾斜が非常に緩く平坦地に近い部分に築かれており、尾根の平

坦面を利用したことは明らかである。
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第4節弥勘平遺跡の調査成果

第9図 弥勤平遺跡の本発掘調査対象範囲
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第4~ 弥助平遺跡

4.調査の成果

( 1 )竪穴建物 (SH01"""03，第11・20図，第5・10表，図版4・5・7)

SHOl "-'03はf23"-' f 24グリッドに位置する。同一箇所に建てられた竪穴建物で、すべて隅丸方形平

面である。

遺構内に設定した土層の観察によって建物の建設順序を確認すると、 G-Gノ断面で北側の土層で5層

を切り込んで、4層が堆積していることから、 SH03を破壊してSH02が造られたことが判明する。また、

B-B〆断面で3>7層がSH02の範囲を覆っており、それを取り除くとSHOlの掘方が確認できたため、

SH02がSHOlを破壊して造られている。 SHOlとSH03の前後関係が不明であるが、平面形態がSH03の

隅角が丸みを帯びて楕円形(小判形)に近く、 SHOlが方形に近いことを遠江の竪穴建物形態の変遷から

考えると、 SH03がSHOlよりも古い可能性が高い。したがって、 SH03→SHOl-→SH02の順に建てられ

た可能性が高い。

また、このほか炉跡の可能性があるやや被熱を受けたような痕跡がSH02の南西隅に接するように確

認できた。これが炉跡だとすれば、さらにもう一軒の竪穴建物が存在することになる。

①1号竪穴建物 (SH01，第11図，第5表，図版4・5)

建物 l号竪穴建物(以下， SHOl)は、隅丸方形平面である。 2号竪穴建物(以下， SH02)よりも一

回り小さく、南北3.85mx東西3.25m、深さO.lmで、ある。主柱穴 (Pl，，-，P4)は4本ともに確認でき、検

出面から0.45m程掘り込まれている。根固めのための礎石は確認できない。柱穴の直径は、 25"-'30cmで、

柱聞は南北約2.35m(芯芯間，以下同じ)、東西約2.25mで、ある。主軸(長軸)は、 N-50-Wであり 、

SH02・03と同方向に主軸を向ける。

炉 SHOlに伴う炉跡は確認できない。SH02の構築の際に破壊された可能性が高い。

出土遺物 SHOlからの出土遺物はない。

時期 時期は特定できないが、方形平面の建物であること、弥生時代後期以降の竪穴建物である可能

性が高い。

②2号竪穴建物 (SH02，第11・20図，第5・10表，図版4・5・7)

建物 SH02は隅丸方形平面で、規模は南北約4.65mx東西約4.45mで、ある。主柱穴(P5"-'P8の可能性

が高い)は4本ともに確認でき、検出面から0.3m程掘り込まれている。根固めのための礎石は確認でき

ない。柱穴の直径は15"-'25cmで、あり、東西約2.5m、南北約2.35mで、ある。主軸はN-50-W(あるいは

N-850 
- E)である。東側壁面近くに壁溝が一部残存する。幅0.2mで、ある。

床面には全体的に黄褐色粘質土 (7層)による貼床が行われている。この上位に堆積する 3層は覆土

の可能性が高い。

炉炉 (SLOl)は、建物の北側ほぼ中央に位置しているおり、 SH02に伴う可能性が高い。ただ し、

SHOlの北側中央でもあり、 SHOlに伴う炉の可能性もある。炉の形状について、平面形は隅丸方形に近

第5表弥勃平遺跡竪穴建物の概要

けIS宣H構O名I 
挿図 |図版 グリッド 主軸方位 南北 |東西 |深さ |床面 遺物 備考

11 14・5 f 23~24 N-50-W 3.85 1 3.25 1 O. 1 1不明 なし SH02に破壊される。

SH02 11 f 23~24 -W 465 14451 02 |貼床
弥生土器か

SLOI . SK24を伴う。
土師器台付@

SH03 11 14・5 f 23~24 N-50-W 0.5+ I 3.5+ I _O._~ I不明 なし SH02に破壊される。

※表記 + (プラス)=以上 単位 (m)
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第4節 弥"1平遺跡の調査成果
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24 国土鹿療は日本測地系に基づく

第10図 弥勅平遺跡全体図
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時期 出土遺物がなく、時期を特定することはできないが、 SH02に破壊されていることからSH02に

先行する。構丸長方形であるが、北側の短辺が車離ではなく、やや円弧を描くことから蕗生時代後期後

半に位置づけられる可能性が高い。

④竪穴建物的可能性のある遺構 (SX11.第11民間版4・5)

SH03は、 SXllとした遺構を破壊している。このSXllは東欄が円強を描いており、 SK25がこの遺構

に伴う貯離穴とすれば、構内形(小判形)平面の竪穴建物の可能性も否定できない。このSXllが建物と

すれば、 4軒の竪穴建物が同一箇所に建て替えられたことになる。

22 
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第4節 弥 縦l平jfi跡の嗣査成果

SK25 

8 
-一一、、ーも一

A _!::'_ 70.0m 

A 

C 

D 

B ~70.0m 

C c' 
70.0m 

D 0' 一一-70.0m 

1 賞褐色粘質土 (俊乱) 8 !甲色土

2 賞褐色粘質土(債乱) 9 I制呂色粘質土

3 n.H品色粘質土 10 賃借色粘質土 焼土粒含む

4 黄褐色粘質土 11 質ぬ色粘賀土

5 費制色粘質土

e 前総色粘賀土

7 鯛色糊士 口焼土

包 b

L 」出ケL702m 、l 0 
竪穴建物

O 
SLOl 'SK24 

(1 : 60) 

E
Sト

l
ー

-

R

。

E
O
R
It
-
-

民工

3m 

(1 : 40) 2m 

第11図弥勅平遺跡竪穴建物実測図
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第4章弥勘平遺跡
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。SK23
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第12図弥勅平遺跡調査区中央部土坑・性格不明遺構位置図

⑤炉と想定される部分(第11図)

SH02の南西隅角部でやや被熱を受けたような地山部分を確認したため、炉跡の可能性を想定して周

囲を精査したが、掘り込みや粘土の貼り付けは確認できないことから、その範囲 (SH02南西隅角部の

「炉?J部分)を記録するに留めた。

この部分が炉跡であるとすれば、 SHOl'"'-'SH03と重複する竪穴建物が存在した可能性が高くなり、 3

回の建て替えが行われたことを考慮してお

く必要がある。 s 
戸p、

調査区内では、竪穴建物の掘方まで削平

された遺構が多い可能性があるが、竪穴建

rlて¥物に伴う柱穴と想定される柱穴 (SP)があ

まり確認されておらず、当初の建物数もそ

れほど多くはなかった可能性が高い。

しかし、このSHOI'"'-'SH03は少なくとも

2回の建て替えが行われていることが判明

したため、数軒の建物がある程度の長期間
'----l.一 一一ゾ SK01 

この場所に建て替えを行いながら存在して

いたことが想定でき る。
A A' 

一一一71.0m

(2)土坑 (SK01"'SK25，第12'"16図，第 よ想轡てご 1 i耳褐色土 炭化粒含む

2 貨尚色土

6表，図版6) 3 m.褐色土穣多く含む

遺跡内で25基確認した。共伴する遺物が 亡コ黒褐色土範囲

なしその性格等は不明で、ある。
。 (1 : 40) 2m 

第13図弥動平遺跡土坑実測図① (SKOl)
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第6表弥勅平遺跡土坑の概要

遺構名 挿図 図版
SIく01 13 6 
SK02 
SK03 rυ 、
SK04 
SK05 14 
SK06 
SK07 
SK08 
SIく09
SKIO 

》圃司圃圃圃圃圃

SKII 
SKI2 15 
SKI3 
SKI4 
SKI5 
SK16 
SKI7 
SIく18
SKI9 
SK20 16 
SK21 
SK22 
SK23 
SK24 11 

SK25 16 

※括弧内は残存数値
※深さは最深部の深さ

グリッド 形状

e24 隅丸方形

e25 円形

e23 楕円形
f 23~24 i 楕円形
f23 楕円形

f23 長楕円形

f23 楕円形

f23 不整楕円形

日23 楕円形

日23 不整楕円形
f 24・g24 楕円形?

f24 i不整楕円形
日24 楕円形
。24 楕円形?

f24~25 楕円形
g24 楕円形
g24 長楕円形
g24 円育委

!@ 円形
h25 円形

h24 円形

h23・i23 不整楕円形
σ24 円形?

f24 楕円形

f24 楕円形

南北 東西 深さ 遺物
1. 60 1. 50 0.35 なし
0.83 0.90 0.4 なし

1. 20 0.92 O. 18 なし
0.94 0.80 0.2 なし
0.90 1. 17 0.28 なし

(1. 35) (0. 55) O. 15 なし

0.64 (O-66)|「0.27 なし

0.90 0.64 I 0.22 なし | 

O. 77 0.63 0.25 なし
1. 00 (1. 98) 0.07 なし
(1. 16) 0.98 0.12 なし
1. 60 1. 30 0.24 I なし
0.64 1. 44 0.25 なし

0.82 (0.66) 0.15 なし

1. 00 0.63 0.12 なし

0.98 0.64 0.28 なし
0.59 (0.98) 0.14 なし
O. 78 0.74 0.16 なし

0.58 0.48 0.2 なし
0.54 0.56 O. 18 なし
O. 70 0.80 0.27 ! なし
2.25 2.85 0.5 なし
(0.15) (0.58) O. 18 なし

0.50 0.65 0.35 なし

0.93 0.68 0.13 なし

第6表に、遺構の規模と所在する位置(グリッド)を示した。

第4節 弥助平遺跡の調査成果

備考

晶晶一一一‘一一‘

___j 

SH02の貯蔵穴

SX11が竪穴建物だとすれ
ば貯蔵穴の可能性あり。

単位 (m)

SKOl SK01は、二段の掘方の土坑である(第13図，図版6)。上段は隅丸長方形で、東西1.5m、南

北1.6m、深さO.lmで、下段は上段の掘方のほぼ中央に掘り込まれた円形坑で直径O.55"-'0. 6m、深さ

O.25mで、ある。底面はほぼ水平で、ある。検出面からの深さは、 0.35mで、ある。この下段の掘方の上部に

礁を集積するもので、その下位には l層とした黒褐色土層とその周囲に 2層(黄褐色土層)が確認でき

る。礁を含む土砂 (3層)がレンズ状に堆積していること、 2層がI層と掘方の聞に充填された状況を

示すことから、黒色土層は有機質物質が腐朽した痕跡である可能性が高い。この想定が正しいとすれば、

本来集石は地表面に見える状態で小さな円形(直径O.7"-'0. 8m)で塚のように盛り上がっていた可能性

が高い。黒色土の平面形は隅丸方形に近く、 長さ0.4mで、あることから、 一辺0.4m以下の箱などが納め

られていた可能性がある。集積された石材は、直径20cmの円形の石材(川原石)を除いては、 IOcm以下

の角のある小礁を使用している。出土遺物がないことから時期は特定できないが、火葬骨を納めた墓

(集石墓)の可能性が高い。その場合は中世以降に帰属する可能性が高い。

SK02"'SK 19・SK23 SK02"-'SK19. SK23 (第14"-'16図，図版6)は、出土遺物がなく、関連する遺

構も明確ではないことから性格を想定することは困難である。円形、楕円形、不整楕円形な土坑がある。

後述するSK20・21を除いて断面が皿状の土坑で遺物が出土しないことから、風倒木や木根の痕跡の可

能性もある。

SK20 SK20 (第16図)は平面円形で直径約0.55m、深き0.18mで、ある。底部は水平で、ほぼ直立して

立ち上がることから人為的な掘り込みの可能性が高い。

SK21 SK21 (第16図)は平面円形で直径O.7"-'0. 8m、深さ0.27mで、ある。底部は水平で、ほぼ直立し

て立ち上がる。江戸時代以前に遡るとすれば桶棺などが据えられた可能性がある。

SK22 SK22は弥勅平遺跡で確認された最も大型の土坑で、平面形は不整楕円形である。長軸2.85m、

短軸2.25m、深さ0.5mで、ある。

SK25 SK25 (第16図)は、 SH01.03の北東隅角部で確認された楕円形の土坑で、 SH03・01を破壊し
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第14図弥紡平遺跡土坑実測図② (SK02~SK08)
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第15図弥勅平遺跡土坑実測図③ (SK09~SK16) 
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第4~ 弥前J平遺跡
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第16図弥勅平遺跡土坑実測図④ (SK17~SK23. SK25) 

28 



第4節弥聞j平遺跡の翻査成巣

備考

丘二¥-Jf-A斗8.8m

単位 (m)

/
j
f
f
A一

治
川
山
川
U

/
J「比

ているように見えたためSXllとは別時期のものとし

て調査したが、 SH01. 03よりも古く SX11に伴う可能

性もある。 SXllが竪穴建物だとすれば、その貯蔵穴

の司官副主もある。

SK24 (第11図)は、 SH02で報告したように、

SH02に伴う貯蔵穴の可能性が高い。

K SK24 

ムス~J1 .J"'

_lL 

8D03 

__A_71.1m 

，...._ー/ー

A 

-AL-71h 

一一ーーー、『戸一一ーーーー，ー戸一一一

一主 主 -71.3m
-，_ーノーー

A 

(3)溝状遺構(第17図，第7表，図版4)

遺跡内で溝状遺構が4基 (SD01'"'-'04)確認されてい

る。第7表に遺構の規模と所在する位置(グリッド)

などの概要を示した。

SD01は、短い溝状遺構である。断面は浅い

皿状である。 遺物は出土していない。

SD02は、現代の排水溝により一部が破壊さ

れた溝である。断面は浅い皿状である。遺物は出土し

ていない。

S003 SD03は、細長い溝で、断面皿状である。遺

物は出土していない。

SD04は、調査区外から続く溝である。断面

は浅い皿状である。遺物は出土していない。

なお、 SD02'"'-'04は等高線に直交することから、自

然流路の可能性が高い。一方、 SD01は等高線に平行

することから自然流路の可能性は低く、短いことから

長楕円形の土坑の可能性もある。

SOOl 

S002 

S004 

一旦 」二-7l.1m

ー"-----ーー
3m 。

溝状遺構実測図

80) 

弥革力平遺跡第17図(4)性格不明遺構 (SXOl'"" 1 0，第18図，第8表，図

版4)

性格不明の土坑状遺構が遺跡のほぼ中央で12基出土している。

るためここではふれない。

SX01 '"'-'SX10について不整形な遺構が多く、木の根の痕跡や樹木の倒木痕などを遺構として認知して

いる可能性もあり、 10基すべてが遺構ではない可能性もある点に注意が必要である。また、 10基から遺

物の出土はなく、帰属時期を特定することはできない。

SX01はSK02と重複関係が確認できるが、前後関係については明らかにすることはでき

なかった。 SX01はU字形で、深さ0.15m前後と浅い。 SX02はSX01と同様の形態を示す。深さO.lm前

後と浅い。近接箇所にあり、対の関係にもみえることから、 SX01・02が当初関連する遺構であった場

合には、溝状遺構や竪穴建物の壁溝などの可能性も想定できる。

うちSXll・12については別途記述す

29 

SXOl・02



バX03

ε吋
R
J
削
|

S
F
h
J凶
i
l
k
I
l
l
-
-〆
l
i刷
|

第4i主弥勅平ii.'l跡

A A' 

一一」一一J ノー'I.om

_!{_70.2m 
A 

企__...，__ー/ー」;-71em

E 
N 

~10.8m A 
A A 
-一一~一一一川加

則

一

5
0
h
J削
l

1μ 
白

A 

ε円
Z

，
o

ト
レ
ン
チ

ー
明い
1
Nヨ

t;_7L2m 
A 

了'-r一一ーー_.->-一一ー

4m 
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第4節 弥出J平遺跡の調査成果

第8表弥勅平遺跡性裕不明遺構の概要

遺構名 挿図 図版 グリッド 形状 長さ 幅 深さ 遺物 備考
SXOl e25 U字形 1. 44 0.76 0.16 なし
SX02 f25 J字形 1. 00 0.42 0.1 なし
SX03 f23・σ23 不整形 2.88 2.00 0.02 なし

SX04 f23~24 ・ g23~24 隅丸ニ角形 2.24 (2.20) 0.06 なし
SX05 18 f24 L字形 (1.52) 0.80 0.06 なし
SX06 f24・g24 L字形 4.80 1. 84 0.4 なし SX07と同か
SX07 f24 ・ g24~25 円形 1. 32 (1. 20) 0.3 なし SX06と同ーか
SX08 g24 円形 O. 72 0.72 0.2 なし
SX09 日24 不整形 (2.70) (1.74) 0.02 なし
SXIO 星空 不整形 (1. 62) 1. 12 0.08 なし

SXll II f24 隅丸方形 (2.80) (1.82) 0.08 なし 竪穴建物?
SXI2 19 5 e23 円形 0.25 0.25 0.1 弥生土器 土器棺墓か

※括弧内は残存値。 単位 (m)

SX03・04・09・10 SX03・04・09・10は不整形な浅い遺構で、自然の窪みなどに土砂が堆積したも

のである可能性がある。

SX05......07 SX05・06は一連の遺構で、 SX07と重複関係が確認できるが、前後関係は明確にできな

い。 SX05・06は不整形なコ字形で浅く、自然の流路の可能性が高い。 SX07は円形の土坑で、断面皿状

で、その中央に小穴が確認できる。

SX08 SX08は円形の土坑状のもので、断面は皿状である。深さは約0.2mと浅い。

(5)土器棺墓の可能性のある土器出土箇所 (SX12，第19・20図，第8・9表，図版5・7)

遺構 e23グリッドから弥生土器査の底部~胴部片 l点が

出土した。壷は底部を下にして、胴部を直立から45度ほど南

にやや傾けた状態で出土した。この土器の周囲には地山とや

や異なる土砂が確認されたため、その存在について確定で、は

ないが、土墳が存在する可能性が高い(第19図には土坑が

あったものとして図示)。周囲には竪穴建物などは確認でき

ないことから、土壇に納められた土器棺である可能性が高い。

遠江では、弥生時代中期前半~後葉の集落の様相が不明確

であることから確定できないが、この時期の事例に土器棺墓

が多い点を考慮すれば、この遺構も土器棺墓である可能性が

高い。

遺物弥生土器が l点 (10)出土した。

凶1 ml 

A A;-702m 

1 ちづヶー

。 (1 : 20) 1m 

第19図弥紡平遺跡性格不明遺構実演u図②

(SX12) 

10は壷で、|幅の狭い底部から外反しながら立ち上がり、胴部は丸みをもって膨らむ形状である。底部

は平底である。磐田市馬坂遺跡SK1出土土器(磐田市教委1998)のような形状を呈すると推測できる。

内外面ともに摩滅が著しく調整は不明であるが、その形状から細頚査の可能性が高い。弥生時代中期に

帰属する可能性が高い。なお、磨滅が著しいと はし〉え胴部下半に条痕調整が確認できないことは、弥生

時代中期後葉(白岩式)に帰属する可能性が高い。

(6)遺構外出土遺物(第20図，第9表，図版7・8)

弥勅平遺跡では、遺構に伴わず、縄文土器や問磁器が出土しており、 ここでその遺物について報告する。

縄文土器深鉢の口縁部破片付)である。口縁直下は2条の半載竹管状工具で施した回線文、地文

を挟んで貼付隆起突帯がある。区画内は縄文で充填される。縄文時代中期後半の咲畑式土器と併行する

取組式土器の可能性が高い(註2)。

このほか、縄文土器の小片が出土したが文様がなく、部位も特定できないため図示していない。
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第20図弥紡平遺跡出土遺物実測図①

弥生土器 査 (6・8・11)、台付費 (12)が出土した。

条痕文土器 (6)は査・彊片であるが、 小片のため器種を特定できない。 6はSLOl出土遺物の項で記

述した 2"'5と比較すると条痕の幅が狭く、やや新しく 位置づけられることから、 下記に記述する回線

文土器 (8)と同様、嶺田式土器に位置づけられる可能性が高い。

回線文のある壷片 (8)は、横方向に波状の文様を施したもので、弥生時代中期中葉の嶺田式土器壷

である可能性が高い。

これらの土器は弥生中期中葉に位置づけられるもので、林遺跡で出土している土器棺墓や方形周溝墓
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第4節致、動平遺跡の調査成果

よりも時期的に一段階古い。

11は壷の底部片である。平底で木葉痕はなく平滑に仕上げられている。 12は台付費の台基部片である。

外面にはハケメ調整、内面には指頭圧痕が残る。 11・12については時期を特定することはできないが、

12は後期の土器である可能性が高い。

須恵器 須恵器片が出土している。口縁部などの特徴的な部位は出土していないため図示していない

が、胎土などの特徴から 6世紀末"-'7世紀代の須恵器(湖西産)の可能性が高い。

山茶碗(14) 口径16.3cmの碗で、口縁部はやや薄手でわずかに外反する。器形や胎土の特徴から知多

産山茶碗で、中野編年知多5型式(赤根・中野1994)、13世紀前半~中頃に位置づけることができる。

古瀬戸(15......17) 古瀬戸灰紬四耳壷、灰柚瓶子片が10数片出土し、形状や紬薬の状況から少なくとも

3個体(四耳壷2、四耳壷か瓶子 1)存在する可能性が高い。

15・16は四耳壷で、ともに肩部の破片であるが、柚薬の色調や掛かり具合から別個体と判断した。 15

は肩部の破片で、外面に4箇所突起を貼り付けるもので、突起の上面には 5条の沈線が施されている。

内面は平滑に撫でられている。 16は肩部に最大径をもつもので、 4箇所に突起を貼り付けるものである

可能性が高い。耳上面には、 5条の沈線が施されている。内面は回転ナデが行われ、粘土組巻き上げの

痕跡はナデ消されている。

17は瓶子の肩部片である。肩部に最大径をもち、内面は粘土紐巻き上げを行う際の指押えの痕跡が明

瞭に残る。

それぞれがもっ特徴から古瀬戸前II期(藤沢1995a)、13世紀前葉~中葉に位置づけるこ とができる。

なお、弥勅平遺跡が所在する尾根から見下ろす眼下には、供養塔(五輪塔や一石五輪塔)が集められ

た墓地 (図版10，写真11参照)が所在していた(現在はさらに近くの高雲寺に移転された)。この墓地に

は中世から近世に亘る石塔が確認できることから、移動されたものであることは明らかである(足立

2008)。これらの石塔には本来伴うべき蔵骨器は確認できないが、石塔の時期よりも ここで報告した古

瀬戸四耳壷・瓶子の方が古いことから、石塔を伴わないこれらの古瀬戸を蔵骨器として用いた中世墓が

あった可能性が高い。

土管 (18) 近代 (明治時代)以降の土管の可能性が高い遺物が出土した。逆ハ字形に聞いた後、口縁

部で急激に L字形に屈曲させ、口唇部、口縁部外面に面をもつものである。

(7)確認調査出土遺物(第21......26図，第9・10表，図版8・9，写真17)

ここ に確認調査時に出土した遺物を報告する。

Aトレンチ出土品について 試掘確認調査時にA1・2トレンチ(以下， Aトレンチとする)から陶

磁器のほかかわらけ(土師皿)が多数出土し、火葬場所である可能性が考えられたが、その帰属時期が

江戸時代以降であることから、本調査対象には含めなかった。ここでは、 Aトレンチから出土した銭貨、

かわらけおよび陶器について報告する。なお、ここで報告するかわらけは試掘溝で出土した遺物のみを

取上げたものであり、実際には数倍のかわらけが周囲に埋蔵されていた可能性が高い。

なお、上述したように弥勅平には、周辺の村落の村墓が所在したとされており、その近世墓に伴うか

わらけである可能性が高い。

かわらけ(19......42) すべてロクロ成形かわらけであり、色調は赤褐色~樫色を呈し、焼き上がりは良

い。底部は平底である。底部が残存するものはすべて底部に糸切痕が残存する。口縁部は底部から逆ハ

字形に聞くが、直線的に広がるもの (20・22・28"-'30・32・38・42)と、内湾気味に立ち上がるもの

(19・21・23"-'27・31・41)がある。口縁端部は細くつまみだすもの (21・26・29・32・38・41・42)

と、丸く収められるもの(19・20・22"-'25・27・28・30・31・39・40)がある。
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第4節体紡平遺跡の調査成果

法量は19・20のように器高が低いものと、 21'"'-'32・38のようにやや高いものがある。小型の19・20が

口径7.5'"'-'8. 8cm、器高1.7'"'-'2. 3cm、底部径2.0'"'-'4. Ocm、口径が小さいが19・20と比べてやや器高が高い

38が口径7.0cm、器高2.6cm、底部径3.6cmで、ある。器高が高い21'"'-'32は口径8.0'"'-'9.6cm、器高2.7'"'-'3.5

cm、底部径3.8'"'-'6. Ocmで、ある。なお、口径と器高の比率によるかわらけの法量分布図・法量別出土数を

第22'"'-'25図に示した。

形態的な特徴や焼き上がりからすべて江戸時代中期(18世紀)以降のかわらけである。

近世陶磁器 上述したかわらけのほか、陶磁器が数点出土している。このうち 3点(43'"'-'45)を図示

した。

43は肥前産磁器染付丸碗である。外面には花柄が描かれている。 18世紀中葉に位置づけられる。 44は

瀬戸美濃産丸碗である。 17世紀後半'"'-'18世紀初頭頃に位置づけられる。 45は型碗である。志戸日産の可

能性が高い。 18世紀ごろであろうか。

常滑 このほか図示していないが、 E2トレンチから中世~近世(詳細な時期不明)の常滑聾片がl

片出土している。

口径(cm)
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銭貨 「寛永通賓J 1点 (46)が出土した。古寛永の一文銭で、ある。

第26図弥勅平遺跡出土銭貨拓影
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。
)
 

-1
 

(
 

4an 

写真17 弥勤平遺跡出土銭貨

(8)出土遺物観察表

①出土土器・間磁器観察表

第9表弥勤平遺跡出土土器・陶磁器観察表

番号姉図図版位腿 額別 様郡 部位 残存率 口径 底径 線高 色闘(外面) 色闘(内面) 備考

I 1 袈土縄文土器 深鉢 口縁部 10未満 一 一 一 | 煎褐(1OYR5/6) 煎掲(10YR5/6) 取組式つ

「 S凶 l 弥生士銀 蜜か聾 胸部 10未満| I__~_L--=----_j にぷい旋盤(1OYR5/3) 浅貨(25Y7/3) 丸子式

3 5凶l 弥生土熔 査か聾 胸部 13未満 | 灰賞梢(1OYR6/2) にぶい黄鐙(lOYR7/3) 丸子式

5凶I 弥生土鶴蜜か塑 胸部 i 10未満 ー ー 三イffい貨鍛(10YR7/3) にぷい質強(10YR7/4) 丸子式
Is凶l 弥生土総登か聖 廟部 11扇面一 て ーで一一 い貿鐙(10YR7/3) idぃ貨燈(lOYR6/3) 丸子式

|表土 弥 生 土 器 笠 か 聾 胴部 10未満 ー ー 樫(5YR6/6) 鐙(5YR6/6) 獄図式

蜜 胴部 10未満 一 一 ー にぷい質権(lOYR7/4) にぷい質経(I0YR7/4) 繍図式

|表土弥生土保 聖 胴部 :0未満 目 白 ー にぷい黄燈(lOYR7/4) 1 浅黄鐙(1oYR8/4) 棚田式

5凶 1I ~;E:U!I 蛮 胴部 10未満 -i- 一 一駅7.5YR
20 I 1 SXI2 弥生土銀 盤 胴部~底部 45 1 -1 ---I----s.D1 明掲げ.5YR5/5) 明褐(7.5YR5/6) 白岩式?

茨土弥生土照 型 底部 | 20 ー (8. i) ー 鐙(5YR6/8) I 経(5YR6/8)
表採 弥生土総 台付現 台基部 1 20 | | 明附(10yR7/6) 1 にぷい燈(7.5YR7/4) 1後期?

sωI 弥生土器 台付型 台基部 1_lQ未満 | にぶい煎(2.5Y6/3) にぶい貨艦(1OYR7/4) 後期?

表土 山茶碗 碗 口縁部 す十帯三喜 灰白(2.5Y7/1) 灰黄(2.5Y7/2) 知多5型式
事担採 古瀬戸 四耳En 岡部 40 ー 灰白[7:5Y7/ー) 浅賀(2.5Y7/4) 古瀬戸前日期

表採 古瀬戸 四耳蜜 府部~胴部 20 【 灰白(5Y7/2) 浅賀(2.5Y7/4) 古瀬戸前日期

|塁壁u古瀬戸 瓶子 属部~腕部 20 一 明l~_~二埋(25GY7/I) 灰貿(2.5Y7/?l_ 古瀬戸前日期

司王| 土管 ー ( 口縁部 寸T て 灰掲(5YR4/2!"I 灰褐(5YR4/2) 明治以降

Tr.A かわらけ 空_z_t:_j_ 全体 85 I 7.5 I 4.0 1 1. 7 浅賀燈(lOYR8/4) I 浅貨続(lOYR8/4) 1 18世紀以降

8 Tr. A 不石百両 ロクロ | 全体 l----wi -8-. 8-1-2-. 0-1 2.3 貨燈(lOYR8/6) | 旋盤(lOYR8/6) I 18世紀以降

引 か山 吋 γ~幽伍 (8:6)1 (3.sY。1!2U 醐笹川酬 1 姐 阿 川間

Tr. A かわらけ Eクロ 全体 85 事 ー1..._~_7 _-'-_2~!J__L__ 笹川附 | 怒川川 1IS世紀以降
Tr.A かわらけ ロクロ 全体 i(元7 3.4 4!W.5YR6/6) 燈(5Y郎元) 1I8世紀以降

Tr.A かわらけ ロクロ 全体 80 3.2 燈(25YR6/6) i 鐙(2.5YR6/6) ! 18世紀以降

下r.A m lj"-r'07ロ 口総~底部 1 75 1 8 ~~ 5.1τ円 相 7.5ym 縫(5YR開 rn世紀以降

寸
4「1 | Tr A かわらけ ロクロ 全体 1 60 1 (8. '1) 1 5.4 1 3. 2 にぶい赤褐(2.5YR5/4) 燈(2.5YR6/6) I 18世紀以降

9 立.A 坐竺皇け~J_ 全体 |ー~EE-|二粧品芸 ! 被(5YR6/6) 槌(5YR6/6) i 18世紀以降
f，cAT75雨瓦1子「己70 全体 1 95 | 浅賞積(7.5YR8/6) 綬(5YR7/8) 1 18世紀以降

! 門τ7かわらけ巨豆E 口縁~底部 1 40 1 (9.4) : (5.1) I 2.9 1 鐙(7.5YR7/6) 燈(7.5YR7/6) ! 18世紀以降

Tr.A かわらけ ロクロ 全体 55 1 9. 6 I ~. 0 ' 2.9 燈(附

Tr.A かわらけ ロクロ 全体 50 1 S. G 1 5.4 1 3.4 鐙(5YR7/8) 1 燈(2.5YR7/8) 18世紀以降

21 Tr. A かわらけ ロクロ |口縁~底部 | 堕 (9.1白 u壬笠 LL!__¥_ー 燈(5YR7/6) 1 鐙(2.5YR6/6) 18世紀以降 一
Tr.A かわらけロクロ l体~底部 1---15一 三 |寸5-:-9)!-二 銭(25YR6/3)-一一[ 鐙(5YR7/8) I I~世紀以降
Tr. A かわらけ ログロ i体~底部 2o i - 1 (6.5) 1 ー 燈(5YR7/8) 鐙(5YR7/6) 1 18佐紀以降

Tr. A かわらけ ロクロ 底部 2_O _1__-_I_j_5._~ 縫(5YR7/6) 燈(5YR7/6) 18世紀以降

し二 ITr二ι ìp，わら~t__己主区し長箆;_____L__?5_J ァ _J _(~ り | 一 日 ~J:ー?，_5:tB7L6) 開壁¥!_明里L6l_j_l盟組墜
I 9 i 1'r. 1I 力机つ ロクロ | 口総~底部 I--~-Tl'日) 1 (:l&J瓦「 玩 司 副 市4)1-'示い前而而/4)18世紀以降

1 Tr.A かわらり ロクロ 口縁部 1 17 調tl燈(5YR7/6) 鐙(5YR6/6) 1 18世紀以降
|行

i Tr.A かわらけ ロケロ 口録部 10 I (10.0) I I t畳(7.5YR7/_I))____J 鐙(7.5YR7/6) 1 18世紀以降

1 Tr.A かわらけ |ロクロ 口緑部 | 28 位(7.5YR7/6) 7 黄鐙(10Y随所) 1 18世紀以降

トTr.ιl』芳一一一畑町一坐一一 60

~_I 18 i:r.Aj瀬戸畑 | 丸磁 I D叩 30 00.5) I -I - にぷい貨(25Y6/3) ! にぷい貨(2.5Y6/3) 1:謹話?
45 Tr.A 1志F8 型腕 口緑~底部 20 1 (8-'.) I I 灰賞(2.5Y6/2) 1 灰筑(2.5Y6/2) I 18世紀

"~... ••• •.• ..~. _....- ・-_._.~ - ~._-~- . _._.__.‘ ••• .‘ ー・...-'---' 

②出土銭貨観察表

第10表弥勅平遺跡 出土銭貨観察表

36 



/). 

L 
r 

::1: 

F -

期を通じて寄在していることがわかる。弥助平遺跡の鰹穴建物は最も古い時期の可能性のある踊丸方形

平面の可能性の高いSH03は壁溝を伴っており、片瀬遺跡の中期後葉の方形建物は壁溝を伴わないこと、

網掛山富墳群や奥谷田 I遺跡では後期前半の竪穴建物には盤溝をともなうことから、郵勤平遺跡の

SH03は最も灘っても後期前半である可能性が高い。同一簡所に建替えられSH03より新しい可能性のあ

るSHOl、最終段階のSH02は、 SH03が後期前半であれば、前者は前半~後半、後者は後期後半~古墳

時代前期に位麗づけられる可能性がある。

方形平面竪穴建物の位置づけ伊藤、田村碍氏が指摘する(伊藤1996，田村2006)ように、森町域に

おける弥生時代の竪穴連物は楕円形功方形へという時期的な変遷ではなく、両者が中期後葉から併害し

ていた。建物の平面形の遣いに賀的な鷲が存在しているのか明離ではないが、動勤平漕跡のSHOl"-'03
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森町域における弥生時代中期~古墳時代前期の竪穴建物の変遷

は方形建物であることから、その導入に当たっては森町域の方形建物を構築した集団との関係が窺える。

丘陵上の墓域との関係 弥勅平遺跡が営まれた丘陵尾根上には林遺跡(静岡埋文研2006)などの方形

周溝墓、土器棺墓が存在しており、竪穴建物と同時期と想定される弥生時代後期のものも確認されてい

る。弥勅平遺跡では一時期には l棟のみの存在であることから集落と墓域の関係とまではいえないもの

の、墓域と竪穴建物の関係について考えるうえで貴重な資料となろう。
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官¥5節弥勘平遺跡の評価

2.弥勅平遺跡の中世陶器について

( 1 )中世における弥助平遺跡の陶器の構成について(第28図，第11・12表)

弥勤平遺跡では、中世の遺構は確認できないが、山茶碗、古瀬戸、常滑などが確認できることから、

時期別、産地別の出土数を示す。

山茶碗は知多産山茶碗 l片 (5型式)のみ、古瀬戸前期の四耳壷・瓶子14片3個体分、常滑産費片 I

片(時期不明)と非常に少ないが、古瀬戸前期の四耳壷・瓶子が出土している点が注目できる。山茶碗

と古瀬戸はほぼ同時期 (13世紀前半)である。常滑聾片の帰属時期は特定できない。したがって、弥勅

平遺跡では13世紀前半に尾張系山茶碗と古瀬戸が入手・使用され、中世における遺跡の形成が始まった

可能性がある。

第28図に示したように、一宮川流域では、弥勅平遺跡のほか、平地部分の御廟所遺跡で古瀬戸後期の

瓶子 (森町史編さん委1998)、一宮谷田口で、古瀬戸中期の施文瓶子(伊藤1998)が出土しており、一宮川

流域は古瀬戸期の四耳壷、瓶子が集中する地域といえる。弥勅平遺跡を形成した集団が古瀬戸でも古い

段階の製品を入手できるだけの有力者が存在していた可能性が高い。また、古瀬戸前期から連続的に古

瀬戸がもたらされた一宮川流域は、遠江一宮小国神社が存在しており、その所領(一宮荘)であったと

考えられる ことから、遠江一宮に関連する有力者が存在し、それらの集団の墓であった可能性が高いで

あろう。

第11表 弥勅平遺跡出土中世土器・陶磁器の構成

器種組成表 山茶碗類分類一覧

項目 破 片数個体数 尾張系(知多) 合計

山茶碗類 1 1 
山茶碗 1 1 
小皿

3型式 4型式 5型式 6a型式

破片破
個体 破片 個体 破 {回

破片
個 破片 個体

片 片 体 体

小碗

常滑産
山茶碗

伊ー ・ー・・・・ーーーーーー
主題 小碗 。
鉢

その他 小皿 。
瀬戸・美濃度 14 
天目茶碗 合計 。。
碗類

皿類

釘J皿類

産地別破片数

割合 100% 100% 100% 

摺鉢

蜜・瓶類

仏具類

14 3 ※I 山茶碗以外の遺物の分類及び年代観は菊川町教育委員会2000r横地域跡 総合調査報告
台一』による。

その他 ※2 山茶碗類分類一覧表中の時期区分は湖西・渥美及び東遠江製品は松井氏編年(松井

不明

合計 16 5 

1993)、尾張(知多)製品は中野氏編年(赤根・中野1994)による。また、 I~II期のよ
うに複数時期でしか識別できなかったものは案分した。

調査面積(rri) 1，300 1，300 

L旦空たり点数 0.012 0.0038 

第12表 弥勅平遺跡 出土中世瀬戸美濃系施粕陶器の構成

瀬戸美濃

器車E名 古瀬戸前期 古瀬戸中期 古瀬戸後期 1古瀬戸

[ ，日，凹， IV I・11，一rn，1V 1，11，田， IV古 ・IV新 骨|

天白茶碗

一
。

腕寄i 。
皿額

卸皿l 。
欄鉢 。

型・|灰卵l組子 14 
海鰍 |灰制四耳lli11

合計
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後IV期 大期Ii!品 大様
不明 合計

~大熊 IliiJ，1後 21日 ，2後 3liil' 3後 4首ijI 4後 骨1。 。。。
A 一一一。 。。。。。。。 。。。

。 。。。。 。。
14 。 。。。。14 



5j:i4章 弥IIIJ平遺跡

(2)弥勅平遺跡出土中世陶器と弥助平遺跡周辺の中世墓

大隅信好氏・足立順司氏による森町の石塔の精力的な分布調査および研究による成果(足立2008)に

よれば、弥勤平に所在した石塔は、林地蔵山(写真9̂'-'11，図版10) に移動されている。足立氏の調査

では、「林地蔵山は、地蔵山と弥勅平にあった石塔を、『市右衛門さま』の御霊を鎮めるためにー箇所に

集め租るが、新東名の用地となり移転。一部、近世の櫛形墓石もあり、これは宮代の共同墓地の一角に

租る。中世石塔は現在、高雲寺に移す(原田正雄氏談)。地蔵山には近世の村墓もあったが、一宮宮代は

神仏分離で寺院墓地と共同墓地に墓を移動したという。それゆえ中世石塔と無縁の近世石塔は地蔵山に

残り、寄せ集めて『市右衛門さま』となったのであろう。宝僅印塔の隅飾りは印刻の例、線刻の例、無

紋の例があるJ (足立2008: p16) とされる。また、地蔵山と弥勅平の中世石塔を移し杷った高雲寺には、

「高雲寺石塔は、境内墓地の際、出土した。寄せ集め整備した。一宮地内を歩くと、石塔は高雲寺に移

したという話を聞く。したがってこの墓地とおよびその近接地で出土したものばかりではない。しかし、

大隅の移した写真にはかなりの数が写っているので、元々出土した数は多かったのであろう。中に古い

青色凝灰岩製ではあるが、党字を彫るタイプの五輪塔もあるJ (足立2008: p16) とあり、緑色(青色)

凝灰岩で究字を彫るタイプの石塔が弥勅平遺跡に存在していたものとすれば、 14世紀代に遡る可能性が

高い(松井・木村・溝口2009)。

弥勅平遺跡では中世における生活したような痕跡は確認できず、上述したように中世墓が存在してい

たことが確認されていることから、出土した古瀬戸・山茶碗は最も遡る可能性のある石塔とは時期差が

あるものの、 13世紀前半以降に土墳墓に直接蔵骨器と して納めたか、伝世し石塔に伴う蔵骨器として利

用された可能性が高いと考えられる。

なお、蔵骨器を伴わず遺物が一切出土していないことから断定できないが、土坑の中央に黒色土が確

認され、上部に集石が確認された弥勅平遺跡SK01が墓の可能性があることを確認しておきたい。

or 

1-4弥勤平遺跡出土の四耳壷・瓶子想定復原図

弥勅平遺跡では四耳霊2点、瓶

子1点が出土しており、 府部周辺
の破片であることから、瓶子の形

4 態は3か4のどちらかに類似する
可能性が高い。

5 

1・2 古瀬戸前E期四耳壷
3・4 古瀬戸前E期瓶子
5 森町一宮谷田口出土瓶子
6 森町一宮御廟所遺跡、出土瓶子

(scale= 1 : 6) 

第28図 弥勅平遺跡出土の同時期の古瀬戸製品と一宮川流域出土の古瀬戸瓶子
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第4.弥勅平遺跡

註(第4章)

I 地元で「市右衛門様Jと呼ばれるものを供養する場所にあたり、石塔が集積されている。これらの石塔・宝鑑印塔は元々地蔵

山の山中にあったもので、地元の言い伝えでは「市右衛門様」とともに昭和15年にこの場所に供養されたものであることから(原

田2005，足立2008)、少なくともこの石培の集積は戦前に行われたものである。

2 当研究所評議員 向坂鋼二先生の御教授による。

図・写真の出典(第4章)

写真9~Il 足立順司氏提供

第27図片瀬遺跡・綱掛山古墳群静岡埋文研2009より

西平子遺跡森町教委1996より

奥谷田 I遺跡森町教委1998より

第28図 1~4 藤津2005より、5 森町史編さん委1998より、 6 伊藤1998より

※参考文献は191・192頁参照。
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第5章中屋敷遺跡

第 l節 中屋敷遺跡の概要

1.概要
なかや しき しずおかけんし吻うちぐんもりまちくさがゃあざかみやしき

中屋敷遺跡は、静岡県周智郡森町草ヶ谷字上屋敷941・942-1ほかに所在し、「園田丘陵」から太田川に

向かつて伸びる丘陵上部縁辺部、標高約41.5""'44. Omに位置する(第3・6・29図)。遺跡からは太田川

が形成した平野と対岸にある「飯田丘陵」を見渡すことができる。遺跡の北東側には、著名な香勝寺が、
もんじゅどう こ ふんfんてんのうがやよこあなぽ rんき た が き い せ き えんでん しょ

西側には文殊堂古墳群、天王ヶ谷横穴墓群、北垣遺跡などが所在する「円田丘陵Jがあり、北側には菖
うぷがやこふんぐん

蒲ヶ谷古墳群などが所在している。
かじゃしき かじやした

中屋敷遺跡は、遺跡内および周辺の屋号として「鍛冶屋敷」や「鍛冶屋下J などの屋号が残ることか

ら鍛冶生産に関係する性格をもっ遺構が存在することが想定されている(森町教委2007)。

森町教育委員会による発掘調査(第 I次調査)により、土坑12基・小穴15基が確認されたが、掘立柱

建物等は確認されていない。遺物は縄文土器片、山茶碗、中世陶器、かわらけなどが出土した。これに

より、中屋敷遺跡が縄文時代、中世~近世に及ぶ複合遺跡であることが確実となったが、遺跡の性格に

ついては不明確であった。

2.調査歴

中屋敷遺跡ではこれまでに個人住宅建設に伴い l回の試掘・確認調査とそれに引き続いて本調査(平

成II年 8月2日'"11月5目、第 l次調査)が実施されている(森町教委2007，第二東名記念誌編集委

2005)。

この調査が中屋敷遺跡内で行われた唯一の調査であり、今回の第二東名高速道路建設に伴う発掘調査

が第2次調査(平成12年 8月7日~平成13年 l月25日)に当たる。

第13表中屋敷遺跡の調査歴

調査 調査期間 調査機関 遺構 遺物 報告書

第 l次調査 平成11年8月2日~
森町教育委員会 堀跡 ・土坑・小穴

須恵器・土師器・陶磁
広川2005・森町教

(本調査) 平成11年11月5日 器 ・かわらけ
委2007・森町史編
さん委1998

第2次調査 平臨時8月 7 日~I (財)静岡県埋「蔵文璽一立柱望物 土抗 小 r-土器繍一羽師一か口器一一わ・鉄山ら製茶一け品碗な鉄・ど問一浮磁ー

一一一一一一一一一ーー・一一

(本調査) 平成13年 1月25日 化財調査研究所 -井戸・性格不明遺 本書
構・古積
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第2節調査の体制と調査の経過

1.確認調査および本調査の体制

中屋敷遺跡の確認調査は平成10年度に、本調査(現地調査)は平成12年度に、第二東名掛川工区とし

て調査体制を組んで実施したが、確認調査および本調査の調査担当者は下記のとおりである。

確認調査 主任調査研究員平野徹 調査研究員竹原一人

本調査 主任調査研究員加藤理文 調査研究員長尾一男・児玉卓・佐藤淳

2.確認調査および本調査の経過

確認調査 確認調査は、平成10年12月2日から下草の除去とともに試掘溝の設定(第30図)を行った。

この日から人力による表土除去、 遺構の有無の確認を行うと ともに、 12月8日からは重機による表土除

去を行った後、人力による遺構の有無の確認を実施した。各試掘溝は土層図などの記録を作成するとと

もに写真撮影を行い、調査が終了した12月22日埋め戻しを行い、 確認調査を終了した。

本調査 本調査は、平成12年8月7日から現地詰所の設営、防塵ネットの設営を開始した。 A区はま

ずA区西側から取り掛かり、 8月11日から重機による表土除去を始め、 9月2日まで実施した。人力に

よる包含層除去、遺構検出は8月17日"-'9月25日まで実施し、8月25・31日に株式会社フジヤマに委託

し基準杭・グリッド杭の設置を行った後、遺構の掘削、実測、写真撮影を行った。遺構掘削・記録の作

成がほぼ終了した10月24日にA区西側の写真撮影を行い、 A区西側の調査を終了した。

A区東側は重機による表土除去を 9月25日"-'28日と 10月25日"-'11月10日に実施した。包含層の掘削、

遺構の精査は、 A区西側の調査が終了した10月25日から開始し、 11月13日から検出した遺構の掘削、実

測、写真撮影を順次行った。遺構掘削 ・記録類の作成がほぼ終了した11月27・28日に株式会社フジヤマ

に委託し、 A区全体のラジコンヘリコプターによる空中写真撮影・空中写真測量を実施した。補足調査

を11月30日まで実施し、 A区の調査を終了した。

B区は重機による表土除去を10月3日"-'5日に実施し、 10月10日に株式会社フジヤマに委託し、基準

杭・グリッド杭の設置を行った。人力による包含層掘削はA区東側の調査が終了した11月29日から開始

G 

F 

I ~. R~〆+
H 

一一一-X=-I30650

E 

D 

C 、vr ¥デ-------/.

100 101 102 103 I 104 I 105 I 106 107 108 

。 (1 : 1. 000) 40m 

国土鹿標は日本測地系に基づく

第30図 中屋敷遺跡確認調査における試掘溝配置図
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第31図 中屋敷遺跡本調査の範囲と調査区の位置

国土曜標はH本欄|地系に革づ〈

写真18 本調査 重機による表土除去作業

写真20 本調査 遺構掘削作業

写真19 本調査遺構検出作業

写真21本調査 遺構実測作業

し、 12月4日から検出した遺構の:l1W削、 実測、 写真撮影を行った。それらがほぼ、終了した12月22日に B

区全体の写真撮影を行い、 B区の調査を終了した。

C区は重機による表土除去を、 12月26・27日に実施し、人力による包含層掘削を12月27日に行った。

翌平成13年 1月9日から遺構の検出を行うとともに、検出した遺構から順次掘削、 実測、写真撮影を

行った。それらがほぼ終了した l月18・19日に株式会社フジヤマに委託し、 B.C区のラジコンヘリコ

プターによ る空中写真服影 ・空中写真測量を行った。補足調査を19日に行い、 25日までに防塵ネット、

現地詰所や機材などの撤収を終え、 仁ド屋敷遺跡の本調査を終了した。
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第3節 中屋敷遺跡の調査概要

1.調査区とグリッドの配置について(第3・31図，第14表)

中屋敷遺跡の調査箇所は、北垣遺跡の東、約170mに位置し、森ノ号ーキングエリア予定地の調査箇所

統一グリッド番号のC99"-'G109グリッドにあたる(第3・31図)。なお、第14表に本調査時(旧グリッド

番号)と報告時 (正式，新グリッド番号)の対応表を掲載した。

中屋敷遺跡の緯度経度(世界測地系)は、調査区の中央で北緯340 49'26.3"、東経1370 54' 44"、

北西隅で北緯340 49〆 27.2"、東経1370 54' 42"、北東隅で北緯340 49' 26.5"、東経1370 54' 

45.9"、中央部南東隅で北緯340 49' 26.3"、東経1370 54〆 44.5"、南西隅で北緯340 49' 25.7"、

東経1370 54' 42.2"である。

第14表 中屋敷遺跡グリッド番号新旧対応表

|日 新 |日 新 |日 新 |日 新

AI C99 81 099 CI E99 01 F99 
A2 CIOO 82 0100 C2 EIOO 02 FIOO 
A3 CIOI 83 0101 C3 EIOI 03 FIOl 
A4 CI02 84 0102 C4 EI02 04 FI02 
A5 ClO3 
A6 CI04 

85 0103 
86 0104 

C5 EI03 
C6 EI04 」DL6斗IF旦10L4 

A7 CI05 87 0105 C7 EI05 07 FI05 
A8 CI06 88 0106 C8 EI06 08 FI06 
A9 CI07 89 I 0107 C9 EI07 09 FI07 
AIO CI08 BIO 0108 CIO EI08 010 FI08 
AII CI09 811 1 D_I0~ CII EI09 011 FI09 

2.基本土層 (第32図)

遺跡は基本的に表土層(l層)と包含層 (2層)、地山

層の3層に区分することができる (第32図)。この 3層上

面が遺構面であり、遺構に伴わない遺物は 1・2層から

出土した。

3.遺構・遺物の概要(第15・16表)

|日 新|

EI G99 I 
E2 GIOO I 
E3 :gF E4 
E5 GI03 
E6 GI04 
E7 GI05 
E8 GI06 
E9 GI07 
EIO GI08 
Ell 1 G]Q2 

。

44.01'"1、

20 
3 

1 表土

2暗褐色土・・ -高層含む。 包含届

今回の中屋敷遺跡の発掘調査では、古墳時代中期に帰

属する方墳(方形周溝墓) 1基(中屋敷 l号墳， SZOl) 

と、中世以降および時期不明の掘立柱建物、土坑30基、

井戸 I基、溝状遺構3条、性格不明遺構7基が確認され

3褐色土・・・・径数cmの撲を含む。地山

1m  

た。出土遺物は、縄文時代の土器・石器剥片、占墳時代 第32図中屋敷遺跡基本土層図

の土師器・須恵器、中・近世陶磁器、鍋、かわ らけ、鉄淳、輔羽口、鉄製品、硯、石塔などが出土した。

確認された遺構の概要は下記のとおりである。

第15表 中屋敷遺跡の時期別の主な遺構・遺物

時代 遺構 遺物 報告 | 

掘立柱建物58棟、井戸 l基、 土坑30基、滞状遺構3
灰紬陶器、山茶碗、 青磁 ・白磁・染付、瀬戸美濃、

中・近世
条、性格不明遺構7基、小穴約260基

常滑、志戸目、初山、備前つ、肥前、かわらけ、銅
銭、鉄製品、繍羽口、鉄浮など

古墳時代 方境(方形周溝墓) 1基(中屋敷l号墳) 土師様、須恵器 第 5節

縄文時代 なし 縄文土器片、黒艇石ほか剥片 第4節
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第5車中屋敷遺跡

なお、本調査時(旧遺構番号)と正式(新遺構番号)の遺構番号の対応関係を第16表に示した。

第16表中屋敷遺跡遺構番号新旧対応表

旧番号 新番号 旧番号 新番号 旧番号 新番号 旧番号 新番号 旧番号 新番号
SX2 SIく04 SPI03 S806-P8 SPI79 S817-P16 SP268 S844-P6 S0358 S004 
SF4 SKOI SPI05 S806司 PI SPI81 S808-P5 SP269 S849-P14 S0359 S002 
SP6 S806-P5 SPlO6 S806-P2 SPI83 S818-P12 SP270 S845-P6 SP360 S849-PIO 
SE7 SEOl SP107 S808-P4 SP186 S816-P7 SP272 S847-P15 SP361 S849-P20 
S08 SOOI SPI08 S816-P1I SP187 SBI8-P5 SP276 SB49-P13 SP362 SB30-P6 
SX10 SXOl SP109 SB06-P3 SPI88 S808-P6 SP277 SB45-P2 SP363 S834-PI 
SXII SX03 SPl12 SB04-P3 SPI89 SBI6-P8 SP278 SB44-P5 SP364 SB33-P2 
SXI2 SX02 SFll3 SKIO SPI90 SBI8-P7 S0279 撹乱 SP369 S830-P2 
SXI3 SX04 SXI14 SX05 SPI91 SBI6-PI SX279 撹乱 SX372 撹乱
SPI5 SBll-PI4 SFI15 SK07 SXI93 S002 SP280 S848-P7 SX374 SK20 
SPI7 S804-P8 SFI16 SKII SF 194 SK30 SP281 SB49-P19 SX375 SX07 
SPI7 SB08-P2 SFI17 SK06 S F 195 SK22 SP282 SB44-P7 SX382 SX06 
SPI9 

S806-P6 
SPI18 SBII-P6 SPI97 SB45-P3 SP286 SB49-P16 SP383 SB35-P3 

SP20 SXI20 撹乱 SX198 SK24 SP291 SB57-P6 S0386 帯電乱
SP21 SB07-P12 SPI21 SB28-P16 SPI99 SB37-P3 SP292 SB56-PI SP387 SB31-P5 
SP22 S806-P4 SPI22 SB28-P15 S0206 撹乱 S0294 撹乱 S0388 撹乱
SF 23 SK05 SPI24 SB28-P20 SP207 S830-PII SX295 機乱 SH389 SBIO 
SP24 SB02-P1I SPI25 SB27-P9 SP208 SB30-PIO SP297 S856-P2 

SH390 
SB05 

SF29 SK03 SPI26 SB29-P23 SP213 SB30-P8 SX299 撹乱 SBIO 
SP31 S810-P9 SPI27 SB29-P22 SP215 SB32-P6 SP303 S856-P4 SH391 SBl5 
SP32 SBIO-PII SPI30 SB19-P16 SP216 SB30-P16 SP305 SB54-P6 SH392 SBII 
SP33 S810-P8 SPI31 SB29-P21 SP218 SBI8-P2 SP309 SB58-P3 SH393 SB09 
SP34 S810-P6 SPI35 SB09-P19 S0219 撹乱 SP310 S858-P2 SH394 SB28 
SP35 S814-P7 SP135 S809-P18 SP220 S831-P3 S0311 撹乱C9NS SH394 S829 
SP36 S815-PI SPI36 S809-PI7 SP221 S830-P9 SP315 SB53-P5 SH395 S822 
SP37 SBIO-PI7 SPI40 SB27-P2 SP223 S832-PI SX318 機乱 SH396 SB30 
SP38 S812-P5 SP142 SB28-P20 S0224 撹乱 SP320 SB48-P4 SH397 SB41 
SP40 S815-P5 SP144 SB27-P6 S0226 働乱 SP321 SB48-P3 SH398 S838 
SP41 S815-P4 SP146 S825-P 1 0 SP230 S840-PIO SP322 SB49-Pll SH399 SB48 
SP42 SBII-PIO SP147 S824-P5 SP231 S841-PIO SP323 SB50-P5 SH400 S847 
SP44 S811-P8 SPI48 SB26-P5 SP234 S843-P27 SP324 SB48-Pl SH400 SB49 
SP45 S811-PI8 SPl49 S827-P5 SP235 S842-PI9 SP325 S846-P5 SH401 S816 
SP48 S811-P7 SPI51 S82I-P4 SP237 S842-PI6 SP327 SB50-P3 SH402 S857 
SP53 SBI4-P2 SP153 S822-P3 SP238 S843-P20 SP328 SB46-P3 SF403 SKI5 
SP55 S810-P2 SPI55 SB23-P3 SP239 S842-PI3 SP333 SB46-Pl SF404 SKI7 
SP57 S811-PI5 SPl57 S821-P6 SP242 S839-P5 SP334 S852-P2 SF405 SK18 
SP61 S81I-PI6 SPI58 SB2I-P2 SP243 S841-P2 SP336 S847-P9 SF406 SK25 
SP64 S81O-P15 SPI59 SB20-P2 SP244 SB38-PII S0337 働乱 SH407 S840 
SP65 SB12-P4 SPI60 S821-PI SP245 S837-P5 S0338 S003 SH407 S842 
SP67 S810-P12 SP163 S818-Pl SP246 S838-P12 SX339 SK23 SH407 S843 
SP69 S805-P8 SPl64 

S822-Pl 
SP247 S840-P8 SP341 S838-P6 SH408 S804 

S804-P10 SP165 SP248 S838-PIO SP342 S847-P19 SH409 SBl8の一部SP70 
SB05-P2 SP166 S823-P6 SP249 S841-P3 SP343 S848-P8 SH398隣 SB37 

SP73 S802-PIO SP167 S821-P3 SP250 S837-P4 SP344 S849-P18 なし SK02 
SP74 S805-P4 SP168 SB23-P2 SP251 SB39-P2 SP346 S844-P4 なし SK08 
SP75 S811-PI SP170 S823-PI SP253 S838-P8 SP349 S848-P5 なし SIく09
SP78 S804-P9 SPI72 S816-P3 S0259 撹乱 SP350 S85I-PI2 なし SKI2 
SP86 S803-P6 SPI73 S818-P10 SP261 S833-P7 SP351 S849-P12 なし SK19 
SP87 S803-P9 SP174 S820-P5 S F262 SK21 SP352 S847-P12 なし SK26 
SP88 S809-P20 SP175 S817-PI7 SP263 S833-P6 SP354 SB44-Pl なし SK27 
SP90 S806-P6 SP177 S818-P8 SP265 S836-Pl SP356 SB36-P7 なし SK28 

なし SIく29
※遺構番号は l番から順番に付加している。ここに番号が抜けているものは、小穴 (SP)で、 遺構番号が変更されていないものである。
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第4節 中・近世の集落・墓の調査成果

1.中・近世の遺構・遺物の概要

第4節では、中世~近世の集落 (一部墓を含む)に関する調査成果について報告する。

中屋敷遺跡の中世~近世の遺構は、掘立柱建物58棟、土坑30基以上(土壇墓を含む)、井戸 l基、 溝3

条、性格不明遺構7基、 小穴(掘立柱建物の柱穴とならない小さな穴)約260基を確認した。

出土遺物は、 貿易陶磁 (青磁・白磁・染付)、陶器 (古瀬戸，瀬戸美濃《大窯期・登窯期::}，古志戸呂，

志戸田，初山，備前)、磁器(肥前)、かわらけ、鉄製品(釘など)、輔羽口、鉄津、硯、砥石、土製鈴、

石塔が出土した。

なお、ここでは、表土や包含層から出土した平安時代以前に帰属する遺物についても報告する。一方、

C105'"'-'CI07、D105'"'-'D107グリッドで確認された古墳 (あるいは方形周溝墓)である中屋敷 l号墳

(SZOトSD04)出土遺物については第5節で報告する。

なお、陶器や鉄製品、鉄津等の遺物については、遺構から出土したものについては遺構ごとに図示し

た(掘立柱建物=第38・50・62図，井戸・土坑=第68図，溝=第75図，性格不明遺構=第77図，小穴=

第79・80図)。一方、直接遺構に伴わない表土(表面採取遺物を含む)、包含層、撹乱坑から出土したも

の、確認調査時に出土したものについては、調査区・グリッドごとに区分して図示し(包含層=第81'"'-' 

83図，確認調査=第84図，撹乱=第85・86図，表土・表面採取=第87・88図)、図版では完形品に近い

ものは単独で、それ以外の破片については産地ごとにまとめて掲載した。

2.掘立柱建物

掘立住建物は、調査段階では22棟確認し、現地調査後の検討により最終的に調査区全体で58棟確認し

た。 調査段階で確認 していたものは、ここ で報告するSB04・05・09'"'-'11・15・16・18の一部・ 22・

28・29・30の一部・ 37・38・40'"'-'43・47'"'-'49・57であり、これ以外は資料整理段階に図上で確認したも

のである。

報告にあたり、梁と桁について明らかにしなければならないが、不明確であるため、基本的に長さが

長い方を桁、短い方を梁として報告する。一部、調査区隅で桁側に数本の柱がさらに存在する可能性が

高いものについては、現状での数値のため梁より桁の方が短い数値として報告するものがある。建物の

部位の名称と計測位置については凡例の第 l図に示した。

なお、検出した掘立柱建物は調査区全体に分散するわけではなく、 7箇所に集中する。厳密に区分す

ることは難しいが、調査区の南西隅角部 (A群)、中央北側 (B・C群)、中央南東 (D・E群)、南東隅

角部 (F. G群)である。

それぞれに位置する掘立柱建物は下記のとおりである。

A群 SB01・02・04・05・10'"'-'15 

B群 SB03・06'"'-'09・16'"'-'29(SB03はSB04と重複しており A群に区分することも可能)

C群 SB35

D群 SB30'"'-'34・36

E群 SB37'"'-'43

F群 SB44'"'-'53

G群 SB54'"'-'58

以下、 l号掘立柱建物から順次報告する。
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第4邸 中 ・近|止の集落・ 葛の関fe成果
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第5車中毘敷遺跡
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第4舗中近1止の長H盗事Eの詞査成果
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第5車中座敷遺跡

建物の構造からみると、 SB03は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P6. P9からロクロ成形かわらけ片が出土している。

時期 時期を特定できる遺物はないが、江戸時代以降に帰属する可能性が高い。

(4) 4号掘立柱建物 (5804，第33・34・39図，第17表，図版12・15・17)

位置 DI00、E99"-'101グリッドに位置し、 A群に属す。 SB03・SB05と重複するが、先後関係を明

らかにすることはできない。

構造梁間2間 (3間の可能性もある)x桁行4間の、約6.Ox8. 2mの大型の建物 (P1，，-，P12で構成)

であり、棟を北東一南西 (N-510 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.4倍である。梁と桁は

やや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁の南北の身舎柱、梁の南北の身舎柱は0.2m以

上ずれている。桁の柱聞は北側で西側から1.9m、2.0m、2.1m、2.2m、南側で西側から約2.0m、2.0

m、2.1m、2.1mで、ある。梁の柱聞は西側で北側から約1.7m、4.3m、東側で北側から約2.2mで一定

していない。

柱穴はやや不整形な円形、楕円形で、大きさは一定していない。直径(長軸)約O.4"-'0. 6mで、ある。

根入れの深さは約0.3"-'0.7mであり、深度も一定していない。根固め石は採用されておらず、木柱は残

存していない。

SB04は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P9から常滑聾片、 P4・P10から内耳鍋体部片、 P3. P9・PlOから江戸

時代に帰属する陶器片が出土しており、 PlO出土かわらけ片の一部が後述するSB05のP2出土遺物と接

合している。このことからSB05とほぼ同時期に建てられた建物の可能性がある。

時期 間などから出土した遺物から、 SB04は江戸時代に帰属する可能性が高い。

(5) 5号掘立柱建物 (5805，第33・34・37図，第17表，図版12・15'"17) 

位置 DI00・101、E100グリッドに位置し、 A群に属す。 SB04・SB12と重複にあるが、先後関係は

明らかにできない。

構造梁間 l間×桁行 3聞の、約2.6x5. 6mの建物 (P1"-' P8で構成)であり、棟を北東一南西

(N-580 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.2倍である。梁と桁はほぼ直交する。桁は東西

ともに柱筋が通っていない。桁の南北の身舎柱はほぼ正対している。桁行の柱聞は北側で約1.9m、1.7

m、2.0m、南側で約1.9m、1.8m、1.9mで、ある。

柱穴は円形であり、直径約0.3"-'0.5mで、ある。深さは0.3"-'0.5mで、あり、ほぼ同じ深きまで行われて

いる。根固め石は確認できない。また、柱は残存していない。

出土遺物 図示していないがP2.P4・P8からかわらけ片が出土している。上述したようにP2から出

土したものはSB04-PlO出土のかわらけと接合する。 SB04と近い時期に建設された可能性がある。

時期 江戸時代に帰属する可能性が高い。

(6) 6号掘立柱建物 (5806，第33・34・38・40図，第17・23表，図版12・15'"17・24)

位置 EI0l、F101グリッドに位置し、 B群に属す。 SB07，，-，09と重複する。柱穴に重複関係がなく 、

先後関係は不明である。

構造梁間 l間×桁行3間の、約3.2x6. 8mの南北に長い建物 (Pl，，-，P8で構成)であり、棟を真北か

ちゃや西側 (N-50 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の出率は約2.1倍である。梁と桁は斜交する。桁

は東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は約0.2mず、れている。桁の柱聞は西側で北側か
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第5章中屋敷遺跡

ら約2.2m、2.6m、2.0m、東側で約2.4m、2.4m、2.0mで、あり、一定していない。

柱穴は不整形な円形で、約0.6"-'1. 1 mと大型である。抜き取り時に掘削が行われた可能性が高いが、

柱穴の大きさは一定していない。柱穴の深さも一定しておらず、約O.3"-'0. 8mで、ある。根固め石は据え

られていない。木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB06は規格性の低い建物である。

出土遺物 P8から貿易陶磁の磁器染付皿(2 )、 P6から貿易陶磁の青磁 (3)、P3.P4からロクロ成形

かわらけ (4・5)が出土した(第38図)。なお、この他、 P1，，-，P8でかわらけ片、 P5から瀬戸美濃の大窯

期の播鉢が出土した。

染付皿(2 )は、中国・明産端反皿B1群に属するもので、 15世紀中頃~後半に位置づけられる。青

磁 (3 )は貿易陶磁で、鏑蓮弁碗の口縁部であり、鏑蓮弁碗D2類(15世紀後半)に位置づけられる。

ロクロ成形かわらけ (4)は口縁部が欠損しており、口径・器高は不明で、ある。底部径は3.4cmで、ある。

5は小型のロクロ成形かわらけで、口径7.2cm、底部径4.6cm、器高1.4cmである。かわら けは形態的特

徴や焼き上がりから16世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

時期 貿易陶磁で時期を特定することは困難であり、出土したかわらけは16世紀後半に位置づけられ

るため、 SB06は中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(7) 7号掘立柱建物 (8807，第33・34・40図，第17表，図版12・15-17)

位置 E101、F101グリッドに位置し、 B群に属す。 SB03などと重複するが先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約4.3x4.7mの南北にやや長い建物(P9"-'P14で構成)であり 、棟を真

北からやや西側 (N-90 -W)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.1倍である。梁と桁はほぼ直交

する。桁の東側は柱筋が通るが、西側は柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は、 P14の中心に柱が

据えられていたとすればほぼ正対している。桁の柱聞は西側で北側から約2.0m、2.7m、東側で北側か

ら約1.9m、2.8mで、あり、一定していない。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.6"-' 1. 4mで一定していない。根入れの

深さは約O.4"-'0. 5mで、あり、ほぼ一定している。根固め石は採用されておらず、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB07はやや規格性の高い建物といえよう。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 遺物が出土していないことから時期を特定できないが、江戸時代に属す可能性が高い。

(8) 8号掘立柱建物 (8808，第33・34・38・41図，第17・23表，図版12・16・24)

位置 E101、F101・102グリッドに位置し、 B群に属す。 SB06・07・09・17"-'19と重複する。 SB09

の柱穴がS808と重複するが先後関係は不明で、ある。これ以外の建物との先後関係も不明である。

構造梁間2間×桁行3間の、約4.5x8.3mの東西に長い建物(P1，，-，P10で構成)であり、棟を北東一

南西 (N-560 -W)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.8倍である。梁と桁は斜交する。桁・ 梁と

もに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は北側で西側から約2.4m、

3.2m、2.7m、南側で西側から約2.5m、3.9m、1.9mで、 梁の柱聞は西側で北側から約2.2m、2.3m、

東側で北側から約2.4m、2.1mで、あり、桁、 梁ともに柱聞は一定していない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、直径(長軸)約O.5"-' 1. 3mで、あり、一定していない。深さは、約0.4

"-'0.6mで、あり、一定していない。大きさや深さからみると柱の抜き取りが行われた可能性がある。根

固め石は用いられていない。木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB08は規格性の低い建物といえる。
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第5寧中医殿遺跡

出土遺物 P2. P4"'P6でかわらけ片が出土した。 P2出土のかわらけ(第38図6)はロクロ成形で、底

部から外上方に直線的に聞き、口縁部は薄く仕上げられるものである。口径10.9cm、底部径5.0cm、器

高3.1cmである。形態的特徴から17世紀前半に位置づけられる。

この他、図示していないが、 P5から瀬戸美濃播鉢片が出土した。

時期 かわらけ出土により江戸時代に属す可能性が高いが、詳細は不明で、ある。

(9) 9号掘立柱建物 (S809，第33・34・38・41図，第17・24表，図版12・24)

位置 E101・102、F101グリッドに位置し、 B群に属す。 SB06"'08と重複するが、上述したように

先後関係は不明である。

構造梁間2間×桁行4聞の、約3.5x8. 7mの南北に長い建物 (P11"'P20で構成)であり、棟を北西

南東 (N-350 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.5倍である。梁と桁はやや斜交する。桁、

梁ともに柱筋が通っていない。桁、梁の身舎柱はずれている。桁の柱聞は西側で北側から2.2m、6.5rn

であるが、上部が削平されるとともに柱穴の深度が浅く消失した可能性が高いため、 P20"，P19の聞に

は柱穴の深度0.3m程度の 2本の柱が存在していた可能性が高い。東側では北側から約2.2m、2.2m、

2.3m、2.0mでおある。梁の柱聞は北側で西側から約1.6m、1.9m、南側で西側から約1.7m、1.8mで、あ

る。桁、梁ともに柱聞は一定していない。根固め石は採用されておらず、木柱は残存していない。

建物の構造からみるとSB09は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P20から砥石(第38図7)が出土した。一部折損している。上下面が砥石の磨面として利用

されている。石材は凝灰岩である。残存長10.0cm、幅3.5cm、厚さ3.2cmで、ある。

この他図示していないが、 P17"'P20で江戸時代の陶器片が出土している。

時期 江戸時代以降に帰属する可能性が高い。

(10) 10号掘立柱建物 (S810，第33・34・42図，第17表，図版12・15・16)

位置 ClOO・101、D100・101グリッドに位置し、 A群に属す。性格不明遺構SX04と重複しており、

P4. P5がSX04を破壊することから、 SX04よりも新しいことが判明する。

構造 梁間2間×桁行5聞の、約6.4x9.1mの東西に長い総柱建物 (P1"'P18で構成)であり、北西側

に庇付をもっ建物、あるいは内部に壁をもっ建物の可能性がある。梁間に対する桁行の比率は約1.4倍

である。梁と桁はほぼ直交する。桁、梁ともに住筋が通っていない。桁、梁の身舎柱はずれている。棟

を北東一南西 (N-580 -E)に向ける。桁行の柱聞は北側で東側から約1.8m、し8m、1.9m、1.8m、

1. 8m、中央で北側から約2.0m、1.8m、1.8m、1.8m、1.8m(P2が東側にはみ出ているためやや長

い)、南側で約1.9m、1.8m、1.8m、1.8m、1.8mで、あり、ほぽ1.8m ( 1間=6尺)で構成される。梁

は東側で北側から約1.8m、4.6m、西側で北側から約し8m、4.6mで、ある。桁、梁ともに1.8mが基準

となっており、梁の4.6mfま1.8mをl聞とすればほぼ2.5聞となる。

柱穴は円形、不整形な円形、楕円形であり、大きさは直径(長軸)約O.4"'0. 7mで、ある。根入れの深

度は約O.2"'0. 5mで、あるが唱 P13・P14を除いて、約0.4"'0.5mとほぼ同じ深さ掘削が行われている。

根固め石は用いられず、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、柱の並びは不整でドあるが、柱聞のす法は1.8mを基準としており、 SBIOはや

や規格性のある建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P8から瀬戸産播鉢(後W新~大窯 I期)、 P9からく字形内耳鍋片、

P2・P6.P8・Pll・P12・P15・P17でかわらけ片が出土した。
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第42図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図5 (SB10) 

時期 かわらけが出土していることから、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(11) 11号掘立柱建物 (5811，第33・34.38・43図，第17・23表，図版12・15.....19・24)

位置 DIOl、E100・101グリッドに位置し、A群に属す。 S814・15、SK05と重複関係にあるが、切

り合い関係がなく、先後関係は不明で、ある。

構造梁間3間×桁行5間の、約5.3x9. 4mの南北に長い建物(P1"'P18で構成)であり、棟を北西一
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第5意中屋敷遺跡

南東 (N-300 -W)に向ける。南側に l間分仕切り(壁)が設けられた建物の可能性があるとともに、 P8

P9問、 P13-P12聞が、それ以外の部分はほぼ1.8mと一定しているにもかかわらず、この部分のみ

1.8mで、はないことから追加された部分である可能性がある。梁間に対する桁行の比率は約1.8倍である。

梁と桁はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱はP5とP16はずれるも

のの、それ以外はほぼ正対している。桁の柱聞は西側で北側から約1.9m、1.8m、1.8m、1.8m、2.1 

m、東側で約1.8m、1.8m、1.8m、1.8m、2.2mで、ある。 P4，，-，P8とP1，，-，P13はほぼし8m間隔で、ある。

一方、梁の柱聞は北側で西側から約1.8m、1.5m、1.8m、南側2列目で西側から約1.4m、2.7m、1.2

m、南側で約1.8m、し 1m、2.4mと一定していない。

柱穴は円形、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3"-'0.8mで、あり、 P2・P3・P13・

P14以外の外側の柱はほぼ同じ大きさである。柱穴の深度は、約O.3"-'0. 5mで、あり、一定していない。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、桁は1.8mの間隔を意図しているが、梁についてはその規格が認められない

ことから、 SBllはやや規格性がある建物といえる。

出土遺物 P7・P10でかわらけ (9・10)が、 P14で志戸呂壷 (8)が出土している(第38図)09・10

は小型のかわらけであり、ともにロクロ成形である。 9は口径9.0Cillo10は底部径3.8cmで、ある。16世紀

後半の可能性が高い。志戸目査 (8)は口唇部が丸く仕上げられ、肩部には焼成時の粘土が付着してい

る。 17世紀後半"-'18世紀前半に位置づけられる。

この他図示していないが、 P7から志戸日産播鉢(江戸時代)、 P1から内湾系内耳鍋片、 P1・P6，，-，P8・

P10・P14"'P16・P18でかわらけ片が出土した。

時期 江戸時代前期以降に帰属する可能性が高い。

(12) 12号掘立柱建物 (SB12.第33・34・44図，第17表，図版12・15・16)

位置 D100グリッドに位置し、 A群に属す。 SB05・10・13"-'15と重複関係にあるが、先後関係は不

明である。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約3.6x5.1mの南北に長い建物 (P1，，-，P6で構成)であり、棟を北東一

南西 (N-400 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.4倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は

東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱はずれている。桁の柱聞は西側で北側から約2.4m、

2.7m、東側で北側から約2.5m、2.6mであり、一定していない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.3"-'0. 8mで、あり、一定ではない。柱穴の

深さは約0.2"-'0.4mで、あり、一定ではない。根固め石は使用されず、木住は残存していない。

出土遺物 小片のため図示していないが、 P4・P5でロ クロ成形かわらけ片が出土した。

時期 出土したかわらけにより、江戸時代以降に帰属する可能性が高い。

(13) 13号掘立柱建物 (SB13.第33・34・44図，第17表，図版12・15・16)

位置 CIOO・101、D100・101グリッドに位置し、 A群に属す。 SB12・14・15と重複関係にある。柱

の切り合い関係がなく先後関係は不明で、ある。また、性格不明遺構SX04と重複関係にあるが、切り合

い関係がなく、先後関係は不明で、ある。

構造梁間 l間×桁行2聞の、約3.6x5. 6mの東西に長い建物 (P1，，-，P6で構成)であり、棟をほぼ東

西 (N-890 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.6倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は東

西ともに柱筋が通っていない。桁の身舎柱は正対していなし=。桁の柱聞は北側で西側から約2.6m、3.0

m、南側で西側から約3.2m、2.4mで、あり、一定していない。
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や規格性のある建物といえる。

出土遺物 PIから摺鉢、 PI• P4・P5からロクロ成静かわらけ片が出土した。このうちPIから出土し

た播鉢(12)、ロクロ成形かわらけ(11)を臨示した(第38図)"IIは口縁部が欠損しており、口掻・器

高は不明である。腰部経は7.0cmに優原できる。 12は、瀬戸麗で、大窯 1期に設置づけられる。

時期瀬戸産摺鉢からみると、中世後期以降江戸時代に婿属する可能性が高い。

(16) 16号掘立柱建物 (SB16.第33・34・38・46民第17・23嚢，国版12・16・20・24・25)

位置置合FI01・102グリッドに位置しιB群に属す。 SB17--20と重櫨鶴採にある。 SB16の柱穴がSB17

を破壊している可能性が高いことからSBl7→SB16の績で建築されたと想定する。それ以外の撞物との
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策5'i1i 中屋f&lrl跡

先後関係は不明で、ある。

構造梁間2間×桁行4聞の、約3.8X7.4mの建物 (P1"-'P11で構成)であり、棟を真北からやや西側

(N-120 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2倍である。梁と桁はやや斜交する。桁、梁とも

に柱筋が通っていない。桁の柱聞は西側で北側から約1.8m、1.8m、1.9m、1.8m、東側で北側から

1. 2m以上、約2.0m、1.9m、1.8mで、あり 、一定していないが、1.8mを基準とした可能性が高い。梁

の柱聞は北側で西側から約2.0m、推定し8m、南側で西側から2.0m、1.8mで、あり、一定していないが、

桁同様1.8mを基準とした可能性が高い。桁の東西の身舎柱はややずれている。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.6"-' 1. 2mで、あり、深さ約O.2"-'0. 4mで、あ

る。抜き取りが行われた可能性がある。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

構造からみるとSB16は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P8から磁器染付皿(13)が、 P7から志戸巴産揺鉢(江戸時代)、 P1.3・11からかわらけが

出土した(第38図)。かわらけは図示可能な 6点(14"-'19)を示した。

13は中国・明産磁器染付皿で、内面に玉取り獅子、外面に牡丹の文様が描かれている。端反皿B1群

(15世紀中頃~後半)に位置づけられる。 SB16と直接関係しない遺物である可能性が高い。

かわらけはすべてロクロ成形である。大型のもの(14"-'16)とやや大型のもの(17)、小型のもの(18・

19)の3種類がある。大型のものは口径12.6"-'14.0cm、器高3.5cm、底部径6.0"-'6. 2cm、やや大型のもの

は口径12.0cm、底部径7.0cm、器高2.5cm、小型のものは口径7.1"-'8.6cm、底部径4.4cm、器高1.8"-'2. 2 

cmで、ある。かわらけは形態的特徴から16世紀後半に位置づけられる。

時期 P7から出土した播鉢により、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(17) 17号掘立柱建物 (S817，第33・34・38・46図，第17・23表，図版12・16)

位置 F101・102グリッドに位置し、 B群に属す。 SB08・16・18・19などと重複関係にあり 、SB16

よりも古い可能性が高いが、それ以外の建物との先後関係は不明で、ある。

構造 梁間2間×桁行3間以上の、約4.6mx7. Om以上の南北に長い建物 (P12"-'P18で構成)であり、

棟を真北からやや西側 (N-160 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.5倍以上である。梁と桁

はやや斜交する。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁・梁ともに柱筋が通らない。桁の柱聞は西

側で北側から約2.0m、2.6m、2.4m、東側で北側から2.0m以上、約2.4mで、ある。梁の柱聞は約2.2m、

2.4mで、ある。

柱穴は不整形な円形で、大きさは約O.4"-'0. 8mで、一定していない。柱穴の深さは約O.2"-'0. 4mで、あ

り、一定していない。根固め石は用いられていない。また、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB17は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P16から常滑聾片、 P16・P17でかわらけ片が出土した。このうちP16から出土したかわら

け (20)を図示した(第38図)0 20は底部片である。口縁部が欠損しており、口径・器高は不明である。

底部径は6.0cmに復原で、き る。形態的特徴から16世紀後半以降に位置づけられる。

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高

し￥。

(18) 18号掘立柱建物 (S818，第33"'35・38・47図，第17・23表，図版12・16・25)

位置 F102グリッドに位置し、 B群に属す。SB19と重複関係にあり、 SBl9の柱穴がSBl8のものを破

壊している可能性が高いことから、 SB18→SB19の順に建設されたと想定する。

構造 梁間3間×桁行3間以上の、約5.6mx5.6m以上の南北に長い可能性の高い建物 (P1，，-，P12で
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第5i;'i 中屋敷遺跡

構成)であり、庇付の建物、内部に壁のある建物、あるいは総柱建物であると想定する。総柱建物の場

合はP4の北側の小穴が柱穴となる可能性がある。棟を真北からやや西側 (N-70 -W)に向ける。梁間

に対する桁行の比率は 1: 1以上である。梁と桁はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。

桁の東西の身舎柱は正対していない。桁行の柱聞は西側で北側から約し6m、2.0m、2.0m、西側2列

目で北側から約1.8m、2.2m、1.6m、東側で約2.0m、1.8mで、あり、一定していない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.5"-'0. 7mで、柱穴の深さは約O.1 "-'0. 3m 

であり、一定していない。根固め石は用いられず、木柱は残存していない。

建物の構造からみるとSB18は規格性の低い建物といえる。

なお、 SB18は総柱建物ではなく、 2棟の建物が重複している可能性も排除できず、その場合は、

P1 . P2・P3・P5・Pl2・P1卜 PIOで構成される建物と、 P9・P8・P7・P6・P4とP4の北側に位置する

小穴で構成される建物の区分される可能性もある。この場合は、前者が梁間 l間×桁行3間以上の、約

3.8mx5.5m以上の南北に長い建物、後者が梁間 I間×桁行3間以上の、約3.4mX5.6m以上の南北に

長い建物となる。

出土遺物 P1 . P2・PlO・ P12からかわらけ片、 P2・P5・P8から江戸時代の陶器が出土した。

このうちP1から出土したかわらけ (21・22)を図示した (第38図)0 21・22ともにロクロ成形かわらけ

で、小型である。口径7.7"-'9. 2cm、底部径4.3"-'5.Ocm、器高1.6"-' 1. 8cmで、ある。形態的特徴および焼き

上がりから、 16世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

時期 P2などから出土した陶器片により、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(19) 19号掘立柱建物 (S819.第33""'35・47図，第17表，図版12・16)

位置 E102、FI02グリッドに位置し、 B群に属す。 SB18・27・29と重複関係にある。上述したとお

り、 SB18→SB19の順に建設された可能性が高いが、 SB27・29との先後関係は不明である。

構造梁間 I間×桁行2聞の、約3.9x4. Omのほぼ正方形の建物 (P13"-'P18で構成)であり、棟を真

北からやや西側 (N-lOO -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約 1: 1である。梁と桁はやや斜交

する。桁の西側は柱筋が通るが、東側はずれている。桁の東西の身舎柱は正対していない。桁の柱間は

西側で北側から約2.2m、し8m、東側で北側から約2.2m、1.8mである。

柱穴は円形、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径 (長軸)約0.3"-'0.5m、深さは約O.1"-'0. 3mで、

あり、一定していない。根固め石は用いられず、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB19は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P16からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できる遺物がないため断定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(20) 20号掘立柱建物 (S820.第33""'35・38・48図，第17・23表，図版12・16・25)

位置 F102グリッドに位置し、 B群に属す。 SB16などと重複関係にあるが、先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l問×桁行2間以上の、約3.8mx6.4m以上の南北に長い建物 (Pl"-' P5で構成)であり、

棟を真北からやや西側 (N-290 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.7倍以上である。梁と桁

はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎牲は正対していない。桁の柱聞

は西側で北側から約2.9m、3.5m、東側で約3.5mで、あり、一定していない。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4"-' 1. Omで、あり、一定していない。大

型の柱穴 (P5)は抜き取りが行われた可能性と、柱筋が非常にずれるが図示した大型の柱穴 (P5)と切

り合い関係にある西側の小穴がこの建物に伴う可能性がある。根固め石は採用されず、木柱は残存しな
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第5車中鹿取遺跡

し=。

建物の構造からみるとSB20は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P2・P5からかわらけ片、P5から江戸時代の問器片が出土した。このうちP5から出土した

かわらけ (23"'25)を図示した(第38図)0 23"'25ともにロクロ成形かわらけで、 23はやや大型で、、口径

10.9cm、底部径5.4cm、器高2.7cmで、ある。 24は小型で、口径8.1cm、底部径5.0cm、器高1.7cmである。

25は大型のかわらけであり、底部径5.4cmに復原で、きる。これらは、 16世紀後半に位置づけられる。

時期 P5から出土した陶器片により、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(21) 21号掘立柱建物 (S821，第33・35・38・48図，第17・23表，図版12・16・25)

位置 F102・103グリッドに位置し、 B群に属す。 SB18・20・22などと重複関係にあるが先後関係は

不明である。

構造梁間 l間×桁行2聞の、約2.Ox4. 3mの東西に長い建物 (P1"'P6で構成)であり、棟を東西

(N-850 -W)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約2.2倍である。梁と桁は斜交する。桁は東西とも

に柱筋が通っていない。桁の身舎柱は正対していない。桁行の柱間は北側で西側から約2.2m、2.1m、

南側で西側から約2.1m、2.2mで、あり、一定していない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約0.4"'0.7mで、あり、深さは約0.2"'0.4mで一定してい

ない。大型の柱穴は抜き取りが行われた可能性がある。根固め石はなく、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB21は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P2から瀬戸美濃志野皿(登窯 1"'2期)、 P1，，-，P4・P6からかわらけ片、 P3から土師鍋が出

土した。このうちP3・P6かわらけ (26"-'28)、古瀬戸揺鉢 (29)を図示した(第38図)。

26"-'28はいずれもロクロ成形かわらけで、 26・27は小型で、ある。口径7.3"'8. Ocm、底部径3.4"-'3.6cm、

器高1.7"-' 1. 8cmで、ある。 28は底部径4.8cmである。形態的特徴や焼き上がりの状態から16世紀後半に位

置づけられる可能性が高い。

29は播鉢で、口縁部は内湾する。この特徴から古瀬戸後W期に位置づけられる。

時期 P2から出土した陶器により、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(22) 22号掘立柱建物 (S822，第33・35・49・50図，第17・23表，図版12・16・19・26)

位置 F102グリッドに位置し、 B群に属す。重複関係にある建物との先後関係は不明である。

構造 梁間3間×桁行2間以上の、約4.7mx3.6m以上の南北に長い可能性のある建物 (P1，，-，P7で構

成)であり、棟を真北からやや西側 (N-60 -W)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約 1: 1以上で

あると想定する。梁と桁はほぼ直交する。桁は東西ともに柱筋がややずれている。桁の東西の身舎柱は

ややずれている。桁の住聞は西側で北側から約1.8m、1.8m、東側で約1.4m、2.2mで、梁の柱聞は約

1. 5m、1.3m、1.9mで、あり一定していない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4"-'1. 2m、深さ約O.2"-'0. 7mで、あり、一

定していない。1.2'" 1. 3mにも及ぶ掘り込みがあることから、抜き取りが行われたか、柱穴の部分に土

坑が掘削された可能性がある。根固め石は用いられず、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB22は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P3から瀬戸美濃端反皿 (30)が出土した(第50図)。見込みから内湾しながら立ち上がり、

口縁部は急激に外反する。口径は11.Ocmで、ある。この特徴から大窯 l期に位置づけられる。

この他、図示していないが、 Pl. P3からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、中世後期以降江戸時代に帰属する可能性が高い。
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首:4節 中・ i丘l止の集活 ・磁の捌査成果 2 銅立柱磁物

(23) 23号掘立柱建物 (8823，第33・35・49・50図，第17・23表，図版12・16・26)

位置 F102・103グリッドに位置し、 B群に属す。重複関係にある建物との先後関係は不明である。

構造 梁間2間×桁行2間以上の、約5.1mx4.0m以上の南北に長い総柱の建物(内部に壁をもっ建

物か， Pl'"'-'P6で構成)である可能性が高い。棟を真北からやや西側 (N-210-w)に向ける可能性が高

い。梁間に対する桁行の比率は約 1: 1以上であると想定する。梁と桁はやや斜交する。桁は東西とも

に柱筋が通らない。桁、梁の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は西側で北側から約2.0m、2.0m、中央で

し9mで、ある。梁の柱聞は南側で西側から約2.4m、3.7m、中央で2.3mで、ある。桁、 梁ともに柱聞は一

定しない。

柱穴は不整形な円形で、大きさは直径約0.3'"'-'0.5m、深さはO.2'"'-'0. 3mである。根固め石は採用きれ

ていない。木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB23は規格性の低い建物である。

出土遺物 P1'"'-'P3・P6でかわらけ片が出土した。このうちP2・P6のかわらけを図示した(第50図

31・32)031・32ともにロクロ成形かわらけで、 32は小型で、ある。口径8.0cm、底部径4.7cm、器高1.6cm

である。 31は底部径5.0cmで、ある。形態的特徴や焼成具合から16世紀後半に位置づけられる。

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが、かわらけの形態的特徴からは中世後期以降

江戸時代に帰属する可能性が高い。

(24) 24号掘立柱建物 (8824，第33・35・51図，第17表，図版12・16)

位置 FI03グリッドに位置し、 B群に属す。 SB25と重複関係にあるが先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 I間×桁行2聞の、約2.6x3. 8mの南北に長い建物 (P7'"'-'P9で構成)であり、棟を真北か

らやや西側 (N-210-w)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.5倍である。梁と桁は斜交する。桁

は東西ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は正対していない。桁の柱聞は西側で北側から約1.9

m、1.9m、東側で約2.0m、1.8mでーあり、一定していない。

柱穴は不整形な円形で、大きさは直径約O.3'"'-'0. 6mで、あり、深さは約0.2'"'-'0.4mで、あり、一定してい

ない。直径0.6mに近い柱穴は、柱の抜き取りが行われた可能性がある。根固め石は採用きれていない。

また、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、SB24は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P5からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できる遺物がないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(25) 25号掘立柱建物 (8825，第33・35・51図，第17表，図版12・16)

位置 E103、F102・103グリッドに位置し、 B群に属す。 重複関係にある建物との先後関係は不明で

ある。

構造 梁間2間×桁行2聞の、約3.0x5.4mの南北に長い建物 (P1'"'-'P6で構成)であり、棟を真北か

らやや西側 (N-180-w)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.8倍である。梁と桁はやや斜交する。

桁は東西ともに柱筋が通らない。桁、梁の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は西側で北側から2.8m、2.6

m、東側で北側から2.7m、2.7mで、 2.7m(1間半)を基準としていた可能性がある。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは約0.3'"'-'0.5m、深さは約0.2'"'-'0.5mであり、一定していない。

根固め石は用いられてない。木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB25はやや規格性のある建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P10からロ クロ成形かわらけ片が出土した。
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第4節 中 ・近世の集活'l'iの調査成果 2 銅立柱建物

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが、江戸時代に属する可能性が高い。

(26) 26号掘立柱建物 (8826，第33・35・50・51図，第17・23表，図版12・16・26)

位置 E103、F103グリッドに位置し、 B群に属す。重複する建物との先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約2.6x4.3mの東西に長い建物 (P1"'-' P6で構成)であり、棟をほぼ東

西 (N-890 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.7倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は南

北ともに柱筋が通っていない。 桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は北側で西側から約

2.1m、2.1m、南側で西側から1.8m、2.4mであり、一定していない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約0.3.-....，0.5m、深さは約O.2'-""'0. 5mで、一定しない。根

固め石は用いられていない。木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB26は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P5から非ロクロ(手づくね)成形かわらけ(第50図33)が出土した。口径は8.4cmに復原で

きる。かわらけは、 16世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

この他図示していないが、 P5からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 かわらけは中世後期であるものの、 SB26は中世後期~江戸時代に属する可能性が高い。

(27) 27号掘立柱建物 (8827，第33・35・52図，第17表，図版12・16)

位置 E102・103、F102・103グリッドに位置し、 B群に属す。 SB19・25・26・28・29と重複関係に

ある。柱穴の切り合い関係がないこ とから先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行4聞の、約3.2x7. 2mの東西に長い建物 (P1.-....，PlOで構成)であり、棟を東西

(N-760 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.3倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は南北

ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は北側で西側から約1.8

m、1.6m、1.6m、2.2m、南側で西側から約1.3m、2.0m、2.4m、1.5mで、あり、一定していない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.3"'-'0. 7mで、深さは約O.1 "'-'0. 5mで一定

していない。 O.5'-""'0. 7mの柱穴は柱が抜き取られた可能性がある。根固め石はなく、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB27は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P2から常滑翠片、 P2・P5・P6・P9からかわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが、江戸時代に属する可能性が高い。

(28) 28号掘立柱建物 (8828，第33・35・52図，第17表，図版12・16・19)

位置 E102・103グリッドに位置し、 B群に属す。 SB27・29と重複関係にある。 SB29と東側の桁(柱

列P12.-....，P16)を共有していた可能性があるが先後関係は不明で、ある。また、 SB27とは切り合い関係が

なく、先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行4聞の、約3.9x6. 2mの南北に長い建物 (P11 "'-' P20で構成)であり、棟を真北

からやや西側 (N-ll0 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.6倍である。 梁と桁はやや斜交す

る。桁は東西ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は大きくずれる。桁の柱聞は、西側で北側から

約1.7m、1.4m、1.6m、1.6m、東側で北側から約1.6m、1.4m、1.9m、1.3mで、あり、一定しない。

柱穴は円形、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3.-....，0.9m、深さ約0.2.-....，0.5mであ

り、一定しない。大型のP16などは柱の抜き取りが行われた可能性もある。

建物の構造からみるとSB28は規格性の低い建物といえる。

なお、 P14・15はP12.P13・P16の柱筋よりも0.2mほど内側に大きくずれることから、 P12・Pll・
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P13・P20で構成される建物と、 P14・P15・P18・P19で構成される建物に区分される可能性もある。そ

の場合はともに梁間 l間×桁行 l聞の小規模な建物となる。

出土遺物 図示していないがP2・P15・P16・P20からロ クロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(29) 29号掘立柱建物 (S829，第33・35・50・52図，第17・23表，図版12・16・26)

位置 E102・103、F102・103グリッドに位置し、 B群に属す。 SB19・27・28と重複関係にあり 、

SB28と東側の桁(柱列)を共有する可能性がある。重複する建物との先後関係は不明である。

なお、 P21'""P25で構成される柵列の可能性も残る。

構造 梁間 l間×桁行4聞の、約4.9mx7. 6mの南北に長い建物 (P12'""16・P21'""P26で構成の可能

性が高い)であり、棟を真北からやや西側 (N-100 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.6倍

である。梁と桁はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大きくずれ

る。桁の柱聞は西側で北側から約1.8m、1.9m、1.9m、2.0mで、東側で北側から約1.6m、1.6m、

1.4m、1.9m、1.3mで、あり、一定しない。

柱穴は不整形な円形で、大きさは直径約O.4'""0. 8m、深さ約0.3'""0.5mで、あり、一定しない。根固め

石はなく、木住は残存しない。

建物の構造からみると、 SB29は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P21から常滑謹片、 P21'""P23からロクロ成形かわらけ片が出土した。このうちP21から出

土したロクロ成形かわらけ(第50図34)を図示した。形態的特徴から16世紀後半に位置づけられる。

時期 時期を特定できる遺物がないため確定ではないが中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(30) 30号掘立柱建物 (S830，第33・35・50・53図，第17・23表，図版13・18・26)

位置 C103・104、0103・104グリッドに位置し、 D群に属す。 SB31などと重複関係にあるが先後関

係は不明で、ある。

構造 梁間3間×桁行4間の、約6.8x 7.5'""7. 7mの東西にやや長い建物 (P1'""P16で構成)であり、

総柱建物の可能性がある。棟を東西 (N-810 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.1倍である。

梁と桁は斜交する。桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁、梁の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は北

側で西側から約2.0m、1.8m、1.9m、1.8m、南側で西側から約2.0m、1.8m、1.9m、2.0mで、梁の

柱聞は西側で北側から約2.0m、2.8m(想定)、1.6m (想定)、東側で北側から約2.4m、2.6m、1.8m

であり、一定しない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4'""0.8mで、深さは約O.1 '""0. 5mで、あか

一定しない。根固め石はなく、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 SB30は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P10からく字形内耳鍋片、P2. P6・P8'""Pll・P16で、かわらけ片、 P6から江戸時代の瀬

戸美濃問器片が出土した。このうちP2出土のかわらけ(第50図35)を図示した。

35はロクロ成形かわらけで、大型で¥口径10.8cm、底部径4.8cm、器高3.6cmで、ある。形態的特徴から16

世紀後半に位置づけられる。

時期 間出土の陶器から、 SB30は江戸時代に帰属する可能性が高い。

(31) 31号掘立柱建物 (S831，第33・35・54図，第17表，図版13・18)

位置 0104グリッ ドに位置し、D群に属す。 SB30・33などと重複するが先後関係は不明である。
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掘立柱建物実測図15(S830) 

構造 梁間2間以上×桁行2間以上 (3間x3聞の可能性が高いか)の、約4.Ox4. 4mのほぼ長方形

の建物 (PI"-P5で構成)の可能性があるが、柱穴が少なく、柱間も一定しないことから、建物ではない

可能性も残る。建物の場合は棟を東北東側 (N-650 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.1倍

である。梁と桁はやや斜交する。桁、梁ともに柱筋が通らない。桁、梁の身舎柱については対称の位置

のものが失われていて不明である。桁の柱聞は現状で、南側で西側から約1.5m、2.9m、梁の柱聞は西

側で北側から約1.lm、2.9mで、ある。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4"-0. 7mで、深さは約O.3"-0. 6mで一定

していない。根固め石は用いられず、木柱は残存していないG
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建物の構造からみると、 SB31は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P2・P5からロクロ成形かわらけ片が出土したが、小片のため図示できない。

時期 時期を特定することは難しいが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(32) 32号掘立柱建物 (S832，第33・35・54図，第17表，図版13・18)

位置 C104、D104グリッドに位置し、D群に属す。 SB30などと重複するが先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 I間×桁行3聞の、約3.6x7. 6mの南北に長い建物 (P1"'P6で構成)の可能性が高い。建

物である場合には、棟を真北からやや西側 (N-90 -w)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.1倍

である。梁と桁はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁

の柱聞は西側で北側から約2.2m(推定)、2.8m、2.6m(推定)、東側で北側から約2.3m、2.6m、2.7 

mで、あり、一定していない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約0.3"'-'0.4m、深さ約0.1"'0.3mで、あり、 一定しない。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみる と、 SB32は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないがP1からく字形内耳鍋片、 Pl・P6からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、 SB32は江戸時代以降に位置づけられる可能性が高い。

(33) 33号掘立柱建物 (S833，第33・35・36・50・55図，第17・23表，図版13・18・26)

位置 D104・105グリッドに位置し、 D群に属す。 SB31と重複するが先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行4聞の、約2.9x8. 9mの東西に長い建物 (P1"，-，P8で構成)の可能性が高い。建

物の場合は棟を北東一南西 (N-660 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約3.1倍である。梁と桁

はやや斜交する。桁は柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は残存している北側

で西側から約1.3m、2.3m、2.7m、2.6mで、あり、一定していない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約O.2......，0. 5m、深さ0.1"'-'0.4mで、あり、一定しない。根

固め石は用いられておらず、木柱は残存していない。

建物の構造からみるとSB33は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P2から瀬戸美濃(美濃産)丸皿 (37)、P7から瀬戸美濃 (美濃産)皿 (36)が出土した(第

50図)。前者は登窯 lか2小期、後者は登窯期に位置づけられる。

この他図示していないが、 P2・P6・P7からロク ロ成形かわらけ、常滑蜜片、江戸時代に帰属する陶

器片が出土した。

時期 丸皿や皿から江戸時代に帰属する可能性が高い。江戸時代前期 (17世紀)の建設であろうか。

(34) 34号掘立柱建物 (S834，第33・35・55図，第17表，図版13・18)

位置 CI04、D104グリッドに位置し、D群に属す。 SB30などと重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行2間の、約3.3x7.2mの東西に長い建物 (P1"'P6で構成)であり、棟を北東一

南西 (N-500 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.2倍である。梁と桁は斜交する。桁は東西

ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁行の柱聞は北側で西側から3.0m、4.0m、

南側で3.4m、3.8mで、あり、一定しない。 1聞の間隔も長い。

柱穴は不整形な円形で、大きさは直径約0.3"'-'0.7m、深さ約O.2"'-'0. 3mでおり、一定しない。大型の

柱穴は柱の抜き取りが行われた可能性がある。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB34は規格性の低い建物といえる。
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出土遺物 図示していないが、 P1からかわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(35) 35号掘立柱建物 (SB35.第33・35・36・56図，第17表，図版13)

位置 E105、F104・105グリッドに位置し、 C群に属す。今回の調査区内では他の建物と重複関係に

ない。

構造 梁間 l間×桁行2間以上の、約4.1mx5.6m以上の北西から南東に長い建物 (P1"-' P4で構成)

であり、棟を北西一南東 (N-430 -w)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は1.4倍以上である。梁と桁

はやや斜交する。桁は東西ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱は正対しない可能性が高い。桁の

柱聞は南側で約2.8m、2.6mで、あり、一定しない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約O.3"-'0. 5m、深さO.2"-'0. 3mで、ある。根固め石は用い

られず、木柱も残存していない。

建物の構造からみるとSB35は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P3からかわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(36) 36号掘立柱建物 (SB36.第33・36・56図，第17表，図版13・18)

位置 D105・106、E105・106グリッドに位置し、 SB33と方向が同一である ことからD群に属す。

構 造 梁 間 l間×桁行3間の、約4.Ox7. Omの東西に長い建物 (P1，，-，P8で構成)であり、棟を東北東

(N-690 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.8倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は東西

ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱はややずれている。桁の柱聞は北側で西側から約2.0m、2.1 

m、2.9m、南側で約2.1m、1.9m、3.0mで、あり、 一定しない。

柱穴は円形、不整形な円形で、大きさは直径約0.4"-'0.5m、深さは約O.1 "-'0. 4mと一定しない。 根固

め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB36は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 Pl. P7からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 P1 • P7の出土遺物から、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(37) 37号掘立柱建物 (SB37.第33・36・50・57図，第17・23表，図版13・18・20・26)

位置 C105・106、D105グリッドに位置し、 E群に属す。 SB38などと重複関係にあるが、先後関係

は不明である。

構造 梁間 I間×桁行2聞の、約3.1 x 3.6"-'3. 8mのやや東西に長い建物 (P1"-' P5で構成)であり、棟

を東西 (N-740 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.2倍である。梁と桁は斜交する。桁は柱

筋が通っていない。桁の身舎柱は北側が失われており、対称関係は不明で、ある。桁の柱聞は南側で1.8

m、1.8mである。

柱穴は、不整形な円形で、大きさは直径約O.4"-'0. 7m、深さ約O.2"-'0. 4mで一定しない。根固め石は

用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB37は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P3からは、古瀬戸腰折皿 (39)、初山天目茶碗 (38)、非ロクロ成形かわらけ (40)、ロクロ

成形かわらけ (41)が出土した(第50図)。

腰折皿 (39)は口縁部が外反するもので、口縁端部は丸く仕上げられる。古瀬戸後N新に位置づけら
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れる。天目茶碗 (38)は大窯3期後半に位置づけられる。非ロクロ成形かわらけ (40)は底部から皿状

に立ちあがり、口縁部は肥厚し、丸く仕上げられる。口径12.0cmに復原できる。ロクロ成形かわら け

(41 )は、やや大型のもので、口径10.4cm、底部径4.3cm、器高2.5cmで、ある。 16世紀後半に属す可能性

が高い。

この他図示していないが、 P3"-'P5からかわらけ片が出土した。

時期 SB37は中世後期(16世紀後半)，，-，江戸時代に帰属する可能性が高い。

(38) 38号掘立柱建物 (S838.第33・36・50・57図，第17・23・25表，図版13・18・26・27)

位置 C105・106、D105グリッドに位置し、 E群に属す。 SB39などと重複関係にあるが先後関係は

不明である。

構造 梁間2間×桁行2聞の、約3.3x3. 8mのやや南北に長い建物 (P6"-'P12で構成)であり、棟を真

北からやや西側 (N-150 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.2倍である。梁と桁はやや斜交

する。桁は東西ともに柱筋が通らない。桁の東西の身舎柱はややずれている。桁の柱聞は西側で北側か

ら約1.9m、1.9m、東側で1.8m、1.9mで、あり、ほぼ一定している。 1間(1.8m)を基準とした可能性

が高い。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3，，-，0.6m、深さ約O.3"-'0. 4mである。 P8

やP12は柱の抜き取りが行われた可能性がある。

建物の構造からみると、 SB38はやや規格性のある建物といえる。

出土遺物 P6から山茶碗 (42)、P8. Pllからかわらけ片、 P8・P10から鉄津(43"-'46)が出土した(第

50図)。山茶碗は底部片で、高台にはモミ殻痕が残る。渥美湖西産で、松井一明氏の編年 (松井1989)に

よる渥美湖西H期(12世紀)に位置づけられる。

鉄津は大型のもの (43)と、中型のもの (44)、小型のもの (45・46)がある。大型のものは全長約11.0 

cmで、当遺跡出土鉄津の中では最も大きい鉄津のうちの一つである。これらの鉄津は精錬過程で産み出

された鉄津の可能性が高い(本節第10項参照)。

この他P8などからロクロ成形かわらけが出土した。

時期 図示していないP8等出土のかわらけ片から、 SB38は江戸時代に帰属する可能性が高い。

(39) 39号掘立柱建物 (S839.第33・36・57図，第17表，図版13・18)

位置 C105、D105グリッドに位置し、 E群に属す。 SB38などと重複するが先後関係は不明である。

構造梁間 I間×桁行2聞の、約3.1x3. 5mのやや南北に長い建物 (P1，，-，P5)で構成であり、棟を北

東一南西 (N-260 -W)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.1倍である。梁と桁は斜交する。桁は

柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱の対称関係については不明で、ある。桁の柱聞は西側で北側から

約1.6m、し9mで、ある。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4"-'0.6m、深さ約O.1 "-'0. 3mであり、比

較的浅い。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB39は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないがP2・P5からロクロ成形かわらけ片が出土している。

時期 時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。
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(40) 40号掘立柱建物 (SB40，第33・36・39・50・57・89図，第17・23・26表，図版13・18・27)

位置 C105グリッドに位置し、 E群に属す。 SB42などと重複関係にあるが先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約3.3x4. 3mの南北に長い建物(P6"'P10で構成)であり、棟を北東一

南西 (N-570 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.3倍である。梁と桁は斜交する。桁は柱筋

が通らない。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は北側で西側から約2.5m、1.8m、南側で約

2.5m、1.8m (推定)である。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3"'0.8m、深さ約0.1"'0.3mで、あり、 一

定しない。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB40は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P10からはロクロ成形かわらけ (47)が出土した(第50図)。底部から外上方に直線的に立

ち上がるもので、口縁部は引き出されている。口径8.2cm、器高し7cmで、ある。形態的特徴から16世紀後

半に位置づけられる可能性が高い。

また、 P8から棒状鉄製品(第89図390)が出土した。断面方形であり、 SP275(387)やSK30(386)出

土の釘に類似するこ とから釘の可能性がある。

この他図示していないが、 P10からロクロ成形かわらけ片が出土している。

時期 時期を特定できない。 SB40は中世後期(16世紀後半)'"江戸時代に帰属する可能性が高い。

(41) 41号掘立柱建物 (SB41，第33・36.50・58・89図，第17・24・26表，図版13・18・27・48)

位置 CI05・106グリッドに位置し、 E群に属す。 SB42などと重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間2間×桁行3聞の、約3.5"'3.6x 6. 1 "'6. 2mの東西に長い総柱建物(P1"'P12で構成)であ

り、棟を東西 (N-730 -E) に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.7倍である。梁と桁は斜交する。

桁、梁ともに柱筋が通らない。桁、梁の身舎柱はややずれている。桁の柱聞は北側で西側から約2.0m、

2.2m、2.0m、中央で西側から約2.0m、2.2m、1.9m、南側で西側から2.0m、2.1m、2.0mで、ある。

梁の柱聞は、西側で北側から約1.8m、1.7m、西から 2列目で北側から約1.8m、1.8m、3列目で北側

から約し6"-'1. 7m、1.9"-'2. Om、東側で北側から約1.8m、1.8mである。梁はし8m、桁は2.1mを基準

としているのであろうか。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは約0.3"-'0.8m、深さ約0.1"-'0.3mで、あか一定しない。

P1やP7のような大型の柱穴は柱の抜き取りが行われた可能性がある。住穴に根固め石は用いられず、

木柱も残存していない。

建物の構造からみると、 SB41は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P10からは石製硯(第50図48)が出土した。粘板岩製である可能性が高い。上面(磨面)は

平坦で、あるが、下面はやや丸みを帯びている。側縁は直角に短く立ち上がる。また、 P3から板状の鉄

製品 (第89図398)が出土した。長辺3.4cm、短辺2.8cm、厚さ 2rnmで、ある。 SB41周辺では鉄津が多く出土

しており、鍛冶が行われた可能性が高いことから、鍛冶に伴う破片あるいは精錬鍛治を行う際の原料

(廃材)の可能性がある。

時期 時期を特定できる遺物はないが、江戸時代に位置づけられる可能性が高い。

(42) 42号掘立柱建物 (SB42，第33・36・50・58・89図，第17・25・26表，図版13・18・27・48)

位置 C105・106グリッドに位置し、 E群に属す。 SB41などと重複するが先後関係は不明で、ある。

構造 梁間2間×桁行2間の、約2.8"-'3. 0 x 4. 2"-'4. 4mの東西に長い建物 (P13'"'-'P19で構成)であり、

棟を東西 (N-690 -E) に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.5倍である。梁と桁は斜交する。桁、
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第58図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図20(SB41~SB43 ・ SB45)
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ている。桁の柱関は西側で北側から2.2m(推定)、 4.0m(推定)、中央で北側から2.2m、4‘Om、東側

で北部から約2.2m、3.9mである。おおよそ一致している。梁の柱間は、北側で西側から約2.8m、2.8

m、中央で2.8m(推定)、 2.8mであり、一定している。

柱穴は円形、不整形な円形、隅丸方形で、大きさは覆径(一辺)約O.4--0. 7m、深さ約O.1'"'-'O.4mで

ある。根留め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、梁と桁で柱聞がほぼ一致することから、 SB44はやや規格性のある建物とい

える。

出土遺物 図示していないが、 P4"'P7からロクロ成形かわらけ片が出土し~O

時期 時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

92 



第4節 中 ー 近世の集落. 1(の翻査成持~ 2 偏立柱盛物

(45) 45号掘立柱建物 (S845，第33.36・50・58図，第17・23・25表，図版13・18・20・27)

位置 C106、0106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB44などと重複するが先後関係は不明で、

ある。

構造 梁間2間×桁行2間の、約3.5x4. Omのやや東西に長い建物 (P1"'P7で構成)であり、棟を北

東一南西 (N-460 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.1倍である。梁と桁はやや斜交する。

桁、梁ともに柱筋が通っていない。桁の身舎柱は正対している。桁の柱聞は北側で西側から約2.6m、

1.4m、南側で西側から2.4m、1.6mで、あり、一定しない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4'"1. Om、深さ約0.1"'0. 4mで、あり、一

定しない。 P6は柱の抜き取りが行われた可能性がある。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB45は規格性が低い建物といえる。

出土遺物 P2から鉄津 (52・53)、ロクロ成形かわらけ (56)、P3.P6から初山内禿皿 (54・55)が出
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第59図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図21(S出4)
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第5意中島d敷遺跡

土した(第50図)。

鉄津は 6cm以下のものである。ロク ロ成形かわらけは口径9.2cm、底部径4.0cm、器高2.4cmで、ある。

形態的特徴から16世紀後半に位置づけられる。内禿皿 (54・55)はともに形態的特徴から大窯3期後半

に位置づけられる。

このほか図示していないが、 P6からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 かわらけ、初山内禿皿から、中世後期(16世紀後半)'"江戸時代に帰属する可能性が高い。

(46) 46号掘立柱建物 (8846.第33・36・60図，第17表，図版13・18)

位置 0106、E106グリッドに位置し、 F群に属す。 S850などと重複するが先後関係は不明である。

構造梁間2間×桁行2聞の、約3.2x4. 8mの東西に長い建物 (P1"'P7で構成)であり、棟を東西

(N-740 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約1.5倍である。梁と桁は斜交する。桁、梁ともに

柱筋が通っていない。桁の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は北側で西側から約2.2m、2.6m、南

側で約2.4m、2.4mで、ある。梁の柱間は東側で北側から約1.6m、1.6mで、ある。建物の大きさ柱聞から

みるとし6mを基準としていた可能性がある。

柱穴は、円形あるいは不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.3"'0. 6m、深さは約0.2'"

0.5mであり、一定しない。 P1・P7などは柱の抜き取りが行われた可能性がある。根固め石は用いられ

ず、木住も残存しない。

建物の構造からみると、柱聞が1.6mを基準としている可能性が高いことから5846はやや規格性のあ

る建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P3から山茶碗片が出土している。

時期 現状では、 山茶碗段階の明確な建物は確認できないため、 他の掘立柱建物同様中世後期以降江

戸時代に帰属する可能性が高い。

(47) 47号掘立柱建物 (8847.第33・36・50・60図，第17・23表，図版13・18・27)

位置 C106、D106・107、E106グリッドに位置し、 F群に属す。 S846などと重複するが先後関係は

不明である。

構造 梁間2間×桁行5聞の、約4.6x9. 6mの南北に長い建物(P8"'P19で構成)であり、棟を真北か

らやや西側 (N-190 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.2倍である。梁と桁はやや斜交する。

桁は東西ともに柱筋が通っていない。梁は柱筋が通る。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱

聞は西側で北側から約2.4m、1.8m、1.8m、2.0m、1.6m、東側で北側から約2.3m、2.2m、1.8m 

(推定)、1.6m (推定)、1.7m (推定)であり、一定していない。梁の柱聞は、北側で約2.0m、2.6m

であり、一定しない。

柱穴は円形、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3'"1. 2m、深さは約O.2"'0. 5mで、

あり、一定していない。 P10・12・13などは柱の抜き取りなどが行われた可能性がある。根固め石は用

いられず、木柱も残存しない。

建物の構造からみると、 5847は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P9・P15からロクロ成形かわらけ (57・58)、P19から初山内禿皿(59)が出土した(第50図)。

かわらけ (57)は大型で、口径11.2cm、底部径5.9cm、器高2.8cmに復原で、きる。 58は小型で、口径7.6

cm、底部径4.8cm、器高1.2cmで、ある。形態的特徴から16世紀後半に位置づけられる。内禿皿 (59)は形

態的特徴から大窯3期後半に位置づけられる。

この他図示していないが、 P19から瀬戸産天目茶碗(後II期)、 P12. P19からロ クロ成形かわらけ片が
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第4節 中近世の集活・基の制査成果 2 銅立柱建物
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第60図中屋敷遺跡姻立柱建物実測図22(SB46・SB47)
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第5車中屋敷遺跡

出土した。

時期 出土したかわらけ、内禿皿により、中世後期(16世紀後半)""江戸時代に帰属する可能性が高

し=。

(48) 48号掘立柱建物 (SB48，第33・36・50・61図，第17・23表，図版13・18・27・28)

位置 0106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB49などと重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行3聞の、約6.4x5. 6mの南北に長い建物 (P1""P8で構成)であり、棟を真北か

らやや西側(N-160 -W)に向ける。桁行より梁間の方の幅が広い建物であると想定する。梁聞に対する

桁行の比率は約0.9倍である。梁と桁は斜交する。桁は柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大き

くずれる。桁の柱聞は西側で北側から約2.4m、1.6m、1.6m、東側で北側から約1.8m、1.8m、1.8m 

である。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4""0. 8mで、深さ約O.2""0. 4mであり、

一定しない。 P5・P6などは柱の抜き取りなどが行われた可能性がある。根固め石は用いられず、木柱

は残存しない。

建物の構造からみると、やや規格性のある建物といえる。

出土遺物 P3から瀬戸美濃の端反皿か丸皿(60)、P5から非ロクロ成形かわらけ(381)、 P4からはロク

ロ成形かわらけ (61・62)、P7からはSB49-P19出土かわらけと接合するロクロ成形かわらけ (63)が出

土した(第50図)。

端反皿(丸皿，60)は底部の形態的な特徴から大窯 Iか2期に位置づけることができる。

非ロクロ成形かわらけ (381)は、底部と口縁部の境界に屈曲があるもので、口縁部はやや屈曲からや

や外上方に立ち上がり、口縁端部は丸く仕上げられる。口径12.0cmに復原で、きる。ロクロ成形かわらけ

は、 63が大型で、あり、底部から外上方に向かつて直線的に立ち上がる。口径12.0cm、底部径5.7cm、器

高3.5cmで、ある。 61・62は小型で、 61は口径7.0cmで、ある。 62は底部からやや外反気味に外上方に立ち上

がるもので、口縁端部は細く引き出される。口径8.0cm、底部径5.3cm、器高2.0cmで、ある。 SB48出土の

かわらけは、形態的な特徴や焼成具合から16世紀後半に位置づけられる。

この他図示していないが、 P3から瀬戸美濃産端反皿(大窯 l期)、 P3・P7.P8からロクロ成形かわら

け片が出土した。

時期 P7出土のかわらけから、 SB48は中世後期以降江戸時代に位置づけられる可能性が高い。

(49) 49号掘立柱建物 (SB49，第33・36・50・61・62図，第17・23表，図版13・18・28)

位置 0106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB48などと重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間2間×桁行3間の、約6.9x 5. 5mの東西に長い総柱建物、庇付建物あるいは壁のある建物

(P9""P20で構成)であり 、棟を真北から西側 (N-170 -W)に向ける。桁行よりも梁間の幅が広い建物

である可能性が高い。梁聞に対する桁行の比率は約0.8倍である。梁と桁はやや斜交する。桁、梁とも

に柱筋が通っていない。桁、梁の身舎柱は正対していない。桁の柱聞は、西側で北側から約2.0m、1.9

m、1.6m、中央で北側から約1.9m、1.8m、1.8m、東側で北側から約1.8m、1.8m、1.9mで、ある。

梁の柱聞は、北側で西側から約2.0m、4.9m、北側から 2列目で西側から約2.2m、4.7m、3列目で西

側から約2.4m、4.5m、南側で約2.4m、4.5mで一定しない。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4"" 1. Om、深さは約O.2""0. 6mでーあり、

一定していない。柱穴が0.6m以上と大きいものが多く、それらは柱の抜き取りが行われた可能性があ

る。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。
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第4節 中・近世の集浴 ~の側資成果 2 倒立柱建物

建物の構造からみると、 SB49は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 Pl8・Pl9から須恵器?壷 (64・65)、Pl4から、古瀬戸播鉢 (66)、土製鈴 (67)、PIO・

Pl9・P20からロクロ成形かわらけ (68'"'-'72)が出土した(第50・62図)。
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第61図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図23(8848・8B49)
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第62図 中屋敷遺跡掘立柱建物出土遺物実測図③

P18・P19から出土した陶器 (64・65)は須恵質で灰色を呈することから古墳時代終末期~奈良時代の

壷瓶類の可能性が高い。この場合は、短頭査、フラスコ瓶、俵形瓶の可能性が高い。

播鉢 (66)は口縁部の特徴から古瀬戸後N新に位置づけられる。

土製鈴 (67)は、円形の紐に円孔が開けられたものである。鈴口は長方形であり、紐の方向と直交す

る方向に設けられている。鳴子は失われている。鈴の全長2.8cmで、ある。

ロクロ成形かわらけは68・69が大型で、、 70は小型で、ある。 71・72は底部片である。 68は口径に比して

幅の狭い底部から外上方に向かつて口縁部が直線的に立ち上がるもので、口径11.8cm、底部径5.6cm、

器高3.1cmで、ある。 69は底部から内湾しながら立ち上がり、口縁部はほぼ垂直に立ち上がるもので、口

径11.Ocm、底部径6.0cm、器高3.3cmである。小型の70は、口径7.9cm、底部径4.9cm、器高1.8cmで、ある。

これらのかわらけは、形態的特徴から16世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

この他図示していないが、 P10"，P16・P18"'P20からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(50) 50号掘立柱建物 (SB50，第33・36・63図，第17表，図版13・18)

位置 DI06・107、E106グリッドに位置し、 F群に属す。 8846などと重複関係にあるが、先後関係

は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行3間の、約2.8x6. Omの南北に長い建物 (P1"，P7で構成)であり、棟を真北か

ら北北西 (N-320 -w) に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約2.1倍である。梁と桁はやや斜交する。

桁は東西ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は西側で北側か

ら約1.9m (推定)、1.9m (推定)、 2.2m、東側で北側から約2.0m、2.0m、2.0mであり、東側は一定

している。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.3"'0.5m、深さ約0.2"-'0.4mで、あり、一

定しない。根固め石は用いられず、木柱は残存していない。

建物の構造からみると、 8850はやや規格性のある建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P3・P5からロクロ成形かわらけ小片が出土した。

時期 時期を特定できる遺物がないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。
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掘立柱建物実測図24(SB50・SB51)

(1 : 80) 。

中屋敷遺跡第63図

(51) 51号掘立柱建物 (S851.第33・36・62・63図，第17・23表，図版13・18・28)

位置 0106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB53などと重複するが、先後関係は不明で、ある。

構造 梁間 l間×桁行2間以上の、約3.4mx4.0m以上の建物 (P8"'P12で構成)であり、棟を北北西

(N-330 -W)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.8倍以上である。梁と桁は斜交する。桁は東西
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ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は西側で約2.0m、東側で北側

から約2.0m、2.0mで、あり、一定している。

柱穴は不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.2'"'-'0. 6m、深さ約0.1"'-'0.3mで、あり、

定しない。根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB51はやや規格性のある建物といえる。

出土遺物 P12から志戸目播鉢 (73)が出土した(第62図)。口縁部の特徴から、江戸時代前期(17世

紀中頃)に位置づけられる可能性が高い。

時期 73から判断して、江戸時代(17世紀中噴)以降に帰属する可能性が高い。

(52) 52号掘立柱建物 (S852，第33・36・64図，第17表，図版13・18)

位置 D106、E106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB46などと重複するが、先後関係は不明

である。

構造梁間 l間×桁行2聞の、約3.5x5. 3mの建物 (P1"，-，P6で構成)であり、棟を北東 (N-340 -E) 

に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.5倍である。梁と桁は斜交する。桁は柱筋が通っていない。

桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は北側で西側から約2.4m、2.9m、南側で西側から約

2.7m、2.6mで、あり、一定しない。

出土遺物 図示していないが、 P2から須恵器片が出土した。

時期 須恵器片は建物の時期を特定するもので、はない。確定的ではないが、江戸時代に帰属する可能

性が高い。

(53) 53号掘立柱建物 (S853，第33・36・64図，第17表，図版13・18)

位置 D106・107グリッドに位置し、 F群に属す。 SB51などと重複するが、先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約4.0x3.8mのほぼ正方形の建物 (P1"'-'P6で構成)であり、棟を東西

(N-660 -E)に向ける。 梁聞に対する桁行の比率は約1.0倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は南北

ともに柱筋が通っていなし=。桁の東西の身舎柱は正対しない。桁の柱聞は北側で西側から約1.8m、2.0

m、南側で西側から約1.8m、2.0mで、ある。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4"'-'0. 7m、深さ約O.2"'-'0. 3mで、ある。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB53は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P5からロクロ成形かわらけ片が出土している。

時期 時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(54) 54号掘立柱建物 (S854，第33・36・65図，第17表，図版13)

位置 EI07・108グリッドに位置し、 G群に属す。 SB56・57と重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間 l間×桁行2聞の、約2.6x4. 8mの南北に長い建物 (P1"，-，P6で構成)であり、棟を北北東

(N-250 -E)に向ける。梁間に対する桁行の比率は約し8倍である。梁と桁は斜交する。桁は東西とも

に住筋が通っていない。桁の東西の身舎柱はずれている。桁の柱聞は西側で北側から約2.8m、2.0m、

東側で北側から約2.6m、2.2mで、ある。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4"'-'0.5m、深さ約0.1"'-'0.5mで、ある。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB54は規格性の低い建物といえる。
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第64図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図25(SB52・SB53)
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出土遺物 図示していないが、 P6から江戸時代に帰属する陶器片・ロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 間出土の陶器片から判断して、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(55) 55号掘立柱建物 (S855.第33・36・65図，第17表，図版13)

位置 D107、E107・108グリッドに位置し、 G群に属す。他の建物とは重複しない。

構造梁間2間×桁行2聞の、約5.1x 5. 6mのほぼ正方形の建物(P7，，-，P12で構成)あり、棟を北北東

(N-190 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.1倍である。梁と桁はやや斜交する。桁は東西

ともに柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は大きくずれている。桁の柱聞は西側で北側から約2.8

m、2.8m、東側で北側から約3.2m、2.6m(推定)である。梁は北側で西から約2.6m、2.5mで、ある。

住穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.3"-'0. 4m、深さ約O.1 "-'0. 3mであり、

柱穴はある程度規則的に掘削されている。根固め石は用いられておらず、木柱は残存していない。

柱穴は大きさが類似するが、建物の構造からみると、 SB55は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がないため時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(56) 56号掘立柱建物 (S856.第33・36・66図，第17表，図版13)

位置 E106・107グリッドに位置し、 G群に属す。 SB54・57と重複するが、先後関係は不明である。

構造 梁間 l間以上×桁行3聞の、約2.7x 7. 1mの建物 (P1"-' P5で構成)であり、棟を東西 (N-760

E)に向けていた可能性が高い。梁聞に対する桁行の比率は約2.6倍である。梁と桁はやや斜交する。

桁は東西ともに柱筋が通っていなし当。桁の東西の身舎柱について、正対する身舎柱が調査区内に存在し

ないため不明である。桁の柱聞は南側で西側から約2.4m、2.2m、2.5mで、ある。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約0.4"-'0.8m、深さ約O.3"-'0. 6mで、ある。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB56は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 図示していないが、 P1. P2 . P4からロクロ成形かわらけ片が出土した。

時期 時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(57) 57号掘立柱建物 (S857.第33・36・62・66図，第17・23表，図版13・28)

位置 E108グリッドに位置し、 G群に属す。 SB54・56と重複するが先後関係は不明である。

構造 梁間 I間以上×桁行2聞の、約3.0m以上X5.4mの建物 (P6"-'P9で構成)であり、棟の方向は

東西 (N-760 -E)に向ける。梁聞に対する桁行の比率は約1.8倍以上である。梁と桁はやや斜交する。

桁は柱筋が通っていない。桁の東西の身舎柱は不明確である。桁の柱聞は南側で西側から約2.6m、2.8

mで、あり、一定していない。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径(長軸)約O.4"-'0. 8m、深さ約O.4"-'0. 6mである。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB57は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P6から瀬戸美濃措鉢 (75)、ロクロ成形かわらけ (74)が出土した(第62図)。

播鉢 (75)は口縁部の特徴から大窯2期に位置づけられる。ロ クロ成形かわらけ (74)は外上方に向

かつて直線的に立ち上がるもので、口径は11.1 cmである。かわらけは形態的特徴から16世紀後半に位置

づけられる。

時期 時期を特定できないが、中世後期(大窯2期)，，-，江戸時代に帰属する可能性が高い。
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第65図中屋敷遺跡掘立柱建物実測図26(SB54・SB55)
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第4節 中・近世の袋路・ 慈の調究成果 2.銅立柱建物

(58) 58号掘立住建物 (SB58，第33・36・62・66図，第17・23表，図版13・29)

位置 D107・108グリッドに位置し、 G群に属す。他の建物とは重複しない。

構造梁間 l間以上×桁行3聞の、約1.8m以上x4.8mの建物で、あり、棟を北北東 (N-560 -E)に向

ける。梁間に対する桁行の比率は約2.7倍以下である。梁と桁はやや斜交する。桁は柱筋が通っていな

い。桁の身舎柱についてP5の対面に柱穴が確認できないことから正対していなかった可能性が高い。

桁行の柱聞は西側から約1.5m、1.7m、1.6mで、ある。

柱穴は、不整形な円形、楕円形で、大きさは直径 (長軸)約0.4，..._，0.6m、深さ約O.3，..._，0. 6mで、ある。

根固め石は用いられず、木柱は残存しない。

建物の構造からみると、 SB58は規格性の低い建物といえる。

出土遺物 P2から、瀬戸美濃志野丸皿 (76)が出土した(第62図)。形態的な特徴から大窯4期後半に

位置づけられる。

この他図示していないが、 P2から瀬戸美濃播鉢片 (大窯期)、P3からロクロ成形かわらけ片が出土し

た。

時期 時期を特定できないが、志野丸皿が中世末であることから、中世末~江戸時代に帰属する可能

性が高い。

(59)掘立柱建物一覧表

第17表 中 屋 敷 遺 跡掘立柱建物の概要
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41 
34・38・

41 

34・42

34・38・
43 

SBIO 

SBII 

SBI2 34・44

SBI3 34・44

::7出?

図版

12・24

12・15・
16 

12 ・ 15~

19・24
12・15・

16 
12・15・

16 
12・15・

16 
12・15・
16・24
12・16・
20・24・

25 

グリ ッド

E99・100

EIOO 

E100・101，FI01 

0100，E99・100・
101 

D100・101，EIOO 

EI01， FI0l 

E101，FI01 

E101，FIOI・102

E10l・ 102，FIOl

CI00・101，0100・
101 

D101，EIOO・101

0100 

CI00・101，0100・
101 

0100・101

CI00， 0100・101

FI01，FI02 

3訂瓦す三|い12• 16 I川，引

〈号号f:r:=引詩Ll目!1守主:三主Jよ:;J;;:::::::λlω02 

群|棟方位 |梁×桁|梁間|桁行| 出土遺物

A I N-40 -w I 1 x 2 I 4. 9 I 5. 2 Iー

lx3 

時期

中世後期
以降近世
中世後期
以降近世

近世

近世

近世

中世後期
以降近世

近世

近世

B I N-77。ーE Ix3 

A I N-90 -w I 1 x 2 I 3.7 I 5.6 Iかわらけ
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lx2 

4.5 I 8.3 Iかわらけ・瀬戸美濃揺鉢

3.5 I 1l.7 I砥石・陶摺 i 丘世

6.4 I 9.1 I瀬戸播鉢・内耳鍋・かわら I!断矧
け 川以降近世

かわらけ・志戸呂盛・志戸 15.3 19.4 1 /:;:;;~'J~~~~ I::Ili2. -/ß"' 1 近世
呂摺鉢・内耳鍋 l 

3.6 I 5.1 Iかわらけ 近世

江
口
一
一
口一
一げ一一口一一一一伊丹白

川
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昨
一
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A I N-510 -E 2x4 

i::jiiLtf:揺阜
4.6 I 7市岡片かわらけ 味宮
56 I 5叶 也里

flz: 
lx3 

B I N-90 -w 

B I N-560 -E 2x3 

B I N-350 -w I 2x4 

A I N-580 -E I 2x5 

lliiiJ11 
A I N-890 -E I 1 x 3 

A I N-740 -E I 1 x4 

B IN-120 -wl 2x4 

B I N-160 -w I 2x3+ 

B I N-7 0 -w I 3 x 3+ 

B I N-JOo -w I Ix2 



第 5~ 中屋敷泣跡

番号 挿図 図版 グリッ ド 群 棟方位 |梁×桁 梁間 桁行 出土遺物

33~35 ・ 12・16・
SB20 

38・48 25 
FIOI・102 B N-290 -IV I x2+ 3.8 6.4 かわらけ ・陶器片

SB21 
35・38・ 12・16・

FI02・103 B N-850 -IV Ix2 2.0 4.3 
瀬戸美濃志野皿・かわら

48 25 け・土師鍋・古瀬戸摺鉢

35・49・ 12・16・SB22 
50 19・26

FI02 B N-60 -w 3x2+ 4. 7 3.6+ 瀬戸美濃端反皿・かわらけ

SB23 35・49・ 12・16・
FI02・103 B N-2IO -w 2x2+ 5. I 4.0+ かわらけ

50 26 

SB24 35・51 12・16 FI03 B N-2IO -w Ix2 2.6 3.8 かわらけ

SB25 35・51 12・16 EI03，FI02・103 B N_180 -IV 2x2 3.0 5.4 かわらけ

SB26 35' 50・ 12・16・ EI田 F103 3 1l 1B N-89。一E Ix2 2.6 4.3 かわらけ51 I 26 
EI02，・SB27 35・52 I 12・16 I IÔ3~FI 02 ・ 10 N-760 -E Ix4 3.2 7.2 常滑窺・かわらけ

SB28 35・52
12・16・

E102・103 B N-II" -W lx4 3.9 6.2 かわらけ
19 

SB29 
35・50・ 12・16・

EI02・103，FI02 N-IOO -w Ix4 4.9 7.6 常滑裂・かわらけ52 26 

SB30 
35・50・ 13・18・ N-8IO -E 3x4 6.8 7.6 

く字形内耳鍋・かわらけ・
53 26 104 瀬戸美泌陶器

SB31 35・54 13・18 DI04 I D N-650 -E 2x2+ 4.0 4.4+ かわらけ

SB32 35・54 i 13・18 CI04，DI04 D N-90 -w Ix3 3.6 7.6 く字形内耳鍋・かわらけ

SB33 
35・36・ 13・18・

DI04・105 D N-660 -E Ix4 2.9 8.9 
瀬戸美濃丸皿・皿 ・かわら

50・55 26 け・常滑至極・陶器

SB34 35・55 13・18 CI04，DI04 D N-500 -E Ix2 3.3 7.2 かわ らけ

SB35 
35・36・

13 EI05，FI04・105 C N-430 -w I x2+ 4.1 5.6+ かわらけ56 

SB36 36・56 13・18 OI05・106，E105.lllnD E N-69。一E Ix3 4.0 7.0 かわらけ
106 

SB37 
36・50・ 13・18・: CI05・106.DI05 N-740 -E Ix2 3. I 3.8 

古瀬戸腰折血・初山天目茶
57 20・26 碗・かわらけ

SB38 
36・50・ 13・18・ CI05・106，DI05 E N_150 -w 2x2 3.3 3.8 山茶碗・かわらけ ・鉄浮

57 26・27

SB39 36・57 13・18 CI05，DI05 E N-260 -w Ix2 3. I 3.5 かわらけ

36・50・ 13・18・SB40 
57・89 27 

CI05 E N-570 -E Ix2 3.3 4.3 かわらけ・鉄製品

36・50・ 13・18・
SB41 58・89 27・48

ClO5・106 E N-730 -E 2x3 3.6 6.2 石製硯・鉄製品

SB42 
36・50・ 13・18・

CI05・106 E N-690 -E 2x2 3.0 4.4 かわらけ・鉄浮・鉄製品
58・89 27・48

SB43 
36・50・ 13・18・

CI05・106 E N-7IO -E Ix3 2.2 4.5 鉄浮・陶器片
58 27 

SB44 36・59 13・18 DI06 F N-220 -w 2x2 5.6 6.2 かわらけ

SB45 
36・50・ 13・18・

CI06，DI06・107 F N-46。一E 2x2 3.5 4.0 I鉄JIll浮・かわらけ・初山内禿
58 20・27

SB46 36・60 13・18 I DI06， EI06 F N-740 -E 2x2 3.2 4.8 山茶碗

SB47 
36・50・ 1318 1C削 106 肌 F N_190 -w 2x5 4.6 9.6 

かわらけ・初山内禿皿 ・瀬
60 27 I EI06 戸産天目茶碗

SB48 
36・50・ 13・18・

DI06・107 F N-16。…W Ix3 6.4 5.6 
瀬戸美濃端反皿か丸胆 ・か

61 27・28 わらけ

SB49 
36・50・ 13・18・

0106・107 F N-IT -w 2x3 6.9 5.5 
須恵器つ蜜・古瀬戸揺鉢・

61・62 28 土製鈴・かわらけ

SB50 36・63 13・18 0106・107，EI06 F N-320 -w Ix3 2.8 6.0 かわらけ

SB51 
36・62・ 13・18・

DI06・107 F N-330 -w I x2+ 3.4 4.0+ 志戸呂摺鉢
63 28 

SB52 36・64 13・18 0106，EI06・107 F N-340 -E Ix2 3.5 5.3 須恵器

SB53 36・64 13・18 0106・107 F N-660 -E Ix2 4.0 3.8 かわらけ

SB54 36・65 13 EI07・108 G N-250 -E Ix2 2.6 4.8 陶器片・かわら村

SB55 36・65 13 0107，EI07・108 G N-190 -E 2x2 5.1 5.6 

SB56 36・66 13 EI07・108 G N-760 -E l+x3 2.7+ 7.1 かわらけ

SB57 
36・62・

13・29 EI08 G N-760 -E l+x2 3.0+ 5.4 瀬戸美濃播鉢・かわらけ
66 

SB58 36・66 13・29 0107・108 G N-560 -E l+x3 1. 8+ 4.8 
瀬戸美濃志野丸皿・瀬戸美
首選j雷鉢・かわらけ

※掘立柱建物は第33図 (遺跡全体図)にはすべての掲載されているため、第33図は挿図番号からは除いている。
※時期については、本文中では江戸時代と したものを近世に表記を変えている。
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時期

近世

中世後期
以降近世

中世後期
以降近世
中世後期
以降近世

近世

近世

中世後期
以降近世

近世

近世

中世後期
以降近世

近世

近世

近世

近世

近世

中世後期
以降近世

近世

中世後期
以降近世

近世

近世

中世後期
以降近世

近世

近世

近世

近世

中世後期
以降近世

中世後期
以降近世

中世後期
以降近世
中世後期
以降近世

中世後期
以降近世

中世後期
以降近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

中世後期
以降近世
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3，井戸

井戸は I基のみ確認した。

第4節中近1止の集落 ーまZの前l'J'成果 3.升戸 4 土坑
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1 暗灰褐色砂貧土

2 暗褐色土
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4 灰褐色砂貧土

(1 : 40) 
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( 1) SE01 (第67・68図，第18・23表，図版22・29)

位置 F101グリッドに位置する。

構造石組井戸である。掘方は平面が不

整形な円形で、その中央に角離を用いてや

や不整形な円形の井戸を組みあげている。

掘方の長軸約2.0m、短軸約1.5m、深さ約

0.5m、内径は直径約0.7m、石組の高さ約

0.3mで、ある。石組に用いられた石材の大

きさは、最大で;15.......，20cm前後であり、現状

で石組3段分残存している。

なお、南側がSD01と重複するが、関連す

る遺構かどうか判断できなかった。

出土遺物覆土中からかわらけ、陶磁器

が出土し、肥前碗 (77) とロクロ成形かわ

らけ (78・79)を図示した。 77は内面底部

に文様が描かれている。江戸時代前期(17

世紀後半~末頃)に位置づけられよ う。ロ

クロ成形かわらけは中型のもので、口径 第67図中屋敷遺跡井戸実測図

8.3.......，8.4cm、底部径4.4.......，4.8cm、器高2.7.......，3. 4cmで、ある。形態的特徴、焼成具合から18世紀前半に位置

づけられる。

時期 肥前碗の存在から、SE01は江戸時代中期(18世紀前半)以降に帰属する可能性が高い。

単位 (m)

4.士坑(第68.......，73図，第19・23・25表，図版20・21・29""""31)

土坑は、 30基確認した。以下、順に出土位置、特徴、出土遺物、帰属する時期について報告する。

( 1) SK01 (第68・69図，第19・23表，図版20・29)

位置 F100グリッドに位置する。今回検出した最も北西の遺構である。

特徴 不整形な隅丸長方形平面であり、断面は皿状である。長辺約2.0m、短辺し4m、深さ約0.25m

で、ある。

出土遺物 古志戸目播鉢底部片 (80)のほか、図示していないがロクロ成形かわらけが出土した。古

志戸呂播鉢は、古瀬戸後N新併行期、 15世紀後半に位置づけられる。

時期 時期を特定できないが、中世後期(15世紀後半).......，江戸時代に位置づけられる可能性が高い。

(2) SK02 (第69図，第19表)

位置 E99グリッドに位置する。
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(ij4節 中・近世のmr&・2証の調査成果 3 井戸 4 土坑

第19表中屋敷遺跡土坑の概要

遺構名 挿図 図版 グリッド 形状 直径(長軸) 短軸 深さ 遺物 備考

SKOl 68・69 20・29 F100 隅丸長方形 2.00 1. 40 0.25 古志戸目指鉢・かわらけ

SK02 69 E99 隅丸長方形 l. 20 0.90 0.4 
SK03 68・69 099・100 隅丸長方形 l. 60 1. 10 O. 75 かわらけ

SK04 EI00.I01 隅丸方形 1. 10 0.85 。.3 陶器片

SK05 69 EI0l 楕円形 1. 65 1. 28 0.2 「一一
SK06 0102 円形 1. 55 0.55 
SK07 69・70 20・29 0102 円形 1. 60 0.65 かわらけ

SK08 
70 

0102.8102 円形 1. 05 0.3 
SK09 0103 円形 1. 00 0.2 
SKIO 68・70

20 
EI03 隅丸方形 1. 55 0.3 内耳鍋・かわらけ

SKll 
70 

0103・EI03 隅丸方形 1. 30 ([35-1 
SKI2 EI04 円形 1. 20 0.3 
SKI3 EI04 円形 0.90 I 0.25 
SKI4 FI04 円形 1. 10 0.35 
SKI5 71 EI04 楕円形 1. 30 1. 00 0.4 
SKI6 0104 楕円形 1. 30 0.90 0.15 
SKI7 0104 円形 1. 15 O. 1 
SKI8 0104・105 楕円形 1. 30 1. 15 0.15 
SKI9 72 EI05 楕円形 1. 70 0.90 0.25 

SK20 I 68・72 29 EI05 楕円形 1. 90 0.90 0.6 灰紬陶器・古瀬戸天目茶碗・か
わらけ・常滑費

SK21 72 21 0105 楕円形 1. 55 0.90 0.3 
かわらけ・古瀬戸腰折皿・志戸

SK22 21・29・30 0105， EI05 瓶形 2.80 1. 50 0.2 呂天目茶碗・志戸呂摺鉢・常滑

68・72 雪量片・内耳鏑・陶様片・鉄浮

SK23 21・30 EI06 楕円形 2.30 1. 15 0.2 鉄i宰・かわら1:)
SK24 8106 楕円形 2.20 1. 10 0.2 かわらけ

SK25 EI06 楕円形 l. 80 1. 05 0.2 
SK26 0106 円形 1. 30 1. 05 
SK27 73 0106 円形 0.95 0.4 
SK28 CI06 隅丸方形 1. 25 0.2 
SK29 CI07，0107 楕円形 1. 30 1. 10 0.5 
SK30 68・73・89 21・31・48 EI06・107 長方形 1. 20 0.80 0.08 銅銭・かわらけ・釘

※括弧内は残存数値

※深さは最深部の深さ

※長辺は長軸として、短辺は短軸として表記する。 単位(m)

特徴不整形な隅丸長方形平面であり、やや南北に長い不整形な土坑である。長辺約1.2m、短辺0.9

m、深さ約0.4である。南側が深く掘りこまれおり、その部分の形態は柱穴状である。

出土遺物 SK02からは遺物は出土していない。

時期 時期を特定できないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(3) SK03 (第68・69図，第19・23表)

位置 D99・100グリッドに位置する。

特徴平面形は不整形な隅丸長方形で、断面は逆台形であり、深い。長辺約1.6m、短辺約1.1m、深

さ約0.75mである。

出土遺物 ロクロ成形かわらけが出土し、 2点を図示した(81・82)。口径は10.4"-'11. Ocmで、ある。硬

質の焼き上がりである。形態的な特徴、焼成状況から 2点は17世紀後半"-'18世紀前半に位置づけられる

可能性が高い。

時期 出土したかわらけから江戸時代前期後半(17世紀後半)以降に帰属する可能性が高い。

(4) SK04 (第69図，第19表)

位置 E100・101グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な隅丸方形で、一部小穴により破壊される。断面は皿状である。長辺約1.1m、

短辺約0.85m、深さ約0.3mで‘ある。
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第5車中屋敷遺跡

出土遺物 図示していないが、江戸時代の陶器小片が出土している。

時期 出土した陶器片から江戸時代に帰属する可能性が高い。

(5) SK05 (第69図，第四表)

位置 E10lグリッドに位置する。

特徴平面は不整形な楕円形で、断面は逆長台形である。長軸約1.65m、短軸約1.28m、深さ約0.2

mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がないため時期を特定できないが、中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(6) SK06 (第69図，第19表，図版20)

位置 D102グリッドに位置する。

特徴平面はやや不整形な円形で、断面はU字形である。最上層(l層)に焼土および炭化物を含む

がSK06の性格については不明で、ある。直径約1.5"-' 1. 55m、深き約0.55mで、ある。焼土・炭化物を含む

ことから鍛冶に関連する遺構あるいは火葬墓の可能性がある。前者の可能性が高いと想定する。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がなく時期を確定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(7) SK07 (第68・70図，第四・ 23表，図版20・29)

位置 D102グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、断面はU字形である。 SK06と平面、断面の特徴が同一であり、同じ

ような性格をもっ土坑である可能性が高い。覆土上層(l層)と 3層に焼土と炭化物が含まれる。直径

約1.5"-' 1. 65m、深さ約0.65mで、ある。鍛治に関連する遺構であろうか。

出土遺物 中型のロクロ成形かわらけ (83)が出土した。口径は9.0cm、底部径4.7cm、器高2.8cmで、あ

り、硬質な焼き上がりである。形態的特徴、焼成具合から18世紀前半に位置づけられる。

時期 出土したかわらけから江戸時代中期(18世紀前半)以降に帰属する可能性が高い。

(8) SK08 (第70図，第四表)

位置 D102、E102グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、断面は逆台形である。 SK06・07と平面、断面形態が類似しており、

同様の性格をもっ土坑の可能性がある。直径約1.05m、深さ約0.3mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がないため時期を特定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。

(9) SK09 (第70図，第19表)

位置 D103グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、断面は逆台形である。 SK06"-'08と同様の特徴を有する。同様の性格

の遺構の可能性がある。直径約O.95"-' 1. Om、深さ約0.2mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がないため時期を確定できないが、江戸時代に帰属する可能性が高い。
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第5背t 中屋敷Jl'l跡

(10) SK10 (第68・70図，第19・23表，図版20)

位置 E103グリッドに位置する。

特徴 平面は不整形な隅丸方形で、断面はU字形である。 ー辺約1.5""'-' 1. 55mで、深さは約O.3mで、あ

る。

出土遺物 ロクロ成形かわらけ (84)が出土した。口径は12.2cmに復原で、きる。形態的な特徴から17

世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

また、図示していないが、内耳鍋体部片が出土した。

時期 江戸時代中期(18世紀前半)以降に位置づけられる。

(11) SK11 (第70図，第19表，図版20)

位置 D103、E103グリッドに位置する。

特徴 平面は不整形な隅丸方形で、断面はU字形、逆台形である。 SKlOと同様の特徴をもっ。一辺

約1.3m、深さ約0.35mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物がないため時期を特定できない。 SKlOと同形態であるが、同時期かどうか不明であ

る。中世後期~江戸時代に帰属する可能性が高い。

(12) SK12 (第70図，第19表)

位置 E104グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、東側が突出する。断面は逆台形である。直径約1.2m、深さ約O.3mで

ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はないため時期を確定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に帰属する可能性が

高い。

(13) SK13 (第71図，第19表)

位置 E104グリッドに位置する。

特徴平面は円形で、断面は逆台形である。 SK06""'-'SK09と同様の特徴をもっ。直径約0.9m、深さ

約O.25mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できない。中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性が

高い。

(14) SK14 (第71図，第四表)

位置 F104グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、断面は逆台形である。 SK06などと同様の特徴をもっ。直径約0.95""'-'

し1m、深さ約0.35mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。
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第 5jjl 中凶敷遺跡

(15) SK15 (第71図，第四表)

位置 E104グリッドに位置する。

特徴 平面は不整形な、東西に長い楕円形で、断面はU字形である。長軸約1.3m、短軸約し Om、深

さ約0.4mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(16) SK16 (第71図，第四表)

位置 D104グリッドに位置する。

特徴平面は、南北に長い不整形な楕円形で、断面は逆台形である。長軸約1.3m、短軸約0.9m、深

さ約0.15mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(17) SK17 (第71図，第19表)

位置 D104グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な円形で、断面は皿状である。遺構の南東部に小穴が2基掘削されている。直径

約1.15m、深さ約O.lmで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(18) SK18 (第71図，第四表)

位置 D104・105グリッドに位置する。

特徴平面はやや東西に長い不整形な楕円形で、断面は皿状である。長軸約1.3m、短軸約1.15m、

深さ約0.15mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(19) SK19 (第72図，第19表)

位置 E105グリッドに位置する。

特徴 平面は南北に長い、やや不整形な楕円形で、断面は逆台形である。中央を撹乱により破壊され

ている。長軸約1.7m、短軸約0.9m前後、深さ約0.25mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。
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第5W 中屋敷沼跡

(20) SK20 (第68・72図，第四・ 23表，図版29)

位置 E105グリッドに位置する。

特徴平面は東西に長い、やや不整形な楕円形で、断面は皿状である。長軸約1.9m、短軸約0.9m、

深さ約0.6mで、ある。

出土遺物 SK20からは灰粕陶器 (86)、古瀬戸の天目茶碗 (85)、かわらけ (87"'90)が出土した。

灰紬陶器 (86)は碗の底部片で、高台は三角高台である。高台径7.0cmで、ある。東遠江の清ヶ谷産で、

松井編年IV-4期に位置づけられる。天目茶碗 (85)は、古瀬戸後II期(14世紀末'"15世紀初頭)に位

置づけられる。かわらけはすべてロクロ成形で、大型のもの (87・88) と小型のもの (89・90)がある。

87は口径10.0cmに復原で、き、 88は底部径6.0cmで、ある。小型の2点は口径7.2"'7. 5cm、底部径4.8cm、器

高1.6'" 1. 8crnで、ある。 87は16世紀後半まで遡る可能性があり、 89・90は18世紀前半に位置づけられる可

能性が高い。

この他図示していないが、常滑壷片が出土した。

時期 灰柚陶器・古瀬戸は混入の可能性が高く、かわらけの帰属時期から江戸時代中期(18世紀以降)

に位置づけられる可能性が高い。

(21) SK21 (第72図，第19表，図版21)

位置 D105グリッドに位置する。

特徴 平面は南北に長い、やや不整形な楕円形で、断面逆台形である。長軸約1.55m、短軸約0.9m、

深さ約0.3mで、ある。

出土遺物 SK21からは出土遺物はない。

時期 時期を特定できないが、中世後期~江戸時代に位置づけられる可能性が高い。

(22) SK22 (第68・72図，第19・23表，図版21・29・30)

位置 0105、E105グリッドに位置する。

特徴 平面は瓶形あるいはボーリングのピン形であり、断面は逆台形である。長辺約2.8m、上部幅

0.95m、下部幅約1.5m、深さ約0.2mで、ある。

出土遺物 かわらけ6点が出土した。小型のもの (91・95・96) と大型のもの (92"'94)がある。小

型のものは、口径7.4"-'8. 4cm、底部径4.9"-'5. 6cm、器高1.8"-' 1. 9cmで、ある。大型のものは、口径12.2cm、

底部径4.0"'5.6cmで、ある。これらのかわらけは形態的特徴と焼成状況から18世紀前半に位置づけられる

可能性が高い。

この他、図示していないがSK22からは、古瀬戸腰折皿(後W新期)、志戸日天目茶碗・撞鉢(江戸

期)、常滑謹片、内耳鍋体部片、江戸時代に帰属する陶器片が出土した。また、小型の鉄津が2点出土

した。

時期 かわらけにより、江戸時代中期(18世紀前半)以降に帰属する可能性が高い。

(23) SK23 (第68・72図，第19・25表，図版21・30)

位置 E106グリッドに位置する。

特徴 平面は不整形な楕円形で、断面は皿状である。長軸約2.3m、短軸約1.15m、深さ約0.2mである。

出土遺物 覆土中から大型の鉄津 (97)が出土した。鉄浮は図上で全長1O.8cm、111面10.3cmで、ある。

この鉄j宰は自然科学分析を実施しているため、成分等についてはそちらを参照願いたい。

なお、図示していないが、この他ロ クロ成形かわらけ片が出土した。
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;-55j宮 中凶敷遺跡

時期 かわらけ小片、鉄津では時期を特定できないが、江戸時代の可能性が高い。

(24) SK24 (第68・72図，第19・23表，図版21・30)

位置 E106グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な楕円形で、断面は皿状である。後述するSK30と特徴が類似しており、中世墓

であった可能性がある。長軸約2.2m、短軸約1.1m、深さ約0.2mで、ある。

出土遺物 かわらけ3点 (98----100)が出土した。 3点ともにロ クロ成形かわらげである。大型でやや

器高の高いもの (98・100)と小型のもの (99)に区分できる。大型のものは口縁部が欠損している。底

部径は6.0cm、5.0cmで、ある。小型のものは口径6.9cm、器高1.6cm、底部径3.6cmで、ある。 99・100に糸切

痕が残存し、 99にはさらにスノコ痕が残る。かわらけ (98----100)は、 16世紀後半に位置づけられる可能

性が高い。

時期 かわらけから、中世後期(16世紀後半)に位置づけられる可能性がある。

(25) SK25 (第73図，第四表)

位置 E106グリッドに位置する。

特徴平面形は不整形な楕円形で、断面は皿状である。 SK23・24と同様の特徴を有す。中央を大き

く撹乱されている。長軸約1.8m、短軸約1.05m以上、深さ約0.2mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できない。中世後期~江戸時代の一時期に帰属する可能性が高い。

(26) SK26 (第73図，第19表)

位置 D106グリッドに位置する。

特徴平面はやや不整形な円形で、断面は逆台形である。直径約1.3m、深さ約1.05mで、ある。陥穴

状の遺構であるが性格は不明である。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(27) SK27 (第73図，第19表)

位置 D106グリッドに位置する。

特徴 平面はやや不整形な円形で、断面は箱形である。直径約0.95m、深さ約0.4mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(28) SK28 (第73図，第19表)

位置 C106グリッドに位置する。

特徴平面形は不整形な隅丸方形で、中央は一段深く掘りこまれている。上段で直径約1.2----1. 25m、

深さ約0.2m、下段で直径約0.55m、深さ約0.15mで、ある。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性
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第5j属中屋敷遺跡

が高い。

(29) SK29 (第73図，第19表)

位置 C107、D107グリッドに位置する。

特徴平面は不整形な南北に長い楕円形で、断面は逆台形である。長軸約1.3m、短軸約1.1m、深さ

約0.5mである。

出土遺物 出土遺物はない。

時期 出土遺物はなく時期を特定できないが、中世後期~江戸時代の一時期に位置づけられる可能性

が高い。

(30) SK30 (第68・73・89図，第19・20・23・26表，図版21・31・48)

位置 E106・107グリッドに位置する。

特徴 SK30は出土した銅銭6枚(六道銭)、かわらけ3点から中世墓と推断できる。平面は、不整形

な南北に長い長方形であり、西側は別の土坑と重複している可能性が高い。断面は皿状である。長軸約

1. 2m、幅約0.8m、深さ0.08mで、ある。成人の伸展葬は不可能であることから、膝を抱えた状態での横

伏(横臥屈葬)で埋葬された可能性が高い。

土坑の北側隅からかわらけ3点が、中央で銅銭6枚(六道銭)が出土した。

出土遺物 上述したように銅銭6枚(104"-'1 09)、かわらけ3点(101"-'103)、鉄釘 (386)が出土した

(第68・89図)。

銅銭6枚のうち 4枚は「開元通費J (104)、「元豊通賓J (105)、「洪武通賓J(107・108)と判読できる

が、残りの 2枚(106・109)は破片のため銭種は特定できない。「開元通費」は唐銭で、 621年初鋳造、

「元豊通費」銭は宋銭で、 1078年初鋳である。「洪武通費」銭は明銭で、 1368年初鋳である。いずれも本

銭(中国大陸からの輸入銭)である。

かわらけは、 3点すべてがロクロ成形である。 3点は口径に対して器高が低いもので、やや大型のも

の2点(101・102) と小型のもの(103)である。大型のものは口径11.7""'-' 12. Ocm、底部径6.2""'-'6. 4cm、

器高2.5""'-'2.8cm、小きいもので口径1O.1cm、底部径4.9cm、器高2.0cmで、ある。 10ト 103の底部には糸切

痕が残存する。 102は磨滅により糸切痕は失われている。これらのかわらけは、口径に比して底部径が

狭いこと、やや浅い形態であることから16世紀後半に位置づけることができる。

この他、木棺の固定に用いられた可能性が高い鉄釘が I点 (第89図386)出土した。小型の釘であり、

頭部はT字形である。釘身の断面は方形である。残存長4.1cm、頭部幅0.8cmで、ある。釘身下部には棺材

の可能性が高い木質が残存している。

時期 銅銭に「寛永通費」を含まないことや、出土したかわらけの特徴から中世末 (戦国時代末，16 

世紀後半)に帰属する可能性が高い。今回の調査で確認した中世に帰属することが明確な遺構は少ない

ため、中世に帰属する注目すべき遺構である。

第20表 中屋敷遺跡 SK30出土銭貨観察表

No 挿図 図版 種別 銭名 国名 初鋳年 銭径 内径 子L幅 重景 備考

銅銭 関元通貨 唐 621 24 19 7 2.19 

銅銭 7G豊通貨 宋 1078 25 18.5 6.5 2.11 

曜
銅銭 不明 0.63 

68 31 
銅銭 洪武通貨 明 1368 24 18.5 6.5 2.57 

銅銭 洪武通貨 明 1368 23 19.5 6 2.3 

口E子 銅銭 不明 0.45 

単位銭径・内径 ・子L幅 (mm) 重量 (g)
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第4節 中・近世の集落 ・磁の調査成果 5， i，時

5. 溝(溝状遺構，第74・75図，第21・23・25表，図版21・30・32)

溝は4条確認した。

なお、第5節で報告する中屋敷 l号墳 (SZOl)の周溝にあたるSD04を撹乱した部分からは、江戸時代

に帰属する陶器、かわらけ、鉄i宰などが出土している。

(1) SOOl (第74図，第21表)

位置 E101、F101グリッドに位置する。 SE01と重複関係にあるが、先後関係は不明である。

特徴南北に細長く浅い溝で、全長約4.0m、幅約0.7m、深さ0.05mで、ある。北側がSE01と重複関

第21表中屋敷遺跡溝状遺構の概要

遺構名 挿図 図版 場所 長さ 幅 深さ 遺物 偽考

SOOI 74 ElOl， FI0l 4.0 0.7 0.05 i一

S002 30 0104 4.3 0.5 O. 15 灰紬陶器?壷・ 瀬戸美濃菊皿 ・く字形内耳鍋・か
わらけ・鉄浮

S003 74・75 30・32 EI06 7.3 1.6 0.3 釘付鍛・古瀬戸摺鉢・瀬戸美濃揺鉢・瀬戸美話通天
目茶碗・常滑@.鉄i宰・かわらり

S004 32・ CI05， 22.0前後 3.9 0.3 鉄1宰・常滑3l・かわらけ・陶磁需片50・51 Dl05~107 

単位 (m)

(0 

A 1/ に】F 〆丈1 1-1 "" A' 

B' 

SD01 

A A' 
一一一-43.5m

?ー~、一一---ーー A ム 42.5m

一¥ .r-

B B' 
ーーー=--43.5m

一""-一一ー----

E
凶

N
'w
l
J叶

1
、4

A A' 

A 
133 

A' 
42.5m 

。
(1 : 80) 4m  

第74図中屋敷遺跡湾状遺構実浪tl図
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時期 古禰戸摺鉢や瀬戸英瀧播鉢などの階器は大窯 l期までに位橿づけられる。かわらけは陶器より

もやや濯れ16世紀後半に住罷づけられる可能性が高い。したがって、 SD03は中世後期(16世紀後半)に

婦属する可能性を排除できないが、鉄棒から判断して江戸時代に帰属する議熱性が商い。

(4) SD04 (第74・75甑第21・25嚢，国版32・50・51)
SD04については、中j屋敷 H号墳 (SZ01)を形成する遺構であることから、詳細は第5節で詳述する。

SD04を擁乱したと想定される時期の鉄津(第75図117)が出土しているため、ここで記述する。鉄棒は

やや大きなもので、全長約5側、幅約4cmのものであり、精練鍛冶段階の鉄棒である。

この他、図示していないが、常滑聾片、ロクロ成形かわらけ片、江戸時代の開器片がある。
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第5{i. 中嵐磁i昌跡

6.性格不明遺構

性格不明遺構については 7基確認した。

(') SXOl (第76・77図，第22・23表，図版23)

位置 F100グリッドに位置する。

特徴平面形は東西に長い隅丸長方形で、断面は逆台形である。覆土は水平に堆積しており、人為的

に埋め戻された可能性がある。上層には礁が多く含まれている。南北約3.2m、東西約2.4m、深さ約

O.6mでらある。

出土遺物 ロクロ成形かわらけ(139)が出土した。硬質な焼き上がりで、小型で、ある。口径7.4cm、

底部径4.0cm、器高1.8cmである。

時期 かわらけにより時期を特定することは難しいが、硬質な焼き上がりであることから判断すると、

江戸時代に帰属する可能性が高い。

(2) SX02 (第76・77図，第22・23表，図版23・33)

位置 D100、E100グリッドに位置する。

特徴平面形は隅丸方形で断面は逆台形である。覆土は、隅角がやや壁面に向かつて弧を描いて立ち

上がるが、ほぼ水平に堆積している。人為的に埋め戻した可能性がある。規模は南北約2.1m、東西約

2.0m、深さ約O.5mで、ある。

出土遺物 灰柚陶器(140)、貿易陶磁染付(141)、瀬戸美濃丸皿(142)・瀬戸美濃天目茶碗(143)が

出土した(第77図)。

140は灰紬陶器碗類の底部であり、三角高台である。高台径6.5cmで、ある。清ヶ谷産で、松井編年W

l期に位置づけられる。丸皿(142)は大窯3期で、天目茶碗(143)は大窯2期に位置づけられる。染

付(141)は染付碗C群に位置づけられ、 15世紀末'"'-'16世紀前半に位置づけられる。

この他、ロクロ成形かわらけ片が出土している。

時期 灰柚陶器、染付碗は混入品の可能性が高く、それ以外の出土遺物が中世後期(16世紀後半)に

位置づけられることから、中世後期以降に位置づけられる可能性が高い。

(3) SX03 (第76・77図，第22・23表，図版33)

位置 E100グリッドに位置する。

特徴平面形は方形であり、断面は逆台形である。 SX02と形状、土層の堆積状況も酷似してお り、

同様の性格を有する可能性が高い。規模は南北約3.3m、東西約2.9m、深さ約O.5mで、ある。

出土遺物 かわらけ(144)が出土した。底部には糸切痕、 スノ コ痕が残る。口径10.5cm、底部径4.7 

畑、器高2.9cmで、ある。形態的な特徴から17世紀前半に位置づけられる可能性が高い。

時期 かわらけの特徴から、中世末~江戸時代初期に帰属する可能性がある。

第22表中屋敷遺跡性格不明遺構の概要

遺構名 挿図 図版 グリッド 形状 長さ ~jijij 深さ 遺物 | 備考

SXOl 23 FI00 隅丸長方形 3.2 2.4 0.6 かわらけ

SX02 76・77 23・33 0100， EI00 隅丸方形 2.1 2.0 0.5 灰紬陶器 ・貿易陶磁染付瀬戸美濃丸町 |
瀬戸美濃天目茶碗 ・かわらけ

SX03 
! El曲場45間主力わら ~j i SX04 ~I-::: hlou  m j-戸産揺鉢

SX05 I - I EI03 かわら け

SX06 76 771 F104105 不鵬 3209+|叶川
SX07 EI05， FI05 i隅丸長方形I5.6 I 4.4 山茶碗・鍔付鍋・古瀬戸縁紬小皿・常滑311

片・かわらけ・陶器片・鉄浮

※表記+ (プラス)は以上を表す。 単位 (m)
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第77図中屋敷遺跡性格不明遺構出土遺物実測図

(4) SX04 (第76図，第22表，図版23)

位置 D100・101グリッドに位置する。

、て
SX07 148 

実三三Y
SX07 152 

守宅弓グ

SX07 154 

母 一一⑬-

くコ く〉
SX07 159 SX07 160 

(1 : 4) 20cm 

特徴平面形は隅丸長方形であり、断面は皿状である。土層は水平に堆積しており、上層には20cm大

以下の川原石が多く含まれている。規模は、南北約2.2m、|幅約1.9m、深さ約0.3mで、ある。

出土遺物 図示していないが、ロクロ成形かわらけ、瀬戸産播鉢(古瀬戸後W新期か大窯 l期)が出

土した。

時期 出土遺物が少なく確定でないが、中世後期に位置づけられる可能性がある。

(5) SX05 (第76・77図，第22・23表，図版23)

位置 E103グリッドに位置する。

特徴平面形は東西に長い長方形であり、断面は皿状である。土層はほぼ水平に堆積しており、上層

には20cm大以下の川原石が多く含まれている。 SX04と類似しており、同様の性格を有すると推測する。
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第4節 中・近世の築港.r;の関管成果 6.性絡不明遺構

規模は東西約2.1m、南北約1.5m、深き約0.3mで、ある。

出土遺物 ロクロ成形かわらけ(第77図145)が出土した。底部径5.6cmで、あり、硬質な焼き上がりで

ある。 17世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

時期 時期を特定するのは困難で、あるが、江戸時代前期以降に帰属する可能性が高い。

(6) SX06 (第76・77図，第22・23表)

位置 FI04・105グリッドに位置する。

特徴 調査区の隅角で確認された遺構であり、遺構の北側部分は調査区外である。検出した部分は直

角三角形のような形状を示すが、本来の形状は不明確である。断面は皿状である。東西約3.2m、南北

0.9m以上、深さ約0.5mで、ある。上層に礁が多く含まれる。

出土遺物 ロクロ成形かわらけ(第77図146)が出土した。底部から外上方に直線的に聞きながら立ち

上がり、口縁端部を強く撫でて、先端を引き出すものである。口径1O.3cm、底部径5.0cm、器高3.0cmで、

ある。形態的特徴などから17世紀後半に位置づけられる可能性が高い。

時期 かわらけにより江戸時代前期以降に帰属する可能性が高い。

(7) SX07 (第77・78図，第22・23・25表，図版23・33)

位置 EI05、FI05グリッドに位置する。

特徴平面形は東西に長い隅丸長方形で、断面は皿状である。下層に離を含むものである。東西約

5.6m、南北約4.4m、深さ約0.5mで、ある。

出土遺物 山茶碗(147)、鍔付鍋(148)、古瀬戸縁紬小皿(149)、ロクロ成形かわらけ(150""'"158)、
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第78図中屋敷遺跡性格不明遺構実測図2(SX07) 

127 



第5車中屋敷遺跡

鉄j宰(159・160)が出土した(第77図)。

山茶碗(147)は碗の底部片で、高台は低く潰れた三角高台で、高台にはモミ殻痕が残る。高台径6.6

cmに復原で、きる。渥美湖西産で、松井編年 I期2段階'"'-'II期に位置づけられる。鍔付鍋(148)は、鍔部

の破片で鍔はほぼ水平に取り付けられ、 この部分に穿孔が行われている。 15世紀後半頃に位置づけられ

る。古瀬戸(149)は縁紬小皿の底部片で、底部にはへラ削り調整が施きれる。古瀬戸後N新期に位置づ

けられる。かわらけ(150'"'-'158)は大型(150・151・153)、やや大型(152)、中型(154・155)、小型(156

'"'-' 158)がある。大型のものは、口径11.8'"'-' 12. 6cm、底部径5.0'"'-'6.6cm、器高2.5'"'-'3.8cmで、ある。やや大

型のものは口径11.5cm、底部径6.0cm、器高2.8cmに復原で、きる。中型は、口径8.8'"'-'9.1cm、底部径4.0

'"'-'5.1cm、器高2.1'"'-'2.5cmで、ある。小型は7.0'"'-'7. 8cm、底部径4.2'"'-'4.8cm、器高1.9'"'-'2. Ocmで、ある。硬

質の焼き上がりである。鉄津2点は小型のもので、約14gである。

この他図示していないが、常滑聾片、江戸時代の陶器片が出土した。

時期 江戸時代の陶器片が出土したことから、江戸時代に帰属する可能性が高い。

7.小穴 (第79・80・89図，第23・25・26表，図版22・34'"'-'36)

小穴 (SP)は260基以上確認できるが、ここでは図示できる小穴から出土した遺物について報告する。

なお、遺物が出土した小穴のうち、遺物が完全に近い状態で出土した小穴の写真を図版22に示した。

貿易陶磁 SP101では、貿易陶磁染付皿 (162)が出土している。染付碗B1群に属し、 15世紀中頃~

後半頃に位置づけられよう。 SP380では、貿易陶磁の白磁皿(183)が出土しているが、時期を特定でき

ない。 SP331では青磁が出土し(189)、鏑蓮弁碗の可能性が高い。 15世紀中葉~後半に位置づけられよ

うか。

須恵器 SP331からは須恵器破片(192)が出土しており、査瓶類の可能性が高い。古墳時代終末期 (7

世紀)'"'-'奈良時代の査瓶類(フラスコ瓶か俵形瓶なのであろう。

須恵器~山茶碗 SP357出土の2点(190・191)は壷瓶類の可能性が高い。灰紬陶器あるいは山茶碗の

時期の査瓶類の可能性も残るが、無紬薬であり、胎土が湖西産須恵器と類似することから須恵器の可能

性が高い。 SB49-P19出土の65などの特徴と類似することから、それらと同一個体の可能性もある。

灰軸陶器 SP379では灰柚陶器碗(188)が出土した。底部は三角高台であり、高台径6.0cmで、ある。胎

土の特徴から浜松市浜北区の宮口窯産で、松井編年宮口窯田-2期(10世紀後半)に位置づけられる。

古瀬戸 SP225では古瀬戸平碗 (184)が出土した。体部は湾曲しながら立ち上がり、口縁部は S字状

に湾曲し、口縁端部はやや外反する。口縁部に最大径がある。古瀬戸後E期(15世紀前半)に位置づけ

られる。

瀬戸美濃 SP184では、瀬戸美濃播鉢(161)が出土した。口縁部の形態的特徴から大窯 l期に位置づ

けられる。 SP129では美濃産端反皿(163)が出土した。内面には印花文が刻印される。登窯 lか2小期

である。 SPll1では瀬戸美濃志野向付(165)が出土し、大窯4期後半に位置づけられる。 SP331から端

反皿(195)が出土した。形態的な特徴から大窯 l期に位置づけられる。

初山 SP331では、初山天目茶碗(187)が出土した。高台は削り出しであり、口縁部は内湾しながら

立ち上がった後、口縁部をわずかに屈曲させる。口径13.9cmで、ある。大窯3期後半に位置づけられる。

志戸田 SP138では江戸時代の志戸呂碗(167)が出土した。

近世染付 SP16では肥前磁器染付碗(166)が出土した。近世染付の可能性が高い。

非口ク口成形かわらけ SP26では非ロクロ成形かわらけ 2点(174・175)が出土した。 皿状のかわら

けである。口径は10.2'"'-'10. 4cm、器高2.0'"'-'2.1cmであるが、 174は口縁部が厚く、口唇部はつまみださ

れるのに対し、 175は丸く収められている。 SP257出土のもの(194)は箱形に近い形状で、底部は水平で、
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第80図中屋敷遺跡小穴出土遺物実測図②

口縁部は外反しながら立ち上がる。口径11.5cm、器高2.5cmで、ある。 SP26出土の 2点 (174・175) と

SP257出土のもの(194)は、形態的特徴が異なるため時期が異なる。 SP26出土の 2点(174・175)は17

世紀前半、 SP257出土のもの(194)は17世紀後半に位置づけられる。

ロク口成形かわらけ SP77・14・16・185・171・89・95・72・28・58・169・184・27・289・298・

300・380・385・384からロクロ成形かわらけが出土した(164，168"-173， 176"-182， 185・186，193， 

196"-198)。

口径が10cm以上の164・168・176・178・185・193・197・198、8"-10cmの169・170・177・180・l郎、

8cm以下で、器高が低い小型の171"-173・186がある。形態的な特徴や焼成具合から、 164・168"-170 " 

179・182・193・197が17世紀前半、 172・178・180・198が17世紀後半、 171が18世紀後半、それ以外の

176・177・181・185・186・196が18世紀代に位置づけられる。

鉄;宰鉄津はSP227"-229、232、233、236、241、254"-256、307から出土した(199"-210)。大きい鉄

津 (199)はSP227から出土し、 9.6x7.5x3.9cmで、重量210gである。中屋敷遺跡から出土した鉄津の

中でも大型の鉄j宰である。これ以外は60gとやや大きめのもの (210)があるが、大部分が30g以下の小

型のものである。 B区に所在する南西岡(調査区中央南側)に位置する小穴から多数出土している。こ

れらの鉄津は精錬鍛冶あるいは小鍛冶によって産出された廃棄物である可能性が高い。

なお、図示していないが、鉄津は、掘立柱建物E群 (SB37"-SB43)周辺の小穴から多く出土しておか

この掘立柱建物群周辺で鍛治が行われていた可能性が高い(第6節第3項参照)。

鉄製品 釘 (387)は、頭部をT字形に折り曲げたもので、残存長3.4cm、頭部|幅0.9cmで、ある。

このほか鉄製品は鎌の可能性のある394、板に突起が接合されている395、用途不明の399、389が出土

しているが、鉄j宰の分析などからすると製品ではなく、素材を再生産するための廃材の可能性が高い。

8.遺構外出土遺物(第81"-'89図，第23・25・26表，図版36"-49)

包含層や撹乱土、表土から遺物が多数出土しており、ここではグリッド取り上げした遺物、確認調査

で取り上げた遺物、撹乱から出土した遺物、確認調査時出土遺物、表土出土土器に区分して掲載した。

以下には、煩雑になるのを避けるため、遺構外出土遺物について遺物の種類、産地・器種などの特徴で

区分し、まとめて報告することとする。遺構外出土遺物には、縄文土器、石器、須恵器、土師器、灰紬

陶器、山茶碗、貿易陶磁(青磁・染付)、瀬戸美濃(古瀬戸・大窯・登窯)、常滑、志戸目(古志戸呂。

大窯・登窯)、初山(大窯)、備前?、肥前、土師鍋(内耳鍋)、かわらけ、鉄製品(模?・釘など)、鉄

津、輔羽口、瓦、石塔がある。
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第82図 中屋敷遺跡 遺構に伴わない遺物実測図②(包含層出土)
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第5車中鹿取遺跡
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第83図 中屋敷遺跡遺構に伴わない遺物実測図③(包含届出土)

(4)施柚陶器

①瀬戸・美濃(第81"'85・87図，第23表，図版37"'41)

古瀬戸 古瀬戸はグリッド出土の215・268、確認調査出土の298・300、表面採取の356"-'358がある。

古瀬戸~瀬戸美濃大窯期の製品は表面採取の359・360がある。

215・268は腰折皿である。 215は体部の途中で明瞭な屈曲があり、そこから外反して立ち上がる。 268

は底部片である。 2者ともに後W新期(15世紀後半)に位置づけられる。

356は四耳壷である。頚部と肩部の境目に複数の沈線(条線)が巡らされる。古瀬戸後皿"-'N期(15世

紀前半~中頃)に位置づけられる。

298・357"'360は播鉢である。 298・357は口縁部の内面に突起を形成するもので古瀬戸後W新期(15世

紀後半)、 358はが口縁部は外上方へ直線的に立ち上がった後、屈曲し口縁端部を直立するものある。

357と同じく古瀬戸後W新期に位置づけられる。 300は鉢あるいは播鉢の底部片で、ある。古瀬戸後期に位

置づけられるが、詳細な時期は特定できない。

359・360は古瀬戸~大窯期の播鉢の底部片で、ある、後W期新~大窯 I期に位置づけられる。

大窯 大窯期の製品は、グリッド出土の216・218"'222・269、確認調査出土の297、撹乱出土の321、

表面採取の361・362がある。遺構外の大窯製品は天目茶碗、端反皿、大皿、播鉢がある。

218・362は天目茶碗で、形態的な特徴から362が大窯 I期、 218は大窯2期に位置づけられる。 219・

269は端反皿で、形態的な特徴から大窯 1期に位置づけられる。 216は大皿で、大窯4期に位置づけられ

る。 220"-'222・297・321・361は播鉢で、口縁部の形態から220・221・361が大窯 l期、 297が大窯2期、

222が大窯3期、 321が大窯3期後半に位置づけられる。

登窯連房式登窯期の製品は、グリッド出土の223・229・258・259・270・271・274、確認調査時出
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第4節 中 近世のJl!l寄・重量の関l't成果 B 遺精外出土遺物
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第84図 中屋敷遺跡遺構に伴わない遺物実測図④(確認調査時出土)
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第5寧中座敷遺跡
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第85図 中屋敷遺跡遺構に伴わない遺物実測図⑤ (撹乱出土)
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第4節 中 ・近世の集法廷の鰐査成果 8.遺構外出土遺物
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第86図 中屋敷遺跡遺構に伴わない遺物実測図⑥(撹乱出土)
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226'"'-'228・299・333・334・366は摺鉢で、口鶴部や播呂の特徴から判断して、 366が口縁部は外側に

垂下する形態であることから大蕪4期併行期(16世純米"'17世紀初頭)、それ以外は江戸時代に位置づけ

られる。

⑤備前(第86図，第23義)

志戸呂製品にも類叡点が確認できることからその可能性も排除できないが、備前の可能性の痛い大胆

I点 (335)が出土した。撹乱出土である。大皿の破片で、丸みをもって立ち上がり、口融部は丸く仕上

げられている。

⑥肥前(第81・82・84図，第23袈，図版31・46)

E目前躍の磁器は、グリッド出土の213・237・257、確言認識査時出土の303があり、すべて江戸時代以降
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~.._~-- 之

¥ --ドJ \で~~~_\J~J 皇子 工二二三王¥三zマ
日区 365 

B区 362

τ午=フ
E区 363

ぐ:J471JZ111

日区 368 

ミ:主/
〈三士57

セ壬グ
点手

~-平ぶグ

B区 378

日区 364 

.~ 
で三 一〆

踏査時 370 

ヒニ斗三二?

374 

x-¥?二ーとグ

で主三ヲク 、td
B区 37S1

。 (1 : 3) 10cm 
B区 380

第87図 中屋敷遺跡 遺署警に伴わない漬物実測図⑦(表土出土・表面採取)
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第5車中屋敷遺跡

に帰属する。

213は青磁で大皿か盤の可能性がある。江戸時代中期(18世紀)に位置づけられる可能性が高い。 237

は青磁盤で、江戸時代中期(18世紀)に位置づけられる可能性が高い。 257は磁器染付碗で、江戸時代前

期末~中期初頭(17世紀末"-'18世紀初頭)ごろに位置づけられる可能性が高い。 303は無文の磁器で菊皿

である。江戸時代後期(19世紀)に位置づけられる。

(5)かわらけ(第82""'84・86・87図，第23表，図版46・47)

中屋敷遺跡では、最も多く出土した遺物である。

グリッド出土では、 238"-'256、261・262、281・283"-'288、確認調査時出土の307"-'317、撹乱出土で

は338"-'351、表土出土では372"'380を図示した。このうち、 238"-'241・288・307が非ロクロ成形で、

256が非ロクロ成形の可能性がある以外はすべてロクロ成形である。

非口クロ成形かわらけ 非ロクロ成形かわらけは、口径は10'"13cmのものが多く、 288が9.4cmとやや

小さい。器高は低いものが多く、 2.5cm以下で、あり、 240や288などは皿に近い。形態的な特徴から307が

16世紀後半、 238・239・288が17世紀後半、 240・241は18世紀に位置づけられる可能性が高い。

口ク口成形かわらけ 口径10"-'14cm、器高3.0cm以上の大型品、口径8"-'10cmの中型品で、器高2.5cm以

上のもの、口径8cm以下の小型品がある。これらの時期については、第23表を参照願いたい。

16世紀後半のものは、口径lOcm以上、器高3.0cm以上のものと、口径8cm以下、器高2.0cm以下のもの

に分かれる可能性が高い。 17世紀前半のものは遺構外からは出土していない。 17世紀後半のものは10cm

以上で器高約3.0cm以上の大型のものと、 8'"10cmで、1.5"-'2. 5cmの中型ものがあるが、大型のものの割

合が少なくなる。大型、小型という大きさによる区分がなくなる傾向にある。 18世紀前半になると、口

径10cm以上、器高約3cm以上のものが減少し、 8"-'10cmで、器高が1.5"'3. 5cmのものが増加する。口径

が小さくなる傾向にある。また、口径8cm以下で、器高2.0cm以下の個体が増加する。

なお、中屋敷遺跡全体のかわらけの色調の傾向であるが、非ロクロ成形のものが黄褐色に近いものが

多く、ロクロ成形のものが褐色に近いものが多い。産地が異なる可能性が高い。

(6)土師鍋(第81・84・85図.第23表，図版46)

土師質の鍋では、グリッド出土の235、確認調査時出土の290・301、撹乱出土の320である。これらは

内湾形内耳鍋 (290・30い 320)、(南)伊勢系内耳鍋 (235)である。

235は黄白色系の胎土を示すことから伊勢系内耳鍋である可能性が高い。頚部の破片であることから

断定することは難しいが、形態的特徴から、 14世紀後半'"16世紀前半に位置づけられょうか(金子2005)。

内湾形内耳鍋3点 (290・301・320)について、 290・301は口縁部が内湾しながら立ち上がり、口縁端

部は丸く仕上げられる。 320は同じく内湾しながら立ち上がる口縁部で口縁端部は水平な面をもっ。 3

者ともに江戸時代前期(17世紀)に位置づけられる可能性が高い(金子2005)

(7)耳(第88図，第23表)
いぶしがわら さんがわι

D103 . E106グリッド周辺の撹乱から l点、嬬瓦が出土した。桟瓦である。瓦尻の側面にはOの刻印

が刻まれている。生産者(場所)の名称であろう。江戸時代中期以降の遺物である。

この他、調査区内からは多数の桟瓦片が出土した。桟瓦片であることから、中屋敷遺跡の建物に瓦が

採用されたのは早くても江戸時代中期以降である。
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第4節 中・近世の集落 ・基の調査成果 8 遺構外出土遺物

(8 )鉄淳(第82・86図，第25表，図版49)

鉄津は、図示した 7 点 (352~354， 264~267) のほか、確認調査時の E トレンチ、 K トレンチから 11

点が出土した。大きさは、 352のように長辺10.6cm、重量511gの当遺跡出土の最大のものから、図示し

ていないものの中に最大幅 1cm 以下、 0.3gの小さなものまでがある。

(9)輔羽口(第82図，第23表，図版48)

円筒状の輔羽口の破片 (263)である。E99グリッド、調査区の一番西側で出土した。土製できめ細か

い粘土を使用しているが、高温の焼成を受けたためか非常に軽い。復原される残存部分の直径は12cm前

後と推測する。厚さは3.6cmである。

鉄j宰が多く出土した掘立住建物E群周辺から離れたグリッドから出土しており、このグリッド周辺で

はほとんど鉄津は出土していない。鉄j宰と離れた位置から出土したことを考慮すると、廃棄されたため

にこの位置から出土した可能性が高い。

(10)石塔(第88図，第24表，図版48)

遺跡の表面で石塔(宝鑑印塔)の基台 (383)をI点採取した。

石材は森町周辺で採取される砂岩で、いわゆる「森砂岩」である。石塔は立方体で、上部は階段状に

段が2段形成されるが、上段目は削り出しして段とし、下段は沈線を刻むことで段に見えるようにして

いる。底部は窪む。法量は高さ18.7cm、 ヒ部幅(復原)15.0cm、上部奥行き(厚き，復原) 15.0cm、下

部幅17.3cm、下部奥行き(厚さ)16.9cmで、ある。底部の窪みは1.5cmで、ある。

上部の段の形成が沈線で行われるなどの省略化傾向にあることから、 16世紀前半頃に位置づけられる

可能性が高い。

(11 )鉄製品(第89図，第26表，図版48)

遺構外からは、模か (384)、釘か (385)、棒状鉄製品 (391)、鎌か (393)、包丁などの茎片 (392)、

板状鉄製品2点 (396・397)が出土した。

384は一方に刃部、一方に折り返しが確認できるもので、棋などの道具であると想定する。折り返し
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第88図 中屋敷遺跡遺構に伴わない遺物実測図⑧(表土出土・表面採取)
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第5'"中~敷遺跡

は鉄板を L字形に折り曲げたもので、身は長方形、刃部はU字形である。 385は大型の釘の釘身先端の

破片の可能性が高い。断面は隅丸方形であり、先端は尖る。 391は断面円形の棒状鉄製品で、 L字形に

折れ曲がっている。 392は包丁、鋸、鎌などの道具の茎片である。茎は茎尻に向かつて急激に幅を狭め

るものである。断面は茎尻側が長方形、刃部側が長台形である。 393は曲鎌片の可能性が高い。上部が

弧を描く。断面は長三角形であり、下部は本来刃が形成されていたと想定する。 396は鉄板を重ね合わ

せ鋲で留めた製品で、全体的な形状が不明で、あることから用途不明である。 397は現況六角形の鉄板で、

用途不明である。

なお、本節第10項で鉄津の自然科学分析の成果を示すが、それによると中屋敷遺跡では精錬鍛治と小

鍛冶が行われていた可能性が高く、これらの鉄製品は古い製品を溶解し、新たな鉄素材を製造する精錬

鍛冶を行うための古い鉄製品の可能性がある。

(12)その他

図示していないが、上記以外には、縄文土器と縄文時代と推測できる石器の剥片が出土している。石

材については、黒曜石、シルト岩、流紋岩がある。

この剥片の出土により、当遺跡は縄文時代の遺跡でもあることが判明するが、どのような性格の遺跡

かは特定できない。現状では、散布地という評価が妥当であろう。
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第89図中屋敷遺跡金属製品実測図
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第4節 中・近世の集n~ ・ 慈の欄査成果 9. i!物観察袈

9.遺物観察表

( 1 )土器・陶磁器・土製品、石器・石製品、鉄淳、鉄製品観察表

第23表 中屋敷遺跡 出土土器・陶磁器 ・土製品観察表

No 抑図 図版 区 出土位位 型E別 器問 部位 残存 口径 底径 総高 色闘(外国)

A SB02-PIO かわらけ ロク ロ 口線~体部 20 (10.0) 浅貨積(7.5YR8/4)

2 24 A SB06-P8 貿易陶磁 明白付皿 口緑~体官官 10 (10.3) 明綜灰(7.5GY7/1)
一一一一一ー一一J

3 37 A SBOG-P6 貿易陶磁 青磁腕 口縁部 10 
明オリープ灰
(2.5GY7/1) 

4 A SB侃-P3 かわらけ ロクロ 体部~底邸 30 3.4 浅黄燈(7.5YR8/4)
24 A SB(渇ーP4 かわらけ ロクロ 口縁~底邸 30 (7.2) (4.5) 1.4 後(5YR7/6)
24 A SB08-P 2 かわらり ロクロ 口縁~底部 10 (10.9) (5.0) i 3.1 浅能債(7.5YR8/4)

24 A SBII-PI4 志戸呂 登 目録~胴部 30 (6.6) 原1~(2. 5Y3/1) 

A SBll-P7 かわら付 ロクロ 口録部 20 (9.0)! - 浅貧位(7.5YR8j4)

A SBII-PIO かわら付 ロクロ 体部~底部 5 ! (3.8) 1克鐙(5YR8/4)
24 A SBI5-PI かわらけ ロクロ 底部 40 (7.0) 浅筑後(7.5YR8j4)

24 A SBI5-PI 瀬戸 I胃鉢 口絵師 5 (31. 6) 胤拘(lOYR3j2)

13 24・25 A SBI6-P8 貿易陶磁 染付皿 口総~底部 30 (12.6) (7.2) 2.9 灰白(2.5Y8j2)

114 5 
38 

25 A SBI6-PI かわらけ ロクロ 全体 90 13.3 6.2 3.5 浅賀燈(7.5YR8/3)
25 A SBI6-PI かわらけ ロクロ 全体 20 (12.6) (6.0) 3.5 浅前段(7.5YR8j4)

25 A SBI6-P3 かわらけ ロクロ 日縁~体部 30 (14.0) i主政般(7.5YR8j4)

25 A SBI6-P3 かわらけ ロクロ 口総~底部 10 (12.0) (7.0) 2.5 総(5YR7/6)
25 A SBI6-PII かわらけ ロクロ 全体 40 (8.6) (4.4) 2.2 にぷい位(7.5YR7j4)

25 A SBI6-PI かわらけ ロクロ 口縁~底部 50 (7.1) (4.4) 1.8 浅賀燈(7.5YR8/4)
A SBI7-PI6 かわらけ ロクロ 体部~底部 10 (6.0) 浅賀援(7.5YR8j4)

A SBI8-PI かわらけ ロクロ 口総~底部 20 (9.2) (5.0) 1.6 浅草在燈(7.5YR8j4)

25 A SBI8-PI かわらけ ロクロ 全体 80 (7.7) 4.3 1.8 淡櫨(5YR8j3)

25 A SB20-P5 かわらけ ロクロ 全体 75 10.9 5.4 2.7 浅前後(7.5YR8j4)

25 A SB20-P5 かわらけ ロクロ 全体 99 8.1 5.0 1.7 浅質経(lOYR8j4)

A SB20-P2 かわらけ ロクロ 体部-J底部 30 (5.4) 浅黄槌(7.5YR8j3)

25 A SB21-P6 かわらけ ロクロ 日銀~底部 30 (7.3) (3.6) 1.3 燈(5YR7j6)

A SB21-P3 かわらけ ロクロ 口総~底部 25 (8.0) (3.4) 1.7 鐙(5YR7j6)

A SB21-P6 かわらけ ロクロ 底部 40 (4.8) 浅黄桜(7.5YR8j4)

25 A SB21-P3 古瀬戸 f胃鉢 口総告書 5 (30.0) 黒梢(5YR3jl)

33332 0 3 1 

26 A SB22-P3 瀬戸英語量 端反則 口緑~体部 10 (11. 0) 浅草首(5Y7/3)
A SB23-P6 かわらけ| ロクロ 体部~底部 印 5.0 にぷい燈(5YR7j4)

26 A SB23-P2 かわらけ ロクロ 全体 40 (8.0) (4.7) 1.6 浅熊鐙(lOYR8j4)

26 A SB26-P5 かわらけ |非ロクロ 口総~体部 10 (8.4) 浅賛侵(7.5YR8/4)
26 A SB29-P21 かわらけ ロクロ 全体 80 (11.4) 5.2 3.6 浅賀鐙(lOYR8!3)

色飼(内面)

浅賀鐙(7.5YR8/4)

明緑灰(7.5GY7/1)

明オリープ灰
(2.5GY7/1) 

浅賀鐙(7.5YR8/4)
後(5YR7/6)

浅貨鐙(7.5YR8/4)

黒褐(2.5Y3/1)
にぷい褐(7.5YR6/3)

浅黄鐙(7.5YR8/4)
主主位(5YR8j4)

浅黄燈(7.5YR8j4)

11:¥拘(lOYR3/2)

灰白(2.5Y8j2)

浅質経(7.5YR8j3)

浅貨鐙(7.5YR8/4)
浅草町按(7.5YR8j4)

にぶい燈(7.5YR7j4)

にぶい燈(7.5YR7j4)

浅賀担2σ.5YR8/4)
浅貨燈(7.5YR8j4)

浅貨燈(7.5YR8j4)

淡後(5YR8j3)

浅貧俊(7.5YR8j4)

浅質経(lOYR8j4)

浅貨俊(7.5YR8/3)
鐙(5YR6j6)

にぷい燈(5YR7/4)
浅質経(7.5YR8j4)

娘褐(5YR3/1)
浅前(5Y7j3) 

にぶい鐙(5YR7j4)

浅賀燈(lOYR8j4)

浅貨鐙(7.5YR7j6)

浅賀燈(lOYR8j3)

IZ: 
26 C SB30-P2 カ‘わらり ロクロ 全体 50 (10.8) 4.8 3.6 にぷい後(7.5YR6j4) Iにぷい鐙(7.5YR6j4)

26 B SB33-P7 費高混 皿 底部 30 (7.1) 一 灰賛(2.5Y6/2) 灰熊(2.5Y6/2)
26 B SB33-P2 美濃 丸血 底部 25 (7.0) 淡賛(5Y8j3)

赤灰(2.5YR4jl)
38 26 B SB37-P3 初山 天目茶碗 口縁~体部 30 (11. 2) 

褐灰(5YR4j1)
黒拘(5YR3/1)

26 B SB37-P3 古瀬戸 腰折l皿 口縁 10 浅賞(5YR7/3) 浅黄(5YR7j3) 

26 B SB37-P3 かわらけ 非ロクロ 口総~底部 15 I (12.0) 浅貨燈(lOYR8j3) 浅旋盤(lOYR8/3)
26 日 SB37-P3 かわらけ ロクロ 全体 70 10.4 4.3 I 2.5 にぷい控(5YR6/4) 燈(2.5YR6/6)
26 B SB38-P6 山茶碗 腕 底部 100 6.6 灰白(2.5Y7 jl) 灰白(2.5Y7/1) 
27 B SB40-PIO かわらけ ロクロ 口総~底部 30 (8.2) (5.8) 1.7 浅賀絞(7.5YR8j4) 1克也(5YR8/4)

27 B SB45-P3 初山 内禿f.ll 全体 98 9.5 5.2 2.1 
風鈎(lOYR3/l)

総灰(5YR4jl)
灰褐(7.5YR4/2)

27 B SB45-P6 初山 内禿血 底部 80 5.4 灰前拘(lOYR6j2) lI.I拡l(5YR2/1)
27 B SB45-P2 かわらり ロクロ 口総~底部 40 (9.2) (4.0) 2.4 位(5YR6j6) 明赤絹(2.5YR5/6)

ZE I B SB47-P15 かわらけ ロクロ 口総~底部 15 (11. 2) (5.9) 2.8 浅前位(7.5YR8/6) 鐙(7.5YR7 j6) 
27 日 SB47-P9 かわらけ ロクロ 全体 20 (7.6) (4.8) 1.2 にぷい続(5YR6j6) 浅賀位(7.5YR8/4)
27 B SB47-P19 初山 内禿llJl 口総~底部 50 (11. 4) (6.2) 2.3 陥赤褐(2.5YR3/3) 陥赤褐(2.5YR3/3)

出反皿l 浅賞(2.5Y7 j3) 
60 28 B SB48-P3 瀬戸発漫

か丸皿l 底部 20 (6.8) 
灰白(2.5Y8jl)

灰オリ ープ(5Y6/2)

E 
B SB48-P4 かわらけ ロクロ 口縁部 5 (7.0) 紛(5YR7/6) 燈(5YR7j6)

B SB48-P4 かわらけ ロクロ 口縁~底部 10 (8.0) (5.3) 2.0 燈(5YR6j6) 鐙(5YR6/6)

27 B SB48.P5 かわらけ 非ロクロ 口縁~体部 13 (12.0) 浅賞者主(lOYR8β) 浅黄燈(lOYR8β)

SB48-P7 

~--~:::- (5.7) I 3.5 I蹴鐙(lOYR8j4)63 28 日
SB49-P19 

かわらけ ロクロ 全体 }品質鐙(lOYR8/4)

害
28 B SB49-P18 須l1.1器; 鐙? 胴部 ー ー 粛灰(2.5Y5jl) tft灰(2.5Y5jl)

28 B SB49-P19 須恕縫っ 1iil? 劇部 10 灰(2.5Y7jl) 灰(2.5Y7/1) 

28 B SB49-P14 古瀬戸 1胃鉢 口縁部 ~_ I (30. B) 褐灰(5YR4jl) 褐灰(5YR4/1)

28 日 SB49-P14 土劉鈴 全体 浅黄燈(IOYR8/3) 浅貨燈(lOYR8/3)

日目~8)
668 9 

B SB49-P19 かわらけ ロクロ 全体 15 (5.6) 3.1 浅賀位(7.5YR8j4) 浅貨鐙(lOYR8/3)
28 B SB49-P19 かわらけ ロクロ 口縁~底部 20 (11. 0) (6.0) 3.3 浅費総(7.5YR8/4) 後(5Y6/6)

28 B SB49-PIO かわらけ ロクロ 全体 90 7.9 4.9 1.8 淡燈(5YR8j4) 淡槍(5YR8j4)

B SB49-PIO かわらけ ロクロ 体部~底部 40 (5.0) 鐙(7.5YR7j6) 燈(7.5YR7j6)

片TZt-
62 I 日 SB49-P20 かわらけ ロクロ 体部~底部 20 (4.4) 淡鐙(5YR8/4) 淡燈(5YR8j4)

28 B SB51-P12 志戸呂 !需鉢 口縁部 5 (31. 2) 灰赤(2.5YR4j2) 灰赤(2.5YR4j2)

B SB57-P6 かわらけ ロヲロ 口縁部 10 (l1.1) にぶい続(5YR6/4) 浅質経(lOYR8/4)
28 B SB57-P6 瀬戸英濃 相鉢 口縁部 5 (28.8) 膏灰(5PB5jl) 神灰(5PB5/1)

29 B SB58-P2 瀬戸策漬 志野丸血 底部 10 (6.6) 灰白(5Y7/2) 灰白(5Y7/2)

は仁
29 A SEOI 肥l而 腕 口縁~体部 20 (13.6) - ， 浅貨(2.5Y8j3) 浅前(2.5Y8/3)

68 29 A SEOl かわらけ ロクロ 全体 50 (8.4) (4.8) 2.7 浅賀鐙(7.5YR8/4) 淡俊(5YR8/4)
29 A SEOl かわらけ ロクロ 全体 40 (8.3) (4.4) 3.4 艦 (5YR6j6) 位(5YR6j6)

143 

!時期備考

中世後期(16世紀後半)

組反皿BI群
(15世紀中頃~後半)

flI泉繍 ・鏑雄弁腕02
績か(15世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(161吐紀後半)

江戸前期(17世紀前半)

江戸前開1-中101(17世紀
後半-18世紀前半頃)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

大熊 l

端1反IlllB1 f梓
(15世紀中頃~後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中位後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

後W新

大熊 l
中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

笠限期

登練 lか2

大積3後半

後N新

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

露英湖西日期

中世後期(161世紀後半)

大熊3後半

大熊3後半

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

大黙3後半

大熊lか2

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

古噴~奈良か

古墳~奈良か

後W新

中世後期~江戸

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半)

中世後期(16世紀後半1

中世後期(16世紀後半

中世後期(16世紀後半

江戸(17世紀中)

中世後期(16世紀後半

大黛2
大鰐4後半

江戸(17世紀後半~末

江戸中期(18世紀前半

江戸中期(18世紀前半



第5車中鹿敷遺跡

No 抑悶 図版 区 出土位置 個別 様里E 部位 残存 口径 底径 器高 色調(外面) 色闘(内面) 時期 ・備考

29 I A I SI<OI 古志戸呂 l冒鉢 底邸 20 引(10.8) 位(2.5YR6/6) にぶい鐙(7.5YR7/4)古瀬戸後N新併行期

1 A 1 SI<03 かわらけ ロクロ 口高島~体部 20 (11. 0) ー 燈(7.5YR7/6) 燈(7.5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半)

I A 1 SI<03 かわらけ ロクロ ロ緑~体部 30 (10.4) ー 後(5YR6/6) 燈(5YR6/6) 江戸前期(17世紀後半)

29 I A I SK07 かわらけ ロクロ 全体 80 9.0 I 4.7 2.8 燈(5YR7/8) 鐙(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半)

I A I SKIO かわらけ ロクロ 口縁部 20 (12.2) ー 位(5YR6/6) 明赤掲(5YR5/6) 江戸前期(17世紀後半)

29 I C I SI<20 古瀬戸 天目茶碗 目録~体部 5 (11.8) ー 鳳褐(7.5YR3/1) 県褐(7.5YR3/1) 後日l明

29 I C I SI<20 灰粕陶腎i 腕 底部 10 一 (7.0) 灰白(5Y7/1) 灰白(5Y7/1) 滑ヶ谷[V-4却l

29 i C 1 SI<20 かわらけ 1':クロ 口録~体部 40 (10.0) 浅誠極(7.5YR8/4) 浅前椴(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

C SI<20 かわらけ ロクロ 体部~底部 60 一 (6.0) 浅黄燈(7.5YR8/4) 黄白(7.5YR8/6) 江戸

29 1 C 1 SI<20 かわら付 ロクロ 全体 70 7.2 1 e.3 1.6 般(5YR7/6) 栂(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半)

29 1 C 1 SI<20 かわらけ ロずロ 口緑~底部 30 (7.5) i (4.8) 1.8 淡続(5YR8/4) I i.克極(5YR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

58 I I 8 I SK22 古‘わらけ ロクロ 口総~底部 15 (8.4) I (5.6) 1.8 位(5YR7/6) 縫(5YR7/5) 江戸中期(18世紀前半)

8 1 SK22 かわらけ ロクロ 体部~底部 20 ー (5.5) 浅質経(lOYR8/4) 浅前総(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

1 8 1 SK22 かわらけ ロクロ 体部~底都 20 ー (4.0) 位(5YR7/6) 位(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半)

30 I B 1 SK22 かわらけ ロクロ 口縁~底部 30 (12.2) 1 (5.6) 3.0 浅賀綬(7.5YR8/4) 浅前総(7.5YR8/4) 江戸Iド期(18世紀前半)

29 I 8 I SI<22 かわらけ ロクロ 全体 75 (7，4) I 5.1 1.8 ID(5YR7/6) にぷい燈(7.5YR7/4)江戸中期(18世紀前半)

けト B
かわらけ ロクロ 全体 95 8.0 1 4.9 1.9 にぶい燈(5YR7/4) にぷい鐙(5YR7/4) 江戸中期(18世紀前半)

←lK1市l9拘0o8 Me 0 「1 

トー8 1 SK24 カ・わらけ ロクロ 体部~底部 40 一 (6.0) 浅賀燈(7.5YR8/4) 1 i主貨燈(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

30 I 8 1 SI<24 かわらけ ロクロ 全体 20 (6.9) I (3.6) 1.6 浅賀鐙(7.5YR8/4) 位(5YR6/6) 巾世後期(16世紀後半)

30 1 8 1 SI<24 かわらけ ロクロ 体部~底部 10 一 (5.0) !l1(5YR7/6) 淡燈(5YR8j4) 中世後期(16世紀後半)

31 I 8 I SI<30 カsわらけ ロクロ 全体 40 (11. 7) I (6.4) 2.5 む(7.5YR7/6) 般(7.5YR7/5) 中世後期(16世紀後半)

31 I 8 I SI<30 力、わらけ ロクロ 全体 l∞ 12.0 I 6.2 2.8 浅賀燈(7.5YR8/6) 栂(7.5YR7/6) 中世後期(16世紀後半)

31 I 8 1 SK30 カ=わらけ ロヲロ 口縁~底部 20 (10.1) I (4.9) 2.0 f品質鐙(7.5YR8/6) 鐙(7.5YR7/6) 中世後期(15世紀後半)

110 30 B S002 灰紬陶器;つ fi 底部 25 (6.0) 
前灰(2.5Y6/1)

前灰(2句 5Y6/1) 灰和l陶磁か山茶碗
灰前(2.5Y7/2) 

円F 30 1 8 S002 挺濃 菊血 口縁~体部 7 (14.2) 灰白(5Y7/2) 灰白(5Y7/2) 登熊3か4

30 I 8 S002 かわらけ ロクロ 全体 80 (13.0) 6.4 3.5 浅蹴鐙(7.5YR8/4) 浅貨位(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

一 日 S002 かわらけ ロクロ 体部~底郡 10 (6.6) 燈(5YR7j6) : j主前燈(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)つ

30 1 8 S003 鍔付鍋 口縁部 7 (22.0) 浅賀般(7.5YR8/3) 浅黄櫨(7.5YR8j3) 15世紀後半

30 1 8 S003 古瀬戸 間鉢 口縁部 5 (26.0) 略赤灰(7.5R3/1) 暗赤灰(7.5R3/1) 後W新

ー B S003 瀬戸 欄鉢 口縁部 i 5 (36.0) 灰赤(2.5YR4/2) 灰赤(2.5YR4j2) 大様 l

30 1 8 S003 瀬戸J!Jl 宿鉢 口縁部 5 (29.8) 暗赤灰(7.5R4jl) 附赤灰(7.5R4jl) 大熊 I

32 1 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 50 (12.4) (6.2) 3.2 浅賀鐙(lOYR8/3) 浅貧鐙(lOYR8j3) 中世後期(16世紀後半)

32 I 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 90 11.9 5.4 3.5 浅昔官僚(7.5YR8/4) 浅貨燈(7.5YR8/4) 中世後Jgj(l6世紀後半)1

32 1 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 90 11. 7 5.2 3.5 1 i皇賞位(7.5YR8/4) 淡燈(5YR8j4) 中世後期(16世紀後半)1

75 
1 8 S003 かわらけ| ロクロ 口縁~体邸 120 (11.8) 

3.3 

浅賀燈(7.5YR8j4) 浅筑燈(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)1

けii5003 かわらけ日|一ロクロ 全体 40 (11. 3) (5.0) 浅黄鐙(lOYR8/3) i主貨鐙(7.5YR8j6) 中世後期(16世紀後半)

5003 かわら ロクロ 全体 70 11. 3 5.5 3.9 にぶい位(5YR7/4) 燈(5YR6/6) 中世後期(16世紀後半)

ー B S003 かわらけ ロクロ 口緑~底部 20 (11. 4) (5.0) 3.2 燈(5YR7/6) にぷい積(7.5YR7/4)中世後期(16世紀後半)

32 1 B S003 かわらけ ロク ロ 全体 90 10.7 4.4 3.4 淡燈(5YR8/4) 淡燈(5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

ー B S003 かわらけ ロクロ 口縁~底部 20 (11. 3) 1 (5.0) 3.4 にぷい鐙(5YR7/4) 浅前位(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

32 I 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 60 (11. 0) 5.6 3.5 浅賞者W .5YR8/4) }耳慣位(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

32 I B S003 かわらけ ロクロ 全体 70 (11. 2) 4.4 3.0 にぷい鐙(5YR7/4) にぷい鐙(5YR7/4) 中世後期(16世紀後半)

32 1 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 70 (11. 3) 4.6 3.7 淡檀(5YR8/4) 淡燈(5YR8/4) 中世後期(16世紀後半)

1 8 S003 かわらけ ロクロ 口縁~底部 30 (7.6) (5.0) 1.8 浅賀燈(lOYR8/4) 浅旋盤(lOYR8/4) 中世後期(16世紀後半)

1 8 S003 カBわらけ ロクロ 全体 15 (7.8) (4.1) 1.8 鐙(5YR7/6) 位(5YR7/6) 中世後期(16世紀後半)

32 1 B S003 かわら付 ロクロ 全体 95 7.5 4.7 2.1 燈(5YR6/6) 燈(5YR6/6) 中世後期(16世紀後半)

ー B S003 かわらけ ロクロ 全体 30 (7.3) (4.4) 2.0 燈(2.5YR6/6) 燈(2.5YR6/6) 中位後期(16世紀後半)

32 I 8 S003 かわらけ ロクロ 全体 100 7.4 5.0 1.7 浅蹴盤(lOYR8/3) にぷい燈(7.5YR7/4)中世後期(16世紀後半)

11349 0 
A SXOI かわらけ ロクロ 口縁~底部 20 (7.4) (4.0) 1.8 燈(5YR7/6) 燈(5YR7/6) 江戸前期(17世紀前半)

A SX02 灰唱力陶llII 碗 底部 20 (6.5) 灰白(2.5Y8/1) 灰白(2.5Y8/2) 清ヶ谷IV-IJlIJ 

腕C群(15世紀末~
141 33 A SX02 貿易陶極 染付腕 口縁部 10 (14.0) 灰白(2.5GY8/1) 灰白(2.5GY8/1)

16世紀前半)

灰絢(7.5YR6/2)
142 33 A SX02 瀬戸業漫 l 丸皿 口縁~底部 10 (11. 6) (6.4) 2.7 

にぷい鐙(7.5YR6/4)
にぷい燈(7.5YR6/4)大臣~3

ト一一一
極的赤側(lOR2/2)

143 33 A SX02 瀬戸挺濃 天目茶碗 台部 100 4.5 灰赤(2.5YR4/2)
にぷい褐(7.5YR5/3)

大織2

33 A SX03 1かわらけ ロクロ 全体 80 (10.5) 4.7 2.9 続(7.5YR7/6) 位(7.5YR7/6) 江戸前期(17世紀前半)

A SX05 Fわらけ ロクロ 底部 20 (5.6) 浅前燈(7.5YR8/4) 位(7.5YR7/6) 江戸前期(17世紀後半)

C SX06 かわらけ ロクロ 口縁~底部 20 (10.3) (5.0) 3.0 浅賀縫(7.5YR8/4) 浅草i俊(7.5YR8/4) 江戸前期J(l7世紀後半)

77 I 33 C SX07 山茶碗 腕 底部 40 (6.6) 貨灰(2.5Y6/1) 賞灰(2.5Y6/1) 滋炎湖西 1 -2~ Il J問

33 C SX07 鰐付鍋 鍔部 15 (20.0) にぶい賛鐙(lOYR7/3)にぷい鐙(7.5YR7/3) 15世紀後半~16世紀担

33 C SX07 古瀬戸 録制I小m 底部 75 (4.3) 灰白(2.5Y8/2) 灰白(2.5Y8/2) 後W新

C SX07 かわらけ ロクロ 口縁~底部 5 (12.6) 1 (6.2) 3.4 浅賀鐙(7.5YR8/6) 浅賀燈(7.5YR8/6) 江戸中期(18世紀前半)

C SX07 かわらけ ロクロ 口縁~底部 10 (11.81 (5.0) 3.8 浅貨鐙(lOYR8/4) 浅賀鐙(lOYR8/4) 江戸中期(18世紀前半:

C SX07 かわらげ ロクロ 口緑~底部 5 (i i. 5) (6.0) 2.8 鐙(5YR7/6) 位(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半:

C SX07 由主わら¥:J' ロクロ 体部~底部 10 (6.6) 2.5 浅貨綬(7.5YR8/4) 燈(5YR7/6) 江戸中J~I (18世紀前半

33 C SX07 かわらけ ロクロ 全体 90 8.8 5.1 2.1 洩貨綬(lOYR8/3) 燈(2.5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半十

C SX07 かわらけ ロクロ 口総~底部 20 (9.1) (4.0) 2.5 燈(5YR7/6) 経(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半

33 C SX07 かわらけ ロクロ 口線~底部 30 (7.8) (4.8) 1.9 淡綬(5YR8/4) 淡燈(5YR8/4) 江戸中期(18世紀後半

C SX07 かわらけ ロクロ 全体 40 (7.6) (4.4) 2.0 鐙(5YR6/6) 鐙(5YR6/6) 江戸中期(18世紀後半

33 C SX07 かわらけ ロクロ 全体 80 2.0 燈(5YR7/6) 燈(5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半

161 A SPI84 瀬戸策担 畑鉢 口縁部 5 (26.0) 
l諮赤灰(IOR3/1) sff赤灰(lOR3/1) 大熊 l

浅黄櫨(7.5YR8/6)
ト一一一一

腕81群
162 37 A SPIOI 貿易陶磁 染付血 (11. 7) 明緑灰(5G7/1) 明緑灰(5G7/1)

(15位紀中頃~後半)

34 A SP129 災濃 端反m 全体 70 12.0 6.8 2.3 灰白(5Y8/1) 灰筑(2.5Y7/2) 畳繍 lか2・印花文
79 

34 A SP77 かわらけ ロクロ 円総~底部 40 (11. 5) (5.4) 3.2 浅質強(lOYR8/4) 浅黄lfi(7.5YR8/4) 江戸前期(17世紀前半

34 A SPIII 瀬戸美濃 志野I~tl付 口縁~底部 30 (6.1) (6.2) 5.8 灰白(2.5Y8/1) 灰白(2.5Y8/1) 大熊4後半

34 A SPI6 肥1而磁llS 能付碗 口縁部 10 1 (10.1) 灰白色(5Y8パ) 灰白色(5Y8/1) 江戸

34 A SPI38 志p呂 碗 口縁部 10 1 (12.0) 浅黄(2.5Y7/3) 浅黄(2.5Y7/3) 江戸

35 A SPI4 かわらけ ロクロ 全体 90 10.2 5.3 2.8 燈(2.5YR6/6) 位(2.5YR6/6) 江戸前期(17世紀前半

144 
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No jJJi図 図版 区 出土位置 相E別 総額 部位 残存 口径 | 底径 1 ~高 色飼(外商) 色蘭(内面) 時期 ・備考

1116779 0 1 斗24:SPI6 かわらけ ロクロ 全体 60 9.8 4.1 I 3.1 にぷい鐙(7.5YR7/4) 俊(5YR7/6) 江戸前期(17世紀前半)

SPI85 かわらけ ロクロ 全体 20 (8.3) (3.8) I 3.6 浅黄樫(7.5YR8/3) 浅草書後(7.5YR8/3) 江戸前期(17世紀前半)

A SPI71 かわらけ ロクロ 口総~底部 30 (7.8) (5.0) I 1. 8 燈(5YR7/6) 燈(5YR7/6) 江戸中期(18世紀後半)

172 A SP89 かわらけ ロクロ 全体 40 (8.0) (5.0) 1.5 
にぷい貨笹 にぶい貨燈

江戸前期(17世紀後半)
(lOYR7/4) (lOYR7/4) 

l1773 4 
A SP95 かわらけ ロクロ 口縁~底部 30 (7.4) (4.0) 1.6 にぷい俊(7.5YR7/4) 浅前鐙(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀)

35 A SP26 かわらけ 非ロクロ 口緑~底部 25 10.4 5.4 2.0 浅黄綬(lOYR8/4) 浅賀艦(lOYR8/4) 江戸前期(17世紀前半)

コEコ 35 A SP26 かわらけ 非ロクロ 全体 70 (10.2) (5.4) 2.1 浅ui.燈(7.5YR8/4) 浅賀燈(7.5YR8/4) 江戸Ii山田(17世紀前半)

176 A SP28 _jかわらけ ロクロ 口縁部 20 (10.0) 陪灰貨(2.5YR5/2) 明赤絢(5YR5/6) 江戸中期(18世紀)

177 口縁部 r}Q A SP58 かわらけ ロクロ (9.4) 位(5YR6/6) 経(5YR6/6) 江戸中期(18世紀)

178 A SPI69 かわらり ロクロ 日銀~体部 20 (12.6) 位(7.5YR7/6)
にぷい賞位

江戸前期(17世紀後半)
(lOYR7/4) 

寸企高一: 

A SPI84 かわらけ ロクロ 体部~!伝部 30 (6.0) 淡按(5YR8/3) 淡位(5YR8/3) 江戸前期(171世紀前半)

35 A SP89 かわらけ ロクロ 全体 60 (8.3) (4.5) 2.0 浅賀燈(lOYR8/4) 浅賞者:WOYR8/3) 江戸前期(17世紀後半)

A SP72 かわらけ ロクロ 底部 20 (4.0) にぷい赤拘(5YR5/4)にぶい赤禍(5YR5/4)江戸中期(18世紀)

A SP27 かわらけ ロクロ 体部~底部 40 (5.0) 浅策積(7.5YR8/4) 浅賀鐙(7.5YR8/4)江戸前期(17世紀前半)

34 C SP380 貿易陶磁 自舷小皿 口縁部 20 (9.1) 灰白(2.5Y8/2) 灰白(2.5Y8/2) 時期不明

79 34 B SP225 古瀬戸 平碗 口縁~体部 5 (9.8) 県ぬ(5YR2/1) 煎褐(5YR2/1) 後凹却l

にぷい前位 にぷい齢、信
185 C SP385 かわらけ ロク ロ 口縁部 15 (11. 3) 

(lOYR7/4) (lOYR7/4) 
江戸中期(18世紀)

186 C SP384 かわらけ ロクロ 口緑~底部 15 (8.0) (4.8) 1.8 浅費者W.5YR8/4) 浅賞者l(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀)

187 34 B SP331 初山 天目茶碗 口総~!底部 20 (13.9) (4.8) 4.9 iにぷい赤lU(5YR4/3)
灰絢(7.5YR5/2)

以褐(7.5YR3/1) 大限3後半

188 34 C SP379 灰勅陶鶴 自由 底部 10 (6.0) 灰白(5Y7/1) 灰白(5Y7/l) 宮口町-2期

間碗 | 明緑灰(lOGY8/1) 胞泉照 ・縞i謹弁碗かつ
189 34 B SP331 貿易陶磁 底部 50 (5.4) 

灰質縄(lOYR5/2) 明緑灰(lOGY8/1)
(15世紀中頃?)

35 B SP357 I須恵摺? 鐙瓶類? 体部 10 灰白(lOYR7ハ) 灰白(lOYR7ハ) 古境~奈良か

:l5 1_13 SP357 須恵繰っ l!ll甑顕つ 体部 iO 褐灰(lOYR6/1) 褐灰(lOYR6/1) 古境~奈良か

35 B SP331 須恵告書 費瓶顛ワ 底部 30 禍灰(lOYR6/2) 灰白(lOYR7/1) 古噴~奈良か

35 C SP380 かわらけ ロクロ 全体 60 (12.5) 6.2 3. I 浅資総(7.5YR8/4) 洩t首位(7.5YR8/4) 江戸前期(17世紀前半)

35 B SP257 かわらけ 非ロクロ 口縁~底部 20 (11. 5) (8.0) 2.5 浅賀鐙(lOYR8/4) 浅賀位(lOYR8/4) 江戸前期(17世紀後半)

35 B SP331 瀬戸提潰 f*!反Jm ロ縁~体部 10 (12.0) 浅賀(5Y7/3) 浅賀(5Y7/3) 大熊 l
B SP298 かわらけ ロクロ 口縁部 10 (9.8) 灰賞(2.5Y6/2) 灰貨(2.5Y6/2) 江戸中期(18世紀)

日 SP3∞ かわらけ ロクロ 口緑~体部 20 (11. 0) 償(5YR6/8) 燈(5YR6/6) 江戸前期(17世紀前半)

35 B SP289 かわらけ ロクロ 全体 60 (l0.5) 6.1 3.5 位(5YR7/6) 縫(5YR6/6) 江戸前期(17世紀後半)

211 37 A FIOI 貿易陶磁 青磁碗 体部
明オリーブ灰 明オリーブ灰 偲泉織縞蓮弁碗83
(5GY7/l) (5GY7/l) 類(15世紀中葉)

地反皿8I鐸I212 37 A E99 貿易陶磁 染付皿 口縁部 10 灰白(lOY7/l) 灰白(lOY7/1)
(15世紀中頃~後半)

213 37 A DIOI 肥前青磁 大皿? 体部 20 明緑灰(lOGY7/1) 明総灰(lOGY7/1) 江戸中期(18世紀)

214 37 A 0101 貿易陶磁 膏磁腕 体部 10 オリーブ灰(5GY6/1)オリープ灰(5GY6/1)
組泉黛 ・鏑遡弁腕B4
類(15世紀後半)

「ーーーーーーー

215 38・39 A 0101 古瀬戸 腰折皿l 口総~体部 10 (10.4) 
浅筑(5Y7/3) 浅賀(5Y7/3)

後lV新
浅黄(2.5Y7/3) 浅賀(2.5Y7/3) 

38・39 A.B 0103 瀬戸 大皿 底部 20 (11. 2) 灰白(2.5Y7/1) 前灰(2.5Y4/1) 大熊4
42・43 A EI∞ 志戸呂 天白茶碗 ロ緑~体部 10 (10.8) 瓜拘(5YR2/1) 県褐(5YR2/1) 江戸(17世紀前半)

38・39 A E99 瀬戸美濃天目茶碗 台部 100 i 4.2 褐灰(5YR5/1) 灰褐(5YR4/2) 大熊2
37 A E 101 瀬戸契漫 鎚反肌 全体 40 (9.4) 5.3 2.3 浅賀(5Y7/3) 浅賀(5Y7/3) 大熊 l 印花文

40・41 A DlOi 瀬戸 摘鉢 口縁部 5 (30.0) 暗赤灰(7.5R4/1) 陪赤灰(7.5R4/1) 大熊 l
40・41 A Cl00 瀬戸奨漉 畑鉢 口縁~体部 10 (27.3) 灰(N5/0) 灰(N5/0) 大熊 l
40・41 A.B 0103 瀬戸奨濃 畑鉢 口縁部 5 (32.8) 灰赤(2.5YR5/2) 赤灰(2.5YR4/1) 大熊3

81 
40・41 A E 103 瀬戸梨濃 畑鉢 口緑~体部 25 (34.4) にぷい赤褐(5YR5/4)にぶい赤禍(5YR5/4)受織6

224 42・43 A.s 0103 志戸呂 liilorll 底部 25 (11. 2) 照拘(5YR2/l)
にぶい前(2.5Y6/3)江戸(17位紀代か)

にぷい賞俊(iOYR6/3)

宮出2国2剖吃「7 9 

42・43 A F99 志戸呂 鐙or聾 口縁部 8 (20.4) 灰白(2.5Y8/2) 灰白(2.5Y8/2) 江戸

A.B 志戸目 間鉢 底部 にぶい燈(5YR6/4) にぶい燈(5YR6/4) 江戸44・45 Dl03 35 (11. 0) 
44・45 A CI∞ 志戸呂 指鉢 底部 15 (8.7) にぷい燈(5YR6/4) にぷい控(5YR6/4)江戸

44・45 A.B 0103 志戸呂 相鉢 日正法~J嗣部 5 (44.8) 灰赤(lOYR4/2) 褐灰(5YR4/1) 江戸(17世紀)

46 A 01∞ 瀬戸自白浪 志野丸腕 口縁~体部 40 (i 1. 0) 灰白(2.5Y8/2) 灰白(2.5Y8/2) 登Mlか2
42・43 A.B 0103 宏、ド呂 皿 口総 10 (11.0) (11.0) 灰白(5Y8/1) 灰白(5Y8/1) 大熊4後半

231 42・43 A 間 |志戸呂 内禿阻 口総~底部 20 (11.4) (4.2) 2. I 
前灰(2.5YR4/1) 前灰(2.5YR4/1)

江戸f(l7世紀後半)
灰賛縄(lOYR5/2) 灰賞褐(lOYR5/2)

ト一一一一
瓜褐(7.5YR3/1) 県綿(7.5YR3/1)

232 37 A E 100 志戸邑 内禿ll[ 全体 (12.0) (5.2) 2.8 
灰ui.尚(lOYR6/2) 灰賞制(lOYR5/2)

江戸(17世紀後半)

回ζ 42・43 A Fl03 志戸田 筒形腕 底部 5 (7.8) 灰前知(lOYR5/2) 灰貨褐(lOYR5/2) 江戸(17世紀か)

江戸前期(17世紀前寺
234 42・43 A Fl01 志戸呂 腕 口縁~腕部 5 (11.3) 灰オリープ(7.5Y5/3) にぷい赤禍(5YR5/4)

~中頃)
ト一一一

にぶい賞鐙 )I ~世紀後半~ 16世紀開235 46 A 0100 内耳鍋 南伊勢系 顕都 iO (7.5YR7/3) にぶい質経(lOYR7/2半つ

236 46 A FI∞ 常滑 小型土!!:! 口縁部 10 (17.3) 灰赤(2.5YR4/2) 灰赤(2.5YR4/2) 16世紀前半

237 46 A 0101 肥1珂青磁 青磁t! 腹部 25 一 (7.2)
明緑灰(lOGY7/l)

明u灰(I0GY7/1)
江戸 (1 7世紀末~181~

燈(5YR7/6) 紀初頭)

46 A E99 かわらけ 非ロクロ 口総 ~体部 10 (13.0) 灰白(lOYR8/2) 灰白(lOYR8/2) 江戸前期(17世紀後半!

46 A E 102 かわらけ 非ロクロ 口縁~体部 13 (11. 6) 2.5 浅賀叡(lOYR8/3) 浅賀燈(IOYR8/3) 江戸前期(17世紀後半

46 A CIOO かわらけ 非ロデロ ロ緑~底部 20 (10.6) 1.9 i主演位(I0YR8/4) 浅質経(I0YR8/4) 江戸中期(18世紀)

82 
46 A EIOO かわらけ 非ロクロ 口縁~体部 10 (10.2) 浅1町位(lOYR8/4) 浅貧般(lOYR8/4) 江戸中期(18世紀)

A FlO2 かわらけ ロクロ 口敏~体部 20 (13.1) 浅蹴権(lOYR8/3) 浅質経(lOYR8/3) 江戸中期(18世紀前半

A FlO2 かわらけ ロクロ |口総~底部 30 (12.3) (6.0) 3.2 浅黄燈(7.5YR8/4) 浅賀綬(7.5YR8/4) 江戸前期)(17世紀後半

A.B 0103 かわらけ ロクロ 口線~底部 20 (9.9) (4.7) 3.5 浅前燈(7.5YR8/6) 後(2.5YR6/6) 江戸中期08世紀前半

47 A E99 かわらけ ロクロ 全体 70 (9.0) 5.5 3.3 鐙(2.5YR6/6) 根(2.5YR6/6) 江戸中期(18世紀前半

A FIOI かわらけ ロクロ 全体 60 (8.6) 4.3 3.0 にぶい赤掲(5YR5/3) 灰前掲(lOYR6/2) 江戸中期08世紀前半

47 A EI∞ かわらけ ロクロ 全体 50 (10.8) 5.3 3.2 淡燈(5YR8/4) }皇賞般(7.5YR8/3) 江戸前期07世紀後半

A 」旦101 かわらけ ロクロ 口総~底部 20 (9.0) (4.6) 3.2 にぷい赤掲(5YR5/4)にぶい赤褐(5YR5/4)江戸中期(18世紀前半
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No 抑図 図版 区 出土位置 個別 告書留 部位 残存 n径 底径 総高 色情(外面) 色刷(内商) 時期 ・備考

寸2お田お4ES了3 l 

A FI02 かわらけ ロクロ 口縁~底部 20 (8.0) (5.0) 1.5 浅黄燈(7.5YR8/4) 浅貨橿(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

A CIOO かわらけ ロクロ 体部~底部 90 5.3 i主賞燈(7.5YR8/4) 浅縦横(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

A FI02 かわらけ ロクロ 口綜~体部 15 (10.0) 浅黄櫨(7.5YR8/4) 浅賀俊(7.5YR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

A E 101 かわらけ ロクロ 口緑~体部 20 (8.2) | 浅前鐙(lOYR8/4) 浅貨燈(lOYR8/4) 江戸中期(18世紀前半)

A CIOO かわらけ ロケロ 全体 40 (8.0) (5.0) 1.6 rJR鐙 (5YR8/4) 淡燈(5YR8/4) 江戸中期(18位紀前半)

254 A DI01 かわらけ ロクロ 目録~底部 10 (7.1) (4.0) 1.6 燈 (5YR7/6) | 総(2.5YR6/8) 江戸中期(18世紀前半)

江戸中期(18世紀前半)
255 A CIOI かわらけ ロクロ 体部~底郎 30 (4.8) 浅貨穏(7.5YR8/4) 浅貨鐙(7.5YR8/4)

-スス付着

2225556 7 8 

82 
1 A FI02 かわらけ 非ロケロ? 口縁~体部 25 (4.9) 位 (5YR7/8) 位(5YR7/8) 江戸中期(18世紀前半)

46 I B CI04 肥前磁起草 給付碗 全体 60 6.1 2.7 3.8 灰白(N8/) 灰白(N8/) 紅戸前期末~中期初頭

38・391B DI04 瀬戸 天目茶碗 口総~体部 5 (12.2) ffi褐(5YR2/3) 1f.1l~ (5YR2/3) 登黛3か4

l4あ2お悶9 1 ト
38・39 B DI04 瀬戸 天目茶碗 口縁部 10 (12.6) 赤県(2.5YR2/1) 照褐(7.5YR3/2) まま無5か6
44・45 日 DI04 志戸呂 畑鉢 | 口縁部 b (28.8) にぷい赤側(5YR4/3)にぷい赤褐(5YR5/4)江戸(17世紀)

B CI04 かわらけ ロク ロ 口総~底部 20 (10.9) (5.5) 2.9 浅賞者l(7.5YR8/4) 浅草首位(7.5YR8/4) 江戸前期(17世紀後半)

B CI04 かわらけ ロクロ 口緑~底部 5 (8.2) 1 (4.4) 2.2 浅黄燈(7.5YR8/4) 浅賀槌(7.5YR8/4)江戸中期 (18世紀前半)

48 A E99 情羽口 l 10 浅賀岱(lOYR8/3) i品賞総(7.5YR8/3)江戸?

22868 9 
! 38・39 B E 108 古瀬戸 腰折皿 底部 (4.9) 灰白(2.5Y8/2) 1品質(7.5Y7/3) 後N新

37 B CI05 瀬戸奨漫 端反血 全体 60 (8.9) 4.8 2.4 灰白 (lOY7/2) 浅前(5Y7/3) 大育現 l

灰白(5Y7/l)
270 38・39 B E 107 豊島濃 灯明m 口綜~底部 20 (10.9) (5.2) 2.1 

灰前(2.5Y6/2) 灰白(5Y7ハ) 登黛10か11

灰白(5Y8/2)
271 38・39 B EIω 瀬戸英濃 腰m 口縁~胸部 15 (10.2) 

!!I払)(lOYR2/2) 
氏自(5Y8/2) 登黛8

ヤーー一一一
灰総(5YR4/2)

272 38・39 B E 107 瀬戸美濃 有耳聾 底部 5 (15.4) 
赤灰(2.5YR5/1) 灰貨拘(lOYR6/2) 江戸

』一一一一
42・43・ l暗灰賛(2.5YR5/2)

273 46 
B DI06 志戸呂 腕 口緑~体部 5 (8.4) 

赤側(lOR5/3)
術灰(lOYR5/1) 江戸

38・391B 1 EI07 英漫 碗 体部~底部 20 ー i(5.3) 鳳褐(7.5YR3/1) 黒褐(7.5YR3/1) 登照 Iか2
44・451 B 1 CI05 古志戸呂 畑鉢 口縁部 10 (30.4) にぷい赤禍(2.5YR5/4) にぶい位(5YR6/3) 古瀬戸後W併行期

83 36 1 B 1 E 108 灰粕陶犠 腕 底部 20 ー (6.0) 灰前 (2.5Y6/2) 灰前(2.5Y6/2) 宮口田 2!田
36 B 1 DI06 須恕器J 短顎型 日銀部 IlQ (9.2) 黄灰(2.5Y6jl) 灰白(2.5Y7/1) 古績終末期(7世紀)か

36 1B I EI07 山茶碗 小皿l 全体 30 (9.0) 1 (6.0) 1.6 灰白(2.5Y7/1) 灰白(2.5Y7/1) 知多6型式

36 1 B 1 DI05 山茶碗 腕 底部 80 1 7.5 灰(5Y6/1) 灰(5Y町1) 震発湖西 1-11明

36 1 B 1 E 107 山茶碗 碗 l底部 10 (6.8) 灰白(2.5Y7/1) 灰I~I (2. 5Y7 jl) 渥焚湖西 ト 11間
ー B 1 EI07 かわらけ ロクロ 底部 30 ー (4.2) にぷい燈 (5YR5/4) にぷい燈(5YR5/4)江戸中期(18世紀)

361B I EI06 山茶碗 | 碗 底部 20 一 (6.2) 質灰(2.5Y6/1) 策灰(2.5Y6/1) 漂発湖西田 21回
B 1 E107 かわらけ ロク口 口縁~底部 30 (12.2) 1 (7.4) 2.6 淡撹(5YR7/6) 盤(5YR7/6) 江戸前期(17世紀後半)

1 B 1 D105 かわらけ ロクロ 全体 30 (9.1) 1 (5.0) 2.6 にぷい燈 (7.5YR6/4) 燈(7.5YR7/6) 江戸前期(17世紀後半)

一 C 1 E105 かわらけ ロクロ 全体 50 (8.4) 1 (5.0) 1.9 淡纏(5YR8/4) 淡位(5YR8/4) 江戸前期(17世紀後半)

1 B 1 Dl05 かわらけ ロクロ ロ緑~底部 20 (9.0) 1 (5.4) 1.6 にぶい燈 (5YR7/4) にぶい燈(5YR7/4)江戸前期(17世紀後半)

1 B 1 E 107 かわらけ ロクロ 口縁~底部 10 (11. 4) 1 (7.0) 3.3 浅貨径(7.5YR8/4) 浅質経(7.5YR8/4) 江戸前期(17世紀後半)

46 1 B 1 CI06 かわらけ非ロクロ 口総~体部 10 (9.4) にぷい鐙 (7.5YR7/4)にぶい位(7.5YR7/4) 江戸前期(17世紀後半)

μ89 44・45 Bトレンチ 古志戸昌 畑鉢 口総額 5 (30.0) にぷい赤褐 (5YR5/4)にぶい赤褐(5YR5/4)古瀬戸後W併行期

江戸前期(17世紀ト ス
290 C2トレンチ 内耳鍋 内湾形 口縁部 5 (26.0) にぷい燈 (7.5YR7/3)にぷい俊 (7.5YR7/3) 

ス付精

匝工 46 CIトレンチ 常滑 鉢 底部 20 (18.0) 赤褐(lOR5/3) 灰赤(2.5YR4/1) 15世紀前半

292 40・41 Dトレンチ 瀬戸 f胃鉢 口縁部 5 (30.0) 悩赤絹(5YR3/3)
思褐(7.5YR2/2)

登織6
にぷい位(7.5YR7/3)

灰前縄(lOYR5/2)293 42・43 Dトレンチ 志戸呂 筒形碗 体部~底部 10 (5.0) 
灰貨褐(IOYR6/2) 灰賞褐(lOYR5/2) 大様4

294 38・39 Dトレンチ 焚漫 粥皿 口緑~体部 20 (14.2) 浅前(5Y7/3) 浅賀(5Y7/3) 登織3か4

県褐(7.5YR3/1) 瓜褐(7.5YR3/1)
295 42・43 Eトレンチ 初山 内禿皿 口線~底部 15 (10.8) (5.7) 2.2 褐灰(7.5YR5/1) 灰褐(5YR5/2) 大照3後半i井行期

38・39 Eトレンチ 英植 菊皿 口縁部 7 (14.1) 灰白(5Y7/2) 灰白(5Y7/2) 鐙鱒3か4

自E
40・41 Eトレンチ 瀬戸英濃 1曹鉢 口縁部 5 (26.2) 県知(5YR3/1) 県褐(5YR3/1) 大熊2
40・41 Gトレンチ 古瀬戸 繍鉢 ロ鮒 j- ~ (25.9) 禍灰(7.5YR5/1) 褐灰(7.5YR5j]) 後IV新
44・45 Kトレンチ 志戸呂 搬鉢 口縁部 5 (25.0) にぷいぬ(7.5YR5/3)』こぶし斗司(7.5YR5/3)江戸

灰オ リープ(5Y5/3)
300 40・41 Kトレンチ 古瀬戸 鉢 ? 底部 5 (13.G) 掲(lOYR4/6) 灰前(2.5Y7/2) 後期

灰前(2.5Y7/2) 
84 

江戸前期(17世紀)・301 4G Kトレンチ 内耳鱗 内湾形 口縁部 5 (26.0) にぷい貨綴(lOYR7/3) にぷい筑桓(lOYR7/3)
スス付着

38.39 Eトレンチ 事色渡 灯明血 底部 25 (3.6) :sIJ~:刈位(1附2) 灰前(7.5Y8/1) 望聖書署11

37 Kトレンチ 肥前磁ilI) 菊日且 口縁~底部 30 (13.7) (6.2) 3.5 白(9/) 白(9/) 江戸後期(19世紀)

36 Iトレンチ 山茶碗 碗 底部 10 (8.0) 灰白(_<.F7Jl) 灰白(2.5Y7/1) 渥美湖西田一 I1明
Dトレンチ 須恵器 理 胸部 5 灰(N5/0) 賞灰(2.5Y4/1) 商慣~奈良か

36 Dトレンチ 山茶碗 腕 底部 20 (8.2) 灰白(2.5Y7/l) 灰白(2.5Y7/1) 世量英樹J凶ト I1朝
46 Eトレンチ かわらけ 非ロ クロ↑口緑~体部 10 (13.0) 浅前位(IOYR8/3) 浅策担(lOYR8/4) 中世後期(16世紀後半

Dトレンチ かわらけ ロク ロ 口紋~底部 10 (9.2) (4.4) 3.2 にぷい轡 (7.5YR7/4) 灰賞(2.5Y7/2) 中世後期(16世紀後半

47 Dトレンチ かわらけ ロクロ 全体 45 (11. 4) (6.0) 3.1 浅賀燈(7.5YR8/4) 洩質経(7.5YR8/4) 中世後IUI(16由紀後半

47 D卜レンチ かわらけ ロクロ 全体 90 11. 3 5.8 2.7 浅前総(7.5YR8/4) 浅賀鐙(7.5YR8/3) 中世後期(16世紀後半

47 Dトレンチ かわらけ ロクロ 全体 70 (11. 6) 5.4 2.6 浅黄綬(7.5YR8/4) 浅賀燈(7.5YR8/4) 中世後期(16世紀後半

ト一一一一
Dトレンチ かわらけ ロクロ 底部 30 (6.0) 前侵(lOYR8/4) 前理;WOYR8/4) 中i廿後期(16世紀後半)?

卜言
Eトレンチ かわらけ ロク ロ 日銀~底部 10 (10.0) (6.2) 3.5 浅質経(7.5YR8/4)1 i皇賞般(7.5YR8/4)中世後期(16世紀後半

Eトレンチ かわらけ ロクロ 全体 60 (9.4) (5.0) 3.7 位 (5YR7/6) 総 (2.5YR6/6) 中世後期W6世紀後半

Gトレンチ かわらげ ロクロ 日銀~底部 20 i (7.6) (4.0) 1.6 鐙(5YR7/6) 燈 (5YR7/6) 江戸中期(18世紀後半

Gトレンチ かわらけ ロクロ 口伝~底部 20 (8.0) (5.8) 1.9 位(5YR7/6) 燈 (5YR7/6) 江戸中期(18世紀前半

HIトレンチ かわら付 ロクロ 口伝~底部 15 (9.7) (5.2) 1 2.0 浅賀慢(7.5YR8/4) 浅戯燈(7.5YR8/4) 中世後期(161世紀後半

41- 36 A 撹乱 山茶碗 碗 底部 40 (7.0) 灰(5Y6/l) 灰(5Y6/1) 巌挺湖西[-2~ 1l期

36 日 撹乱 灰~陶器時 司臨 底部 60 (5.8) 灰白(5Y7/1) 灰白(5Y7ハ) 滑ヶ谷IV-4期

85 
46 A 相置乱 内耳鍋 内湾形 ロ縁 10 (29.2) 浅賀鐙(7.5YR8/4) にぷい貧鐙(lOYR7/3)江戸前期(17世紀)

44・45 B 続乱 瀬戸契漫 1胃鉢 口縁~底部 15 (27.0) (9.1) 13.3 明赤掲(2.5YR5/6) PIl赤褐(10R6/6) 大熊3後半

瀬戸焚濃系322 40・41 C 療乱 初山? 欄鉢 体部~底部 35 (9.4) 褐灰(5YR4/1) | 梢灰(5YR4/1)
大熊3後半併行期
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※表青E 点採=表面採取 ロクロ=ロクロ成形非ロクロ=非ロクロ成形 単位 残存率(%) 口径・底径・告書高(佃)

※個別 瀬戸策漫産陶器については、瀬戸産と美漫産と特定できるものについては 「瀬戸ト f美濃』としている。
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第 5~ 中屋敷遺跡

第24表 中屋敷遺跡

表面採取

第25表中屋敷遺跡出土鉄津観察表

No. 挿図 図版 出土位置 全長

27・49
SB38-P8 11. 2 
SB38-PIO 6.3 

27 SB38-P12 4. 2 

49 
SB38-PII 3.7 

50 SB42-P16 3.3 
SB42-P13 4.45 

27・49
SB43-P20 2.95 

3.9 
SB45-P2 

5.6 
97 68 30・49 SK22 10.8 

げ川川川川川i1115654 6 7 9 0 

S002 3.2 

75 
49 

S003 
4.1 
4.5 

S004 5.1 

77 
33・49 SX07 4.0 

SX07 4.3 
36・49

SP227 
9.6 
3.5 

SP228 2.8 
SP229 3.3 
SP232 2.25 

80 49 
SP233 3.7 
SP236 3.1 
SP241 3.6 
SP254 4.9 
SP255 1.9 
SP256 4.1 

36・49 SP307 5.7 
確認Fトレンチ 5.8 

82 
確認Eトレンチ 3.5 

2.8 
49 

確認Kトレンチ
3.65 
10.6 

86 鋭乱 5.5 
6. 7 

...、」ー . .ι~ . .._ .. .-

※全長=長辺・長軸幅=短辺・短軸

第26表中屋敷遺跡 出土鉄製品観察表

No. 挿図 図版 出土位置 種類 材質

384 89 1トレンチ 模 ? 鉄

は手
89 0103εrid 釘 ? 鉄

二亙] 48 SK30 釘 鉄

89 I - SP275 釘 鉄

388 89 48 SB42-P19 釘 鉄

389 89 48 SP348 不明 鉄

390 89 SB40-P8 棒状 鉄

391 89 48 0106grid 棒状 鉄

392 89 B区表面採取 茎 鉄

393 89 48 撹乱 銀ftつ 鉄

394 89 48 SP202 鎌 ? 鉄

395 89 SP196 不明 鉄

396 89 0104grid 不明 鉄

397 89 _1_ 48 Fトレンチ 不明 鉄

398 89 48 SB41-P3 不明 鉄

399 89 SP202 不明 鉄

幅 厚さ

7.6 5.3 
3.8 2.9 
4.2 2.9 
2.4 1.8 
2. 7 1. 95 
3.4 1.8 
2.35 1.4 
3.2 2.4 
3.35 1.7 
10.3 4. 7 
2.05 1. 95 
3.2 1. 35 
3.9 1. 25 
4. 7 2.6 
2.8 1.9 
2. 75 1.6 
7.5 3.9 
2.1 2.2 
2.3 l. 45 
2.9 2.9 
2.25 1.0 
2.9 2.4 
2.5 1.5 
2.5 0.8 
3.1 1.3 
1.4 1.2 
2.15 2.05 
4.8 2. 7 
5.55 3.05 
2.95 1.8 
2. 7 1. 85 
2.8 1.4 
6.9 5.8 
2.4 1.8 
5.4 2.9 

“ "  

全長 幅

12.9 2.1 
7.9 0.8 
4.1 0.4 
3.4 0.3 
2.4 0.4 
3.1 0.8 
2.4 0.4 
4.3 0.5 
7.3 1.8 
5.9 2.2 
6.0 2.9 
3.8 2.3 
2.8 2.3 
3.6 4.9 
3.4 2.8 
1.6 3.3 
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備考

宝箆印塔基台
16世紀前半

長さ・幅・ 厚さ(cm) 重空(g)

重量 備考

284.00 試料NO.I
46.41 試料No.7
62.65 
4. 76 
10.17 
23.61 試料NO.13
13.69 
27.97 I 試料NO.12
34.48 試料NO.ll
352.00 試料NO.8
15.44 
22.53 
24. 15 
57. 12 試料NO.3
13.87 
13.78 
210.00 試料No.5
22.27 
7.62 
19.27 
4. 76 
16.99 
8.58 
11. 29 
28.54 
2.95 
19.23 
61. 73 試料NO.2
86.82 試料NO.6
32.98 
15. II 
12.16 
511.00 試料NO.9
34.85 試料NO.IO
118.01 試料NO.4

厚さ 重量 備考

0.4 70.64 
0.8 11.96 廃材か

0.2 2.05 
0.3 0.92 
0.3 O. 72 
0.3 1. 76 廃材か

一τ了寸 ~.~? I 廃材か

0.5 I 2.41 廃材か

0.3 6.63 廃材か

0.6 11. 04 廃材か

0.8 14.29 廃材か

O. 7 23.01 廃材か

0.6 6.66 廃材か

0.3 7.53 廃材か

0.2 4.38 廃材か

0.2 1. 38 廃材か



筋4節 中・近世の集沼 田基の調査成製 10 鉄棒自然科学分析の成果

10.鉄津自然科学分析の成果

株式会社 日餓テクノリサーチ

( 1 )はじめに

中屋敷遺跡は、太田川による沖積平野を南に臨む丘陵先端の河岸段丘上に位置し、周辺には文殊堂古

墳群・宇藤横穴墓群・天王ケ谷横穴墓群などの遺跡がある。また、本遺跡から約200m離れたところには、

鉄津が出土した北垣遺跡が存在する。中屋敷遺跡からは、古墳、中世~近世の掘立柱建物などが検出さ

れている。

本分析は中屋敷遺跡から出土した鉄津約160点の中から13点を選定し自然科学的調査を行ったもので

ある。

(2)調査試料

調査試料の一覧を第27表に示した。鉄j宰13点は30"-'100mmの大きさを有する鉄津である。

第27表謂査試料と調査項目

試料番号 遺物番号 遺構名 量量

43 SB38-P8 284 
2 210 SP307 61. 7 
3 117 SD04 57. 1 
4 354 撹乱 118 
5 199 SP227 210 
6 264 Fトレンチ 86.8 
7 44 SB38-PIO 
8 97 SK22 352 
9 352 携乱 511 
10 353 機乱 34.8 
11 53 SB45-P2 34.4 
12 52 SB45-P2 28. 1 
13 50 SB42-P13 23.6 

(3)調査項目および試料調製法

①外観観察

大きさ 外観 マクロ組織 ミクロ組織 硬度測定 EPMA 
1l0x80x47 。 。 。 。。
60x48x32 。 。 。 。。
52x43x28 。 。 。 。。
67x63x30 。 。 。 。。
100 x 75 x 38 。 。 。 。。
60x57x27 。 。 。 。。
65x43x25 。 。 。 。。
105 x 102x 50 。 。 。 。。
108x78x60 。 。 。 。。
60 x 33 x 20 。 。 。 。。
58x38x20 。 。 。 。。
33 x44x25 。 。 。 。。
46 x 33 x 20 。 。 。 。。

肉眼ならびに実体顕微鏡により、遺物の形状・大きさ・表面状況を観察・記録した。

使用装置 デジタルカメラ パワーショットGlO型(キャ ノン製)

実体顕微鏡 目立-500型(キーエンス製)

②断面マクロ・ミク口組織観察

化学成分。。。。。。。。。。。。。

代表的な箇所をダイヤモンドカッターにて組織観察用と成分分析用の 2片に切断し、組織観察用は洗

浄・乾燥後、真空下にて樹脂埋め込みして組織を固定した。その後、鏡面まで研磨して組織を現出し、

光学顕微鏡にて観察・記録した。

使用装置 金属顕微鏡 BX51M型(オリ ンパス光学工業製)

③硬度測定 ビッカース硬度計 AMT-7FS型(マツザワ製)

④EPMA定性分析(鉱物相の分析)

上記組織観察用に使用した埋め込み研磨試料を用いて、 EPMA(X線マイクロアナライザー)により鉱物

相の構成成分の分析を行なった。

使用装置 X線マイクロアナライザー(印刷) JXA8100型(日本電子製)
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⑤成分分析

ダイヤモンドカッターで切り取った試料片は洗浄・乾燥後、乳鉢にて粉砕 (60メッシュ以下)し、成分

分析用試料とした。分析元素および方法は以下の通りである。

T. Fe、Si02、A1203、CaO、MgO、附10、Ti02、P205、Cr203、K20、Total• S 

・・・・ JIS M8205 (蛍光X線;ガラスピード法)

M. Fe' . . . • • JIS M8213 

FeO・・・・・・・ JIS M8213 (酸可溶性鉄定量方法)

Fe203・・・・・・計算

Cu、v.. . . . . JIS K0116 (ICP発光分光分析法)

Na20・・・・・・・ JIS K0121 (原子吸光法)

Total ・c.. . . . JIS G1211 

(4)調査結果と考察

各遺物の外観と断面マクロ・ミクロ組織を写真22"-'34に、第28表に各鉱物相の成分と硬さ測定結果お

よび第90"-'102図に検出元素のX線スペクトル、第29表に平均成分分析結果を示した。以下に各遺物の

特徴と組成を記す。

①No. 1 (遺物番号43)鉄津(写真22，第91図，第25・27--29表)

大きさは110x 80 x 47問、重さ284gである。茶褐色で大小の孔や木炭片が存在する椀形状の塊である。

表面の一部は赤褐色の領域がみられ、酸化鉄(鉄錆)の濃化していることが窺える。底部には変質した

細かな炉材成分と思われる物質が固着している。断面マクロ組織をみると、空孔内壁周辺には薄く酸化

鉄皮膜や湯玉、木炭片が存在する。

構成鉱物はウスタイト(理論化学組成;FeO)を主体とし、一部に微粒の金属鉄が存在するもののマ

トリックスは殆どがガラス質になっており、ファヤライト(理論化学組成;2FeO・Si02)やチタン化合

物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02)は0.5%と僅かである。ガラス質珪酸塩中の

カルシウム分 (CaO)は15%と高い。これは、炉材成分のAlz03/CaO比よりはるかに高く、鍛冶操作段階

でカルシウム分 (CaO)を造津剤として使用したことが窺える。おそらく、精錬過程での産物と推測さ

れる。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)カQ23Hv、ガラス質珪酸塩が584Hvとやや低い値である。

平均化学組成のうち、全鉄 (T• Fe)は52%と高く、チタン分 (Ti02)は0.36%と低い。造津成分 (Si02

十A1203+ CaO+ MgO+ Na20 + K20の合計)は20%程度である。

外観的特徴と構成鉱物から、鉄の溶融・半溶融状態と接触していた領域にて生成した鉄津と考えられ

る。

②NO.2 (遺物番号210)鉄津(写真23，第92図，第25・27--29表)

大きさは60x48x32mm、重き61.7 gである。黒灰色で一部に茶褐色の領域も存在する小塊である。表

面の一部は発泡スラグ化(炉壁が溶融)しており、この部分は炉壁に接触していたことが窺える。断面

マクロ組織をみると、空孔が少な く比較的撤密な構造を示す。

構成鉱物は微細な葉片状のウスタイト (FeO)と大きく発達したファヤライト (2FeO・Si02)およびガ

ラス質珪酸塩からなり、チタン化合物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02)は0.92%

とやや高い。また、ガラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は検出限界以下である。炉材成分が多く溶
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け込んでいるものと推測される。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)が370Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が536Hv、ガラス質

珪酸塩が468Hvと何れもやや低い値である。

平均化学組成のうち、全鉄 (T・Fe)は54%と高く、チタン分 (Ti02)は0.2%と低い。造津成分は28%

と若干高い。

本鉄津は、 No.1鉄津より炉壁に近い生成物といえる。平均組成および構成鉱物から、 No.1とは熱履

歴および生成位置が異なるものの、操作過程は同様と考えられる。ただ、微細結晶のウスタイトに対し

ファヤライト結品が大きく発達した状態からみて、中温度領域で、冷却速度は遅かったものと考えられる。

③NO.3 (遺物番号117)鉄津(写真24，第93図，第25・27--29表)

大きさは52x43x280101、重さ57.1gである。茶褐色で大小の空孔が存在し、一部に黒灰色の発泡スラ

グが生成している小塊である。断面のマクロ組織は、 No.1鉄津と同様に大きな空孔内壁に酸化鉄の皮膜

が存在すること、および表面近傍には湯玉が見られる。

構成鉱物は、比較的丸みを帯びたウスタイト(理論化学組成;FeO) と大きな結品を有するフアヤライ

ト(2FeO・Si02)および僅かなガラス質珪酸塩からなり、チタン佑合物は存在しない。ウスタイト (FeO)

中のチタン分 (Ti02)は0.65%と少なく、ガラス質中のカルシウム分 (CaO)は13.5%と高く、 No.1鉄津

と同様の操作過程が窺える。

一方、鉱物相の硬きは、ウスタイト (FeO)カQ43Hv、ファヤライト (2FeO・Si02) カ~665Hv、ガラス質

珪酸塩が557Hvで、あり、ほぼ平均的な値を示す。

平均化学組成のうち、全鉄 (T・Fe)は55%弱と高く、チタン分 (Ti02)は0.18%と少ない。造津成分

は21%弱である。

外観的特徴ならびに構成鉱物および結晶の大きさからみて、 No.1鉄津とほぼ同様の操作過程を経た

ものと考えられる。

④NO.4 (遺物番号354)鉄淳(写真25，第94図，第25・27--29表)

大きさは67x 63 x 300101、重き118gである。茶褐色で凹凸が著しく大小の空孔を有する塊である。一

部に鉄錆と思われる赤褐色をした領域と黒灰色を呈する発泡スラグが存在する。断面マクロ組織をみる

と、木炭の小片や空孔内壁に酸化鉄皮膜および錆化した金属鉄粒を多く含む鉄津である。

構成鉱物は微細なウスタイト (FeO)、長柱状ファヤライト (2FeO・Si02)およびガラス質珪酸塩からな

りチタ ン化合物は存在しない。 ウスタイト (FeO)中のチタン分は検出限界以下であること、ガラス質珪

酸塩中のカルシウム分 (CaO)は4.46%とNo.1 . 3鉄j宰に比べ半分以下である。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイ ト (FeO)が443Hvと低く、ガラス質珪酸塩は630Hvと高い値である。

平均化学組成のうち全鉄 (T.Fe)は48%強でチタン分 (Ti02)が0.2%程度と少ない。 また、造津成分

は26%と多い。トータルカーボン (T・C)が 1%と高く、本鉄津中には木炭が多く噛みこんでいること

が窺える。

外観的特徴および構成鉱物の結晶形状から、 No.1 . 3鉄淳と同様の操作過程で生成したものと考え

られるが、 No.1 . 3に比べやや上層にて生成した鉄津と考えられる。

⑤No. 5 (遺物番号199)鉄津(写真34，第95図，第25・27"'29表)

大きさは100x 75 x 38問、重さ210gである。茶褐色で凹凸が著しく大小の空孔を有し、赤褐色の酸化

皮膜や黒灰色を帯びた発泡スラグが一部に存在する塊である。断面マクロ組織をみると、試料No.1....._， 
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4と同様の鉄淳組織を呈する領域とは別に、大きさが約10数mmの楕円形をした領域が存在する(写真34

中の丸印)。 この部分は直線状の模様を示す特徴ある組織で、こ こはグラファイトカーボンである。元

は銑鉄塊であったものが錆化した組織といえる。一方、通常の鉄津組織は、錆イじした金属鉄粒子や空孔

内壁には薄い酸化鉄皮膜が存在する組織である。したがって、本鉄津は銑鉄塊と鉄津が合体したもので

あるといえる。

鉄j宰領域の構成鉱物は微細で葉片状のウスタイ ト(FeO)、長柱状のファヤライト (2FeO・Si02)、僅か

であるがガラス質珪酸塩からなりチタン化合物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02) 

は0.56%と低く、ガラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は10.8%と高い値である。

一方、鉄津領域の鉱物相硬さは、ウスタイ ト (FeO)が454Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が589Hv、

ガラス質珪酸塩が530町と平均的な値であった。

平均化学組成のうち全鉄 (T. Fe)は55%と高く、チタン分 (Ti02)は0.2%と低い。また、造津成分は

25%強である。

外観的特徴および構成鉱物の結晶の大きさ、および銑鉄塊が存在することから、この銑鉄塊を加熱し

ながら鉄中の炭素を低減させる操作(精錬操作)過程で生成した鉄津と考えられる。

⑥No.6 (遺物番号264)鉄津(写真26，第96図，第25・27......29表)

大きさは60x 57 X 270101、重き86.8gである。茶褐色で凹凸が著しく大小の空孔が存在する小塊で、ある。

底部には炉材の変質した粗粒子が固着する。断面マクロ組織をみると、空孔内壁に薄く酸化鉄皮膜や表

面近傍に薄片(鉄類が加熱されて酸化した皮膜が剥離したもの等)が存在する。

構成鉱物は、微細で、丸みを帯びたウスタイト (FeO)、微細長柱状のフアヤライト (2FeO・Si02)と僅か

なガラス質珪酸塩からなりチタン化合物は存在しない。 ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02)は0.36%

と低く、ガラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は12.9%と高い値を示すことから、 No.1，3，4，5鉄淳と

同様の操作過程が窺える。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)が413Hvと低く、ファヤライト (2FeO・Si02)は579Hvと平

均的な値を示す。

平均化学組成のうち全鉄 (T• Fe)は47%強でチタン分 (Ti02)は0.2%と少ない。造津成分は30%弱と

若干多い。 No.1，..，_， 5鉄津類と同様の操作過程にて生成した鉄津と考えられる。

⑦No. 7 (遺物番号44)鉄淳(写真27，第90図，第25・27......29表)

大きさは65x43 x 25mm、重さ46.4gである。黒灰色の小さな空孔を多く有する小塊である。断面マク

ロ・ ミクロ組織をみると、全面にわたってほぼガラス状になっており、そこには数10μmから数100μm

の丸い空孔が多く存在し、一部に10μm前後の球状金属鉄もみられる。一方、ガラス層の硬さは、 585""'

632Hvで、あった。

平均化学組成のうち、全鉄 (T. Fe)は13%と低く、造津成分は80%弱と非常に多い。 ほぼ炉材成分に

近い組成を有することから、炉材の一部が溶融固化したものと考えられる。

⑧No.8 (遺物番号97)鉄津(写真28，第97図，第25・27......29表)

大きさは105x 102 x 500101、重き352gである。茶褐色で、No.1"'-' 6鉄津類とは異なり、あまり凹凸が少

なく重量感のある鉄津である。形状から推測するに椀形津の破片と思われる。表面には薄皮状の酸化鉄

皮膜が存在し、底部には炉材の変質した組粒子が混在する焼土が付着する。断面マクロ紅織をみると、

大小の不規則な形状を示す空孔が多く存在し、その内壁には酸化鉄皮膜が厚くあるいは薄くみられる。
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構成鉱物は、錆化した金属鉄(M. Fe)、若干のウスタイト (FeO)、短冊状のファヤライト (2FeO・Si02)

と僅かにガラス質珪酸塩からなる。ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02)は検出限界以下である。ま

た、ガラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は14.3%と高く、前記鉄津と同様の操作を行なったことが

窺える。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイ ト (FeO)カ'642Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が638町、ガラス質

珪酸塩が514Hvで、ある。

平均化学組成のうち、全鉄 (T.Fe)は50%で酸化第二鉄 (Fe203)が54%強を占め、金属鉄の錆化した

ものが多いことが窺える。また、造津成分は22%である。

組織的特徴および平均化学組成から、反応途中で鉄分が分離しきれずに残存した比較的上層で生成し

た鉄津と考えられる。

⑨NO.9 (遺物番号352)鉄津(写真29，第98図，第25・27""'29表)

大きさは108x 78 x60凹、重さ511gである。黒灰色で細かい空孔を多く有する大塊である。表面は油

脂感のある光沢を呈するが一見、発泡スラグのような様相を呈する。断面は比較的空孔の少ないマクロ

組織で、前記の鉄津類に比べ錆化した酸化鉄の存在も少ない。

構成鉱物は細かな葉片状ウスタイト (FeO)、住状のフアヤライト (2FeO・Si02)、ガラス珪酸塩からな

り、その一部には微細な析出物が認められ、チタン化合物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン

(Ti 02)分は0.57%およびガラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)も1.02%と低く、 炉材成分がかなり

溶け込んで、いることが窺える。明らかに、鉄浴から離れた箇所での産物と思われる。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)が508問、ファヤライト (2FeO・Si02)が544Hv，ガラス質珪

酸塩が505Hvで、あった。

平均化学組成のうち、全鉄 (T・Fe)は51%強と高く、チタン分 (Ti02)は0.26%と少ない。造津成分

は30%弱と多い。

本鉄j宰は、流動性の良い比較的初期に生成したものと考えられるが、 No.1 ...._， 5、6、8とは外観的

特徴および成分的に異なる。おそらく、鉄浴からかなり離れた箇所で生成したことが窺える。

⑩No. 10 (遺物番号353)鉄津(写真3D，第99図，第25・27""'29表)

大きさは60x 33 x 20mm、重き34.8gである。黒灰色で細かい空孔を有し、外観的にはNO.9鉄津と同

様の様子を示す小塊である。断面マクロ札織をみると、丸い小さな空孔が存在するが比較的撤密な鉄津

である。

構成鉱物は細かな葉片状ウスタイト (FeO)、柱状のファヤライト (2FeO・Si02)、ガラス質珪酸塩から

なりチタン化合物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン分 (Ti02)は0.39%と低く、ガラ ス質

珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は9.43%と高く、精錬操作段階の比較的初期に生成したことが窺える。

一方、鉱物相の硬さ測定では、ウスタイト (FeO)が428Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が500Hv、ガ

ラス質珪酸塩が480Hvと全体的に低い値である。

平均化学組成のうち、全鉄 (T• Fe)は54%弱、チタン分 (Ti02)は0.23%と低い。造i宰成分は28%弱

と、炉材成分が多く溶け込んでいることが窺える。前記NO.9鉄j宰とほぼ同様の箇所で生成したものと推

測される。

⑪NO.11 (遺物番号53)鉄津(写真31，第100図，第25・27""'29表)

大きさは58x 38 x 20mm、重さ34.4gである。 NO.9・10と同様に黒灰色で表面は油脂感のある光沢を
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呈する小塊で、ある。断面マクロ組織をみると、大小の丸い空孔を多く有し、 一部には金属鉄が錆化した

酸化鉄が存在する。また、湯玉や木炭の小片も見られる。

構成鉱物は比較的丸みを帯びたウスタイト (FeO)、短冊状のファヤライ ト(2FeO・Si02)、ガラス質珪

酸塩からなりチタン他合物は存在しない。ウスタイト (FeO)中のチタン (Ti02)分は0.32%と低く、ガ

ラス質珪酸塩中のカルシウム分 (CaO)は検出限界以下であった。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)が420Hv、フアヤライト (2FeO・Si02)が554Hv、ガラス質

珪酸塩が503Hvで、ある。

平均化学組成のうち、全鉄 (T.Fe)は45%でチタン分 (Ti02)は0.23%と少ない。造津成分は35%と

炉材成分が多く溶け込んでいることが窺える。

本鉄津は、 NO.9・10と同様に比較的初期に生成した流動性の良い鉄津と考えられる。

⑫NO.12 (遺物番号52)鉄津(写真32，第101図，第25・27""'29表)

大きさは33x44x25mm、重さ28.1gである。灰色~薄茶色で油脂感があり大小の空孔を有し、炉材成

分が変質したと思われる粗粒子が一部に固着している小塊である。断面マクロ組織をみると、大小の空

孔を有し、一部に酸化鉄皮膜が存在する。

構成鉱物は丸みを帯びたウスタイト (FeO)、大きく発達した短冊状のファヤライト (2FeO・Si02)、一

部微細なウスタイト結品が析出したガラス質珪酸塩からなるがチタン化合物は存在しない。ウスタイト

(FeO)中のチタン分 (Ti02)はl.26%と前記鉄津類と比べ高い値を示す。また、ガラス質珪酸塩中のカ

ルシウム分 (CaO)は0.97%と低い値であった。

一方、鉱物相の硬さは、ウスタイト (FeO)が452Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が545Hv、ガラス質

珪酸塩が539Hvで、ある。

平均化学組成のうち、全鉄 (T. Fe)は46%でチタン分 (Ti 02)は0.5%である。造津成分は31%と多く 、

No. 9"'-' 11鉄津と同様に炉材成分が多く溶け込んで、いることが窺える。

本鉄津はNo.9"'-' 11と同様に、比較的反応初期に生成した流動性の良いものと考えられるが、試料が

小さいことから、鉄浴にあまり関与していない箇所にて生成したものと推測される。

⑬NO.13 (遺物番号50)鉄津(写真33，第102図，第25・27""'29表)

大きさは46x 33 x 20mm、重さ23.6gである。薄茶色~灰色で油脂感があり大小の空孔を多く有する小

塊である。切断時に小さな塊となって崩れるほどに結合力は弱い。断面マクロ組織をみる と、大きな空

孔が存在し、湯玉、溶融金属鉄が錆化したもの等、多くのものが合体したものである。

構成鉱物は鉄錆と僅かであるがファヤライト (2FeO・Si02)および反応途中の炉材生成物などが混在し

た鉄津である。徹密な錆層からは、チタン分 (Ti02)は検出限界以下であった。また、フ ァヤライト

(2FeO・Si02)中にはカルシウム分 (CaO)が6.13%と高い値である。

一方、鉱物相の硬さは、鰍密な錆層が600Hv、ファヤライト (2FeO・Si02)が585Hvと平均的な値であ

る。

平均化学組成のうち、全鉄 (T.Fe)は36%でチタ ン分 (Ti02)は0.38%と少なく、造津成分は45%と

多い。

本鉄i宰は、錆化した金属鉄や湯玉および炉材成分が合体したもので結合力も弱く、明瞭な操作過程を

推測する情報は少ないが、おそらく反応の最上層部あるいは炉壁近傍のあまり温度が高くなっていない

箇所で生成した鉄津と考えられる。
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第28表鉱物相の成分分析結果 (wt%; EPMA)と硬さ

試料No.
FeO SiOz Alz03 CaO MgO TiOz MnO PZ05 NazO I(zO 

硬さ

(鉱物相) Hv 
1 (W) 97.3 0.25 0.37 ... 1. 08 0.51 0.5 ... ... ... 423 
(S) 32.5 38.3 5.99 15 1. 05 0.47 0.6 0.91 0.5 4.38 584 

2 (IV) 97.3 0.68 0.93 ... ... 0.92 ... ... ... ... 370 
(F) 63.5 32.1 0.28 0.47 3.62 ... ... ... . .. ... 536 
(S) 1. 89 62. 7 24.8 ... ... ... ... ... 0.21 10.4 468 

3 (W) 97.8 0.55 1. 01 ... ... 0.65 ... ... ... ... 443 
(F) 64.5 32. 1 0.29 0.74 1.8 ... 0.57 ... ... ... 665 
(S) 26.2 37.5 17 13.5 ... 0.37 ... 2.15 0.46 2.13 557 

4 (F) 65. 7 32.3 ... 0.26 1. 74 ... ... ... ... ... 443 
(S) 27. 1 41. 1 20.6 4.46 ... 0.83 ... 0.49 0.44 4目 77 630 

5 (W) 97.9 0.36 1. 06 O. 16 ... 0.56 ... ... ... ... 454 
(F) 63.5 31. 9 0.51 1. 02 2.52 ... 0.46 ... ... 0.12 589 
(S) 25.2 41. 6 17.3 10.8 ... 0.26 ... 0.83 0.71 3.02 530 

6 (W) 96. 7 0.39 0.28 0.21 1. 32 0.36 0.65 ... ... 0.12 413 
(F) 29.6 41. 8 6. II 12.9 2.04 ... 0.51 1. 29 0.9 4.32 579 

7 (S)ガラス 45.8 43.3 9.33 0.29 ... 0.43 ... ... ... 0.89 585 
"-'632 

8 (IV) 98 1. 97 ... ... . .. . .. ... ... ... ... 642 
(F) 63 32 0.22 0.94 3.4 ... 0.37 ... ... ... 638 
(S) 17.4 42.2 19.9 14.3 ... 0.68 ... 0.84 0.32 3.96 514 

9 (W) 97.6 0.59 1.01 ... 0.27 0.57 ... ... ... ... 508 
(F) 63.6 31. 4 0.19 1. 68 2.49 ... 0.67 ... ... ... 544 
(S) 45.4 30.1 22. 7 1. 02 ... ... ... ... ... 0.81 505 

10(W) 98. 1 0.4 0.56 0.21 0.33 0.39 ... ... ... ... 428 
(F) 61. 6 32.8 ... 1. 89 3.09 ... O. 7 ... ... ... 500 
(S) 18.3 43.2 19.5 9.43 0.22 ... ... 4.91 0.38 3.89 480 

II (W) 98.3 0.47 0.61 ... 0.33 0.32 ... ... ... ... 420 
(F) 61 32.2 0.19 2. 16 3.66 ... 0.71 ... ... ... 554 
(S) 1. 91 64 25.5 ... ... ... ... ... 0.23 8.28 503 

12(W) 96.6 0.58 1. II ... 0.42 1. 26 ... ... ... ... 452 
(F) 61. 3 32.6 0.28 0.66 4.62 ... 0.55 ... ... ... 545 
(S) 40 41 15.9 0.97 O. 19 ... ... 0.99 ... 0.25 539 

13(W)錆 97.4 1.8 ... 0.17 ... ... ... ... ... ... 600 
(F) 58.9 31. 7 0.24 6.13 2.27 ... 0.77 ... ... ... 585 

第29表鉄;宰の平均化学組成 (wt%)

No. T. Fe M. Fe FeO Fez03 SiOz Alz03 CaO MgO MnO TiOz 
51. 95 0.47 22.65 48.43 15.09 3.26 0.8 0.53 0.17 0.36 

2 54 0.45 61. 66 8.04 21. 06 3.99 1. 23 0.82 O. 12 0.2 
3 54.86 0.46 33.93 40.07 16.13 2.9 0.42 0.45 0.08 O. 18 
4 48.51 0.48 26.68 39.02 20.35 4.25 0.51 0.35 0.04 0.21 
5 55.11 0.46 58. II 13.56 18.36 3.86 1. 06 0.71 0.09 0.21 
6 47.31 0.47 31. 14 32.36 20.89 4.19 1. 68 0.83 O. 16 0.2 
7 13.2 0.68 5.93 11. 31 6045 13.99 0.45 1. 55 O. II 0.5 
8 50.33 0.31 16.03 53. 7 16.62 3.55 0.6 0.45 0.07 0.28 
9 51. 51 0.57 57.09 9.38 20.63 3.96 2.33 1. 09 0.28 0.26 
10 53.69 0.62 58.3 11. 09 18.06 3.83 2.58 1. 17 0.3 0.23 
II 45.07 0.46 36.06 23.71 25. 77 4.46 1. 79 0.98 O. 18 0.23 
12 46.36 0.46 34.3 27.51 21. 67 4.91 1. 79 1. 01 0.23 0.5 
13 36.05 0.28 25.44 22.87 31. 99 7.75 2.05 1. 25 0.23 0.38 

No V Cu P20S Cロ03 Na20 K20 T. C T. S Tiu2jT.Fe MnOjT.Fe 造浮成分|

0.009 0.004 I 0.367 0.005 O. 143 0.536 O. 7 0.069 0.007 0.003 20.36 
2 0.005 0.004 0.238 0.001 0.236 1. 419 O. II 0.004 0.002 28.76 
3 0.011 0.006 0.366 0.007 0.14 0.899 0.4 0.07 0.003 0.001 20.94 
4 0.005 0.012 0.248 0.004 0.275 0.723 1. 07 0.117 0.004 (0.001 26.46 
5 0.007 0.002 0.258 0.002 0.312 0.938 0.27 0.028 0.004 0.002 25.24 

40  004 0.009 O. 752 0.001 0.316 1. 627 0.63 0.084 0.004 0.003 29.53 
0.011 0.004 0.221 (0.001 0.921 2.383 0.44 0.01 0.038 0.008 79.74 

8 0.019 0.01 O. 199 0.002 O. 138 0.82 0.41 0.006 0.001 22. 18 
9 0.009 0.006 0.64 I 0.004 0.232 1.636 0.23 0.028 0.005 0.005 29.88 
10 0.008 0.012 0.6 0.005 0.218 1. 816 O. 18 0.024 0.004 0.006 27.67 
II 0.005 0.016 0.566 (0.001 0.362 1. 775 0.34 0.063 0.005 0.004 35.14 
12 0.039 0.005 0.694 0.025 0.281 __1 1. 76 0.59 0.053 0.011 0.005 31. 42 
13 0.008 0.016 0.548 0.001 I 0.459 I 1. 864 0.57 0.087 1 0.011 0.006 45.36 
(注)造浮成分=Si02+AI203十CaO+ MgO + Na20 + 1<20 
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(5)まとめ

中屋敷遺跡から出土した鉄津13点について、自然科学的調査を行った結果、鉄津はチタン分が少なく、

殆どが 1%以下のものであった。形態は若干異なるが、いずれも鉄浴近傍にて生成したものであった。

13点の鉄津は以下のよ うにまとめるこ とができる。

①鉄;宰の特徴

中屋敷遺跡出土の鉄j宰の特徴について下記にまとめることができる。

a.銑鉄塊を伴う鉄津が l点 (No.5) 

b.銑鉄塊は見出せなかったが溶融・半溶融した金属鉄が錆化したものが多く存在するものが6点

(No. 1 ----4 ， 6， 8 )、

C. 初期の流状津に近いもの4点 (No.9 ----12)、

d.鉄浴表面にてあまり反応にあずからなかったもの l点 (No.13)、

e.炉材が反応したものl点 (No.7) 

銑鉄塊を伴う鉄i宰は、明らかに銑鉄塊を加熱し、炭素を低減する操作過程(精錬過程)の産物であっ

た。また、銑鉄塊は見出せなかったが、錆イじした金属鉄が多く存在した6点は、明らかに鉄素材を加熱

し、溶融あるいは半溶融状態にて鍛冶操作(精錬)が行われていたこと を示すものである。流状i宰に近

いもの4点は組成的にみても、鉄浴から少し離れた箇所にて生成したものとみられることから、上記の

7点 (No.1 '" 6， 8)と同様の操作過程と考えられる。また、他の2点も同様に本来の反応には直接あ

ずからない箇所であることから、この13点の鉄津は同様の操作過程(精錬)で生成した産物の可能性が

高いと考えられる。中屋敷遺跡では鍛治関連遺構は確認されていないが、羽口などが出土していること

から、銑鉄塊は確認できなかったが鉄の廃材を鉄素材とした精錬操作に伴う鍛冶工房であったことが考

えられる。

②他遺跡との比較(第30表)

中屋敷遺跡と同時期(近世)と想定される他の遺跡から出土した精錬津と判断された鉄津の分析例と

比較してみる(註 1"'7) と、 第30表に示す如くほぼ平均的化学組成と類似していることが判る。さら

に、 a. 1例(梅ノ木沢)を除くとチタン化合物が存在しないこと、 b.ウスタイト (FeO)中のチタン

分が少ないこと、 C. ガラス質珪酸塩中のカルシウム (CaO)分が多いことなども、ほぼ共通した特徴で

ある。また、これらの遺跡では鉄素材として銑鉄塊や鉄の廃材等を使用していたと想定されている。

したがって、この時代の鍛冶工房では同様の鉄原料(銑鉄塊や廃材)を使用し、ほぼ同じような技術

的手法で鍛治操作が行われていたと考えられる。

③始発原料および鉄原料について

砂鉄を原料として造られた銑鉄塊あるいは鋼塊、あるいは延鉄などの素材中に含まれるチタン濃度は

非常に少なく 0.0数%であり(註8)、これを使用した鍛冶操作段階で排出されるチタン分 (Tiu2)は極僅

かである。これから判断すると砂鉄を始発原料とした素材が使われた とはいえない状況であるが、上記

第30表 同時代の出土鉄浮 (精錬浮)の化学組成例

遺跡名 所在地 T. Fe M. Fe FeO Fe203 Si02 AI203 CaO MgO Ti02 造j宰成分 註

茅ヶ崎城 神奈川 53.57 0.67 50. 75 19.23 15.93 4.14 2.64 1. 04 0.44 23. 71 
笠井若松 静岡 50.2 0.46 53 12.9 21. 7 5. 12 1. 18 0.88 0.23 28.88 2 
小川城 静岡 57.9 51. 65 24.58 9. 19 1. 49 1. 43 1. 41 0.11 13.52 3 
益種園 宮城 58.15 0.89 64.63 10.04 17.52 2.25 1. 16 0.4 0.1 21. 33 4 
大京町東 東京 58.1 0.36 47. 1 30.21 11. 5 2. 72 1. II 0.68 0.15 16.01 5 
中ノ宮 神奈川 54.3 0.44 57.5 13.7 20.8 3.02 0.55 0.77 0.28 26.12 6 

梅ノ木沢 岩手 40.5 0.36 33.7 19.9 30. 7 4.43 1. 91 0.68 2.99 39. 7 7 
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のような銑鉄塊や廃材を使ったとすれば、当然の結果として位置づけできるものと考えられる。

(文責:山本広一・伊藤 薫 ・山下真理子)

註

1 (財)横浜市ふるさと歴史財団 2000 r茅ヶ崎城m~

2 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 2002 r恒武西宮遺跡H・笠井若林遺跡』

3 焼津市総務部市史編纂室 2003 r焼津市史考古資料調査報告容 小}II域』

4 仙台市教育委員会 1997 r養種圏遺跡発掘調査報告書』

5 (株)第三開発発掘調査部 2004 r大京町東遺跡J (社)永生ま会・(株)第三開発

6 (財)横浜市ふるさと歴史財団 1999 r中ノ宮遺跡発掘調査報告書』

7 岩手県埋蔵文化財センター 2004 r梅ノ木沢遺跡発掘調査報告容』

8 矢野武彦 『たたら製品の品質(1 • 2) J r金属材料』第9巻第9号および10号 (社)日本金属学会
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外観 断面マク口組織

、
断面ミク口組織

写真22 試料No.1 (遺物番号43)鉄浮の外観と断面マクロ・ミク口組織
断面ミク口組織

断面ミク口組機
写真23 試料No2 (造物番号210)鉄浮の外観と断面マク口・ミク口組織

断面ミク口組織
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外観

断面ミク口組織

第4節 中 ・近世の集{8・格的謝i'f.成果 10.欽部自然科学分析の成!荘

写真24 試料No.3 (遺物番号117)鉄浮の外観と断面マク口・ミク口組織

• • • 

写真25 試料NO.4(遺物番号354)鉄津の外観と断面マクロ・ミク口組織
断面ミク口組織
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外観
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断面ミク口組織

外観
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断面ミク口組織

• • 
断面マク口組織

写真26 試料No，6 (遺物番号264)鉄津の外観と断面マクロ・ミク口組織

• 

. ' n • 
• • . 
@ 

50.0μm 

写真27 試料No.7 (遺物番号44)鉄浮の外観と断面マクロ・ミク口組織
断面ミク口組織
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外観 断面マク口組織

断面ミク口組織
写真28 試料No.8 (遺物番号97)鉄淳の外観と断面マクロ・ミク口組織

断面ミク口組織

外践 断面マク口組織

断面ミク口組織
写真29 試料No.9 (遺物番号352)鉄浮の外観と断面マクロ・ミク口組織

断面ミク口組織
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• 
外観 断面マク口組織

断面ミク口組織
写~30 試料No.10(遺物番号353)鉄j宰の外観と断面マクロ・ミク口組織

断面ミク口組織

外観 断面マク口組織

断面ミク口組織
写真31 試料No.11 (漬物番号53)鉄津の外観と断面マクロ・ミク口組織

断面ミク口組織
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外観 断面マク口組織

断面ミク口組織
写真32 試料NO.12(遺物番号52)鉄津の外観と断面マクロ・ミク口組織

断面ミク口組織

外観 断面マク口組織

断面ミク口組織
写真33 試料NO.13(遺物番号50)鉄津の外観と断面マク口・ミク口組織

断面ミク口組織
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外観 断面マク口組織

鉄;宰領域マク口組織 拡大(銑鉄塊が鏑化したもの)

鉄津領域マク口組織
写真34 試料No.5 (遺物番号199)鉄浮の外観と断面マクロ・ミク口組織
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第 5節 中屋敷 l号墳の調査成果

1.中屋敷 l号墳の概要 (SZOl，第103"-'105図，第23表，図版50"-'52)

調査区の南東、 C105"-'C107、D105"-'D107グリッドで確認された。

古墳(古墳時代の方形台状墓・方形周溝墓の可能性も残る)は南側が既に削平等により消失しており、

北側のみが確認されただけである。

古墳 (SZ01)は埋葬施設が築かれる墳丘と、その周りに掘削された周溝(区画溝， SD04)で構成され

る。

SZOlは、草ヶ谷丘陵の先端付近、標高42m付近に築造された墳墓であり、当墳墓からは太田川形成

した平地部を見渡すことができる。墳丘の削平が進んでいることから、断言はできないが、近接する円

田丘陵上に築造された文殊堂古墳群などと異なり、単独で立地する蓋然性が高い。

2.墳丘の構造(第103・104図，図版50・51)

古墳の平面形は方形で、溝は隅角部が幅を狭める形状を呈するが、残存範囲では陸橋(古墳へ至る通

路)は確認できない。したがって、少なくとも北側には陸橋が築かれない古墳である。陸橋があったと

しても南側に築かれた可能性が高い。

墳丘の規模は、東西は北辺で約15.0m、残存する部分の南端で約16.3mで、ある。南北は約10m遺存し

ている。最も残りの良い北辺の規模から想定すると一辺15m前後の墳丘に復原で、きる。

周溝 (SD04)は、隅角部の幅が急激に狭まる形状であり、北側周溝の中央部付近が最も幅が広い。断

面形状はU字形である。周溝の規模は周溝北側で最大幅約3.9m、東側で残存幅約2.3m、残存する深さ

約0.3mで、ある。隅角部は北西側1.Om、北東憤側1山1.Omで

周溝幅カか当ら1.0m程急激に幅を狭めている。

3.遺物の出土状況(第104図，図版50)

遺物は、北側の周溝 (SD04)内から土器が出土した。北西隅角部付近の周溝底に接するように土師器

壷 l点 (400，第105図)は、底部を下にした状態で出土した。本来は正置状態で供献されていた可能性

が高い。

403は、400の東側、周溝 (SD04)北側の周溝底よりやや浮いた状態で出土した。40い 402は周溝

(SD04)内の覆土出土である。なお、 403については、古墳時代後期後半~奈良時代に帰属する土師器大

型台付費であり、直接古墳に伴うものではない。

また、 SD04は後世の破壊が著しく、江戸時代に帰属する鉄津なども出土している。

4.出土遺物(第105図，第23表，図版52)

北側周溝から、 4点 (400"-'403)の土師器壷・聾が出土した。ただし、 403については、古墳時代後期

以降の大型台付謹(小林1999)であり、 SZOlに直接伴うものではない。

400は、無文の単純口縁壷である。頚部はく字形で、口縁部は逆ハ字形に直線的に聞き、口縁端部は

丸く仕上げられる。胴部は球形の胴部で、胴部上半に最大径がある。底部は平底である。各部位の調整

は磨滅が著しく判別が難しいが、ハケ調整の痕跡は確認できない。胴部外面は全体的にミガキ調整が施

されており、内面は板ナデ調整である。口縁部は横ナデ調整が行われている。これらの特徴から古墳時

代中期前半に位置づけられる可能性が高い(註4)。
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第104図 中屋敷1号墳 (SZOl) 周溝 (SD04)土層断面図および漬物出土状況図

40い 402は土師器査の底部片で、平底である。 400と同様の形態、胎土の特徴を示すことから、同時

期に位置づけられる可能性が高い。

403は大型台付費の台部片である。弥生時代後期~古墳時代前期の台付費の台部と比較すると大型且

つ厚手であることなどから、 三河~遠江で用いられた古墳時代後期~奈良時代の大型台付聾の台部で、あ

る可能性が高い。外面には縦ハケメ調整が施され、台部底面は内側に折り返されている。

5.小結

築造時期 周溝から出土した土師器壷については、特徴が少なく時期を特定することは難しい。ハケ

メ調整が行われず、ミガキ調整のみである点や、胴下部の造作がやや雑である点を評価すれば、古墳時

代中期前半頃に位置づけられる可能性が高い(註4・5)

位置づけ 中屋敷遺跡では、この他に須恵器片が出土しており、古墳時代後期~終末期にかけての遺

跡が所在する可能性があるが、古墳と想定できる遺構はなく、単独で所在した可能性が高い。 隣接する

円田丘陵には古墳時代中期中葉~後葉に築造された文殊堂古墳群、林古墳群、宇藤蓮台古墳群などが築

造されており、それに先立つ古墳として重要な意味をもっ可能性がある。上述したように出土遺物から
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第105図 中屋敷 1号墳 (SZOl) 出土土器実測図

明確な時期を特定できないこ と、 墳丘の高さが明確ではないことから、評価が難しいが、中期前半の可

能性が高いことから、丘陵尾根上に群集墳が築造される前段階の古墳として評価しておきたい。

規模も、丘陵上に築造された古墳と比較した場合、最大規模に近く、古墳時代初頭まで築造された方

形周溝墓と比べても大きいといえる。
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第6節 中屋敷遺跡・中屋敷 l号墳の評価

1.中遠地域における中屋敷 l号墳の意義

(1)古墳の概要

中屋敷遺跡では、方墳(方形周溝墓の可能性も残る)である中屋敷 l号墳を確認した(註6)。埋葬施

設が失われていること、遺物が少ないうえ出土した土師器壷は特徴が少なく、詳細な時期を特定するこ

とは難しいが、無文である点、球胴化している点、ミガキ調整が多用される点、っくりがやや組雑であ

る点などから古墳時代中期前半に帰属する可能性が高い。

ここでは中屋敷 l号墳が古墳時代中期前半に造営されたものとして、中遠地域における古墳の変遷過

程の中でその存在意義について確認しておきたい。

(2)中遠地域の古墳の変遷からみた中屋敷1号墳(第106・107図)

天竜川東岸~原野谷川流域の中遠地域は、磐田原台地を中心として遠江では古墳が数多く築造された

地域であり、 100mを超える前方後円墳が築造されたのもこの地域である。これまでの研究により、磐

田原台地では古墳時代前期には磐田市松林山古墳や寺谷銚子塚古墳をはじめとして前方後円墳が複数築

造され、三角縁神獣鏡を副葬する古墳も多いが、中期前半になると前方後円墳が築造されず、大型円墳

となることが指摘されている(中嶋1996ほか)。一方で、中期中葉になると、再び磐田市堂山古墳をはじ

軍事田原台地南部 鋳回原台地東部 太田川中上流蛾 原野谷川下流犠西 原野谷川上流減

-仙

|
|
」
は
墨
江

• 審嗣1

T. t .l*~ 

奄

MT15(遠江E期)

※「一世干墳Jf 号噴Jf 古墳群Jは省略してしも.

※自紘きの古墳は、墳丘規模が不明で砲agできないことを示すの

第106図 中遠地域における主な古墳・古墳群の変遷
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3 

中屋敷1号墳

第107図 中遠地域における古漬時代中期前半の方墳

古墳 scale= 1 : 300 

大手肉土器 scale=1: 5 

中島敷土器 scale=1 : 8 

めとして前方後円墳が築造されるとともに、堂山古墳群や明ヶ島古墳群などの古墳群や初期群集墳の形

成が始まる(中嶋1995，中嶋ほか2002ほか)。このように中期前半は磐田原台地では前方後円墳が築造さ

れなかった時期に当たる一方、原野谷川流域の和田岡古墳群ではこの時期から前方後円墳の築造が開始

されていることから、大きな政治的な変動があった可能性が指摘されている(中嶋1995など)。

中屋敷1号墳の位置づけ 中屋敷 l号墳は、古墳の築造からみた場合の畿内の政治変動に関連した遠

江における社会変化があったと考えられる古墳時代中期前半に、古墳時代前期に主体的に古墳が築造さ

れた磐田原台地から離れて、それまでに古墳が築造されていなかった地域に築造きれていることから、

新興の小首長が古墳築造主体として考えられる。また、この中屋敷 l号墳はこの時期に形成された和田

岡古墳群などの成立契機と何らかの関連性をもって築造されたと考えられる。

さらに、中屋敷 l号墳の成立と関連性が窺えるのは磐田原台地の北西辺縁部に築造された磐田市(旧

豊岡村)大手内A6号墳(豊岡村教委2000)である。この古墳は19mの方墳で、埋葬施設は木棺直葬で

遺物も管玉だけと少ない。このA6号墳築造以前にA15号墳があるがやや時期差があり、 A6号墳の後、

連続的に古墳は築造されていないこ とから中屋敷 l号墳同様単独で中期前半に築造された古墳であり、

墳形と立地状況は類似している。

中屋敷 I号墳と大手内A6号墳は遠江において方墳が少ない時期に両者が方墳である点、築造時期や

規模が類似している点、古墳時代前期に主要な古墳が築造された場所から離れている点や継続して古墳

が築造されない点など共通点が多い。

したがって、中屋敷 l号墳は大手内A6号墳とともに古墳時代中期前半の畿内における社会変動に伴

う遠江における社会変動の影響により、畿内王権と新たに関係を取り結んだ可能性が高い集団が築造し

たもので、中屋敷 I号墳は円田丘陵周辺の小首長が築造した古墳といえよう。
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2.中世の中屋敷遺跡

今回の調査において、明確に中世の遺構と特定できる建物や遺構は少ない。現状ではSK30がこの時期

の遺構(中世墓)である以外は、土器 ・陶磁器が出土するのみである。

ここでは、土器・陶磁器を中心に中屋敷遺跡の特徴についてまと めておきたい。

(1)中世土器・陶磁器について(第31・32表)

①間磁器の傾向について

平安時代後期 中屋敷遺跡における中世以前の土器・陶磁器については、灰粕陶器が挙げられる。 浜

松市宮口窯産(松井編年III-2期， 10世紀後半)、掛川市清ヶ谷窯産(松井編年W期)の資料が出土して

第31表中屋敷遺跡 出土中世土器 ・陶磁器の構成

器種組成表 貿易陶磁分類一覧
項目 破片数 個体数 骨骨組名 分 明E 年代 破片数 側体数 | 

1哲111i?
皿l類 |司安黙系 JI[ 13CiliJ半

8 l'廠 1 30後~ 14CllíJ

83頼 15C中
小腕 。 。 青磁

碗類 組』品照系
E4軍i 15C後

土師貧土橋類 102+ 88+ 02軍i l5C後
ーーーーーー-ーー働ー--回目

カ‘わら付 80+ 80+ 不明 15C中つ

鍋翼E 22 8 不明 2 

その他 。 。 白磁 m類 小血 時期不明

1i¥'1fl産 80 5+ 
染付

腕鍛 C群 ↓ 5C末~15C前
ーーーーー--------ーー

狸 76 1+ 阻膏1 81群 15C中~後 4 4 

鉢 3 3 合計 14 12 

そのイ也

瀬戸・柴温度 85 40 山茶碗類分類一覧
--・ー・・・・・----ー.

天目茶碗 6 4 海1i1!i.渥奨系

腕類 I期 H期 回ー1M 回 2矧
破片

肌聖目 27 12 破片 個体 破片 個体 破片 個体 破片 倒体

卸皿顕 。 。
山茶碗 2 2 2 

間鉢 ・鉢 21 46 

!:l1・減額 3 
小腕

仏具類 G 。
その他 2 

小皿
不明 。 。

貿易陶磁 14 12 
合計ーーーーーー ー暢ー 7 5 2 2 2 

青磁 8 6 

腕軍i 7 5 産地別破片数 12 

111l頼 割合 92% 

般書1 。 。 fG張系 (知多) 合制

その他 。 。 3型式 4型式 5型式 5a型式
破片 破片 個体ー・--ー・・ー.ーーーーーー

白磁 I破片 倒体 破片 伺体 破片 個体 破片 伺体

腕曹l 。 。
山茶碗

肌喧1
12 9 

その他 。 。
小錦'曹司ー・----・ーーー-- 。 。

県付 b 5 

腕頼
小Jl1l

血熱 4 4 

よ :志戸呂練 25 9 
合計 13 10 

天目茶碗 。 。
L 

碗類 2 産地別破片数 13 

m類 割合 8% lω% 

盤類

畑鉢 21 6 土師質土器類分類一覧
!M.版膏1 。 。

探組 かわらり 伊勢鍋
内耳鍋 内耳鍋 鍔付鍋 内耳鍋

仏具類 。 。 (く字形) (内i奇形) (羽釜) (半球形)

その他 。 。
破片 個体 舷片 個体 舷片 個体 破片 個体 舷片 個体 破片 個体

天初m白皿岬茶敏鉢碗 i1l1 12 4 5 o 

7 

2 
80+ 80 10 8 3 2 2 

4 

※l 山茶腕以外の遺物の分敏及び年代観は事J川町教育安員会2∞or横地域跡総合餌査報告書一』
合間 によ る。

※2 山茶碗曹l分類一覧裂中の時期区分は湖西 ・4差損及び耳li道江般品は松井氏続年 (松井1993)、
調査面積(rri) 2，940 2，940 尾張(知多)劉品は中野氏編年(赤根 ・中野1994)による。 また、 I~ lI l舗のように複数時期

でしか餓別できなかったものは案分した。

rrlあた り点数 0_ 11 0_06 ※3 かわらけは16世紀代までのもので、報告書評に掲献した数量。
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第32表 中屋敷遺跡 出土中世瀬戸美濃系施糊陶器の構成

合計

いる。中屋敷遺跡では 7"-'8世紀に位置づけられる土器は出土しているものの 9世紀"-'10世紀後半の土

器・陶器は確認できないことから、 10世紀後半に再び人為が及んだと考えられる。ただし、灰紬問器の

出土数は少ない。

中世の土器・閤磁器 中世の土器・陶磁器については、第31・32表に示したように、山茶碗、土師質

土器、瀬戸美濃系施紬陶器、貿易問磁が出土している。施柚陶磁については碗皿類と鉢類、翠が大部分

である。また、貿易陶磁についても碗皿類のみで、威信財とされるような査瓶類などは出土していない。

山茶碗 山茶碗は知多産が若干出土しているが、渥美湖西産が大部分を占める。出土器種は山茶碗と

小皿があるが、渥美湖西産は碗のみであり、唯一出土した知多産が小皿である。渥美湖西産のものは、

松井編年 I期~皿期 (12"-'13世紀)まで出土しており、 I期(12世紀前半)の製品が多いものの、全体

数は少ない。

瀬戸美濃系施柚陶器(古瀬戸段階) 瀬戸美濃古瀬戸段階は、前期・中期の製品は一切確認できず、

後II期 (14世紀末"-'15世紀初頭)の天目茶碗 l点を初現とする。後皿(15世紀前半)"-'N期古(15世J紀
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中葉)の製品では、耳付水注、四耳査などの壷類が l点ずつ出土している。

一方、後W新期段階(15世紀後半)になると腰折皿、縁紬小皿などの皿類と揺鉢を中心として出土し、

盤類が若干出土するが、前段階にあった壷瓶類は確認できない。この時期に成立した古志戸自の播鉢も

出土しており、新たな陶器の入手先に加わっている。

出土数が全体的に少ないため遺跡の評価を断定することは慎重にならなければならないが、古瀬戸後

回期~後W新期の壷類から碗皿類、措鉢への組成器種の変化は遺跡の性格の変化を示すのであろうか。

瀬戸美濃系施紬陶器(大窯段階) 瀬戸美濃大窯段階では、古瀬戸N期新段階の傾向を引き継ぎ、碗

皿類と播鉢を中心として出土するものの、出土数自体は古瀬戸段階からの大幅な増加は確認できない。

出土した器種は、端反皿、天目茶碗が大窯 1(1 5世紀末~16世紀第 I 四半期)・ 2 期(16世紀第 2 四半期)

で、大窯4 期(16世紀第4四半期~17世紀初頭)に志野丸皿や大皿が出土している。大窯 3期 (16世紀

第3四半期)の製品は、播鉢のみである。

一方、大窯3期後半と同時期と想定されている初山の製品が確認でき、内禿皿、天目茶碗、播鉢が出

土しており、施柚問器の入手傾向が変化している。また、大窯4期には瀬戸美濃の碗皿類が引き続き入

手されているが、志戸呂製品の碗皿類が加わっている。

土器の出土数の傾向については数量を把握していないため明確には示せないが、続く江戸時代(近世)

では、瀬戸美濃製品よりも志戸呂製品の方が多い傾向にあり、瀬戸美濃では天目茶碗、志野丸皿、菊皿、

灯明皿、腰錆、片口、播鉢などが出土する一方で¥志戸目では天目茶碗、筒形碗、内禿皿、香炉、蓋、

壷51類など若干の組成の差異がありそうである。この組成の差異が大窯3・4期まで遡るかどうか明確

ではないが、瀬戸美濃産と初山・志戸日産陶磁器で入手する器種が異なっていた可能性がある。

常滑 常滑製品では蜜片を主体として小型土費、片口鉢、鉢が出土している。時期が推測できるもの

としては 15世紀前半(古瀬戸後田期併行期)と、 16世紀前半(古瀬戸大窯 1~2併行期)であり、瀬戸

美濃製品の時期と一致している。

貿易関磁 青磁・白磁・染付が出土している。全体数が少なく、出土した器種は上述したとおり碗。

皿のみで、威信財と想定されるような製品は出土していない。

青磁では13世紀前半に位置づけられる同安窯皿、このほかはすべて龍泉窯産で13世紀後半~14世紀前

半に位置づけられる龍泉窯B1類、 15世紀中頃の B3類、 15世紀後半のB4類・ D2類の碗である。白

磁は時期不明の小皿 I片である。染付は、碗皿類で、 15世紀中頃~後半の端反皿B1群が4点とやや多

く、皿は15世紀末~16世紀前半の C群である 。

出土した貿易陶磁器は、山茶碗や瀬戸美濃系施柚陶器と同時期のものである。

なお、すべての数量を確認した中世陶磁 (常滑奮を除く)と掲載した陶磁器だけの破片数を比較して

も、近世陶器の方が圧倒的に多いことを報告しておきたい。

②土師質土器の傾向について

鍋類について 土師質鍋については、(南)伊勢系内耳鍋、く字形内耳鍋、内湾形内耳鍋、半球形内耳

鍋、鍔付鍋(羽釜)が出土している。いずれも出土数は少なく、伊勢系鍋、半球形内耳鍋はそれぞれ I

破片しか出土していない。

(南)伊勢系内耳鍋は頚部の破片のため時期を特定できないが、 14世紀後半~16世紀前半の一時期に位

置づけられる可能性が高く、他の土器・陶磁器の傾向からは15世紀後半のものであろう。ここでは中世

に位置づけているが、内湾形内耳鍋は江戸時代前期(前半) の可能性が高い。鍔付鍋は15世紀後半~16

世紀初頭である。

かわらけについて(第108-116図) かわらけについては江戸時代までの様相についてみておきたい。

かわらけは、松井一明氏の編年(松井1993) による 16世紀後半~18世紀後半のものが出土してい る 。
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出土数としては、 17世紀前半のかわらけが前後する時期のか

わらけと区分が難しいこ とから少なくなる傾向にあると思わ

れるが、 16世紀後半が80個体と多く、 17世紀代は30個程度で、

18世紀になると増加する傾向にある。 18世紀後半のものは減

少し、 10個に満たない。

以下にそれぞれの時期のかわらけの法量による特徴をみて

おきたい。

まず、 ロクロ成形かわらけでは16世紀後半のものは、口径

10cm以上、器高3.0cm以上のものと、口径8cm以下、 器高2.0

cm以下のものに分かれる可能性が高い(第109図)0 17世紀前

半のものは全体的な数量が少ないため断定はできないが、 16

世紀後半と比較すると 8cm以下の小型のも

のが減少する傾向にあり、続く 17世紀後半

と同様の傾向を示している。 17世紀後半の

ものは10cm以上で、約3.0cm以上の大型のも
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第5車中屋敷遺跡

8'"'-' 10cmで、1.5'"'-'2. 5cmの中型ものが

あるが、 小型の割合が少なくなる。大型、

小型という大きさによる区分がなくなる傾

のと、

向にある。

18世紀前半になると、口径lOcm以上、器

高約3cm以上のものが減少し、 8'"'-'10cmで、

器高が1.5'"'-'3. 5cmのものが増加する。 18世

紀になると口径が小さくなる傾向にある。

また、口径8cm以下で、器高2.0cm以下の

個体が増加する。 18世紀後半には口径lOcm

以上のものがなくなり、口径8cm以下の小

型のものが大部分となる。この傾向は上述

した弥勅平遺跡の18世紀代のかわらけの傾

向と合致している。

ロクロ成形かわらけでは16世紀代までが、

口径12cm前後のものと、 8cm前後のものに

法量分化していることが指摘されている

(松井1993)が、中屋敷遺跡のかわらけの

様相からも明らかとなる。

17世紀前半まではその傾向を維持してい

るようであるが、 17世紀以降、大型と小型の中間的な大きさの割合が増加し、18世紀前半には大型は出

土数の 1/3以下となり、 18世紀後半にはほとんどなくなり、小型だけの器種組成となる。

つぎに非ロクロ成形かわらけであるが、出土数自体が13片と少なく、傾向を把握し難いが、 16世紀後

半から18世紀後半まで数点ずつ出土している。 多くのロクロ成形かわらけの中、数点の非ロクロ成形か

わらけとし寸器種組成が継続していたことがわかる。非ロクロ成形かわらけが使用され続けた理由につ

いては明確にできないが、天竜川以東にあって、ロクロ成形のみの構成にならず、非ロクロ成形かわら

一一寸
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第6節 中底r<遺跡 ・中園般 l号績の静価

けが江戸時代中期まで継続している点は注目すべきである。

非ロクロ成形かわらけは、時期が下るに従い碗形態から、皿形態へと変化しているようで、口径は10

cm以上と大型のものが多いが、時期が新しいものに器高が低いものが多い。また、ロ クロ成形かわらけ

は時期が新しくなるに従い口径が小型化する傾向があるにもかかわらず、口径10cm以上のもので推移し

ている点はロクロ成形かわらけと対称的である。
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第116図 中屋敷遺跡 出土かわらけの時期別組成

一一つ なお、第117図には、この分析に基づき中屋

-_-一一 “一 一| 敷遺跡におけるかわらけの時期別組成を示した。

③中世土器・間磁器からみた中屋敷遺跡の動向

中世土器・陶磁器の時期別出土数からみると、

灰柚陶器・猿投窯折戸53窯併行期以降(10世紀

後半)'"山茶碗 (渥美湖西国 2期， 13世紀後

半)段階と、古瀬戸後II期(15世紀前半)'"大

窯期(17世紀初頭)の2時期に区分することが

できる。 13世紀後半にあたる山茶碗渥美湖西田

2期から減少し、この中間期にあたる14世紀

前半~後半の資料がなく、中屋敷遺跡の中世段

階は中屋敷遺跡中世 I段階(10世紀後半"-'13世

紀後半)と中世II段階(15世紀"-'17世紀初頭)

に区分することができる(註7)。

出土した土器・陶磁器の産地や器種の傾向か

てこ 可亡ヨコ亡 司
非ロウロ成形 非ロクロ成形

16世紀後半 17世紀前半

「一一 一一一一

破片数

90lー雨古語
80 I 土師賓土器

70 

60 f- 一一一一一一一一一
n

u

n

u

n

u

n

U

《

U

n

U

R
u

au守
内

d

n

，ι
4

1

者没者世 4没者没者世.&-
4ト今や今や今奇ト ・与 やゆ
ややや や や や や や や や

(\~~ (\~'r (>..~"Ç"' ~争必ルル必 J争身、v ヘv 、， 、d ヘF ‘「、d ヘ"・，-

時期を特定できない破片を除~J

第117図 中屋敷遺跡 出土中世土器 ・陶磁器の

時期別出土破片数

ロヲロ成形

ロヲロ成形 ロヲロ成形

非ロヲロ成形 ヨドロヴロ成形 非ロヴロ成野手

17世紀後半 18世紀前半 18世紀後半

scale=1 : 4 

らみる と、中世 I段階は宮口窯産・清ヶ谷産灰柚陶器と渥美湖西産山茶碗であり、近接地から入手する

とともに、同安窯産の青磁が I点出土している。

中世II段階は瀬戸美濃製品を主体的に入手するが、志戸呂窯や初山窯の製品は瀬戸美濃製品を補うよ

うな形で入手していた可能性がある。中世H段階には急激にかわらけの出土量が増加することから、中

世墓SK30が確認されたように、土墳墓が複数営まれていた可能性が高い といえる。

(3)中世の中屋敷遺跡と武藤氏、香勝寺との関係

武藤氏について 中屋敷遺跡が所在する草ヶ谷地区は一宮荘代官であった武藤氏の本拠(居館)があっ

た場所で、武藤氏との関連性が深い。草ヶ谷陣屋敷には現在も当時のものとされる土塁が残る(森町史

編さん室1999)。また、香勝寺では、 1967年の本堂建立に伴い、五輪塔・宝箆印塔・一石五輪塔が発見

された。これらは武藤氏一族の墓 (供養塔)と想定されている。

武藤氏については不明な点が多いが、将軍足利義教自らが裁許した案件を記録した『御前落居記録』

に永享4 (1432)年12月2日、代官 (一宮荘代官職)大谷豊前入道玄本と争って武藤用定が一宮荘代官

職となったことが記されており、 中屋敷遺跡中世II段階は武藤氏が代官となった時期と合致している。

また、武藤氏は戦国時代には武田側に組みし、天正9 (1581)年高天神城の戦いで徳川家康により武藤

氏定が討ち死にしている。その後、 1590年の山内一豊の掛川城入城により現在の森町域は山内氏の実質

的支配を受けるようになった と考えられることから、武藤氏の影響は中世末までであった可能性が高い。
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第6節 中屋数遺跡 田中屋敷 l勾墳の評価

武藤氏の室町時代以前の記録は、『吾妻鏡』に遠江の守護代であった武藤氏は、初代遠江守護安田義定

の使者として治承5 (1181)年3月に武藤五郎が遠江から鎌倉に参着したとある程度でその本拠や活動

記録については定かではない。

香勝寺遺跡について 香勝寺遺跡の第二東名建設に伴う移転候補地の調査では、堀跡 (15世紀か)の

ほか土坑、小穴が出土した。堀跡は香勝寺の南東約50mのところで確認され、幅1.5m、深さ0.7m程で、

ある。この堀は南北に延びる丘陵に直交するように掘り込まれており、屋敷地を囲む溝と考えられる。

香勝寺遺跡出土の遺物は12世紀'"13世紀前半のものが多いとされる(広川2005.森町史編さん委1998)。

遺物から想定される香勝寺の盛行時期は12世紀後半'"13世紀と堀が埋め戻された15世紀代であると想定

できる。また、香勝寺遺跡の北端に位置する香勝寺の本堂部分では武藤氏に関係する石塔などが確認さ

れており、 15・16世紀のものである。したがって、香勝寺遺跡も遺跡の盛期を I期と II期に区分できる。

つまり、香勝寺遺跡の盛行時期と中世の中屋敷遺跡の存続時期はほぼ一致しており、非常に関係の深

い香勝寺遺跡群として認定でき、今後は草ヶ谷地区の遺跡全体を通して検討していく必要がある。

武藤氏と中屋敷遺跡との関係 中屋敷遺跡の中世 I段階については武藤氏が14世紀代の空白期間があ

り武藤氏がこの中世 I段階まで、遡って草ヶ谷地域に本拠を置いていたか明確で、はないため、武藤氏との

関連性は不明で、ある。

中世H段階については、武藤氏の一宮荘代官の就任と中屋敷遺跡の成立はほぼ軌をーにしており、ま

た中世(16世紀後半)までは墓地であったものが、後述するように江戸時代には掘立柱建物で構成され

る集落に変化したと考えられ、武藤氏の衰退とこの変化も一致している。

したがって、武藤氏の居館が置かれたと想定される場所からは200m以上離れているが、中世II段階

の成立と遺跡の性格の変化が武藤氏の一宮荘代官就任と衰退とほぼ一致することから、中世II段階は武

藤氏の盛衰と関連していたと推測したい。
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3.近世の中屋敷遺跡

( 1 )掘立柱建物について(第118'"120図)

掘立柱建物については、柱穴から出土した遺物に基づき、最も遡る可能性が高い時期について記載し

ているが、上述した中世土器の傾向からみた場合、柱穴内から出土した土器からは16世紀後半以降に位

置づけられる建物しか確認できておらず、大部分の建物は江戸時代の土器・陶磁器が出土しているため

掘立柱建物の多くが江戸時代に建設されたものと推測し、それ以前の遺物については、中世墓の蔵骨器

や供献されていた副葬品が建物構築の際に破壊され、柱穴内に混ざり込んだ可能性が高いと想定してい

る。

ここでは、確認した掘立柱建物の傾向についてまとめておきたい。

中屋敷遺跡で確認された掘立柱建物は、第120図に示したように梁間×桁行で 1x 2問、 1 x 3問、

1 x 4問、 2x2問、 2x3問、 2x4問、 2x5問、3x4問、 3x5聞が確認できる。方形、長方
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第118図 中屋敷遺跡損立柱建物間数別出土数
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第119図 中屋敷遺跡掘立柱建物規模分布図(群別)

形の外側に壁をもっ建物が多いが、中には総柱ある

いは内部に壁をもっ建物の可能性があるもの

(SB30・SB44など)、庇付建物の可能性があるもの

建物 (SBlO・ SB30・SB44)が確認できる。

建物は 1x 2問、 1 x 3問、 2x2聞などの柱数

が少ない、小規模な建物が多く、 3x4聞や 3x5

聞の柱数が多く大型の建物は少ない。また、第119

図に示したように、掘立柱建物の群ごとに大型の建

物と小型の建物が存在している。後述するように文

化年中の草ヶ谷村絵図(第124図)をみると、方形、

長方形の建物が確認できるとともに、大きさの差も

確認できること、さらにそれらが柵で固まれている

こと を勘案すると、各建物群は大小の異なる規模の

建物や平面的な特徴をもっ掘立柱建物で、構成されて

いたと考える。

また、報告でも述べたとおり、中屋敷遺跡で確認

した掘立柱建物は身舎柱が正対せず、柱聞の間隔も

一定しない建物が多く、規格性が低い建物で構成さ

れているといえる。また、掘立柱は少なくとも礎石

や根固め石は用いられておらず、香勝寺遺跡内に所

在する中世の宗松院が礎石建物であることと比べれ

ば、簡易な建物といえよう。

なお、後述する鉄津の出土傾向からみた場合、 E

群周辺で鍛冶が行われていた可能性が高しこれら

の掘立柱建物群はこの鍛冶作業に伴う鍛治場、物

置・倉庫、住居であった可能性が高い。

(2) r鍛冶屋敷J と鍛;台関連遺物について~江戸時代の鍛治"'(第121'"123図)

中屋敷遺跡が所在する森町草ヶ谷の丘陵上は、「鍛冶屋敷」という名前が残り、「鍛冶屋下J などの屋

号もみられることから、農鍛冶を行った集落であることが想定されていた (広川2005，森町教委2007)。
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~6節 中屋敷遺跡・中原敷 l号墳の評価
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第120図中屋敷遺跡掘立柱建物分類図
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国土鹿棟は日本測地系に基づく

グリッド別鉄浮出土数

森町教委による中屋敷遺跡の第 I次調査では、遺跡の中央北側で調査が行われたが、鍛冶関連遺構や遺

物は出土していない。しかし、第2次調査に当たる今回の調査では、近世に帰属する可能性が高い鍛治

関連遺物が多数出土した。 これによりこの地名が当時の集落の特徴を示す名前であることが証明された

といえる。以下では、当遺跡で、行われた鍛冶について纏めておきたい。

鉄津について 出土した鍛治関連遺物は主に鉄津であり、約160点が出土した。これは遺構や遺構面

に掘り込まれた撹乱坑からの出土であり、表土部分にはさらに多くの鉄津が含まれていたと考えられる

が、詳細は不明でらある。大きさは、 43・97・352のように10cmを超え、 200g以上のもの"-'10g以下の小

さなものまで確認でき、 100gを超えるものは 5点と少なく 、大部分が10g以下の小型の鉄津で、ある。

鉄津は調査区全体に均等に分布しているわけではなく、 Ci05グリッドに約100点と集中する。また、

C105グリッド周辺のグリッドからやや多く出土している一方で、、調査区西側 (A区)ではほとんど確認

されていない。また、大型の鉄津もこのC105グリッド周辺から出土している。したがって、遺跡の中

央から東側で鍛冶が行われた可能性が高く、特に鉄津が多く出土したC105グリッド周辺で鍛治が行わ

れていた可能性が高い。鍛冶関連遺構は確認できなかったが、 C105グリッド周辺には掘立柱建物E群

E群の掘立住建物は鍛冶工房であった可能性がある。

中屋敷遺跡第123図
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第6節 中屋敷遺跡・中屋敷 l号績の評価

自然科学分析の結果 鉄津の成分分析の結果、中屋敷遺跡で出土した鉄津は精錬鍛冶と小鍛冶に伴う

鉄津であることが判明しているが、鉄津に含まれる成分により一度鉄製品にされたものを廃材として再

溶解した段階に伴うものと考えることができる(第4節第10項自然科学分析参照)。

中屋敷遺跡の鍛治 中屋敷遺跡では、掘立柱建物E群で廃材を再利用し、それを一旦溶解し鉄素材を

精製した後、再度製品を生産する精錬・ 小鍛冶の工程が行われた可能性が高いことが明らかとなった。

ただし、製鉄作業などの大鍛冶が行われた可能性は低く、廃材を再加工し、農工具などを生産する農

鍛冶が行われていた可能性が高い。

(3) r草ヶ谷村J の絵図からみた江戸時代の中屋敷遺跡

江戸時代の中屋敷遺跡について考える上で重要な絵図面が残されている。

森町草ヶ谷(註8)に残る文書 (古絵図)には(第二東名記念誌編集委2005-23頁)、江戸時代後期の

文化年間 (1804"-'1818年)の絵図(第124図)、明治初期に作成された絵図(第125図)が残る。このうち

文化年間の絵図 (以下，『文化絵図.1])の中央やや上に「香勝寺J、その左に「走り谷田池」、「中山寺」な

どの地名が確認でき、下に 「宗松院」の文字が確認できる。この絵図と明治初期の絵図(以下，『明治絵

.， J内

F、

0¥ 
，.4.，
 

'一

文化年間 (1804~ 1818年)に描かれた草ヶ谷村の絵図面。 中央やや上が香勝寺、そこから南に向かって伸びる道の東西に建物
が確認できる。中屋敷遺跡は道の西側(図左側J)の南端部分に当たる可能性が高し、。絵図の建物を観察すると、寄棟造の建物と
切妻造の建物が確認でき、方形の建物、長方形の建物が確認でき、数棟の建物が柵で因われていることが分かる。

第124図 中屋敷遺跡周辺の絵図①(文化年間の草ヶ谷村絵図)
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第5車 中島敷遺跡

f 

明治初期に作成された絵図。 中央やや上に香勝寺があり、そこから南西に向かつ

て道が伸び、その道がく字形に折れる部分の左下に中屋敷がある。 この道の形状

は現在と同様であり、この時期には中屋敷品、う地名で、あったこ左が分かる。残念、

ながら、遺跡の性格を特定するような記載は確認できない。

第125図 中屋敷遺跡周辺の絵図②(明治初期の草ヶ谷村絵図)

図』を比較すると、今回発掘調査し

た場所が江戸時代の「中屋敷Jの集

落であることは間違いなし文化年

間には少なくとも香勝寺周辺で20棟

弱の建物が建てられていた可能性が

高い。また、香勝寺から中屋敷まで

の間で20棟であり、中屋敷と想定き

れる部分には4棟である。

中屋敷遺跡で確認された掘立柱建

物は60棟近くに及ぶが、出土遺物か

らみた場合、江戸時代前期から明治

初期までの350年間の継続が確認で

きるうえ、近現代まで建物が造り続

けられたとすれば、同時期に存在し

ていた建物は多くないと予想できる。

20"'30年周期で建て替えが行われた

とすれば、 100年で3，..，.，4回、 350年

で10'"'-'15回の建て替えとすれば、同

時期には4，..，.，6棟程度が建っていた

可能性が高い。この想定からすれば、

この文化年間の絵図とは矛盾しない

程の建物数である(註9)。

また、草ヶ谷村の文化年間の絵図(第124図)では、建物の周囲に柵が描かれており、少なくとも周囲

に柵をめぐらす建物であったと想定できるが、中屋敷遺跡の発掘調査では、残念ながら検出することは

できなかった。建物の柱は強度を高めるため深くまで根入れするが、柵は簡易なため根入れが浅く、後

世の耕作などにより削平きれた可能性が考えられる。

このように、 草ヶ谷地区に残る絵図面と今回の中屋敷遺跡の発掘調査成果を比較することで、江戸時

代には方形、長方形の建物で、大きさの異なるものが同時期に存在し、それらが柵で囲まれていること

が判明する。村の産業については絵図面には記されていないが、中屋敷遺跡の発掘調査の成果や地元に

残る屋号「鍛冶屋敷」や 「鍛冶屋下」から、鍛治業を営んだ村であった可能性が高い。
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第 5意中屋敷遺跡

註(第5章)

I 中屋敷遺跡の掘立柱建物について評価する場合、梁と桁が直交し、柱間間隔が一定のものを 「規格性(精度)が高いJ とし、

設計図に基づき番匠が建築した可能性があるものを意味する。これを基準に梁と桁が直交するが、柱聞が一定でないもの、あ

るいは梁と桁は直交しないが、柱闘が一定であるものを「やや規格性の低しり建物とし、梁と桁が直交せず、また柱聞も一定で

はないものを f規格性が低い』建物とする。したがって、「規格性が低いJ としたものについても、全く無計画・無設計であっ

たというわけではない。

2 掘立柱建物の時期については柱穴から出土した遺物の時期により決定するが、中世後期においては中世墓が築かれており、

墓地と集落が同時期に営まれていた可能性は低いと考えている。栂立柱建物の多くが江戸時代以降に建設されたものである こ

とから、中世墓を破壊して掘立柱建物を建設したことで柱穴に中世の遺物が紛れ込んでいる可能性があるため、ここではその

可能性を考慮して、鍛立柱建物で中世後期まで遡る可能性が高いものについては、「中世後期以降江戸時代」とし、江戸時代の

陶磁器が出土したものについては「江戸時代J と表記する。

3 中屋敷遺跡の灰粕陶器・山茶碗・管磁・かわらけについては松井一明氏に、瀬戸美濃系陶磁器など中近世の陶磁器について

は藤津良祐氏に分類していただいた。また、分類にあたり足立)1慎司氏、池谷初恵氏、河合修氏、 i誕口彰啓氏、山本智子氏に御

教示を得た。

4 浜松市文化財課鈴木敏則氏、鈴木一有氏の御教示による。

5 r森町円四丘陵の遺跡J(静岡埋文研2006)などで、古墳時代初頭の方形周溝墓としていたが、ここで、それらの記述を訂正す

る。

6 なお、中屋敷l号境の周泌の幅が隅角で狭まるという弥生時代の方形周溝墓に見られるような特徴があり、この特徴は古境

時代中期にはみられない特徴であること、一方で周溝から古墳時代後期以降の遺物が出土していることから、古墳時代中期の

方墳ではなく、方形周潟基や古墳時代後期以降の古墳の可能性も残る。

ただし、報告したように土師器壷が周泌 (S004)の底面から出土し、 遺存状況も良好であったことから、新しい時期に流れ込

んだ、あるいは持ち込まれたとは考え難いため、古墳時代中期の古墳(あるいは墳丘の低い方形周溝墓)の可能性が高い。

7 ただし、土器・陶磁器が出土していないこと は遺跡が形成されていなかった証拠とはならず、土器・陶磁器ではない容器が

利用されていた、あるいは山茶碗などの大量消JL:からの脱却があり、廃棄されるEが減少したなどの要因も考えられることか

ら、ここで時期区分するのは土器・陶磁器からみた様相であることを記しておきたい。

8 内山奨穏による 『遠江風土記侍』 によれば、「南周智郡』の項に 「九 園田郷」があり、「闘田郷又園田郷といふ、村八、

倭名の田椀郷曾能郷を混雑するか、天正前に一宮の神領五箇郷の内、水田なり、凡そ幽田郷に属する村々は、園田恨の水を

注いで以て苗田を作るなり、村印に園田と書く、蓋し園田か、又田椀の転ずるか、印に従って改めず

草箇谷 高は四百八十三石八斗三升Jとあり、香勝寺、中山寺、宗松院なとeについての記載がみられ、草ヶ谷村に残る絵図面

には、この「草箇谷J に所在した寺院がすべて記載されている。

9 ただし、文化年間の絵図に示された建物は、いくつかのタイプの建物があり、柵で固まれている こと、 中屋敷遺跡では掘立

柱建物群がいくつかのグループに区分することができることからすると、同時に存在したいくつかの建物群のうちの I建物群

を表現した可能性もある。

図の出典(第5章)

第106図 中嶋・大谷・田村2002より該当箇所を抜粋し、加筆。

第107図大手内A6号墳豊岡村教委2000より引用。

第124図 第二東名記念誌編集委員会2005より所有者の許可を得て転載。

第125図 第二東名記念誌編集委員会2005より所有者の許可を得て転載。

※参考文献は19い 192頁に記載している。
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付編 l No.118地点出土遺物

第 I節 No.118地点 「長者屋敷」推定地の概要

1.概要

No.118地点は、森町円田字藤小地名に位置し、太田川の流れる沖積平野の西側丘陵地、そのうちの一

支谷の最奥部に位置する。当地点は、周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、後述するように「長者屋敷」

とよばれる屋敷地が存在したとの言い伝えや、土塁により池 u宇藤の池」という)を造成した部分が存

在したこ とから、第二東名高速道路建設に伴って確認調査対象地として選定した(静岡埋文研2004)。

2. r長者屋敷J について

北垣遺跡や文殊堂古墳群、林古墳群の尾根の合間は、「宇藤ノ谷Jと呼ばれ、この谷の中央部に江戸時

代の延宝以前(慶安3 (1650)年という説もある)に大名山口備前守の許可を得て、池が造成され、「宇

藤の、池」と呼ばれていた。江戸時代の粟倉村の絵図にも、この池と想定されるため池が記載されている

(第二東名記念誌編集委2005-23頁)。その奥に時代は不明確であるが「長者屋敷Jがあったこ とが伝承

されている (北島2005)が、上記した溜池の絵図には屋敷は記載されていないことから、江戸時代以前

の屋敷があったことが想定されている (北島2005)。

粟倉にある 「大垣戸」からこの谷を通過し宮代方面へ抜け、小国神社へ至る 「勅使道J が存在したこ

とが想定されており、この谷は小国神社との関係において非常に重要な場所であったと想定されていた。

第126図 No. 118地点の位置と試掘溝配置図
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第2節 No.118地点 「長者屋敷」推定地出土遺物

1.調査の概要

第二東名建設に先立つ確認調査では、下記の遺物は出土したものの、屋敷や士塁の痕跡は確認できな

かった(静岡埋文研2004)。

出土遺物には、須恵器、瀬戸美濃、志戸呂、常滑、かわらけなどがあるが、遺構が確認されなかった

こと、 No.118地点を取り巻く、丘陵上には古墳や横穴墓、古墳や横穴墓を利用した中世墓、斜面に築か

れた中世墓・近世墓などが所在するとともに、丸山砦が所在したと想定されていることから、丘陵上位

からの流れ込みと判断した。

ここでは、 No.118地点から出土した遺物について簡略に報告する。

2.出土遺物(第127・128図，第33・34表，図版53・54)

出土遺物には、須恵器、瀬戸美濃(古瀬戸・大窯・登窯)、常滑、初山、志戸呂、肥前、内耳鍋、かわ

らけ、鉄砲玉、砥石、土製品あるいは鍋の把手か、が出土している。

須恵器 須恵器(1)は平瓶の口縁部の破片である。湖西産で、遠江須恵器編年W期前半 (7世紀前

半)に位置づけられる可能性が高い(鈴木2001)。

北側から東側の尾根斜面に宇藤横穴墓群が形成され、西側の尾根上には林古墳群が所在することから、

それらに伴う遺物が流れ込んだ可能性が高い。

古瀬戸 古瀬戸~大窯期の製品では、播鉢5点 (8"'12)がある。口縁部や磨目の特徴から古瀬戸後

lV新期~大窯 I期に位置づけられる(藤津1991・1995a・2005，註 1)。

瀬戸美濃(大窯期) 瀬戸美濃の大窯期(中世後期)の製品としては、端反皿5点 (3"'7)があり、

志野丸皿(17)がこの時期の可能性がある。

端反皿は口縁部片2点 (3・4)、底部片3点 (5"'7)で、 7は見込みに印花文が施されている。形

態からは、大窯 lか2期に位置づけられる可能性が高い(藤津1987・1995a)。

志野丸皿(17)は底部小片であり、大窯最終段階か登窯初期の製品であろう(藤津1987・1995a)。

瀬戸美濃(登窯期) 瀬戸美濃の登窯期(江戸期)の製品としては天目茶碗2点(18・19)、碗 l点 (20)、

香炉2点 (22・23)、不明 (21)、皿(丸皿か)の底部片3点 (24"'26)、壷か I点 (27)、播鉢l点 (28)

がある。

すべて江戸時代に位置づけられる。天目茶碗(18・19)は登窯第6小期、香炉は23が登窯第5小期、

22が登窯第6"'7小期、皿 (24"'26)は登窯5"'7小期、播鉢 (28)は登窯第3小期に位置づけられょ

うか(藤津1987)020・21・27は小片のため磁器を特定することは難しい。

これらの瀬戸美濃の登窯期の製品の時期からみると、登窯第6"'7小期の製品が多い。

内耳鍋 内耳鍋(14)は内湾形内耳鍋の口縁部の破片で、やや内湾しているが、頭部からほぼ垂直に

立ち上がり、口縁端部は水平面をもっ。非常に硬質に焼き上がっている。この特徴から、 17世紀前半に

位置づけられる可能性が高い(金子2005)。

このほか、鍋の把手の可能性のある土師質の製品 (30)がある。鍔付鍋の破片の可能性が高いと考え

るが、断定はできない。

肥前 広東碗の可能性が高い磁器染付碗 (29)が出土した。高台に一条の横線が確認できる。江戸時

代に位置づけられる。
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第127図 No. 118地点出土漬物実測図①

かわらけ かわらけはロクロ成形かわらけ破片が多く出土しているが、小片が多く、図示できたのは

2個体である。非ロクロ成形かわらけ片は存在しない。

15は小型のもので、口径7.9crn、底部径4.3crn、器高1.9crnで、ある。 17世紀後半'"'-'18世紀前半ごろに位

置づけられる。 16は大型のもので、底部は焼成によるゆがみか上げ底である。口縁部はやや外反するも

ののほぼ直線的に外上方に向かつて伸びる。 17世紀前半に位置づけられる可能性が高い。

鉄砲玉 鉛製の鉄砲玉 l点 (31)が出土した。直径1.3crnで、ある。No.118地点東側の尾根には丸山砦が

存在したとされており(森町史編さん委1998)、遺構は確認されなかったが、それに伴う戦国期の遺物で
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第128図 No. 118地点出土漬物実測図②

あろうか。

砥石砥石片が出土した、断面長方形で、非常に質がよいことから、近世以降の砥石で、明治以降の

可能性もある。残存面には、細かい削り痕が残る。石材は凝灰岩である。
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付編 No.118地点出土遺物

第33表 No目 118地点 出土土器 ・問磁器観察表

抑図 図版 細別 十品種 部位 残存 口径 底径 告書iDi 色間(外商) 色欄(内面) 時期 耐1考
54 須恕掛 平1阪 口給i胃 20 (6.3) 灰白(2.5Y7/1) 灰白(2.5Y7/1) 古噴軒末開(7世配醐半l

初山 天日茶碗 口縁~体部 灰赤(2.5YR5/2) 灰赤(2.5YR4/2) 大烈3
瀬戸美浪 端反肌 口総 10 (12.0) 淡賞(7.5Y8/3) 1良質(7.5Y8/3) 大熊 lか2

53 
瀬戸挺浪 地反JI[ ロ緑-1宇部 10 (14.3) 1夫前(7.5Y8/3) j主演(7.5Y8/3) 大熊 lか2
瀬戸美濃 自出反肌 底部 10 (5.7) 灰白(lOY8/2) 灰白(lOY7/2) 大熊 lか2
瀬戸英濃 制反皿 底部 5 (5.8) 灰白(7.5Y8/2) i:Ji.質(7.5Y8/3)

大照 Iか2 l| -椛支

11 l7 8 0 z l 

瀬戸英浪 ~品反llJl 底部 灰白(lOY7/2) 灰白(lOY7/2) | 大網 IかZ
古瀬戸~瀬戸実演 畑鉢 口綜 灰赤(2.5YR4/2) 赤灰(2.5YR4/1) 後Nffr-大熊 1I 

127 古瀬戸~瀬戸鈍i揖 何鉢 口ぬ部 7 (31. 0) l時赤灰(7.5R4/1) II~赤灰 (7. 5R4/1 ) 後W新~大綱 l

54 
古瀬戸~瀬戸興演 間鉢 ロ隊部 i亦灰(2.5YR4/1) 赤灰(2.5YR4/i) 後IV新~大照 l
古瀬戸~瀬戸~j，J 問鉢 l底部 (11. 8) 町i赤灰(lOR4/1) 陥赤灰(lOR4/li 後N新~大樹 l
瀬戸~漉 h青鉢 口総~体部 10 (31. 4) 悩赤灰(7.5R3ハ) 階赤灰(7.5R3/i) 大熊 l

~日t「
jjl-H'l 担つ r:1 ~苦 灰質110(IOYR5/2) 照絢(lOYR3/2) 前榊1I型式

内耳鍋 内i珂形 ロ緑 10 (23 3)! - 浅賞燈(lOYR8/4) にぷい桜(7.5YR7/4) 江戸(17世紀前半)

54 
かわらけ ロクロ 全体 100 7.9 4.3 1.9 浅i首位(7.5YR8/3) i主貿信W .5YR8/3) ilI'lH・ijill!ト瞳自由l
かわらけ ロクロ 全体 40 (12.1) (6.4) 3.0 浅賀鐙(7.5YR8/4) 位(7.5YR7/6) 17m紀前半

瀬戸黄捜 志野丸阻 l底部 10 (8.5) 灰白(5Y8/1) 灰白(5Y8/1) 中世~近lせ
瀬戸央演 天目茶碗 円緑-(宇部 灰白(2.5Y8/2) 赤燃(2.5YR2/1) 近世

瀬戸英濃か 天日系腕 口総~体罰l L..: 灰褐(7.5YR4/2) 灰褐(7.5YR4/2) 近位

瀬戸従漉 腕 体部~底部 30 (5. i) 灰白(lOY8/2) 灰白(7.5Y7/2) 近世

瀬戸誕濃か 費? ロ緑 20 15.3) 灰賀(2.5Y7/2) 灰賞(2.5Y7/2) 近世

容炉 口t;¥-体部 明前掲(2.5Y6/6) i主演(2.5Y7/4) 近世

瀬戸豊島浪か 香炉 口緑 10 (1し4) m絢(5YR2/1) 灰褐(SYR5/2) 近世

128 瀬戸袋漬か 皿 底部 20 (4.9) にぷい褐(7.5YR6/3) にぷい拘(7.5YR6/3) 近世

L._瀬戸英浪か 田l 底部 20 (6.7) にぷい亦褐(5YR5/3) にぷい赤字~(5YR5/3) 近世

瀬戸黄漬か 肌 底部 12 (7.4) にぷい赤禍(5YR5/3) に..，い賞椅(lOYR4/3) 近世

i 瀬戸央演 費? 底部 40 (5.7) 灰白(5Y8/2) 淡讃(2.5Y8/3) 近世

54 I 瀬戸策狽 柵鉢 口線~体部 5 (38.0) にぷい赤拘(5YR5/4) 明赤褐(5YR5/6) 近世

53 I 肥1向か 役付広東腕 体部~底部 10 (7.5) 明オリープ灰(5GY7!l) にぷい賞燈(lOYR7/4) 近世

54 I ~付鍋つ 不明 にぷい位(7.5YR6/4) 続(7.5YR7/6) 中世?

単位残存寧(%) 口径 ，底i主総高(田)

第34表

備考

図の天の位憶に窪みあり
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第3節 「長者屋敷J 推定地について

NO.118地点、の確認調査の結果、屋敷地を想定できる明確な遺構は確認できなかった。

江戸時代の延宝以前に造成された 「宇藤の池」はこの谷の湧水を堰き止めることで造成されたもので、

第二東名建設工事以前にも湧水があったとされる。これを裏付けるように、今回の確認調査時にも試掘

溝での湧水が激しく調査に支障をきたすほどであった。この池を維持できるほどの湧水があったとすれ

ば、長期的に居住することは困難であったと考えられる。

江戸時代の元禄12(1699)年の「粟倉村絵図J (第二東名記念誌編集委2005)には「宇藤の池Jが描か

れているが、その北部に建物などの痕跡は確認できない。少なくともこの時期には建物はなかったと想

定できる。また、明治時代の粟倉村絵図にも池のみで建物の記載はない。したがって、江戸時代(17'" 

19世紀前半)には長期的に継続する屋敷地は存在していない可能性が高く 、また出土した間磁器も多く

はないことから、江戸時代の陶磁器・かわらけは建物に伴う遺物ではないことが推断できる。

|長者」とは古代から鎌倉時代頃の有力者の居住域が想定されている(北島2005)が、今回の確認調査

の遺物には一切その時期のものが含まれておらず、上述したように中世後期(室町時代以降)'"近世の

ものである。

「長者屋敷」が想定される谷奥部の周囲の丘陵上には中世墓や近世墓が営まれていたことが判明してお

り、そうした箇所から問磁器やかわらけが流れ込んだ可能性が高いと想定する。

したがって、「長者屋敷」は、 No.118地点対象地内に所在したのではなく、北島恵介氏(北島2005)が

想定するように、この谷の入り口付近の丘陵平坦面に築かれた北垣遺跡周辺に存在した可能性が高いと

しておきたい。

註(付編1)

I 陶磁擦については、当研究所 潟口彰啓氏に分類していただいた。

参考文献(付編1)

大場栄治 2005 r宇藤の池・ねんぶり・お稲荷様Jr先人の足跡』 第二東名記念誌編集委員会(静岡県周智郡森町)

金子健一 2005 r羽釜形土器からみた中世の東海J r陶磁梼から見る静岡県の中世社会J 2005菊川シンポジウム実行委員会

北島恵介 2005 r円田長者屋敷J r先人の足跡』 第二東名記念誌編集委員会(静岡県周智郡森町)

静岡県埋蔵文化財調査研究所 2004 r森町陸実の遺跡』

静岡県埋蔵文化財調査研究所 2006 r森町円田丘陵の遺跡』

静岡県埋蔵文化財調査研究所 2008 r森町円田丘陵の古境群」

鈴木敏則 2001 r湖西察古墳時代須恵器編年の再構築Jr須恵器生産の出現から消滅補遺・論考編』 東海土操研究会

第二東名記念誌編集委員会 2005 r先人の足跡J (静岡県周智郡森町)

中野晴久 2005 r常滑・渥美窯J r陶磁~から見る静岡県の中世社会J 2005菊川シンポジウム実行委員会

藤淳良祐 1987 r本業焼の研究(I ) J r瀬戸市歴史民俗資料館研究紀要VIJ 瀬戸市歴史民俗資料館

藤津良祐 1991 r瀬戸古窯祉群H一古瀬戸後期様式の編年Jr瀬戸市歴史民俗資料館研究紀要XJ 瀬戸市歴史民俗資料館

藤淳良祐 1995a r瀬戸古察批群国Jr瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要.1 3 瀬戸市埋蔵文化財センター

藤淳良祐 1995b r古瀬戸J r概説中世の土器・陶器』 真陽社

藤淳良祐 2002 r瀬戸・美濃大祭編年の再検討J r瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要J 10 瀬戸市埋蔵文化財センター

藤淳良祐 2005 r瀬戸美濃と志戸呂・初山Jr陶磁滞から見る静岡県の中世社会J 2005菊川シンポジウム実行委員会

森町史編さん委員会 1998 r森町史』資料編一考古静岡県周智郡森町
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付編2 戸綿殿ノ谷遺跡出土遺物

戸綿殿ノ谷遺跡については、『森町睦実の遺跡.H (森一 1，静岡埋文研2004)で報告したが、漏れてい

た資料があったため、ここで追加報告する。

1.戸綿殿ノ谷遺跡の概要

第二東名No.109地点 戸綿殿ノ谷遺跡は森町睦実字殿ノ谷に位置し、睦実地区の丘陵に固まれた谷の

平坦面に位置している。当遺跡の調査成果については、『森町睦実の遺跡J (静岡埋文研2004)で報告し

ているため、遺構や遺物の概要についてはそちらを参照されたい。

2.出土遺物(第129図，第35表，図版54)

報告書(静岡埋文研2004)では、戸綿殿ノ谷遺跡から小穴や土坑などが確認され、須恵器、土師器、

灰紬陶器、山茶碗、青磁、瀬戸美濃、志戸呂、かわらけなどが出土したことを報告したが、ここでは、

誤ってNO.118地点の遺物の中に紛れ込んでいた志戸呂製品、かわらけについて報告する。

lは、志戸呂製品で播鉢である。口縁部は、端部で内面に稜線を設けるものであり、瀬戸美濃大窯3

期後半併行期、 16世紀後半に位置づけられる(河合2009)。

2は、ロクロ成形かわらけ

である。口径9.6cm、底部径
¥二二下=二L 一二三夜

4.6cm、器高2.9cmで、ある。底

部から外上方に向かつて直線

的に立ち上がるもので、 17世

紀後半に位置づけられる可能

性が高い。

第35表戸綿殿ノ谷遺跡出土土器・間器観察表

3.まとめ

て17:
議

。
(1 : 3) 10cm 

第129図戸綿殿ノ谷遺跡 出土遺物実測図

ここでは、遺漏した土器・陶磁器について報告した。報告書において記載された遺物と同時期の遺物

の事例であり、大きく遺跡の評価を変えるものではない。しかし、志戸呂製品については lと同時期の

播鉢の底部片は出土していたが、 l により口縁部の形態を明らかにすることができた。また、かわらけ

についても口縁部の形状が不明確でドあったため、全体的な形状が判明する貴重な事例となった。

参考文献(付編2)

河合 修 2009 rまとめJ r上志戸呂古窯』 静岡県埋蔵文化財調査研究所

静岡県埋蔵文化財調査研究所 2004b r森町|堅実の遺跡J (森町一 1) 

藤津良祐 1995a r瀬戸古窯祉群田J r瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要J 3 瀬戸市埋蔵文化財センター
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付編3 上神増A古墳群出土銅銭

上神増A古墳群の調査報告は、『合代島丘陵の古墳群J (豊岡村-3，静岡埋文研2010)で報告したが、

その報告に漏れていた資料があったため、ここで報告する。

上 上神増A古墳群の概要

上神増A古墳群は、磐田市(旧・豊岡村)合代島ほかのいわゆる 「合代島丘陵」に位置する古墳群で

13基で構成される。第二東名高速道路建設に伴いA5号墳が発掘調査の対象となり、当研究所で発掘調

査を実施し、すでに報告済である (静岡埋文研2010)。

A5号墳は古墳時代中期後半に築造された円墳を、古墳時代後期後半に再利用し、横穴式石室をつ

くったものである。この表土から中世墓や近世墓に伴うと想定する銅銭が出土し、「元豊通賓Jと「寛永

通費J 2点について報告したが、 I点報告漏れした銅銭があったためここで報告する。

2.上神増A古墳群出土銅銭 (第130図，第36表，図版54)

銭貨 上神増A5号墳の表土より出土した銅銭 「祥符通費J (1)である。

「祥符通賓J は宋銭で、 1008年初鋳である。本銭の可能性が高い。

第36表 上神増A古境群 出土銭貨観察表

3. まとめ

上神増A5号墳は横穴式石室の撹乱が著しい

ため古墳中央や墳丘が大きく破壊されている可

能性が高いことから、墳頂部付近にあった遺構

も同時に破壊された可能性が高い。墳丘表土か

ら銅銭が複数出土したことから中世墓、近世墓

が存在する可能性が高い。また、銅銭の鋳造時

期から想定される輸入・使用時期は中世であり、

「元豊通賓」と同ーの中世墓に副葬されていた

可能性が高い。

参考文献(付編3)

静岡県埋蔵文化財調査研究所 2010 r合代島丘陵の古墳群』

。
)
 

-1
 

(
 

4an 

第130図上神増A古墳群出土銭貨拓影
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巻頭図版7 巻頭図版8

一一寸

一」
図版 40図版 39図版 38
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L 
図版41 図版42

付図 1 中屋敷遺跡 出土遺物写真の掲載遺物番号①



図版44 図版 45

」一一
図版49

付図2 中屋敷遺跡 出土遺物写真の掲載遺物番号②



弥助平遺跡・中屋敷遺跡 図版 1

森町円田丘陵周辺の地形 (調査前，上空より) 国土地理院鍵供



P 

1> 

マ

図版2 弥勅平遺跡・中屋敷遺跡
勺

森町円田丘陵周辺 遠景(南から) 天王ヶ谷横穴墓群、北垣遺跡などが別査中

可， 、，

ムのうど点 弥紛平遺跡

Aの交点 中屋敷遺跡、



弥助平遺跡 図版3

1 弥勅平遺跡遠景(南西から)

2.弥勤平遺跡調査区全景(南から)



図版4 弥勅平遺跡

l 弥劫平遺跡調査区全景(北西から)

2.弥勅平遺跡調査区中央部完掘状況(北西から)



弥助平遺跡 図版5

、

l 竪穴建物 (SH01~03) 完掘状況(南から)

¥
 

竪穴建物内炉 (SL01) 完掘状況(南から)



図版6 弥助平遺跡

1. SKOl 磯出土状況(南西から)

3. SKOl 完掘状況(北東から) 5 SK04 完掘状況(南から)



弥助平遺跡 図版7

1 .出土遺物① (縄文土器)

10 

12 

2 出土遺物② (弥生土器)

3 4 

6 

7 

9 

3 出土遺物③ (弥生土器)



図版8 弥軌平遺跡

15 

1 .出土遺物④(古瀬戸)

19 

43 

20 

45 14 
21 

2 出土遺物⑤(陶器・かわらけ)



弥助平遺跡 図版9
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出土遺物⑥(かわらけ)



図版10 弥勤平遺跡

1 .弥勃平遺跡 周辺の墓地 石i苦が集積された僚子にの墓地は第二東名高速道路建設に伴い再度移転した)

2.弥勤平遺跡 周辺の墓地 近世墓が残されている



中屋敷遺跡

2. 中屋敷遺跡、
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調査区全景(北上空から)

図版11



図版12 中屋敷遺跡

1 .中屋敷遺跡調査区西側 (A区)全景(西から)

2. 調査区西側 (A区)全景(東から)



図版13
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図版14 中屋敷遺跡
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図版16 中屋敷遺跡

1 .掘立柱建物群 (S806.......S808，S816.......S829)完掘状況(東から) 調査区中央北側 (A区北側)

2.掘立柱建物群 (S805，S810， S812.......S815)完掘状況(北東から) 調査区南東隅 (A区南東側)



中屋敷遺跡 図版17

1 .掘立柱建物 (SB01~05) 完掘状況(南東から) 調査区西側中央部 (A区西側中央部)

2. 掘立柱建物 (SB06・07) 完掘状況(南東から) 調査区西側中央部 (A区中央部)



図版18 中屋敷遺跡

1 掘立柱建物群 (SB30~SB34) 完掘状況(北から) 調査区中央南側 (6区南西隅)

2 掘立柱建物群 (SB36~SB53) 完掘状況(北西から) 調査区東側 (6区中央部)



図版19
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図版20 中屋敷遺跡

1. SB16-Pl 遺物出土状況(南から) 5. SK06 完掘状況(北から)
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完掘状況(北から

3. SK24 完掘状況(東から)

5. SK23およびSD03 完掘状況(西から)
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4. SK30 

中屋敷遺跡 図版21
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図版22 中屋敷遺跡

1. S002 完掘状況(北から) 2. SP14 遺物出土状況(東から)
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中屋敷遺跡 図版23
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図版24 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版25
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図版26 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版27
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図版28 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版29
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掘立柱建物出土遺物⑥，井戸，土坑出土遺物①



図版30 中屋敷遺跡

SK22 96 

SK24 

SK23 97 SD03 

1
 

1
 

1
 

SD02 112 SD02 

土坑出土遺物②，溝出土遺物①



中屋敷遺跡 図版31
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図版32 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版33
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図版34 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版35
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図版36 中屋敷遺跡

SP227 199 SP307 210 

1小穴出土遺物③

368 278 

319 

371 

2遺構lζ伴わない遺物①



中屋敷遺跡 図版37

貿易陶磁・肥前青磁
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遺構に伴わない遺物② (ただし、 3はSB06、162はSP101出土)



図版38 中屋敷遺跡

遺構に伴わない遺物③

瀬戸美濃碗皿類

遺物番号は付図 1参照



中屋敷遺跡 図版39

瀬戸美濃碗皿類

遺構に伴わない遺物④
遺物番号は付図 1参照



図版40 中屋敷遺跡

遺構lこ伴わない遺物⑤

瀬戸美濃鉢類

遺物番号は{寸図1参照

322は瀬戸美濃系施紬陶器(初山の可能性あり)



遺構に伴わない遺物⑥

中屋敷遺跡 図版41

瀬戸美濃 鉢類

遺物番号は{寸函1参照

322は瀬戸美滋系施紬陶器(初山の可能性あり)



図版42 中屋敷遺跡

遺構に伴わない遺物⑦

志戸呂・初山ほか碗皿類

遺物番号は付図 1参照



遺構に伴わない遺物⑧

中屋敷遺跡 図版43

志戸田・初山ほか碗皿類

選物番号は付図 1参照



図版44 中屋敷遺跡

遺構に伴わない遺物⑨

志戸呂・初山鉢類

選物番号は付図2参照



中屋敷遺跡 図版45
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図版46 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版47
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図版48 中屋敷遺跡
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中屋敷遺跡 図版49
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図版50 中屋敷遺跡

1. SZOl 

2. SZOl (SD04) 4. SD04 遺物出土状況(北東から)



中屋敷遺跡 図版51

1. SZOl (S004) 

北側完掘状況(西から)

2. SZOl (S004) 

土層堆積状況①

(北東から)

3. SZOl (S004) 

土層堆積状況②

(北東から)



中屋敷遺跡図版52
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NO.118地点(長者屋敷推定地) 図版53

5 

NO.118地点 『長者屋敷』推定地出土遺物①



図版54 No. 118地点(長者屋敷推定地)、戸綿殿ノ谷遺跡、上神増A古墳群

15 31 

16 30 

11 

9は撮影後，接合

13 

1 . No. 118}也点 「長者屋敷」推定地出土遺物②

2.戸綿殿ノ谷遺跡 出土遺物 3.上神増A古漬群出土遺物
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経緯度
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所収遺跡名 所在地
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要約
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が高いとともに、単独で立地している点も重要で、ある。

中世後期には墓地に変化し、石塔を伴 う中陵墓や火葬が行われた可能性が高い。近世に至 り、 掘立柱建物

で構成される、鍛治を行う集落が営まれた可能性が高い。
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