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序　　文

福岡市早良区の室見川やその支流によって開析された地域には、先人達

の残した文化遺産が多く分布しています。都心に近いこれらの地域は、住

宅地としての発展がめざましく、住宅建設も活発に行なわれているところ

です。

このたび、民間の共同住宅建設にともなって、原遺跡群の一角を発掘調

査致しました。

福岡市では、工事によってやむなく消滅するこれら文化遺産については

記録保存に努めているところであります。

発掘調査の結果、弥生時代から中世・近世にわたる遺構．遺物が発見さ

れました°

本書は、これらの発掘調査の成果を収録したものです。本書が、埋蔵文

化財に対する認識と理解、さらには学術研究上役立つことができれば幸甚

に存じます。

最後になりましたが、発掘調査に際し、土地所有者の方々をはじめ、多

くの方々のご理解とご協力を賜わりましたことに対し、心より感謝の意を

表する次第であります。

平成2年3月31日

福岡市教育委員会

教育長佐藤　善郎



例　　言

1．本書は、福岡市教育委員会が1988年8月23日から10月17日にかけて発掘調

査を実施した、共同住宅建設に伴う原遺跡群の第12次緊急発掘調査の報告書

である。

2・附編として、1988年10月24日から10月31日にかけて発掘調査した共同住宅

建設に伴う原遺跡群の第13次緊急発掘調査も関連遺跡として収録した。

3．遺構の呼称は記号化し、竪穴住居址→SC、掘立柱建物→SB、井戸址→

SE、土壌→SK、溝→SD、柵列→SA、ピット→SPとした。なお、遺

構番号は種類に関係なく連番とした。ただし、SPはSPだけで番号を付し

ている。

4．本書に使用した遺構図及び現場写真は、下村　智、荒牧宏行、宮井善朗、

長家　仲、大橋隆司、黒田和生、英　豪之、溝口武司があたった。遺物実測

図は、下村の他、長家　仲、上方高弘が行なった。

また、整図は下村の他、上方高弘、安野　良、竹原りえ、吉村知子が行なっ

た。遺物写真は上方高弘の撮影による。

5．本書で用いる遺構図の方位は磁北であり、真北との偏差は西偏6度18分で

ある。

6・原遺跡群第12次、第13次調査に係る遺物、記録類（図面、写真、スライド

など）は、福岡市埋蔵文化財センターで収蔵．管理されるので活用されたい。

7・本書の執筆・編集は下村が行なった。
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Ⅰ　は　じ　め　に

1　調査に至る経過
／

1987年9月29日付で、土地所有者真鍋喜代子氏から、原六丁目859－1地内における共同住宅

建設に伴う埋蔵文化財の事前調査願が教育委員会埋蔵文化財課に提出された。埋蔵文化財課で

は、原遺跡群の範囲内にあり、かつ東北約100mの地点では弥生時代から中世にわたる遺構．遺

物が発掘されていることなどから、事前に遺構の有無確認が必要であると判断した。試掘調査

は、土地所有者側と協議のうえ、同年10月22日に実施した。試掘の結果、地表から80cmさがっ

た黄褐色粘質土の地山に、溝状遺構、大小のピット群、土壌などが高い密度で検出され、全面

に広がっていると判断された。試掘時の遺物は少なかったが、原遺跡群ではこれまで10次にわ

たる調査を重ねてきており、遺構覆土の色あいなども考慮して、弥生時代から中世．近世まで

の時期が想定された。そこで、試掘結果をもとに土地所有者側と協議をかさね、工事によって

破壊される遺構について、記録保存のための本調査を実施することになった。

遺跡調査番号 8 8 3 1 遺跡略号 H A A

調査地地籍 早良区原六丁 目859－ 1 分布地図番号 ／．082－A 戸2

開発 面積 773 m 2 調査対象面積 773㎡ 調査実施面積 450m 2

調査 期間 1988年 8 ．月23 日～10 月17 日． ．事前審査番号．．． －62－ 2 －264

2　調査の組織

調査委託：真鍋喜代子．

調査主体：福岡市教育委員会

調査総括：埋蔵文化財課長　柳田純孝　埋蔵文化財第2係長　飛高憲雄

調査庶務：埋蔵文化財第1係　岸田　隆（前任）安部　徹（後任）松延好文

調査担当：米倉秀紀、大庭康時（試掘調査）埋蔵文化財第1係　下村　智　荒牧宏行

調査補助：．大橋隆司、長家　伸

調査作業：百武義隆、英　豪之、溝口武司、黒田和生、瀬戸啓治、濱地富男、中神元志・高

田マサエ、松尾君子、松尾鈴子、合川ハルエ、坂田セイ子、柴田常人、津川眞千

代、渋谷友代、吉住シヅエ、栗木和子、高木正代、谷　富美、原ハナエ・山田ト

キヱ、森山早苗、西嶋洋子、原　幸子、川口シゲノ、脇坂チカ、堀尾久美子・米

嶋バツネ、藤　タケ、脇坂レイコ、藤崎久子、若狭睦代

整理作業：上方高弘、溝口博子、安野　良、松尾絹世、竹原りえ、島野素子

－1－



湊

1．原遺跡群　　　2．有田遺跡群　　3．原東遺跡群
4．飯倉遺跡群　　5．藤崎遺跡　　　6・西新町遺跡

Fig．1　原遺跡群周辺の遺跡（l／25．000）

－2－



II　遺跡の立地と環境

原遺跡群は、福岡市西部の早良平野東側に位置し、室見川の支流金屑川と稲塚川にはさまれ

た標高6m前後の低位段丘上に分布する。東西約600m、南北約300mの旧原村の集落を中心と

する範囲に広がるが、第3次調査や第9次調査の成果によって遺跡の範囲は大きく拡大するこ

とが明らかになっている。これまで、15次にわたる発掘調査（平成元年度まで）が行なわれて

おり、徐々にではあるが遺跡の様子も判明しつつある。台地上には縄文時代から中世．近世ま

での遺構が広がり、諏訪宮を中心とする北側には、弥生時代から古墳時代にかけての集落が分
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布する。第13次調査地点では弥生時代中期の竪穴住居址が検出され、集落の規模はさらに拡大

するものと考えられる。中世の遺構は原遺跡群全体に広がっており、今回報告する第12次調査

地点は小字名を南屋敷といい、中世から近世にかけての遺構が中心となっている。

周辺には、金屑川をはさんで西側に旧田部郷の中心地である有田遺跡群が広がり、北側には

西新町遺跡や藤崎遺跡など弥生時代から古墳時代にかけての墓地や集落が分布する。東側には、

北に伸びる丘陵が続いており、弥生時代の飯倉原遺跡や古墳時代初頭の干隈古墳などがある。

Fig．3　　周辺地形図（l／用00）

－4－



III　調査の記録

概　要

調査区は、原遺跡群の南側に位置し、東側と南側を道路で限られた不整形な隅地となってい

た。東側100mには、弥生時代から古墳時代の溝、中世の井戸址や土壌などが出土した第7次調

査地点がある。現況は盛土が施され道路面よりも高かったが、表土下－60cmで遺構を検出する

ことができた。遺構は、淡黄褐色シル上質の粘質土に掘り込まれ、試掘結果のとおり全面に遺

構が広がっていた。

主な検出遺構は、掘立柱建物9棟、井戸址4基、土壌13基、溝11条、柵列1条などである。

他に建物としてまとめることができなかったピット群が多数ある。遺構の時期は、中世末から

近世を中心とするが、遺物は弥生前期末から中期にかけての土器や甕棺片が出土するので・近

くにこの時期の遺構が存在する可能性があるo

l　掘立柱建物

SB29掘立柱建物（Fig・5、PL．1）

調査区北側で検出された。東西棟で主軸は吋91°Eである。梁行2間、桁行4間の建物になる

と考えられるが、梁間中央部の柱穴はSD01溝の覆土と重なって検出し得なかった。梁間4・2

m、桁間は北側9．45m、南側9・35mである。柱穴間の間隔はそれぞれ少し異なって、2．25mか

ら2・6mまである。柱穴は径35－40cmが中心で、柱痕は15cm前後である。柱穴の掘方は遺構検出

面から－50。m程度残存していた。遺物は、7個の柱穴から出土している。P30からは唐津の皿

（Fig・23－20）が出土し、P51出土の破片と接合する。口径13．5cm・器高3．3cmで白濁した釉が

かかる。外面口緑以下から高台にかけては露胎になる。露胎部分は褐色を呈し、鉄分の多い胎

土が使用されているとみられる°見込み及び高台にはそれぞれ3箇所の砂目跡が観察される。

P30からはその他土師皿片なども出土している。P43からは唐津碗片2、褐釉の碗片、頁岩製

で長さ9・0。㎡の砥石などが出土している°P91からは瓦、土鍋片などが出土している。その他の

柱穴からは、土師皿片や瓦質土器片などが出土している。SB29は各柱穴出土遺物からみて中

世末（16世紀後半）の時期が考えられる。

SB30掘立柱建物（Fig・6、PL・1）

SB29とほぼ同じ位置で検出され、やや北側に寄っている。梁行2間、桁行3間の側柱だけ

の東西棟建物である。主軸はN90°Eである。梁間4．0m、桁間6・Omで南側桁間が10cm長い。各

柱間は2m前後でほぼ均一的である。柱穴は径30～40cm、深さ30－40cmを測り、10cm強の柱が

－5－



使用されていたものと考えられる。遺物は5個の柱穴から確認された。P35からは、李朝白磁

と瓦質土器、土師皿片などが出土している°　P41からは唐津碗の破片と褐釉のかかった甕破片、

瓦、土師器片などが出土している。他の柱穴からは土師皿や杯の破片が出土している。SB30

は、出土遺物から中世末の時期が考えられ、SB29より1時期古いとみられる°

SB31掘立柱建物（Fig．7、PL．2）

調査区東側にSB31からSB33まで重複して3棟の掘立柱建物が分布する。SB31はそのひ

とつで、梁行2間、桁行3間の南北棟である。梁間中央部の柱穴はSD02やSK22と切り合っ

て確認できなかったが、本来浅い柱であったのかも知れない。主軸はN18。Eをとる。側柱のみ

Fig．4　　遺構配置図（l／200）

－6－
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の建物で、東側桁行の柱穴はSD03に切られて浅くなっている。梁間は北側が4．1m、南側が3・

9mとなりやや幅が異なっている。桁行は東側、西側共に6．1mであるo柱穴間隔は2m前後で

ある。遺物は3個の柱穴から出土している。P89からは土師器埠や皿の破片7、鉄釘片が出土、

P93．95からは土師器片がそれぞれ出土している。遺物の量が少なく破片が小さいのではっき

りしないが、P89の遺物から中世末の時期を考えておきたい。

妻戸7
uOg．§＝H

コ：

ll

Cn
・

g
ヨ

0　　　　　　　　／　　　　　　　2

Fig．6　　SB30掘立柱建物実測図（J／60）
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SB32掘立柱建物（Fig・8、PL．2）

SB31とほぼ同じ位置で検出された南北棟の建物である。梁行2間、桁行3間と考えられる

が梁間中央部の柱穴がSK22とSD02との切り合いで確認できなかった。ただ切り合いの遺構

は浅いので、柱穴そのものも浅かった可能性がある。主軸はN17。Eである。梁間は北側で3．4

m、南側は3．3m

桁間は西側4．6

m、東側は4．4m

で、東側がやや

短い。柱間はそ

れぞれ異なるが、

桁行の北側柱間

が特に短い。柱

穴は径40cm前後

で、深さ50－60

cmを測る。柱痕

ははっきりしな

かったが、15cm

前後と考えられ

る。遺物は2個

の柱穴から出土

している。時期

が分る遺物が少

なく、P88から

中世に属すると

考えられる土師

器片が2点出土

しているに過ぎ

ない。P119から

は焼けた粘土塊

が1個出土して

いる。P88はS

B31のP89に切

られているので

0　　　　　　　　　　　　　3m
ト一一．－．．．　　「，＋．了　　　．．．1

Fig．7　　SB3l掘立柱建物実測図（l／60）
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Fig・8　　SB32掘立柱建物実測図（J／60）

SB32はSB31

よりも時期的に

古いと考えられ

る。

SB33掘立柱

建物（Fig．9、

PL．2）

調査区東－側に

位置し、SB31

の南側で検出さ

れた梁行2間、

桁行3間の建物

である。側柱の

みの建物で、南

側梁間中央の柱

穴がSD02との

切合いで確認で

きなかったのと、

北側梁行東端部

の柱穴がSK23

8に切られて確認

できなかった。

主軸は磁針でN

6。20′Eとなり、

ほぼ真北になる。法量は、梁間4．0m、桁間6．3mで、柱間は2．0mから2．2mとなる。遺物は5

個の柱穴から出土している。P106から染付碗片、褐釉陶器片、瓦質の捏鉢片が出土、P85から

瓦質の捨鉢や土師器片、P94．97・117から土師皿片などが出土している。柱穴の大きさは、30～40

cmで、深さは40～50cmである。中世末の時期の建物と考えられる。

SB34掘立柱建物（Fig．10、PL．2）

調査区中央部で検出した梁行、桁行ともに3間の側柱のみの掘立柱建物である。南北棟と考

えられ、東側桁行だけは4間分になる。梁間5．0m～5．5m、桁間5．1m～5．3mで、少し歪つな

形になるo各柱間もそれぞれ差異がある。柱穴はすべて径20cm前後で小さく、深さも20cm前後

残存しているにすぎない。遺物は3個の柱穴から出土している。時期を確定できる遺物は少な

－10－



いが、P115から15世紀に属すると考えられる青磁碗片が出土している。Pl13からは土師器片、

P105からは混入した弥生土器片がそれぞれ出土している。

告

E

C⊃
U0

．

U0

－1

コ：

H＝5．50m

0

L．l．．．一　　「，　一＋2　．．．．－－－－jm

Fig．9　　SB33掘立柱建物実測図（f／60）
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Fig．10　SB34掘立柱建物実測図（J／60）

SB35掘立柱建物（Fig11、PL．2）

調査区中央部で検出された梁布2間、桁行3間の南北棟の建物である。SB34と重複するが

SB34を切って建てられている。主軸はほぼ南北方向でN4。Wをとる。梁間3．7m～4．0m、桁

間5．4m～5．7mとやや歪つになる。柱間もそれぞれやや異なるが、相対する辺とは相関がある。

柱穴は径20－30cmで、深さは30～40cmである。遺物は5個の柱穴から出土した。時期を示すも

のとしてはP108の唐津とみられる碗（Fig・23－21、PL．11）がある。口径7．8cm、器高4．5cmで休部

上半に灰白色の釉がかかる。下半部及び高台は露胎となり褐色を呈する。口綾部が一部破損し

ており、その部分は漆継ぎの跡が残っている。P82からは青磁片、P74．76・100からは古代か

ら中世にかけての土師器片、須恵器片などが出土している。16世紀代の建物か。

－12－



Fig．ll SB35掘立柱建物実測図（l／60）

SB36掘立柱建物（Fig．

13、PL．1）

調査区北側で確認した梁

布2間以上、桁行3間の建

物である°　建物北側は未調

査区へ延びており詳細は分

らない。主軸はN68°Wにと

り東西棟になると推察され

る。桁間は8．1mを測る。柱

穴は径30－40cmをとるもの

が多く、深さは40－50cm残

存している。遺物は5個の

柱穴から出土している。し

かし、時期の分かる遺物は

＝flヽ－，－」工一一．∃ユー一一一吉＝5こ

uOG．§＝H

100　　　　100

㌢

P53

H＝5．50m

0　　　　　　1 乙m
L－－－－－－－－－－－

Fig．ほ　　SB37掘立柱建物実測図（l／60）
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Fig．13　SB36掘立柱建物実測図（l／60）
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殆どない。P12とP25

から時期ははっきりし

ないが陶器片が出土し

ている°　P31からは瓦

質土器片が出土してい

ることから中世の時期

を考えておきたい。方

向性としてはSB31．

32とほぼ直交するので

時期的には同一時期の

可能性が高い。

S B31掘立柱建物

（Fig．12）

調査区西側に位置す

る小規模な1間×3間

の建物である。梁行は

1間で2．1m、桁行は3．

0mで柱間はほぼ1m

間隔である。柱穴は4

隅の柱が大きく40cm前

後、桁の柱は不揃いで

20cm前後から40cm前後

まである。各柱穴の掘

り方は浅く15～20cm程

度が中心になる。建物

の方向はN83。40′Wで

東西棟になる。直交方

向は真北である°　SB

33も真北方向をとる。

遺物は2個の柱穴から

出土しているが、時期

を決定する遺物はない。



2　井戸址

SE20井戸址（Fig．14、PL．3）

調査区北側中央部で出土した石組井戸である。掘方上面径1．4m、井筒上面径65cmである。石

組は5－6段残存しており、20～30cmの礫を10数個円形に並べ、裏込めには10cm大の礫を使用

している。井筒には樋が用いられ、2段確認することができた。上段の樋は腐蝕して下半部だ

．けしか残存していなかった。下段の樋は胴

中央部で径70cmを測り、上端は窄まりなが

ら上段の樋の内側にはまり込む。下端は逆

にやや広がっている。タガは上下2段認め

られる。井戸の底は砂礫層になっており、

下段の井筒で底になるものと考えられる。

石組下方の掘方埋土は小礫混りの砂質土に

なっている。遺物は、井筒内から漆椀、掘

方上面から近世磁器が出土している。漆椀

（Fig．23－23）は口径11．6cm、器高5・5cmで

内面は朱湊、外・面は黒漆で塗られ家紋がは

いる。全体的に出土遺物は少ないが、中世

から近世にかけてのものであろう。

SE21井戸址（Fig．15、PL．3）

調査区中央部で出土した素掘りの井戸址

である。長径1．4m、短径1．1m、深さ1m

弱である。黒色粘質土が埋土として詰まっ

ていた。出土遺物は、混入した弥生土器片、

黒曜石片と共に土師皿、瓦質の捨鉢などが

出土している。中世末か。SB29の柱穴の

ひとつに切られる。

SE26井戸址（Fig15、PL．4）

調査区南端隅で2基の井戸址が出土した。

北側に位置するのがSE26である。上段は

石組みで、下段の井筒に曲物を使用する。

曲物は3段に重ねられており、最上段は腐

蝕して下端部だけ残存していた。井筒の下

H＝5．50m

O O・5　　　　　　l m
－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ユー一一一一一一一一一一一一一一．－．　　　　1

Fig．14　SE20井戸址実測図（I／30）
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端が井戸底で、青灰色砂礫層に達して

いる。井筒（PL．19）は、6個体以上の

曲物が組み合わされ、下段最少径が41．

7cm、上段最大径が54．2cmを測る。

SE27井戸址（Fig．15、PL・5）

SE26を切って作られた石組井戸で

ある。石組内径は60cmで上方がやや広

がっている。石組みは長さ20－30cmの

細長い礫を組み合わせ、石臼（PL．11）

も組み込まれている。石臼は径31cm、

高さ10cmの気孔の多い安山岩製である。

底は青灰砂礫層に達する。遺物は褐釉

陶器片が出土しており、中世であろう。

0　　　　　　0．5　　　　　　l m
L一一－一一一i一一一．－　　　　　　：

Fig．15　SEZl．26．27井戸址実測図（J／30）
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3　土　壌

SK10土壌（Fig・16）

調査区西端部で検／出された浅い土壌である。西側は未調査区へのびておりはっきりしないが、

長径1．5m以上、短径1m強である。主軸はほぼ東西方向になる。遺物は非常に少なく弥生土器

片にまじって瓦質土器片が出土している。中世の土壌である。

SKll土壙（Fig．16）

調査区北側に位置する。東西方向に長い略長方形の土壌である。東西2．15m、南北1．6m、深

さ30cmを測る。上層は灰黒色土で、埋土に礫などはあまりみられなかった。遺物は、弥生時代、

古墳時代の遺物も含まれるが、中世から近世にかけての遺物が主体である。黒色土器、白磁、

青磁、瓦質土器、肥前系の陶磁器、瓦などがある。肥前系の遺物からみて近世土壌である。

SK12土壌（Fig．17．23、PL．6．12－15・17）

調査区北端部中央に位置し、SKllの東側にあたる。南北に長い楕円形の土壌で、長径3・2

m、短径2・3m、深さ0．6mを測る。南側はSK13に一部切られている。土壌中には、近世陶磁

器と共に5－25cm位の礫がピッシリ詰まっていた。遺物は投棄された状態で出土し、完形にま

とまるものは少なかったo　また、極端に時期の異なる遺物も含まれることから、性格ははっき

りしないが、廃棄物を処理した土壌ではないかと考えている。

遺物は、弥生土器、磨製石斧、砥石、瓦器碗の外に多量の近世陶磁器がある。PL．12－025か

らPL13－044は磁器である。025は荒磯文の染付碗で、鹿部に「大明成化年製」の銘がある°底

径4．0cm。026～030は印判手の碗である。言径10－10．5cm、器高5．1－5．5cmを測る、。027はやや

大きくて口径12．3cmになる。底面に渦福銘を持つものが多い。031～035のうち、033は雪の輪

文、他はいわゆるくらわんか碗である。口径9．9～10cm、器高5・1－5．6cmである。底面に省略さ

れた銘を持つ。036は綱目文で、見込みに菊花文を施す。039は厚い器壁を有し、陶器に似てい

る。041は青磁染付碗の蓋で、内面に五弁花のスタンプ文がみられる。042は見込みを輪状に釉

剥ぎ取りした染付皿である。口径11．7cm、器高4．1cmである。043は白磁のそば猪口、044は瓶で

ある。PL．20は磁器の破片を集めたもので、165は雨降り文、167は吹墨、170は青磁の香炉であ

る°171、172は色絵、179は瑠璃釉の小碗と思われる。184－192は鶴首瓶や油壷類である。194－199

は中皿～大皿の破片で、195は蛇ノ目凹形高台になる。204～206は碗や皿の鹿部に書かれた「大

明年製」の銘である。PL．13－045～PL．15－095は、陶器や瓦質土器である。045－050は碗類

で、045は口径10cm、器高6cmで淡い灰緑色のガラス質の釉がかかる。047は型打ち成形で染付

がみられる。051．052は火托である。053～057は縁が輪花になる皿で、口径25．5cm～28cm、器

高5－5．7cmを測る。灰緑色と茶褐色の釉がかかる。053は底径13．3cmで蛇ノ目凹形高台となる。

054は全体が無釉、057は浅い皿になる。これらは筑前系のものか。058は唐津系の刷毛目碗で底
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径8．3cm、器高8・1cmである。059は型打ちの瓶で亀甲とうろこ文がみられる。060は透明な釉の

かかった及耳壷で、器高9cm。061・062は土瓶である。063～066は花生で、063は器高18cm。褐

緑釉がかかる。067．069は細頸の壷、068はしょうゆ差しか。把手が付きタレ受けに穴があいて

いる。底径9．5cm、器高15．6cmである°070－078は竹筒を模した壷である。完形はひとつもない

が細い頸が付くものとみられる。底径は10cm前後である。黒褐釉、灰緑釉、無釉のものがある°

079～085は措鉢である°大形、中形、小形の別があり、大形の080は口径40cm、器高16cm、茶褐

／

／

／

L／／

／

色の釉がかかり高台がつく°086・087は壷

の口綾部で径14～22cm、090は壷の鹿部であ

る。088．089は瓦質の火合で、前者は口径

17・5cmである。091・092は甕で、092は口径

」　35cm、器高33cmを測る°黄褐色を呈し外面

H＝5．0m

に貼付文がある。口綾部の一部を打ち欠く。

093は下端に径3．3cmの孔を持つ甕である。

暗茶褐色を呈し、口径42cm、器高35・5cmを

測る。094、095は瓦質の大甕である。094が

口径73cm、095が75cmで、残存器高76cmを測

∈

宗
．

uO

日

工

昌　　る。厚さは口
Lr）

H＝5．50m

土層名称

上灰黒褐色土

2．灰褐色土

3．灰黒色土

綾部で3cm、

外面は横方向

の細かい刷毛

目調整が施さ

れる。095は言

縁部の一部を

打ち欠いてい

る。

SK13土壙

（Fig18、PL・

7．16～20）

SK12の南

側に位置し、

楕円形を呈す

5．0m4・暗灰色土　　　　　　る土壌である。
0

ヒ＝＝．．＝豊．＝ここよ＝＝ここ∃5

Fig．J6　SK10・口土壙実測図（lP30）
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田5．時灰色土と黄褐色土のブロック長径3m、短
6・黄褐色粘質土



径1．6m、深さ0・7mを測る。多数の礫がピッシリ詰まり、その中に遺物が投棄された状態で出

土した。礫はSK12に比べると小さくなり、大きいものは20cm位で、殆どが10cm以下の玉砂利

状である。玉砂利状の礫には経文などの墨書は見受けられなかった。SK12同様廃棄物処理遺

構の可能性がある。

遺物には多数の近世陶磁器類がある。096－117・168．173－175．180・181－183．193．200．

202は磁器類である。118～152は陶器類である。遺物はSK12とよく類似しているが、一部異な

ったものについて記しておきたい。096は上手の染付碗で見込みに五弁花文、底面に角福の銘が

ある。口径9．2cm、器高5．5cmを測る。097・098は型紙摺りの八角皿である。長さ9．1cm、器高2・

7cm、底径5・7cmを測る。底面に福の銘がある。107は染付碗の蓋で口径10．1cm、器高2．7cmを測

る。内面に五弁

花文、外面に富

貴長春の銘があ

る。108は端反り

碗で見込みに昆

虫文を施す。口

径11．5cm。111・

112は白磁の碗

と輪花皿である。

後者は口径13．5

cmで、見込み釉

剥ぎ取りである。

116は盤口状口

縁を持つ青磁花

生。117は伊万里

人形であるO高

さ7．4cm。120は

高さ5．2cmの仏

飯器である。123

は透明釉の皿、

124～133は各種

の碗類である0

126は鉄絵、133

は低火度の釉で

H＝5．50m

0」　　　一「．∃5m
Fig．17　　SK12土壙実測図（l／30）
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緑や赤の絵が付

けられる。134は

輪花皿、135は

鉢、136は土瓶で

ある。137－142

は捨鉢、143は褐

釉の壷である。

144は手あぶり

形の陶器で、長

径8・8cmの窓と

径2cmの孔がふ

たつ開けられる。

上部には把手が

付き、底は上げ

底になる。底径

16cm、器高14．5

cmで灰緑釉がか

かる。145は瓶の

下半部、146は竹

Fig－18　SK13土頓実測図（］／30）　　　　　　　　　　筒形の壷、147

－149は甕の口綾部である。150は口径14cmの小形の甕、151は瓦質の火合である。152は胴径19

cm、底径17cmの甕の下半部である。

sK14土壙（Fig・19）調査区北側で検出された楕円形の浅い土壌である。長径2．7m以上・

短径1．6mで、伊万里染仲、陶器、土師器、瓦質土器・瓦などが出土しているo近世末。

sK15土壌（Fig・19）調査区北側、SE20の東側に位置する。径1・8mの略円形の土壌で・

鉄絵梅樹文の碗が出土、石炭ガラ、炉壁などがあり・近代のものである。

sK16i壙（Fig．19）調査区東側で検出。SDOlを切り・長径1．4m。土師片6出土。

sK17土壙（Fig．19）調査区中央部に位置する°2段掘りになっており東側が深い。長径2．

3mを測る。弥生土器、土師皿、褐釉陶器、瓦質土器の破片が出土している。中世未か。

sK19土壙（Fig．19）西側に位置し、SD07に切られる。長径1．4m°出土遺物なし°

sK22土壙（Fig．4）東側に位置する。瓦質の捨鉢・片口のこね鉢などが出土。中世o

sK23i壙（Fig．19）東側に位置し、南北に軸をとる°染付片・瓦質土器などが出土。
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Fig．19　SKl4一一6・一7．19・23土塀実測図（l／60）

4　溝

SD01溝（Fig・20～22、PL．5・11・19）

調査区中央部やや北寄りに位置し、ほぼ東西方向に伸びるⅤ字溝である。中央部に幅1．4mの

陸橋を持ち、陸橋部に浅い溝が通る。最大幅2．6m、深さ0．9mである。防禦及び区画の溝と考

えられる。出土遺物は多種類にわたっている。Fig・21－1は白磁皿である。2・3は李朝の青磁

で2．3の鹿部及び3の見込みには砂目跡がみられる。15－16世紀。4－6は唐津皿であるo

白濁した釉がかかり鹿部は露胎になる。見込みには胎土日跡が残る。7は青磁で、見込には型

押しの花文、底面に鉄鉾を塗る。8～10は土釜である。10はスタンプ文、調整具（板）による

ジグザグ文を施す。11－13は足鍋である。11は口径23cm、器高20．2cmで3本の足がつく。鹿部

は格子目のタタキ調整がみられる。他の足鍋も詳細は異なるが、大体良く類似している。14、

15は瓦質の捨鉢、16は肥前系の捨鉢か。17はスタンプ文を有する火合である。唐津皿は16世紀

後半であり遺物に時期幅が認められるが、16世紀未には溝は埋まっていたものと考えられる。
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H＝5．50m

l　　　　　　　　　　　　2　m

A

－

2

3

4

5

6

7

8

9

lO

－B断面土層名称
灰茶褐色弱粘質土（黄褐色の基盤ブロック含む）
黒色弱粘質土
暗灰色弱粘貨土

〝

〝

〝

灰黒色弱粘質土
暗灰色弱粘質土
灰黒色粘質土
黒灰色粘質土

（黄褐色の基盤ブロック含む）
（黒色土、淡褐色の粘土ブロック含む）
（各粘土ブロックを含まない）
（各粘土ブロックの細粒を含む）
（各粘土のやや大きめのブロック含む）

（黒色土、淡褐色の粘土ブロックを少量含む）
（黒色土の粘土ブロックが中心となる）
（粘性の強い底に溜った土）

l

l

2

3

4

5

6

7

8

9

－D断面土層名称
灰褐色粘質土（黄褐色ブロック、黒色土細粒含む）

〝

時灰色粘質土
〝

〝

（黄褐色粘土のブロックが大きい）

（黒色土のブロックを含む）
（黒色土のブロック少量含む）

黒色弱粘質土
灰黒色粘質土（黒色土の大きなブロックを多量に含む）
時灰色粘質土（黒色土のブロック少量含む）

〝

黒灰色粘質土（粘性が強い）

Fig．20　　SDOf土層断面図（J／40）

SD02溝（Fig・4、PL．1）調査区東側で

検出、幅0．4m、深さ0．4mのⅤ字溝である°

青磁、唐津片が出土している。

SD03湊（Fig・4、PL．1）　東側で出土。

東西から南北にL字状に折れ曲る°　遺物は18

世紀を中心とする伊万里染付碗、陶器などで

ある。Fig．23－24．25は頁岩製砥石である。

SD04湊（Fig・4、PL．1）　SD02と同じ

Ⅴ字溝で、南北に伸びて西にL字状に折れ曲

る。幅1・8m、深さ0．5m。龍泉窯の青磁、白

磁、明染仲、瓦質捨鉢、備前の捨鉢と小壷、

糸切り底の土師器、土鈴などが出土している。

SD05溝（Fig．4、PL・1）調査区中央部

で検出。近世のもので竹筒形の壷出土。

SD06、07、08溝（Fig．4、PL．1）　西側

で検出された近世の溝。染仲、陶器片出土。

SD09満（Fig．4）　北東隅の近世溝。

SD24、25溝（Fig．4、PL・1）　西南部で

検出。SD04に続く中世の溝である。

、、．一　一－

－22－

≠　　　　　　　　　　　．

＼＝畠7

倍7
Fig．21SD01溝出土遺物実測図上（l／4）
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Fig．22　SDOl溝出土遺物実測図2（I／4）
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Fig．23　SP43．5l・JO8柱穴、SDOl・03・04溝、SK12土壌出土遺物実測図（l／4、22・26・21はl／2）

5　柵　列

SA38柵列（Fig・4・PL．1）SD02の西側にそって、2m前後の間隔を持ちながら径15～20

cmの柱穴が並ぶ。溝で囲まれた内側にあたり・柵列か又は塀の杭列ではないかと思われる。

Ⅳ　お　わ　り　に

調査地点は小字名を南屋敷というが、今回の調査で検出した遺構群は、まさに屋敷跡の一郭

ではないかと考えられる。Ⅴ字溝で囲まれた中に掘立柱建物や井戸址が存在し、SD01、04、

SB34、SE26が第Ⅰ期に属する°第1Ⅰ期はSDOlが埋められ、SB30、35、37、SE27がそ

れに当る。屋敷地が拡大されたものであろうか。第IIL期はSDO2、04も埋められ、SB29、33

が配置される。第Ⅳ期はSB32と36でありSB31はSB32の建て替えと考えられる。時期は各

遺構の出土遺物から16世紀を中心とするものと推察される。また、近世土壌から出土した陶磁

器は一部古いものも含まれるが、18世紀を中心とするものである。肥前系の染付磁器と在地の

筑前系の陶器が組み合わさり、陶磁器の使用実態の一端が明らかになり興味深い。
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附　　編

－原遺跡群第13次調査の報告

原遺跡群周辺は、交通網の整備と都心に近いという地理的条件で、住宅開発の活発な地域で

ある。これまで10次以上の調査を重ね、下水道工事に伴う立会調査以外は1000m癒超える面積

の大きな調査が多かった。遺跡全体から言えば肌理の細かい対応とは言えないが・その成果に

ょって原遺跡群の様子が脱げながら分かってきた。原12次調査は、これまでの調査に比べれば

面積は半分以下であったが、成果そのものは原遺跡群を理解する一助になるものと思われる。

これからは面積に関係なく、工事によって破壊される遺跡については・最低限記録保存に努め

る必要があろう°

第13次調査は、建築確認申請によって埋蔵文化財課が遺跡包蔵地内での工事であることを知

り、地権者と協議を重ね実施したものである。諏訪宮北側の重要な場所にあたり・周辺の調査

の成果によって弥生時代から古墳時代にかけての集落が存在する可能性があると考えられたか

らである°また、付近に古墳が存在していたという地元の談もあった。しかし、既に確認申請

がおりて工事の準備が進められていたので、発掘調査は限定的にならざるを得なかった0協議

の結果、建物基礎部分について発掘調査を実施することになった。調査組織は以下のとおり。

調査委託：古森　義次　　・

調査主体：福岡市教育委員会

調査総括：埋蔵文化財課長　柳田純孝　埋蔵文化財第2係長　飛高憲雄

調査庶務：埋蔵文化財課第1係　岸田　隆（前任）安部　徹（後任）松延好文

調査租当：常松幹雄　小畑弘己（試掘調査）　埋蔵文化財第1係　下村　智　荒牧宏行

調査作業：柳浦八重子、横溝恵美子、横溝カヨ子、冨崎栄子、山口タツエ、小柳和子・因ヨ

シ子、倉光アヤ子、倉光千鶴子、倉光京子、井上ムツ子、井上清子、井上磨智子・

井上トミ子、清未シズエ、結城千代子、井上ヒデ子、永井鈴子・徳永ますみ・佐

藤みずほ、尾園佳枝、今村加代子

整理作業：長家　仲、上方高弘、溝口博子、安野　良、松尾絹世、竹原りえ、吉村知子・島野素子

遺 跡調 査 番号 8 8 ／3 9 題 跡略 号 H A A

調 査 地 地籍 早 良 区原六 丁 目66 0－2 ・3、66 1 分布 地 図番号 08 2－A － 2

，開 発 面積 ・477 m 2 調査 対 象面積 ．4 77m 2 調 査実 施面 積 80m 2

1鯛 査 期 間 1988年 10月24 日～10月31 日 事前 審査番 号 6 3－ 2 －3 54－

－25－



調査区は、建物の杭打ち、縄張りが終了していたので、その部分を中心にⅠ区からⅣ区まで

設定した。現況は宅地であり、表土下－1・1mで明黄褐色粘質土の地山が現われ、その面で遺構

が検出された。土層堆積状況は下図のとおりである。遺構検出面は南側にいくに従ってやや浅

くなり、黒色土層が消失し、暗褐色土が地山の上に乗る。地山（基盤）の色調も南側は淡褐色

に変化する。基盤はローム状を呈しているが、シル上質であり、金雲母の粒子を含む。また、

茶色から黒色に近いマンガンブロックを含む。
H＝5・Om

0　　　　　　　l　　　　　　　　2m
し一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一」

Fig－25　　第Ⅰ区西壁土層断面図（l／60）
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土層名称

上真砂盛土

2．褐色土（ポロポロして酎）がない）

3．褐色土（土器片を少し含む）

4・暗褐色土（炭化物、土器片を含む）

5．黒褐色～暗褐色土（炭化物を含む）

6・黒褐色土（遺構埋土）

7．明黄褐色粘質土（地山）



第1区（Fig．26・27、PL．8）

調査区北端に位置する。東西4m、南北5．5mで、土壌とピット群が検出された。SK01は黒

色土が詰まり、弥生土器の破片が出土している°　ピット群は黒色土に黄褐色土のブロックが混

入する覆土を有し、7個のピットから遺物が出土した。SPの01・03・04から弥生土器が出土

し、03から弥生中期の甕鹿部が出土している。02からは土師器片と黒色土器片、05・06からは

弥生土器と土師皿片が出土。07からは土師器の小片が出土している。ピットの中には弥生時代

と中世のものとが含まれる。

Fig．26　　調査区配置図（l／300）
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第II区（Fig．25．27・29、PL・9．19）

Ⅰ区の南側に設定した、幅2．5m、長さ6．5mの調査区である。土壌とピット群が検出された。

SKO2土壌は中央部で検出され、長さ4．1m、幅1．2m、深さ23cmを測る長楕円形の土壌であ

る。覆土は黒色土に黄褐色土のブロックを含み、北側には焼土が3箇所と灰が広がっていた。

遺物は土師器の域と皿がある。Fig．29－7は口径16．8cmで、内面黒色の域である。外面は自桃色

を呈し、胎土に石英砂を少量含み、焼成は良くない。9は径6・2cmの土師器杯高台である。10は

土師器埠で、口径15．8cm、器高4．2cmを測る。胎土に石英微砂を含み、色調はやや黒っぼい白桃

色を呈する。焼成は良くない。11～13は土師皿である。口径9．6－10．4cm、器高1－1．3cmを測

る。黄白色を呈し、胎土に石英砂を少量含む。焼成は3点とも良くない。遺物は全体に摩滅が

激しく調整がはっきりしないが、形態から平安時代後半の11－12世紀に属すると考えられる。

SKO3土壌は02に切られており、弥生時代中期の土壌である。Fig．29－3は、口径22．8cm、残存

器高12．3cmを測る甕で、外面にハケ目調整がみられる。ピットは3個から遺物が出土した°　S

P08は弥生土器と土師皿片、09からは中世の土師器埠片、10は黒色の土師器碗出土。
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第III区（Fig・26・28．29、PL．10・19）

ほぼ中央部に位置し、II区の南側にあたる。幅4m、長さ5．7mの調査区である。竪穴住居址

（SCOl）とピット群が検出された。SCOlは長さ4m以上、幅3・2mの長方形を呈し、床面ま

での深さは10cm前後である。中央部に径0・8mの炉があり、その部分から甕2個体、器台3個体

がまとまって出土した。Fig・29－1・2は甕形土器で、1は肥厚した逆L字状の口綾部を有し、

言径27．3cmを測る。残存器高は17．5cm。外面にハケ目調整がみられ、赤褐色を呈し、焼成はあ

まり良くない。2はT字に近い言縁を有し、口径18．8cm、器高19．8cmを測る。底面はやや上げ

底気味で、外面にタテ方向のパケ目調整が施される。暗褐色を呈し、焼成良好である。4～6

は器台である。口径7－8cm、器高10－10．4cmで、厚ぼったい作りである。ユビ押え及びナデ

調整が施されるが、6にはさらにハケ目調整が施される。以上、中期前半に属する。その他、

SK07からは弥生土器が出土しており、竪穴住居址の可能性がある。SPllからは中世の土師

器杯片が出土している。SC01は弥生時代中期であり長方形を呈することは興味深い。

Ⅳ区

0　　　　　　1　　　　　　2m
言　－　　　　iJ

Fig．28　　第Ⅲ．Ⅳ区遺構出土状況図（l座0）
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Fig．29　　第L3次調査区出土遺物実測図（l／4）

第Ⅳ区（Fig．26．28、PL．9）

南端部に位置する調査区で、幅3m、長さ6mの調査区である。土壌、溝、ピットが検出さ

れた。SD01溝は、幅0．4mを測る浅い溝で南北方向をとる。土師杯．皿片、須恵器などが出土

している。SK04は黒色の土師器塊、糸切りの土師皿などが出土。半分は未調査区で詳細は分

からない。SK05も未調査区へかかる。土師器の小片出土。SK06は東西1m、南北0．6mの土

壌で、土師器杯・皿片、瓦質の碗が出土。これらの溝や土壌は中世に属するものか。

第13次調査地点では、弥生時代中期から中世にわたる遺構群が検出され、周辺にも良好な状

態で広がっていることが明らかになった。弥生時代集落の範囲拡大の確認も非常に興味深い。
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PL．1

▲（l）第12次調査区全景（東から）　　　▼（2）SB29・30掘立柱建物出土状況（東から）



PL．2

▲（I）SB3l～33掘立柱建物出土状況（東から）　▼（2）SB34．35掘立柱建物出土状況（東から）



PL．3

▲（l）SE21井戸址出土状況（北から） ▼（2）SE20井戸址出土状況（北から）



PL．4

▲（り　SE26・27井戸址出土状況（西から） ▼（2）SE26井戸址出土状況（南から）



PL．5

▲（l）SE27井戸址出土状況（東から） ▼（2）SDOl溝CDセクション土層堆積状況（西から）



PL．6

▲（l）SK12土塀出土状況（西から） ▼（2）SK12土墳調査状況（北から）



PL．7

▲（l）SK13土堰出土状況（北から） ▼（2）SK13土壌完掘状況（東から）



PL．8

▲（l）第13次調査区全景（南から） ▼（2）第1区遺構出土状況（南から）



PL．9

▲（l）第II区遺構出土状況（南から） ▼（2）第Ⅳ区遺構出土状況（南から）



PL．10

▲（り　第III区SCOl竪穴住居址出土状況（南から） ▼（2）SCOl竪穴住居址遺物出土状況（北から）



PL．11

sp30・41・108柱穴、SE27井戸址、SDOl．03・04溝出土遺物



PL．12

020

SDO4

033

SDO4・06．25溝、SK12土壌出土遺物

034



PL．13

SK12土堀出土遺物



PL．14

SK12土堀出土遺物

078



PL・15

SK12土堀出土遺物



PL．16

099

lo5

102



PL．17

SK12．13土埴出土遺物



PL．18

一一・一ヤぷ－／口・．つ響㎡i

144

SK13土堀出土遺物

l46



PL．19

SKl3土堀、SE26井戸址、SDOl溝、第13次調査SKO2土壌、SCOl竪穴住居址出土遺物



PL．20

ロ

ト

量、武
”甚（

SK12．13土塘出土遺物（163は確認面、168．173～175．180～183・193・200・202はSK13、他はSK12出土）
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