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は じ め に

大阪府南部に位置す る貝塚市 は面積43。96k㎡、東西に細長い市で、南部の山間部は和歌 山

県に接 し、北部 は大 阪湾に面 してい ます。北東は津田川 を挟んで岸和 田市、南西は見出川

を挟 んで泉佐野市、熊取町 と接 しています。海浜部の埋め立てや道路建設、住宅開発 な ど

都市化が進む一方、山間部には和泉葛城山な ど豊かな自然が残 されています。

加治 ・神前 ・畠中遺跡は本市の海浜部か ら内陸部 にあたる加神、 畠中にひろがる遺跡で

す。 これ らの地 区は海浜部 と山間部 を結ぶ幹線道路や大阪 一和歌山を結ぶ南海本線 の沿線

とい う立地か らは早 くより宅地化が進んでいます。近年、交通の整備や都市計画が進め ら

れ、地域の社会的、経済的な利便性が求め られてお り、整備事業が行われる一方、 それに

伴 う発掘調査 も増加 してい ます。

この度、貝塚 中央線南海本線単独立体交差化工事に伴 う側道建設工事に先立ち、発掘調

査 を実施 しました ところ、6世 紀末～7世 紀の竪穴住居跡、13世 紀頃の掘立柱建物跡 など

がみつか りました。

この加治 ・神前 ・畠中遺跡では弥生時代か ら近世 に至 る数多 くの遺構、遺物がその成果

として報告 されてい ます。 これ らの成果は本市な らびに周辺地域 の歴史 を明 らかにするう

えでまことに有意義なことと考えています。

本書の刊行が、皆様 の文化財に対するご理解 を深 めていただ くとともに、文化財の保護 ・

保存 ・研究の一助 となれば幸いに存 じます。

なお、調査並 びに本書作成 にあた り、関係各位 には多大 なご協力 を頂 き、 ここに深 く感

謝の意を表 します とともに、今後 とも本市 における文化財保護行政に対す る、一層の ご理

解 とご支援をお願 いいた します。

平成13年1月31日

貝塚市教育委員会

教育長 山 本 太 三 郎



例 言

1.本 書は、貝塚市建設部道路公園課の依頼 に よ り、大阪府貝塚市脇浜1丁 目106番 ～1

丁 目127番 、加神1丁 目124番 ～2丁 目56・番に所 在する加治 ・神前 ・畠中遺跡において実

施 した側道建設工事に伴 う事前発掘調査の概要報告 である。

2.発 掘調査 は確認調査 を平成11年6月23日 より平成11年6月31日 、2次 発掘調査 を平成

11年8月24日 より平成11年12月15日 にかけて実施 した。なお内業調査については本書刊

行 をもって終了 した。

3.調 査 にあたっては、大阪府岸和田土木事務所 、貝塚市建設部道路公園課、南海電気鉄

道株式会社 よ り多大なご理解 とご協力 を得 た。記 して、感謝の意を表 します。

4.発 掘調査 は貝塚 市教育委員会社会教育課、吏員木嶋崇晴が担当 した。

5.本 書の執筆 ・編集は木嶋崇晴が行 った。

6.遺 物写真撮影 は木嶋崇晴が行 った。

7.出 土遺物、調査 記録 は貝塚市教育委員会 において保管 している。

8.本 書作成 にあたっては、金光正裕 ・三宮 昌弘 ・合 田幸美な らびに財団法人大阪府文化

財調査研究セ ンター職員諸氏のご指導 をたまわった。記 して、感謝の意 を表 します。
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第1章 調査 に至 る経過

貝塚市では、貝塚市脇浜1丁 目106番 ～1丁 目127番、加神1丁 目124番～2丁 目56番 において

平成11年 度～平成13年度事業として貝塚中央線南海本線単独立体交差化工事に伴う側道整備事業

を計画し、貝塚市建設部道路公園課より埋蔵文化財の取 り扱いについて協議の申し入れがあった。

予定地は弥生時代から中世の集落跡として周知されている加治 ・神前 ・畠中遺跡の範囲内に含

まれる。予定地の東側では、平成3・6年 度に貝塚中央線道路建設工事に伴い、財団法人 大阪府

埋蔵文化財協会によって発掘調査が行われている。古代か ら中世の遺物包含層、古墳時代の竪穴

住居跡、6世 紀末～7世 紀初頭の掘立柱建物跡等の遺構が明 らかとなってお り、今回の予定地も

遺構の存在が充分予想 される地点であった。

そこで本市教育委員会は建設部道路公園課に対 して発掘通知書の提出を求めたうえで協議を行

い、確認調査を行うこととなった。

確認調査は平成11年6月23日 から平成11年6月31日 にかけて教育委員会が実施した。予定地は

南海本線高架橋西側であ り、線路が高架化するまで鉄道敷であった。

確認調査は2m×10m、2m×20mの トレンチを計9ヶ 所(340㎡)設 定 した。 トレンチでは

地層が大きく撹乱をうけてお り、おそ らく南海本線の工事 もしくはそれ以前にレンガ製作用の粘

土採掘等によるものと考えられる。各 トレンチの北西側(海 側)で 粘土採掘が行われていないの

は、隣接する一段低い水田へ土が崩れないように配慮 されたものと考えられる。

確認調査の結果、 トレンチ2～3・6よ り遺構及び古代から近世にかけての遺物包含層を検出

した。この成果を受け、建設部道路公園課との協議を重ねた結果、遺構、遺物包含層 を検出した

ト1/ンチ2～3、 トレンチ6の 範囲1,390㎡について発掘調査を実施することとなった。 トレンチ

2～3部 分を第1調 査区、 トレンチ6部 分を第2調 査区として設定した。調査は工事の計画上、

第2調 査区より開始した。

調査期間は第2調 査区が平成ll年8月24日 か ら平成11年10月24日 、第1調 査区が平成11年10月

24日か ら平成11年12月15日 にかけてである。
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1.沢 新 出遺 跡2.沢 海 岸 遺跡3.沢 遺 跡5.長 楽 寺跡7.地 蔵 堂 丸 山古 墳8.地 蔵 堂 廃 寺9.下 新 出遺 跡

19.泉 州 麻生 塩 壷 出 土地20.堀 遺 跡21.橋 本遺 跡22.貝 塚 寺 内 町遺 跡23.加 治 ・神 前 ・畠中 遺跡24.明 楽 寺 跡

25.沢 共 同墓 地 遺 跡26.沢 西 出 遺跡27.沢 海岸 北遺 跡2&沢 城 跡29.新 井 ・鳥 羽 遺 跡30。 新 井 ノ池 遺 跡35.

積 善 寺 城 跡34.澱 池 遺 跡51。 窪 田遺 跡 ・窪 田廃 寺57.堤 遺 跡58.小 瀬 五所 山遺 跡59.石 才 遺跡60。 王 子 遺跡

66.脇 浜 遺跡67.今 池 遺 跡70.石 才 南遺 跡72.地 蔵 堂遺 跡75.新 井 ・鳥羽 北 遺跡76.願 泉 寺本 堂78.沢 西 遺

跡79.王 子 西 遺 跡80.津 田遺 跡82.福 田遺跡87.小 瀬 遺 跡88.堤 三 宅遺 跡89.沢 新 開 遺跡90.沢 タナ ジ リ

遺 跡91.堀 新 遺 跡93.麻 生 中下 代 遺 跡94.堀 秋 毛 遺 跡96.沢 老 ノ塚 遺 跡97.東 遺跡102.津 田北 遺跡110.

海 塚 遺 跡111.脇 浜川 端 遺 跡109.窪 田ハ マ デ遺 跡

図1周 辺遺跡分布図
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第2章 位置 と環境

加治 ・神前 ・畠中遺跡は貝塚市の加神、畠中地区に所在 し、北の津 田川と南の近木川に挟まれ

た中位段丘上に立地する。本遺跡は弥生時代～中世の集落跡 として周知されている。調査地は第

1調 査区が南海電鉄貝塚駅 より南西へ約200mの 旧地方卸売市場の東側、第2調 査区は貝塚中央

線 と南海本線の交差点南西側に位置する。

これまでの調査で明確な遺構 としては弥生時代の井戸が最 も古 く、古墳時代では前期の掘立柱

建物跡、古墳時代後期の竪穴住居跡、掘立柱建物跡や溝等、飛鳥 ・奈良時代では掘立柱建物跡、

井戸、溝等が検出されている。遺構が最も多 く検出されるのは平安時代であり、掘立柱建物跡が

19棟検出されている。周辺地域でも有数の集落地であったことが窺える。本調査地もこれらの時

期に対応する遺構等の成果が期待 された。

周辺の遺跡としては、北西に中世の集落跡である堀秋毛遺跡、東に中世の集落跡である福田遺

跡がある。縄文時代～近世にかけての遺物散布地、生産遺跡である脇浜遺跡では、近木川右岸の

自然堤防上でナイフ形石器、サヌカイ ト剥片が採取 されている。1986・1991年 の財団法人 大阪

府埋蔵文化財協会の調査では段丘下で縄文時代晩期の土器が出土 し、古墳時代後期の竪穴住居跡

2棟 、掘立柱建物跡1棟 を検出した。竪穴住居跡は方形の平面形を呈 し、作 り付けの竈をもつ。

掘立柱建物は2問 ×2間 に3間 の北廂をもつものである。また製塩土器が多数出土しており、塩

生産にかかわる遺跡 として注目されている。地蔵堂丸山古墳は加治 ・神前 ・畠中遺跡とは近木川

を挟んだ左岸に位置する。全長約72m、 後円部径約43m、 前方部最大幅約27m、 後円部の高さ約

5m、 前方部高さ約4mの 規模である。1988年 に後円部東側に接した地点で行った調査では、濠

は確認できなかったが、最終面では多数の20cm大 ほ どの河原石に混じる状態で古墳時代後期の円

筒埴輪片が出土した。地蔵堂丸山古墳は昭和31年5月15日 に国史跡の指定を受けている。地蔵堂

丸山古墳に隣接する地蔵堂廃寺跡は平安時代の寺院跡と推定されている。1982年 の調査では、地

山を削 り出した一辺約9mの 正方形を呈する基壇跡、現本堂基壇の一部と雨落ち溝、現本壼以前

の雨落ち溝を検出した。基壇は正方形であることか ら、塔跡 と考えられる。検出された焼土層が

ほぼ永禄(1558～1570年)年 間と考えられることか ら、この塔は永禄年間に焼失したと推測され

る。橋本遺跡は近木川中流の北岸の河岸段丘上に位置する墓地である。約2,000基近 くの墓標 ・供

養碑が存在する。暦応2年(北 朝年号1339年)、 明応4年(1495年)銘 の五輪塔(地 部のみ)、明

応6年(1497年)銘 の宝篋印塔等の中世石造物が現存する。1951年 の火葬場建設の工事時に土師

器皿、青磁碗、青磁皿、鉄製小刀等が出土 している。これ らの出土遺物等より、鎌倉～室町時代

に成立 した墓地と考えられる。青磁碗、青磁皿は平成11年 度に貝塚市指定文化財に指定されてい

る。

本遺跡の北西に位置する東遺跡は中世 ・近世の遺跡である。1994年 の調査では中世の鋤溝、近

世の粘土採掘による土坑 ・廃棄土坑等を検出した。遺物は近世陶磁器が多数出土 した。1997年 の
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調査では牛 ・馬等の骨を捨てたとみられる土坑を3基 検出した。最大のもので直径約4mを 測る。

土坑内より骨のほか土器も出土した。出土 した骨は牛が最 も多 く、次に馬である。その他鹿、猪、

犬等の骨や亀の甲羅が少量出土した。時期は中世と考えられる。近世の土坑のうち2基 は犬、猫

の骨が出土した。

本遺跡の北に位置する貝塚寺内町遺跡は願泉寺を中心 とする近世都市遺跡である。貝塚寺内町

は根来寺の僧であった ト半斎了珍を住職として迎え、天文19年(1550年)弥 陀の絵像を安置し、

一向宗道場を再興 したのが始まりと考えられている。天文24年(1555年)に は本願寺より寺内と

して取立 られている。天正4年(1576年)の 織田信長による石山本願寺攻めの際には本願寺側に

つ き、1577年 に織田勢によって、貝塚寺内は焼き討ちにあっている。天正8年(1580年)に 顕如

は石山本願寺を退去 し、天正11年 には一時、貝塚寺内に本願寺が移されている。江戸時代 になる

とト半家が貝塚寺内の支配体制を強化 し、幕府より公認された。貝塚寺内町は寺内の政庁の機能

を果たす願泉寺を中心に大阪と和歌山を結ぶ紀州街道に沿って街区割 りが行われている。また寺

内の三方には一部二重の環濠や土居がめ ぐらされていた。発掘調査では掘立柱建物、土塁、溝、

井戸等の近世遺構 を検出している。遺物は碗、皿、摺鉢等多種の陶磁器、焼塩壷、瓦等が多数出

土 した。

図2調 査地位置図
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第3章 調査成果

1.調 査 の 概 要

第1調 査 区は建 設計画 に基づ き南北 約36m・ 東西 約20m、 面積760㎡ 、第2調 査 区 は南北約60

m・ 東西約7m、 張 り出 し部約10㎡ を含 む計430㎡ を設定 した。調査 区は国家座標V【系 基準値X

=-172940・Y=-59160を 基準 にして10m×10mに 区画 し、西 に23区 を設 け(A～Z)、 南 に27

区 を設けた(1～27)。 第1調 査区 は西に8区(A～H)、 南 に10区(1～10)、 第2調 査 区は西

に6区(T～Y)、 南 に6区(22～27)の 範囲にあたる(図3)。

2.基 本 層 序(図4)

① 第1調 査 区

土層の状況 は、南北で基本層 序が多 少異な る。北 部 は第1層 が盛土、撹乱(層 厚0.4m)、 第2

層 は灰 白色砂質土+浅 黄色土が混 じる(層 厚約0.1m)、 第3層 は黄灰色土+に ぶ い黄橙色土が混

じる(層 厚0.15m)、 第4層 は灰色粘質土(層 厚0.1m)、 第5層 は褐灰色粘質土(層 厚0.2m)で あ

る。南部は第1層 が盛土、撹乱(層 厚約0.4～0.5m)、 第2層 は灰オ リーブ色砂質土(層 厚 約0.1m)、
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第3層 は灰黄色土(層 厚約0.15m)、 第4層 は灰色粘質土 ・マ ンガ ンを含 む(層 厚約0.1m)で あ る。

南部で は北部の第5層 に対応す る層は確認 で きなか った。第6層 はにぶ い黄色砂礫土(地 山)で

ある。調査 は第6層 上面 まで行 った。

② 第2調 査 区

基本土層 は、第1層 が盛土(層 厚約0.4～0.5m)、 第2層 は灰 オ リーブ色土(層 厚 約0.15m)、 第

3層 は灰黄褐色土(層 厚約0.2m)、 第4層 は黄灰色粘質土(層 厚約0.1m)、 第5層 上層 は褐灰色 粘

質土(層 厚0.15m)、 第5層 下層 は灰 黄褐色 粘土(層 厚0.lm)、 第6層 は灰 白色粘土(地 山)で あ

る。調査 は第6層 上面 まで行 った。 また調査 区中央部 よ り西側 は谷地形 になってお り、現状 の地

盤 よ り約1.5mの 深 さで近 ・現代 の耕作土 を検出 した。その下層で は遺物包含層 は残存 しない。

第1・2調 査 区の基本層序で対 応す る層 は、 出土遺物等 よりおそ らく第2～4層 が対応する と

考 え られ る。第2調 査 区の第5層 に対応す る層 は、第1調 査 区で は土地の削平 を うけた可能性 が

あ り、存在 しない。

3.検 出遺構

第2調 査区の第1遺 構面では鋤溝、溝、石列、第2遺 構面では鋤溝、溝、第3遺 構面では鋤溝、

溝、第4遺 構面では掘立柱建物跡、柱穴、溝、土坑、竪穴住居跡を検出した。時期は第1・2遺

構面が近世、第3・4遺 構面は中世、掘立柱建物跡は12世紀後半～13世 紀、竪穴住居跡は6世 紀

末～7世 紀前半と考えられる。

第1調 査区の第1遺 構面では鋤溝、溝、第2遺 構面では鋤溝、第3遺 構面では鋤溝、溝、柱穴、

第4遺 構面では溝、不定形土坑、窪地地形、落ち込みを検出した。第1・2遺 構面は近世、第3

遺構面は中世後半、第4遺 構面は古墳時代かそれ以前と考えられる。

図4第1・2調 査区基本土層断面略図
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本調査地 では第2調 査 区 より調査 を開始 し、遺構 の年代 も古い ことか ら、第2調 査 区 より記述

す る。調査時の遺構名 は現地 ではSD-○ ○ としたが 、第1調 査区 と第2調 査区 を区別するため

に、本書では第1調 査 区 をSD-○ ○-1、 第2調 査 区をSD-○ ○-2と した。

① 第2調 査 区

第1遺 構 面(図5・ 図版3)

第2層 上面で遺構検 出 を行 い、鋤溝、溝 を検 出 した。本遺構面 は出土遺物 より近世以降の耕作

地 と考 えられる。

鋤 溝

これ らはU-23・24、V-24区 で検 出 した もので ある。検 出長0.5～lm、 幅0.4～0.8m、 深 さ

約0.04mを 測 る。埋土 は灰黄色土 である。方向 は座標北 に対 して東へ30° 振 る。遺物 は土師器、

瓦器、須恵器が 出土 した。 これ らの鋤溝は調査 区全域 に広 がっていた と考 え られ る。

SD-107-2

本遺構 はU-23区 で検 出 した溝 であ る。検 出長約6m、 幅0.3～0.4m、 深 さ約0.1mを 測 る。埋

土 は褐灰色粘質土 である。断面形状 は皿形であ る。方向 は座標北 に対 して東へ10° 振 り、鋤溝 と

同方 向であ る。本溝 は緩やか に蛇行す るようであ る。遺物は土 師器が出土 した。

SD-108-2

本遺構 はU-23区 で検 出 した溝であ る。検 出長約4m、 幅0.3～0.6m、 深 さ約0.lmを 測 る。埋

土 は褐灰色土である。 断面形状は皿形 であ る。方 向は座標北 に対 して東へ10° 振 り、鋤溝 と同方

向である。遺物 は瓦器 が出土 した。

第2遺 構 面(図5・ 図版3)

第3層 上面で遺構検 出を行 い、鋤溝、溝等 を検 出 した。本遺構面 は出土遺物 か ら中世後半～近

世で、耕作地であった と考 え られる。

鋤 溝

これ らはU-23、V-24区 で検 出 した ものであ る。検 出長0.5～1m、 幅約0.3m、 深 さ約0.04

mを 測 る。埋土は褐灰色 シル トであ る。方 向は座標北 に対 して東へ10～30° 振る。遺物 は土師器、

瓦器 、須恵器が出土 した。

SD-210-2

本遺構 はU-24区 で検 出 した溝 である。検 出長約2m、 幅0.5m、 深 さ0.2mを 測 る。埋 土は灰

黄褐色砂質土であ る。方向は座標北 に対 して東へ10° 振 り、鋤溝 と同方 向である。遺物 は出土 し

てい ない。

SX-204-2

本遺構 はV-24区 で検 出 した落 ち込みで ある。検 出長4m、 幅2m、 深 さ約0.lmを 測 る。埋

土 は灰黄色砂質土 である。本遺構 は第2層 よ り掘 り込 まれてお り、南側(谷)へ 向か うほ ど砂礫

が多 く混 じるようになる。遺物は土 師器、瓦器、須恵器 、瓦、 陶器が出土 した。本遺構 内 より南

北方向の石列 を検 出 した。石は2段 に積 まれていた。
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石 列

本遺構 はV-24区 で検出 した石列 であ る。検 出長約3mで あ り、10cm未 満 の石が2段 に積 ま

れてい た。方 向は座標北 に対 して東へ20° 振 り、鋤溝 、SD-210-2と ほぼ同方 向である。時

期 はSX-204-2の 出土遺物 よ り近世 頃 と考 え られ る。本遺構 は田境 を区画す るための石組 み

の痕跡 と考 え られる。

第3遺 構 面(図5・ 図版4)

第4層 上面 で遺構検 出を行い、鋤溝、溝、土坑 を検 出 した。本遺構 面は出土遺物 よ り中世後半

頃で、耕作地 と考 え られ る。

鋤 溝

これ らはV-24区 で検出 した鋤溝 であ る。検 出長0.3～1.2m、 幅0.15m、 深 さ0.03mを 測 る。埋

土は褐灰色土 である。方向は座標北 に対 して東へ20° 振 る。遺物 は土師器、須恵器、瓦器が出土

した。

SD-303-2

本遺構 はU-24区 で検 出 した溝 であ る。検 出長1.5m、 幅0.4m、 深 さ0.1mを 測 る。断面形状 は

皿形 である。埋土 は暗灰黄色 土である。方向 は座標北 に対 して東へ20° 振 る。遺物 は土師器 、瓦

器 、須恵器が 出土 した。

SD-307-2

本 遺構 はV-24区 で検 出 した溝 であ る。検 出長1.4m、 幅0.3m、 深 さ0.15mを 測 る。埋 土 は灰

黄褐色土 である。断面形状 はU字 形 であ る。方向は座標北 に対 して西へ70° 振 る。遺物 は土 師器

が出土 した。

SD-308-2

本遺 構 はV-24区 で検 出 した溝 であ る。検 出長α8m、 幅α3m、 深 さ0.05mを 測 る。 断面形状

は皿形 である。埋土 は灰黄褐色土 である。方向 は座標北 に対 して東へ20° 振 る。遺物 は出土 して

いない。

SX-314-2

本遺構 はV-24・25区 で検 出 した落 ち込み である。検 出長2.3m、 深 さ0.lmを 測 る。埋土 は灰

黄褐色土 である。遺物 は出土 していない。

第4遺 構 面(図5、 図版5・6)

第5層 上面で遺構 検出 を行 い、掘立柱建 物跡 、柱穴、溝、土坑 を検出 した。本遺構 面 は中世中

頃 と考 え られ る。調査区南側 では7世 紀の竪穴住居跡 を検出 した。

SD-410-2(図6)

本遺構 はV-23区 で検出 した溝 であ る。検 出長5m、 幅05m、 深 さ0.05mを 測 る。断面形状 は

皿形で ある。埋土 は灰色 土である。方向 は座標 北に対 して西へ70° 振 る。比高 は約0.03mを 測 り、

北西方 向に下が る。SD-411-2と 切 り合い関係 にあ り、SD-410-2の 方 が古い。遺物 は土

師器、瓦器、須恵器が出土 した。
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図5第2調 査区 第1～4遺 構面遺構配置図
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SD-411-2

本遺構 はU-23区 で検 出 した溝 である。検出長5m以 上、幅0.6m、 深 さ0.05mを 測 る。断面 は

皿形である。埋土 は黄灰色土であ る。比高 は約0.05mを 測 り、北西方向に下 がる。遺物 は土師器、

瓦器が出土 した。

SD-409-2

本遺構 はU-23区 で検 出 した溝}であ る。検 出長3。3m、 幅1m、 深 さ0.lmを 測 る。断面形状 は

皿形で ある。埋土 は灰色 土であ る。方向は座標北 に対 して東へ10° 振 る。SD-413-2に 対応

す ると考え られる。遺物 は土師器 が出土 した。

SD-413-2

本遺構 はU-23・24区 で検出 した溝 である。検出長約4m、 幅0.55～lm、 深 さ0.05mを 測 る。

断面形状 は浅 い皿形 であ る。埋土 は灰色 土で ある。比 高は0.05mを 測 り、北 方向(SD-409-

2)に 下がる。遺物 は出土 していない。

SD-416-2(図6)

本 遺構 はV-24区 で検 出 した溝 である。検出長6m、 幅0.55～1m、 深 さ約0.lmを 測 る。断面

形状 はu字 形 である。埋土 は上層 が褐灰色土、下層 は灰黄褐色土である。方向は座標北 に対 して

西へ75° 振 る。比高 は0.15mを 測 り、西へ下が る。遺物 は土師器、須 恵器 が出土 した。

SD-417-2(図6)

本遺構 はV-24区 で検 出 した溝 であ る。検 出長5m、 幅0.5m、 深 さ0.1mを 測 る。断面形状 は

皿形 であ る。埋 土 は黒褐色 土で ある。方向 は座標北 に対 し西へ75° 振 る。比 高は0.lmを 測 り、

西へ 下がる。遺物 は土師器、瓦器 が出土 した。SD-418-2と 切 り合 い、本溝 の方 が古い。

SD-418-2(図6・7)

本遺構 はV-24区 で検 出 した溝 であ る。検 出長約5m、 幅約0.6m、 深 さα1mを 測 る。断面 形

状 はU字 形 であ る。埋 土 は褐灰色 粘質土 であ る。方 向 は座 標北 に対 して西へ75° 振 る。比高0.1

mを 測 り、SD-416・417-2と 同様 に西 に下が る。遺物 は土師器、瓦器、一段深 い部分で約20

cm大 の石 とともに土 師質羽釜等が出土 した。

SD-428-2

本 遺構 はV-24区 で検 出 した溝で ある。検 出長約5m、 幅0.4～1.4m、 深 さα05mを 測 る。埋

土 は黄灰色粘質土 であ る。遺物 は出土 してい ない。SK-429-2と の切 り合 い よ り本溝 の方が

新 し く、 またSD-416～418-2よ り上層 で検 出してお り、本溝 の方が新 しい と考え られる。

SK-412-2(図6)

本遺構 はU-23区 で検 出した土坑 である。検 出長 は長軸1m、 短軸0.5m、 深 さは0.1mを 測る。

埋 土は灰色土 である。遺物 は土師器、瓦器が 出土 した。

SK-422-2(図6)

本 遺構 はU-24区 で検出 した土坑 である。検 出長約0.6m、 深 さ約0.1mを 測 る。平面形は隅丸

方形である。埋土 は褐灰色土 に細砂 が混 じる。遺物 は出土 していない。
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図6 第2調 査区 第4遺 構面遺構断面図
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SK-423-2(図6)

本遺構 はU-24区 で検 出 した土坑で あ る。検 出長 は長軸(南 北)lm、 短軸(東 西)0.4m、

深 さ0.05mを 測 る。埋土 は褐灰色土 ににぶ い黄橙色土が混 じる。遺物 は土師器、瓦器が出土 した。

SX-415-2

本遺構 はV-24区 で検出 した土坑で ある。検 出長約4m、 幅1m、 深 さαlmを 測 る。埋 土 は

黄灰色粘質土である。遺物 は土師器、瓦器 が出土 した。

SX-419-2(図6)

本遺 構 はV-25区 で検 出 した土坑 で ある。検 出長南北0.13m、 東 西0.3m、 深 さ0.4mを 測 る。

埋土 は上層が黒褐色 土、下層 は黒褐色 土 に砂 が混 じる。遺物 は出土 していない。 自然 の落 ち込み

と考 え られ、第1調 査 区の第4遺 構面で検 出 した不定形土坑 に類似す る もの と考え られる。

掘 立 柱 建 物 跡SB-400-2(図5・8、 図版7)

U-23・24区 よ り検出 した掘立柱建 物跡である。柱穴SK-401～403・405・407・420・421・

424・427を 検 出 した。柱穴 の規模 は直径0.3～0.5m、 深 さ0.2～0.3mで ある。建物全体 の1/2と 考

え られ、桁行3問(5.9m)× 梁行2問(4m)、 復元床面積 は15㎡ の建物 になると推測 される。

柱 問の平均 は桁行方 向2m、 梁行2m(SK-424-2-SK-427-2は1!7mと 短 くなる)で あ

る。棟 方向はほぼ南北方向である。遺物 はSK-401～403・405・424-2よ り土師器、瓦器、S

K-407-2は 土師器が出土 した。時期 は12世 紀後半～13世 紀頃 と考え られる。

掘立柱建物 跡西側 で南北 方向の柱穴列 を検 出 した。柱穴の規模 は直径0.3～0.4m、 深 さ0.2～0.3

mを 測 る。柱 間はSK-401-2か らSK-407-2は1.9m、SK-407-2か らSK-421-2は

2mで ある。 この柱穴列 に対応す る もの は検出で きなかった。掘 立柱建物 に付属す る廂の可能性

も考 え られる。

SK-406-2(図7)

本遺構 はV-23区 で検 出した土坑であ る。直径0.4m、 深 さ0.05mを 測 る。埋土 は褐灰色 土であ

図7第2調 査 区SK-406-2、SD-418-2平 面 ・断 面 図
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る。遺物 は土師器皿 と小皿が重なった状態で出土 した。掘 立柱建物跡の柱穴 の深 さと比べ ると浅

いことか ら、土坑上部が削平 されている可能性 があ り、数点の土器が一括 に埋納 されていた こと

も考 え られる。出土状況 よ り土坑 に重 ねた皿 を納 め、埋 め戻 す際に重ねた皿が崩 れた状態で埋 まっ

たもの と推測 される。おそ ら く建物'X11-2に かかわる地鎮め に使用 した もの を一括 して埋

納 した もの と考 え られ る。

竪 穴 住 居 跡SB-502-2(図9、 図版8～10)

本遺構 はX・Y-26・27区 で検出 した方形竪穴住居跡 である。検出長は一辺約4m、 深 さ0.2～

0.3mを 測 る。壁溝 は幅約0.2m、 深 さ約0.1mを 測 る。埋土 は3層 に分 け られ、上層 は黒褐色土、

中層 は暗灰黄色土、下層 は暗灰黄色 土に褐灰色 土が混 じる。層厚0.1mを 測 る下層 は貼 り床 と考 え

られ る。貼 り床上面で須恵器 ・土師器甕が出土 した。

住居 は南側 で撹乱 によって破壊 され てい る。住居 の南半分 は旧自然流路上 に立地 してお り、そ

のため土地 が下が ってお り、床 を平坦 にす るために整地 した もの と推 測 される。

住居 の東辺北寄 りには竈が付属す る。貼 り床上面(住 居堆 積下層)、 地山上面で検出作業 を行 っ

たが、柱 穴は検 出で きなか った。

竪穴住 居跡 につい て

地山上面で壁溝、竈を検出した。貼 り床、地山の各上面で遺構検出を行ったが、柱穴を検出す

ることはできなかった。本市秦廃寺 ・麻生中下代遺跡註1で本調査区とほぼ同時期と考えられる竪

穴住居跡が検出されている。これらの住居跡にも柱穴は検出されていない。柱穴を掘らずに柱 を

設置する構造 も考えられるが、この場合、強度を得るために、ホゾ構造で垂木組みをする必要が

あ り、柱穴を掘るより経費的、技術的に手間がかかる。また礎石を用いた形跡もなかった。住居

外部から屋根を支える構造であった可能性 も考えられる。

竪穴住 居跡 の竈 につい て

調査区の側溝が住居と竈部分にあたり、どのような構造で作 られていたのか確認しにくい状態

であった。調査時は馬蹄形を想定 して検出作業を行っていたが、作業がすすむにつれ、それとは

異なる形態をもった竈であることがわかってきた。後世の遺構による影響も考えたが、明らかに

異なる埋土は認められなかったため、竈の埋土であると判断した。

調査時の状況としては、調査区東壁断面(図9-4)で 黄灰色土が 「く」の字状 に掘 り残され、

被熱のため赤 く変色 していた。「く」の字状の黄灰色土(図9-4No.45)を 中心 として向って

左側(図9-4No.40～44)は 炭、煤が混入 した黒色土、向って右側(図9-4No.18・21)

は焼土や土器細片が混入する茶褐色土が堆積 していた。竈は調査区外に及ぶことがわか り、調査

区の部分拡張 を行った。拡張部分では炭、煤が混 じった黒色土、焼土や土器細片が混入する土が

堆積 していた。

調査終了後、類例を調べていくなかで、横煙道をもつ竈 といくつか類似点があった。財団法人

大阪府文化財調査研究センターの金光氏、三宮氏、合田氏の三氏に図面、写真等で確認していた
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図8 第2調 査区 掘立柱建物跡平面図、柱穴断面図
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だいた ところ、横煙道 をもつ竈 の可能性 が高いのではないか とい う意見 をいただいた。

当初 「く」の字状部分(図9-4No.45)は 被熱 に よる赤変が顕著 であ り、竃の掛 口にあたる

もの と考え、 「く」の字の内側(図9-4No.21)が 竈内部の堆積 と考 えた。 この上層 は住居 の

埋土が堆積 しているため、このNo.24(図9-4)よ り上層 を竃の天井部 が崩落 した もの と考 えた。

しか しNo.24(図9-4)の 下層は地 山で あ り、この上面 で被熱 した痕跡 は認め られなかった。三

宮氏 に よれば、検出状況の写真 を見 る限 りでは掛 口部に しては厚 みが薄 いとい う指摘が あった。

この部分 は細かい ブロ ック土が混入 してお り、竈 の壁体 にあたる可能性があ る。 これを壁体 と考

え ると東壁断面(図9-4)で み ると当初竈 内部 と考 えていた層(図9-4、No.11・13)は 住 居

跡 内の堆積層 となる。

東壁 断面(図9-4)で みるとNo.31・40～44(図9-4)は 炭 が混入 し、黒褐色土 を中心 とす

る堆積 であ り、竈 の煙道部 にあたると考 えられ る。No.35～38(図9-4)は 煙道 の天井部が崩 落

した もの と考 え られ る。

住居跡東辺北寄 りに壁溝 を掘 り込んだ部分 があ り、炭、焼土が混入す る埋 土であった。当初 は

この掘 り込み を竈か ら掻 き出 した ものを一時 的に置 いてお くための施設 と考えた。三氏の意見 は

この掘 り込みが焚 口部にあたるとい うこ とで一致 したが、断面 図(図9-2)で み ると三宮氏 は

No.3(図9-2)が 竈の燃焼部、No.7(図9-2)が 壁体構築する前 に炭 を底部 に敷 き湿気抜 き

を 目的 とした ものであ り、それ以外 は竈 の壁体構築部分ではないか とい う指摘 をされた。合 田氏

はNo.7(図9-2)が 燃 焼部、 その上部 は竈の壁体 ・天井部が崩れて堆積 したものではないか と

指摘 をされた。調査者 としては、No.7(図9-2)よ り上層 は壁体 と考え られる 「く」の字部 の

よ うにしっか りとした土質 とは異なるこ とか ら、壁 体が崩 れて堆積 した もの と考 えている。 しか

し掘 り込みが深 いこ とが気 になる。

住居跡外側 は溝状 に浅 く掘 り窪め られ てお り、炭 ・煤が混入 した黒色 土が堆積 していた。 当初

は竈 に溜 まった炭や煤 を外 に掻 き出 していた ものと考 えたが、黒色土には黄灰色土ブロ ック等の

混入 を確 認 していないので、竈使用後、竈 を崩 して炭や煤 を掻 き出す とは考 え難か った。 この溝

状 のもの を横煙道 と考 えると、煙道部 は焚 口部 よ りL字 に カーブ して南方向へのび る。煙道部の

埋土 は黒色 土で、手触 りはふんわ りとした感触 であ り、他 の土 は混入 しない。灰黄色土(図9-3

No.6)は 地下水 の影響 に よって土質に締 まりはなかったが、おそ らく壁体 の痕跡 と考 えられる。

しか しその他 の壁体 の痕跡、崩 れた痕跡 は認 め られず、天井部が削平 された可能性 も考 え られ る。

また この竈 の煙 口は南側 にあったのではないか と推測 される。 これ を整理 して考 える と、焚 口

部 は住居壁面 を掘 り込み、煙道部は住居東辺 に沿 って掘 り窪 め、粘土～粘質土 を用 いて壁体 を構

築 した と推測 される。竈の規模 は煙道長1.5m以 上、幅約0.3mで ある。明確 な焚 口部、支脚や煙 口

は検出で きなかった。松室孝樹氏 の分類註2では住居の1つ のコーナー を掘 り残 してそこに煙道 を

設置す るタイプであるD類 にあたる もの と考 え られ る。

金光氏 よ り居住 を 目的とした ものではな く、竈 を用いる別 の目的 をもった施設であった可能性

も考 えられるのではないか と指摘 をされたが、土師器甕、須恵器甕は出土 したものの、建物の性
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A'

図9-2

B'

1.灰黄褐色土10YH5/2(
が混入)

2,灰 黄褐色土10YH5/2
3.褐 灰色土iovnan炭

焼土が混入)
4.黒 色土10YR7/1(炭が

く混入)
5.灰黄褐色土10YR4'1(

t・黄橙色砂粒が混入}
6.灰黄色土2.5Y62
7,黒褐色粘土10YH3/2
8,灰黄褐色土101Ti4/2 9 11m

図9-3竪 穴住居跡煙道部断面図 図9-1竪 穴住 居跡平面図

1

ヒ

図9-4第2調 査 区東壁 断面 図

L=10.000m図9-6竪 穴住居跡南北セ クション断面図

E' 4544
36

43

46贋 ≡375・
6055

63

46.に ぶい黄橙色土10YR7/3十 灰黄褐色土10YR5'2(砂 が混入)

47.灰 黄褐色土10YR512

48.に ぶい黄磴色土10YR7/3十 灰黄褐色土10YR512

49.灰黄褐色土10YR4/2(白 い細石が混入)

50.灰黄褐色土10YR4/2(白 い細石が混入)

51.灰黄褐色土10YR4/2(白 い細石が混入)

52.灰黄褐色土10YR5/2(小 石が若于混入)

53,灰黄色土2,5Y7/2十灰黄褐色土10YR5/2

54.灰黄褐色土10YR5/2

55.褐灰色土10YR4'1十 灰黄褐色土10YR5/2(白 い細石が混入)

41

51 1靉 ゜
59

E

si 62

36.褐 灰色土10YR4/1(白 い細石が混入)

37,黒 褐色土10YR311

38.灰 黄褐色t1UYR4/2(自 い細石が混入)

39.暗 灰黄色土2.5Y5/2(白い細石が混入)

40.灰 黄色f2.5Y7/2十 黄灰色f2.5Y5/1

41.暗 灰黄色土2.5Y512(白い網石が混入)

42.灰 黄色土2.5Y7/2十黄灰色土2.5Y511

43.暗灰黄色土2.5Y5'2

44.褐灰色土10YR411十 灰黄褐色土10YR5/2

45.灰黄色土2.5Y7/2十灰黄褐色土10YR512

一゚ 嚠_ ._〔姓.。

56.褐r色 土10YR4/1十 灰黄褐色土10YR5'2(白 い細石が混入)

57.にぶい黄橙色土10YR6/3

58.灰黄色土2.5Y612十灰黄褐色土10YR512

59.褐灰色土10YR4/1(砂 が混入)

so.褐灰色flUYR4/1十 灰黄褐色土10YR6/2

61.灰 黄色土フ.5Y6/2十灰黄褐色土10YR5/2

62.黄 灰色土2.5Y511

63.にぶい黄橙色土10YR6/3十 灰黄褐色土10YR5/2

64.にぶい黄橙色土10YR6/3十 灰黄褐色土10YR512

図9 第2調 査区 竪穴住居跡平面 ・断面図
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格 をあ らわす ような遺物 は出土 していない。

張 り 出 し部(図10、 図版4)

本張 り出 し部は段丘下のU-22・23、V-23区 にあた る。 第2調 査区の現地盤 か ら約1.5m低 い

位置 にある。

基本層序 は第1層 が現代耕作 土(層 厚約0.5m)、 第2層 は灰色砂 質土 ににぶい黄褐色 土が混 じ

る(層 厚o.i～0.2m)、 第3層 は褐灰色粗 砂礫(層 厚約0.5m)、 第4層 は灰 自色細砂(層 厚約0.1m)、

第5層 は灰 オ リーブ色粗砂(層 厚 約0.1m)、 第6層 は灰色砂礫(層 厚0.1～0:2m)、 第7層 は灰黄

色細砂(層 厚0.2m以 上)で ある。地 山は検 出で きなかった。

第3層 よ り下層 は流路 堆積 である。張 り出 し部南西側 で左岸 にあたる地 山を検出 してお り、東

か ら西へ流れていたと考 えられる。第2調 査区は段 丘端 にあた り、段丘下 は 自然流路が流れてい

た。流路堆積層 よ り遺物 は出土 してお らず、埋没 時期 は不 明である。

i

L=10.000m

36 35

1.灰 色土7.5Y4/1(現 代耕 作土)

2.灰 色砂 質土5Y5/1(に ぶい黄褐色 土が混 入)

3.褐 灰色 土10YR5/1

4.褐 灰色 粗砂礫10YR5/1(礫 が多量に堆積)

5.灰 黄褐 色粗砂10YR612

6.灰 黄褐 色土10YR512(粗 砂が混 入)

7.に ぶい黄橙色 細砂10YR712

8.灰 黄褐 色微砂10YR612

9.に ぶい黄橙色微 砂10YR712

io.灰 黄褐 色土10YR5/2

11.灰 黄褐 色土10YR5/2

12.褐 灰色 粘土ブロック7.5Y5/1

4

13.黄 灰 色砂 質土2.5V6/1

14.灰 白色砂7.5Y7/1

15.褐 灰 色細砂7.5YR6/1

is.灰 白色砂5Y〃1

17.灰 黄 色粗砂2.5Y7/2

18.灰 白色細砂2.5Y7/1

19.灰 白色微砂2.5Y7/1

20.灰 白色粗砂 礫5Y〃2

21.灰 白色粗砂5Y7/2

22.黄 灰 色粗砂2.5Y611

23.灰 白色細砂2.5Y〃1

24.黄 灰 色礫2.5Y6/1

25.灰 白色砂5Y〃1

26.灰 白色 細砂7.5Y711

27,灰 白色 砂5Y711

28.灰 オリーブ色粗砂5Y612

29.黄 灰色 細砂2.5Y7/2

30.黄 灰色 砂2.5Y6/2

31.灰 自色 細砂2.5Y711

32.灰 色砂 礫5Y611
33.に ぶい黄色細 砂2,5Y6/3(粗 砂 が混入)

34.黄 灰色 細砂2.5Y7/2

35.灰 白色 粗砂礫2.5Y7/1(No、4の 方が礫 の粒 子が粗い)

36.に ぶい黄色粗砂 礫2.5Y6!3(No.35よ りも礫の粒子が粗 い)

P 2m

図10第2調 査区 張 り出 し部土層断面図
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② 第1調 査 区

第1遺 構 面(図11、 図版12)

第3層 上面で検出を行 い、鋤溝、溝 を検 出 した。本遺構面 は近世以降の耕作地 と考 え られ る。

鋤 溝

これ らは調査区全域 で検 出 した鋤溝である。検出長0.8～2m、 幅0.2～0.3m、 深 さ約0.03mを 測

る。埋 土 はE-8区 よ り南西側 は黄灰色砂質土、北東側 は褐灰色砂質土 に黄橙色土が混 じる。

鋤溝 の方 向は座標 北に対 して東へ40～50° 、西へ40°(B-5区)振 るもの とがある。遺物 は土

師器、瓦器が出土 している。

SD-117-1

本遺構 はE-8区 で検 出 した溝 である。検 出長1m、 幅0.4m、 深 さ0.1mを 測 る。 断面形状 は皿

形 である。埋土 は褐灰色砂 質土 である。方向は座標北 に対 して西へ50° 振 る。遺物 は出土 してい

ない。

第2遺 構 面(図11、 図版12・13)

第4層 上面 で遺構 検出 を行 い、鋤溝 を検出 した。本遺構 面 は中世後半～近世の耕作地 と考 え ら

れる。

鋤 溝

これ らは調杢 区全域で検 出 した鋤溝で ある。検 出長1～4m、 幅約0.3m、 深 さ約0.03mを 測 る。

埋 土は黄灰色砂質土で ある。方向は座標北 に対 して東へ40～50° 、西へ50°(B-4区)振 る も

のの2種 類 がある。

第3遺 構 面(図12・13、 図版13)

調査 区北部の第5層 、南部の第6層 上面で遺構検 出を行 い、鋤溝、溝 、柱穴、土坑 を検 出 した。

本遺構 面 は中世後半 の耕作地 と考え られる。

鋤 溝

これ らはA-2、C-5区(北 東側)、F-8、G-9・10区(南 西側)で 鋤溝 を検 出した。北

西側 は検 出長約5m、 幅0.4m、 深 さ0.03m、 南西側 は検 出長1.5～2m、 幅0.3m、 深 さ0.03mを 測

る。埋 土 は北東側 が黄灰色土、南西側 が褐灰色土であ る。方 向は座標北 に対 して西へ40°(北 東

側)、 東へ40°(南 西側)振 る。遺物は出土 してい ない。

SD-301-1(図13、 図版13)

本遺構 はE-7区 で検 出 した溝で ある。検 出長5.5m、 幅1.3m、 深 さ0.2mを 測 る。断面形状 は

U字 形 である。埋土 は黒褐色粘質土 である。比高 は約0.05mを 測 り、東 か ら西 に下が る。方向 は

座標北 に対 して西へ50° 振 る。遺物 は土師器、瓦器が出土 した。

SD-302-1(図13、 図版13)

本遺構 はE-7区 で検 出 した溝 である。検 出長5.5m、 幅約0.35m、 深 さ約0.08mを 測 る。断面

形状 は皿形 である。埋土 は黄灰色粘質土 である。比高 は約0.05mを 測 り、東 か ら西 に下 がる。方

向は座標北 に対 して西へ50° 振 る。遺物は出土 していない。
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図11第1調 査区 第1・2遺 構面遺構配置図
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図121第1調 査 区 第3・4遺 構面遺 構配置 図
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SD-303-1(図13、 図版13)

本遺構 はD・E-8区 で検 出 した溝であ る。検 出長約6m、 幅0.9m、 深 さ約0.05mを 測 る。断

面形状 は皿形 である。埋土は黄灰色粘質土であ る。方向は座標北 に対 して西へ55° 振 る。遺物 は

土師器が出土 した。

SD-312-1(図13、 図版13)

本遺構 はE-8区 で検 出 した溝 であ る。検 出長5.5m、 幅1:、 深 さ約0.1mを 測 る。断面形状

はU字 形である。埋土 は灰 黄色粘質土であ る。方向は座標北 に対 して西へ50° 振 る。SD-301、

302-1と 重複 し、SD-301-1→SD-312-1→SD-302-1の 順 に新 しくなる。

SD-304-1(図13、 図版14)

本遺構 はG・H-10区 で検 出 した溝であ る。検出長 約4m、 幅0.6m以 上、深 さ約0.15mを 測る。

断面形状 は皿形 である。埋 土は上層が褐灰色粘 質土、 下層 は黄灰色粘土である。方向は座標北 に

対 して西へ40° 振 る。遺物 は土師器、瓦器が出土 した。

SK-314-1(図13)

本遺構 はF-8区 で検 出 した柱 穴である。直径0.25m、 深 さ0.2mを 測 る。埋 土は灰色粘質土で

ある。本 遺構 に対応す る柱 穴は検 出で きなか った。

SK-313-1(図13、 図版15)

本遺構 はE-7区 で検 出した柱 穴である。検 出直径0.2m、 深 さ0.15mを 測 る。埋土 は灰 白色粘

質土 に褐灰色粘質土 ブロックが混 じる。本遺構 に対応 する柱穴 は検 出で きなか った。

SK-315-1(図13、 図版15)

本遺構 はE-8区 で検出 した柱穴 である。検 出直径0.2m、 深 さ0.2mを 測 る。埋土 は褐灰色 土、

柱 痕部は黄灰色土 であ る。本遺構 に対応す る柱 穴は検 出で きなか った。遺物 は土師器 が出土 した。

第1調 査 区検 出 の掘 立 柱 建 物 につ い て

第1調 査 区で検 出 したSK-313～315-1は 杭 や柵 の可能性 も考 えられるが、1991年 度 の調査

では掘 立柱建物跡が2棟 検 出 されているこ とか ら、これ らも掘立柱建 物の柱穴 と考 えられる。1991

年度 に検 出 された掘立柱建物2棟 は梁行3問 ×桁行4問 であ り、柱穴規模 は直径o.1～0.2m、 深 さ

0.03～0.lmを 測 る。時期は12世 紀後半 と推 定 されている。今回検 出 した柱穴の規模 と類似す るが 、

これ らの柱 穴に対応す るもの は検 出で きず、おそ らく土地 の削平 によって失 われた もの と考 え ら

れ る。 また柱穴 は溝埋没後 に掘 られていることか ら建物 は耕作地内 に建 て られていた と考 え られ

る。SK-313・315-1は ほぼ同位置 であ ることか ら、建替 えが行われていたと考 えられる。時

期 はSD-302-1と の切 り合い関係 より13世 紀以降 に建 て られた と推測 される。

第4遺 構 面(図12・14・15、 図版15～17)

第6層 上面で遺構検 出を行 い、溝、土坑、窪地地形 を検 出 した。本遺構面 の時期 は古墳時代以

前 と考 えられる。
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SX-401-1(図 版17)

本遺構 はA-1・2区 で検 出 した落ち込みである。検 出長南北約8m、 東西2.1m、 深 さ0.1mを

測 り、西方向に下がってい く。A-1区 では若干深 くな り、土師器のほか蛸壷、土錘 等漁労具が

出土 した。遺構 の ライ ンが隣接する耕作地 と同方向であるため、耕作 地に高低差 を設 けるために

掘 り込 まれた もの と考 え られ る。第4層 堆積以前 に掘 り込まれた もの と考え られる。

窪 地 地 形

本遺構 はB-4～E-7区 にか けて検 出 した窪地 地形 であ る。検 出長5.5m、 幅30.5m、 深 さ

o.i～0.2mを 測 る。埋土 は黒褐色 土である。底 部はわず かに起伏がある。遺物 は出土 していない。

SD-405-1(図14、 図版15)

本遺構 はA・B-3区 で検 出 した流路であ る。検 出長約7m、 幅約1.3m、 深 さ0.2～0.4mを 測

る。断面形状 は皿形 である。埋土は黒褐色土及 び粘質土である。方向 は座標北 に対 して東へ70°

振 る。調査区東西両端 で深 くなってお り、底部 の起伏 が大 きかった と考え られる。遺物 は出土 し

ていない。

SX-406-1(図14)

本遺構 はA-3区 で検 出 した不定形土坑 である。検 出長南北約1m、 東西 約lm、 深 さ0.45m

を測 る。埋土 は上層が灰黄褐色粘土、下層 が黒褐色粘土である。断面形状 はU字 形 である。遺物

は出土 してい ない。

SX-407-1(図14)

本遺構 はB-4区 で検 出 した不 定形 土坑で ある。検 出幅1.4m、 深 さα3mを 測 る。埋土 は上層

が褐灰色粘土、 中層 は暗灰黄色粘土、下層は黒褐色粘土である。遺物 は出土 していない。

SX-411-1(図14)

本遺構 はB-5区 で検出 した不定形土坑である。検 出幅1m、 深 さ0.4mを 測 る。断面形状 は皿

形である。埋土 は上層が褐灰色粘土、中層 は黄灰色粘土、下層は褐灰色粘土であ る。遺物 は出土

していない。

SX-428-1(図14)

本遺構 はB-4区 で検出 した土坑であ る。検 出長南北2.5m、 東西1.6m、 幅約0.45m、 深 さ約0.5

mを 測 る。 断面形状 はu字 形 である。埋 土 は褐灰色粘質土であ る。遺物 は出土 していない。

SD-433-1(図14)

本遺構 はB-4区 で検 出 した不定形土坑 であ る。検 出幅0.9m、 深 さ0.2mを 測 る。断面形状 は

皿形である。埋土 は上層が にぶい黄色粘質土、下層 は黄灰色土であ る。遺物 は出土 していない。

SX-413-1(図15)

本遺構 はE-7区 で検 出した不定形土坑であ る。検 出長軸2.5m、 短軸1.3m、 深 さ0.45mを 測 る。

断面形状 は上部 が大 きく開 くU字 形 である。埋 土は上層 がにぶい褐 色土、中層 は褐色粘土、下層

はにぶい黄橙色粘土 である。遺物 は出土 してい ない。

SX-421-1(図15)
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図13第1調 査区 第3遺 構面遺構図断面図
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本遺構 はF-8区 で検 出 した不定形土坑である。検出長約1.5m、 深 さ約0.6mを 測 る。断面形状

は逆台形 である。埋土は灰黄褐色粘質土であ る。 ほぼ単一の埋 土であ り、他の土は混 じらない。

遺物 は出土 していない。

SX-430-1(図15)

本遺構 はD-7区 で検 出 した不定形土坑である。検 出長2.5m、 深 さ0.75mを 測る。断面形状 は

U字 形 である。埋土 は上層が褐灰色粘質土、 中層はにぶい黄褐色粘質土～粘土、下層 はにぶい黄

橙色粘 土であ る。遺物 は出土 していない。

SX-432-1(図15、 図版17)

本遺構 はm6区 で検 出 した不 定形土坑で ある。検 出長南北1.5m、 東西2.4m、 深 さ0.6mを 測

る。平面形状 は不定形、断面形状 はU字 形 である。埋 土は大 きく2層 に分け られ、上層 は黄褐色

砂礫、下層 は黒色 もしくは黒褐色粘質土である。上層 は地 山の土 が混入す る。下層 は窪地埋土 と

異 なるが、比較的近い もの と思われ る。遺物 は出土 してい ない。

窪 地 地 形 、 不 定 形 土 坑

第4遺 構面 で検出 した不定形土坑 は調査区全域 にわた って点在 する。 とくに調査 区北部(A・

B-3・4区)で 多 くみ られる。1977年 の大阪府教育委員会 による貝塚 中央線 に伴 う調査や本調

査 区の南東側 隣地 において1991年 に財団法人 大阪府埋 蔵文化財協会、1994年 に財 団法人 大 阪府文

化財調査研究 セ ンターが調査 を行 ってお り、い くつ かの不定形土坑が検 出され てい る。 これ らの

土坑 も今回検 出 したの と同様 に遺物 は出土 していないため、時期 は不 明である。風倒木痕 の可能

性 も考 えたが、風倒木痕 は、木が強い風 を うけて根 元か ら倒 れこみ、根 が土を抱 えるため、周 り

の層 とにズ レが生 じる。大阪府 ・日置荘遺跡註3では風倒 木痕 が検 出されてお り、本来、水平かそ

れ に近い粘土層堆積 が約60° 以上傾いた状態 で検出 されている。不定形土坑の堆積 は これとは異

な り、上か ら流れ込んだ状況であ った。各不定形土坑の堆積 には時間差があ るようである。埋土

は大別す ると黒褐色系、茶褐色系 、赤茶褐色系 である。黒褐色系 は調査 区北部、茶褐色系 ・黄橙

色系 は同南部 に点在 する。不定形土坑の堆積状況 はSX-413-1の 埋土が黄橙色系 であ り、他 の

土坑埋土 には黒褐色系の土 が混入 してい るが、SX-413-1に はそれが み られ ない。SD-411

-1底 部 ではSX-413-1で 確認 した黄橙色系 の粘土が堆積 し、その後黒褐色系 の土が堆積 する。

SX-407-1は 底部 が黒褐色系、上層 は茶褐色系で あ り、上層 には0.5cm前 後 の黄色 レキが多 く

混 じり、底部で も若干認 め られ る。SX-406-1は 黒褐色系 の水分 を多 く含む粘土であ り、黄色

レキは上層 に混入す るが、底 部ではみ られ ない。SD-407-1は 調査区南部の第5層 の形成 よ り

前 に存在 する。SX-433-1は 同第5層 形成後である。SD-405・407-1の 堆積状況が類似 し

てお り、近い時期 に堆積 した と推 測 される。 これ を整理する とSX-413-1→SX-411-1→

SX-406-1→SD-405-1・SD-407-1→SX-433-1の 順 に堆積 したもの と推測 され

る。 また窪地地形の埋土 と南部第5層 との時期 関係 については、窪地地形 の埋 土 に含 まれる黄色

レキが同第5層 下の不定形土坑の埋土に含 まれてお り、 この ことか らも土坑 よ りも新 しい調査 区

南部第5層 は窪地地形 よりも新 しい ことが確 かめ られ た。
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図14第1調 査区 第4遺 構面遺構図断面図(1)
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図15第1調 査区 第4遺 構面遺構図断面図(2)
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4、 出 土 遺物

第2調 査 区(図16～18、 図版18～20)

1～5、ll4・115は 竪穴住居跡SB-502-2の 出土である。1は 土師器椀 である。 口縁端部は

内方へ屈曲させ、丸 くお さめる。内外面 はミガキが施 され、内面 には螺 旋状 と放射線状の文様 を

施す。2～4・114・115は 土 師器 甕である。2は 復元 口径23.4cm、 器厚0.8cmを 測 る。3の 胎土 は

0.5～1cmの 砂粒 を含 む。外面 は摩滅のため調整 は不 明瞭であ る。4の 口縁部 は 「く」の字 に屈 曲

し、端部は上方 に若干つ まみ上 げる。胴 部外面 は縦 方向のハ ケメを施す。胎土 は0 .1～1cmの 砂粒

を含 む。5は 東壁 第14層(図9)出 土 の須恵器甕 である。

6・7はSK-406-2出 土の土 師器皿であ る。6の 口縁部 は内弯 しつつ、上方へた ちあが る。

胎土 はo.1～1cmの 砂粒 を含 む。7は 口径4.5cm、 器厚0.5cmを 測 る。底 部 には指圧痕が残 る。

8はSK-427-2出 土 の土師器小皿 であ る。器壁 は厚 く、外面 はヘ ラ削 りののち横 ナデ を施す。

0 1鰤

図16第2調 査区 出土遺物(1)
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底部は糸切 り痕 が残 る。

9・10はSK-403-2出 土 である。9は 土 師器小皿 である。 口径9.Ocm、 器厚0.5cmを 測 る。糸

切 り痕 が残 る。10は 瓦器椀であ る。

11はSK-405-2出 土 の瓦器椀 である。 高台径5.8cm、 高台高0.5cmを 測 る。

12はSK-424-2出 土 の瓦器椀であ る。高台が太 く短 い。高台内側 に作成時に指 で器 を持 ち上

げる際 に生 じた窪みが認め られ る。

13・14はSD-411-2出 土である。13は 瓦器小皿であ り、復 元口径&4cm、 厚 さ0.5cmを 測 る。

内外面 ともにヘ ラ ミガキ を施す。14は 土師器甕であ り、復元口径20.4cmを 測 る。

15～22はSD-418-2出 土で ある。15は 瓦器椀 であ る。復元 口径16.Ocm、 器厚0.6cmを 測 る。

16・17は 土師質羽釜である。16は 復元口径1&6cm、 鍔径23.4cm、 器厚0.5cmを 測 る。 口縁部は 「く」

の字に外 反 させ、端部 は丸 くおさめる。鍔 はやや上傾 し、端部 は丸 くお さめ る。17は 復元 口径26.3

cm、 鍔径35.4cm、 器厚0.6～0.8cmを 測 る。口縁 部は 「く」の字に外反 させ、端 部は ヨコナデ によ り

面 を成 す。胴 部はハ ケメを施 し、煤が付着す る。

22～24はSD-225-2出 土の瓦器椀 である。23は 復元口径15.Ocm、 厚 さ0.5cmを 測 る。24は 復元

底部径4.8cm、 器高0.3cmを 測 る。内外面 ともに摩滅 し、高台部 のつ くりは粗 雑である。

25～27はSX-204-2出 土 の陶器であ る。25の 色調 は黒褐色(5YR3/1)を 呈 す。

28～47・116は 第5層 か らの出土 であ る。

28・116は 土師器小皿 である。28は 口径9.2cm、 器厚0.4～0.7cmを 測 り、器壁 は厚い。底 部は糸切

り痕 が残 る。 口縁端部 は丸 くお さめている。29は 土 師器椀 である。

30～32は 瓦 器小皿 である。31は 復元 口径10.4cm、 器厚0.4～0.8cmを 測 る。底部が肥厚す る。32は

復元口径8.2cm、 器厚0.4cm、 口縁 部は外方へのび、端部 は丸 くお さめ る。

33～39、42～46は 瓦器椀 である。34の 胎土 は0.1cmの 砂粒 を含 む。36は 内外面 に ミガキが粗密 に

施 されてい る。胴 部か ら口縁部 は内弯 しつつ、外上方へ大 き くひろが る。 口縁 部のひろが りに比

べ て高台径 は小 さい感がある。37は 内面底 部は若干起伏す る。高台は太 く短い台形である。38は

復元 口径8.Ocm、 復元底部径5.6cm、 高台高0.5cm、 器厚0.5cmを 測 る。見込 み部 には格子状 の暗文 を

施す。42は 復元 口径14.8cm、 器厚0.5cmを 測 る。外面 は指 オサエののちナデを行 う。43は 復元 口径

16.6cm、 厚 さ0.5cmを 測 る。内外 面 ともにヘ ラ ミガキ を施す。44は 復 元口径14.2cm、 厚 さ0.5cmを 測

る。45は 外面 に ミガキを施す。内弯 しつつ、外 上方へ たちあが る。端部は丸 くお さめる。46は 見

込み部には暗文が施 されてい るが、摩滅 のため不明瞭である。

39は 第5層 出土の須恵器甕である。

40は 土師質羽釜 である。41は 青磁皿である。色調 は灰 白色(7.5Y7/1)を 呈す。

47～49は 第3層 出土 である。47は 蛸壷 であ る。48は 土 師器羽 釜であ る。復 元口径26.2cm、 器厚

0.6cmを 測 る。「Z」 字状 に口縁部が肥厚 する。49は 擂鉢であ る。

50は 第2層 出土の弥生土器甕底部であ る。胎 土は0.5～2cmの 砂粒 を多 く含 む。外面 は二次焼 成

をうけた と考 え られ、赤変 している。

28



図17第2調 査区 出土遺物(2)
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52～54は 土 師質土錘 で ある。52は 第4層 出土 である。長 さ3.6cm、 幅1.4cm、 孔0.5cmを 測 る。53

は第2層 出土であ る。長 さ3.6cm、 幅1.4cm、 孔0.4cmを 測 る。54はSD-109-2出 土である。長 さ

3.2cm、 幅1.1cm、 孔0.3cmを 量則る。

51は 撹乱 出土 の肥前磁 器である。色調 は明オ リーブ灰色(2.5GY7/1)を 呈す。

第1調 査 区(図19・20、 図版21・22)

57・58はSX-401-1出 土 の須 恵器 であ る。57は 坏 であ り、復元 口径13cm、 器厚α5cm、 高 台

径9cm、 高台高α5cm、 口縁部 は若干 内弯 しつつ、外上方へたちあがる。 回転ヘ ラ削 りののち、丁

寧 な回転横 ナデが施 され る。

55は 第5層 出土のサヌカイ ト製石鏃 である。長 さ2.9cm、 厚 さ0.2cmを 測 る。

56は 第5層 地山上面 出土 の須恵器壷 口縁部 である。復元口径9.4cm、器厚0.4cmを 測 る。 口縁部が

Z字 状 に折れ 曲がる。口縁部 内面 には自然釉 が付着す る。

59～76・117・118は 第4層 出土であ る。

59は 弥生土器甕底部である。胎土 は0.1～0.3cmの 砂粒 を多 く含 む。

60～62は 土 師器小皿であ る。60は 復元 口径7.Ocm、器厚α4cmを 測 る。底部 は平底で ある。口縁部

はやや外上方へ短 くたちあがる。 内面 には黒色 物が付 着す る。62は 復 元口径&2cm、 器厚0.3～0.4

cmを 測 る。器壁 は厚 く、底部中央は窪 む。 口縁部は外上方へ短 くたちあがる。

63～65は 瓦器小皿 である。64は 復元底部径5.4cm、 高台高0.5cm、 器厚0.5cmを 測 る。

見込み は暗文が施 されて いるものの、摩滅 によ り不明瞭である。65は 口縁 部は内弯 しつつ外 上

方へ短 くのび る。端部 は丸 くお さめ る。内面 に ミガキが施 されているが、摩滅のため不 明瞭であ

る。

66～68は 瓦器椀 であ る。66は 復 元底部径7.2cm、 高台高0.5cm、 器厚0.5cmを 測 る。67は 復 元 口径

10.4cm、 厚 さ0.5cmを 測 る。9～78は 第4層 出土 である。

図18第2調 査区 出土遺物(3)
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図19第2調 査区 出土遺物(1)
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69・70は 土師器椀 である。69は 復元底部径7.8cm、 器高0.9cm、 器厚0.5cmを 測 る。内外面 とも摩

滅が激 しい。70は 復元底部径6.6cm、 器高0.3cm、 器厚0.4cmを 測 る。

71～75・118は 須恵器であ る。71・73は 坏である。71は 復元底 部径8.2cm、 器高0.4cm、 器厚0.6cm

を測 る。73は 坏であ る。内外面 ともに回転横 ナデが施 される。

72・74は 壺 であ る。復 元底 部径9.2cm、 高台高0.4cm、 器厚0.6cmを 測 る。回転 ヘ ラ削 りのの ち、

回転横 ナデを施す。短い高台を削 り出 してい る。74の 高台 は太 く、 内方へやや屈 曲 させ る。75は

鉢であ る。復元 口径27.6cm、 器厚1.2cmを 測 る。

76は 青磁碗 である。 口縁部は外傾 しつつ のび、端部は丸 くお さめる。内面 に一条の沈線 を施す 。

77・78は 土師質土錘 である。77は 残存長7.1cm、 厚 さ1.5cmを 測 る。

79～90・117は 蛸壷 である。79はSX-401-1下 層出土である。胎土 は0.1～1cmの 砂粒 を含 む。

80～82は 第5層 出土である。81の 胎土 は0.1～1cmの 砂粒 を含 む。82の 胎土 はo.1～0.3cmの 砂粒 を

含 む。83～88・117は 第4層 出土であ る。84の 胎土はα1～1cmの 砂粒 を多 く含 む。89は 第3層 出

土であ る。胎土 は0.1～1cmの 砂粒 を含む。90は 第2層 出土である。

91～93は 第3層 出土であ る。

91は 瓦器椀 である。摩滅のため調整 は不明瞭である。

92・93は 青磁碗 である。92は 外面にヘ ラ削 り痕が残 る。色調 は灰 白色(10Y7/1)を 呈す。93の

口縁部 はやや内弯 しつつ 、外上方へのびる。色調 は灰オ リーブ色(5Y6/2)を 呈す。

94～109は 第2層 出土である。

94・95は 土師器小皿 である。94は 復 元口径8cm、 器厚0.3～0.5cmを 測 る。底部 は平底で ある。

口縁部 は外上方 にのび、端部は丸 くお さめ る。95の 底部 は平底である。口縁部 は外 上方へ のび、

端部は若干外 反 させ る。土器表面の剥離が激 しいため、調整 は不明であ る。

109は 土師器羽釜 である。 口縁 部は内方へ屈 曲し、端部 は上方へ たちあげ、丸 くおさめる。外面

は強い横ナデ によ り3段 の段 を成す。鍔部は短 く、端部は面 を成す。胴部 は煤な どが付着す る。

96・106～108は 須恵器 である。96は 須恵器坏 である。106は 須恵器 甕口縁 部であ る。復 元 口径

25.4cm、 厚 さ1。1cmを測 る。内外面 ともに回転ヘ ラ削 りののち回転 ナデ を施す。107は 内外 面 とも

に回転 ナデが施 され る。108は 甕 である。 口縁端 部は上外方向 に面 を成 す。

97～101は 青磁碗で ある。97の 色調 は灰 オリーブ色(5Y6/2)を 呈す。98は 連弁紋 を施す。色 調

はオ リー ブ灰色(2.5GY6/1)を 呈す。99の 高台 は太 く方形 に削 り出 してい る。色調 は灰 白色

(7.5Y7/1)で ある。100は 復 元口径16.4cm、 器厚α4cmを 測 る。101の 色調 は緑灰色(2.5GY6/1)

を呈す。

102は 白磁玉縁 口縁碗 である。色調 は灰 白色(5Y7/1)を 呈す。97は 波佐見の一重網 目文染付 で

ある。 口縁端部 は若干外 反させ、丸 くお さめる。

103～105は 陶器 であ る。

103の 色 調は灰 オ リーブ色(5Y6/2)を 呈す。105の 高台は短 く削 り出している。

110～113は 土師質土錘であ る。長 さ4.2cm、幅1.2cmを 測る。111は 長 さ3.Ocm、幅0.8cmを 測 る。112
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は 長 さ5.2cm、 幅1.2cmを 測 る 。113は 東 側 溝 出 土 で あ る 。 胎 土 は0.1～0.3cmの 砂 粒 を 多 く含 む 。

図20第1調 査区 出土遺物(2)
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第4章 ま とめ

加治 ・神前 ・畠中遺跡では弥生時代の溝等の遺構が検出されている。第1調 査区で検出した不

定形土坑や窪地地形など、古墳時代 までは湿地などによる不安定な土地であったと推測される。

古墳時代以降、小規模なが ら土地の開発が始め られる。古墳時代前期の掘立柱建物が、古墳時代

後期には竪穴住居 を中心 とする集落が形成される。

加治 ・神前 ・畠中遺跡や海浜部にあたる脇浜遺跡では古墳時代後期の竈をもつ方形竪穴住居跡

が検出されている。加治 ・神前 ・畠中遺跡註4では6棟 のうち、4棟 は竈、1棟 には火所もしくは

損壊 した竈 と考えられる施設をもつ。脇浜遺跡の竪穴住居跡は2棟 とも作 り付けの竈をもってお

り、1棟 は住居壁面を削 り込む形、もう1棟 は方形住居壁を削 り込んで馬蹄形に作 られていた。

脇浜遺跡は蛸壷や土錘、製塩土器が出土するのに対 して、加治 ・神前 ・畠中遺跡では前者ほど

顕著にみられないことか ら、両遺跡の集落の生産基盤には違いがあったと思われる。

飛鳥～奈良時代に入ると、この時期に造 られたとみられる溝が多 く検出され、活発に耕地開発

が行われていたことが窺われる。中世の遺物 とともに奈良時代の須恵器坏、蓋等が出土し、当時

の集落が点在 していたと推測される。また第2調 査区で検出した竪穴住居跡(SB-502-2)が

7世 紀頃のものであることから、竪穴住居か ら掘立柱建物へ と移 り変わる過渡期であった と考え

られる。この竪穴住居跡は横煙道の竈をもっている。類例は福岡県～滋賀県にあ り、朝鮮半島南

部地域 より伝えられたと考えられ、渡来系の人々との関連が指摘 されている註5。本調査区の竪穴

住居跡では渡来系 と関連のある遺物は出土していないが、過去の調査で移動式竈をもつ6世 紀後

半の竪穴住居跡註6が検出されてお り、興味深い。

大阪府泉佐野市 ・樫井西遺跡註7で横煙道の竈が検出されている。南北4.7m、 東西4.2m、 深さ0.3

mの 方形竪穴住居跡である。竈は住居北壁に接 し、竈前庭部には厚さ約1cmの 炭が堆積する。焚

口には河原石を用いた支石が備えられていた。時期は韓式系土器が出土してお り、古墳時代中期

頃と推定されている。この他、大阪府内では蛍池東遺跡註8、小阪遺跡註9等で竪穴住居跡か ら横煙

道の竈が検出されている。

岸和田市 ・三田遺跡鋤の集落は5世 紀末葉～6世 紀後葉まで営 まれている。21棟 中15棟 に竈が

設けられており、時期は3期 にわけられる。竈は竪穴住居壁内におさまる形態 と張 り出す形態 と

に大別 される。1期 は両者が認められ、2期 は竪穴住居壁内におさまる形態のみで構成され、3

期の竈は煙道がのびる形態と変化する。この3期 の竈の変化について報告書では煙道を長 くする

ことにより、竈の燃焼を良好にする機能があったのではないかと指摘 されている。三田遺跡の例

では長い煙道をもつ竈へ と変遷をたどるようである。

加治 ・神前 ・畠中遺跡では馬蹄形の竈をもつ住居の出土遺物からみて今回検出したSB-502-

2竪 穴住居跡はやや時期的に下ると考えられる。三田遺跡のような変遷をたどる可能性 もあるが、

住居壁より外へ煙道がのびるものは初期須恵器段階の例も報告されており、樫井西遺跡の例では
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古墳時代中期に横煙道の竈をもつ竪穴住居跡があることから、長い煙道を持つ ものへと機能効率

を考えて新 しく採用 したものとは考え難い。松室氏 は 「必ず しもL字 形カマ ドが通常の形態のカ

マ ドに較べて暖房機能がより優れているといえるか疑問が生 じる」註'1と指摘されている。なんら

かの必要性があったか らこそ、横煙道や長い煙道を持つ竈を採用したと考えられ、オンドルや製

鉄関連など諸説が挙げ られているが、今回の調査においてはそれを裏付ける資料はなかった。

竈の形態の変化は、住居の上部構造にも影響 を与 えたはずであ り、これらの形態変化 も視野に

いれて今後の課題としていきたい。

平安時代になると掘立柱建物等、検出される遺構数が増加し、生活範囲の拡大が窺われる。こ

の地域の集落の最盛期であったと考えられる。検出された掘立柱建物の軒数は平安時代のものが

最も多 く、コモ池、貝塚市役所周辺で多 く検出される。1984年 度調査註12では掘立柱建物1が 梁行

4問(8.4m)× 桁行7間(14.7m)で 廂をもつ ものであり、他 に検出された掘立柱建物は2問 ×

2間 、2間 ×3間 等であ り、その規模は際立って大 きいことから、公共的機能を担 う建物であっ

た可能性がある。1982年 註'3の大阪府教育委員会の調査では瓦が多数出土 してお り、平安時代後期

に創建 された近義堂もしくは寺院に関連する建物の存在が推測 されている。

第2調 査区の第4遺 構面で検出した掘立柱建物は、出土した遺物より鎌倉時代 と考えられる。

この地域で大規模な耕地開発が行われるのは13世紀代以降と考えられ、集落に伴う遺構は減少傾

向になる。中世には地域全域で耕地化がすすめられてい くなかで、集落域 と耕作地とが明確に区

別 されてい くようであ り、掘立柱建物SB-400-2廃 絶後は耕地化される。

中世以降は耕作地 として利用 されていく。本調査区で検出した溝の方向と明治6年 に作成され

た地図 とを照合すると第1調 査区ではSD-301～303-1、SD-304-1は それぞれ田境であり、

同調査区の南西端では現在水路が通ってお り、SD-304-1は その水路に対応するものと考えら

れる。第2調 査区でも掘立柱建物廃絶後に設けられたSD-416～418-2の 方向が明治期の地図

や現存する水田の畦畔の方向と一致することか ら、中世に形成された耕地の区画は現在まで踏襲

されていたようである。

SK-406-2に つ い て

第2調 査 区で検 出 した土坑である。大小の土師器 皿が2点 重 なった状態 で検出 した。 これは建

物の地鎮 、鎮宅 にかか わる遺構 と考 え られ る。

SK-406-2は 掘立柱建物 内ではないものの、廂 をもっていた とする と建物内に入 る と判断 し

た。重ね られた土 師器皿 はほぼ正位で あ り、皿 に供 えものをしていた とは考 えがたい。岐阜県 ・

伊吹山麓の伊夫岐神社の本殿下 より経筒形の壷 が出土 し、その なかに東 ・西 ・南 ・北 ・中央 と記

された5種 類 の皿が入 っていた。 これ は地鎮めの祭祀 が終 わったのちに、1つ の容器 に一括 して

納めた例註14で、大阪府河内長野市 ・金剛寺遺跡註'5、三 日市遺跡註'6でも瓦質や土師質 の羽釜 に重ね

た土師器小皿 を入れ、埋納 した例があ る。 また大 阪府 ・長 曽根 遺跡註17、余部遺跡註18上原北遺跡註19、

日根 野 ・机場遺跡註2°等で も土 師皿や瓦器椀 を一括 もしくは単体 で埋納 したものが検 出されている。

35



SK-406-2の 深さが0.05mと 浅 く、土坑上部は削平されている可能性があることから、埋納さ

れていた土師器皿は2点 だけではなく、他に数点納められていた と推測することもできる。また

大阪府泉佐野市 ・日根野遺跡 ・郷之芝遺跡X21では土師器皿に1～2枚 の銭 を入れ、重ねて埋納 さ

れていた例や、 日根野 ・机場遺跡ではピット内に10点の土師器皿が重なった状態で出土し、その

一番上の皿には鉄製品を置いていた痕跡が残っていた例 もあり、SK-406-2の 場合でも皿類

以外の埋納品が納められていた可能性 も考えられる。

加治 ・神前 ・畠中遺跡では柱穴内に土器 を埋納 していた可能性が考えられる例がある。1993年

の調査註22では建物の柱穴と考えられるPit-12が 検出されている。平面形は隅丸方形であり、

掘方径0.87m、 深 さ0.45cmを測る。柱は抜 き取ってお り、柱穴内より土師器甕 ・高坏、須恵器坏

が出土 している。これは建物廃絶時に柱 を抜 き取った後に土器を埋納したものと考 えられる。

1986年 遡の調査では10世紀の掘立柱建物跡(3間 ×2問)の 西妻棟柱(131-OP)内 より炭化物、

焼土塊が多量に混入 し、須恵器甕、土師器皿、黒色土器の各破片が出土 している。また貝塚中央

線に伴 う大阪府教育委員会が行った調査でも検出されている。調査が行われた場所は貝塚市役所

に隣接するコモ池 と南海本線の間である。調査担当者訟によると3問 ×4問 の総柱で構成される

掘立柱建物の一部の柱穴内より口縁部を縦方向に向けた状態の瓦器碗1点 が出土 している。時期

は平安時代と推定されている。また同様の行為を行ったと考えられる掘立柱建物跡が他にも存在

していたようである。

建物建築時に土器 を埋納 したと考えられる例は、大阪府堺市 ・陶器 ・小角田遺跡勘でみ られる。

12世紀前半の総柱の掘立柱建物跡3棟 より検出されている。SB-10(3問 ×3間)で は2基 の

柱穴より完形の皿、椀を柱の横に埋置され、SB-11(2問 ×2問)で は2基 の柱穴 より椀を柱

の横に埋置 した状態で出土し、SB-12(2問 ×2問)で は3基 の柱穴より瓦器椀、須恵質擂鉢

が出土 している。大阪府岸和田市 ・土井の木遺跡註26では13世紀頃の2問 ×3間 で廂が付 く掘立柱

建物跡の柱穴内より瓦器椀、土師器が埋納されていた。大阪府泉佐野市 ・上町遺跡遡では14世紀

中頃の2問 ×1問 の掘立柱建物跡(2618-OP)を 構成する柱穴1基(2627-OP)よ り土師質

皿4点 がピットの廻 りにへば りつ くように検出されている。これらは建物建築時に柱 を立て、埋

め戻す前に土器 を埋納 していた可能性があり、建物建築時に地鎮、鎮宅にかかわる祭祀行われた

と考えられる。

このような例は和歌山県、広島県、高知県等でも検出されてお り、11世 紀末葉～13世紀代 に銭

と土器 を建物 に近接 した土坑や柱穴に納める行為が行われている。

建物廃絶時に柱穴内に土器を埋置する行為趨についても地鎮か鎮宅等何 らかの祭祀によるかか

わりをもっていたと推測される。中世の家屋では屋敷神やカマ ド神が祀 られてお り、引越 しする

場合、屋敷神 を携えていくかおいてい くか、他から入居した場合 どのような神を信仰するかによっ

て区別されていたようであり、註29移転に際して、屋敷神 を祀る行為であったとも推測 される。
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漁具 の出土 と 「神 前 の船 息」 につ いて

第1調 査区の遺物包含層の各層で土錘や蛸壷が出土 している。土錘の種類は有溝式、管状、有

孔があ り、蛸壷は釣鐘形が出土 している。数量は多 くないものの、第2調 査区の出土数と比較す

ると多 く感 じられる。このことか ら付近に漁労を営む集落の存在が考えられる。

大阪府泉南市 ・男里遺跡註3°でも蛸壷や土錘等の漁労具が出土 してお り、耕作 と併せて漁労 を

行 っていたようである。漁労具の出土量から農業と兼業していたと推測される。

本遺跡の西側(海 側)に あたる脇浜遺跡では製塩土器とともに多 くの漁労具が出土 している。

脇浜遺跡註31では古墳時代前期より蛸壷が出土する。これ らの蛸壺はコップ形から釣鐘形へと形が

変化 しているようである。第1調 査区からは中世の包含層より奈良時代の土器 とともに蛸壺も出

土し、コップ形の蛸壺が出土 していないことか ら、蛸壷漁は脇浜遺跡の集落より遅れて始められ

たと推測され、第1調 査区付近の集落は奈良時代以降に形成されたと考えられる。海浜部に面す

る脇浜遺跡の集落より内陸側でも漁労を行 う集落が営まれてお り、河川等を利用 した船着場が存

在 したと考えられる。

これらとかかわ りのある記録が残っている。行基年譜の天平十三年(741)の 条に「神前船息 在

和泉国日根郡 日根里近木郷」 と記載されている。行基が神前に船瀬を築いたという伝承である。

8世 紀に史料上確認できる船瀬は名寸隅乃船瀬(兵 庫県 ・魚住)、 大輪田船瀬(兵 庫県 ・神戸)、

金埼船瀬(福 岡県 ・宗像)、 水児船瀬(兵 庫県 ・加古川)、 神前船瀬があげられる。現段階ではこ

れらを裏付ける考古的成果はないが、松原弘宣氏の研究によれば、これらの船瀬の現地比定地か

ら魚住船瀬は瀬戸川、水児船瀬は加古川、神前船瀬は近木川というように船瀬 と河川 との結びつ

きをあげている。神前船瀬を近木川河口付近 と想定 した場合、8世 紀において大輪田、難波、神

前は大阪湾を結ぶ重要な海上輸送航路と位置付けられている。また時期は異なるが、奈良時代よ

り信仰 を集める熊野詣、観音信仰で知られる水間寺への参詣の寄航地、貝塚市の山間部にあたる

木島谷からの木材等の積出港 として利用 されていた可能性がある。国見ヶ丘から望む脇浜から二

色ノ浜の海岸にかけては平安時代に網曳御厨(あ びこのみ くりや)と 称する御料地があり、魚介

類 を朝廷に奉献していた。この御厨 は室町時代まで存在していたようである。また伝承によれば

神前千軒 と呼ばれる大集落があったとされ、加神、畠中、脇浜はこの神前千軒の集落から分かれ

た村であろうと伝 えられている。

註1大 阪府教育委員会 『秦廃寺跡 ・麻生中下代遺跡』1998

註2松 室孝樹 「竪穴住居に設置されるL字 形カマ ドについて 一日本国内検出例の集成一」

『韓式系土器研究W』 韓式系土器研究会1996

註3大 阪府教育委員会 ・財団法人 大阪文化財センター 『日置荘遺跡(そ の4)』1988
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註4財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『畠中遺跡』1986

註5註4と 同じ

註6註2と 同じ

註7泉 佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 『樫井西遺跡』1996

註8財 団法人 大阪文化財センター 「蛍池東遺跡」『宮前遺跡 ・蛍池東遺跡 ・蛍池遺跡 ・蛍池西

遺跡1992・1993年 度発掘調査報告書 一大阪モノレール蛍池東線 ・西線建設に伴う発掘

調査』1994

註9大 阪府教育委員会 ・財団法人 大阪文化財センター 『小阪遺跡 一近畿 自動車道松原海南線

および府道松原泉大津線建設に伴う発掘調査報告書一』1992

註10財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『三田遺跡』1987

註11註2と 同じ

註12貝 塚市教育委員会 貝塚市埋蔵文化財調査報告 第8集 『加治 ・神前 ・畠中遺跡発掘調査

概要W』1984

註13財 団法人 大阪文化財センター 調査報告XXX皿 『大阪府都市計画街路貝塚中央線新設

工事予定地内 脇浜 ・畠中 ・石才近義堂遺跡試掘調査報告書』1980

註14水 野正好 「まじないの考古学 ・事始」『季刊 どるめん'78』1978

註15財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『金剛寺遺跡発掘調査報告書』1987

註16三 日市遺跡調査会 『三日市遺跡発掘調査報告書II』1988

註17堺 市教育委員会 『長曽根遺跡』1984

註18大 阪府教育委員会 『余部遺跡(そ の2)発 掘調査概要 ・II』1999

註19河 内長野市教育委員会 河内長野市埋蔵文化財調査報告書IV『 上原北遺跡』1997

註20泉 佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 『机場遺跡』1991

註21財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『日根野遺跡 ・郷之芝遺跡』1992

註22貝 塚市教育委員会 貝塚市埋蔵文化財調査報告 第30集 『加治 ・神前 ・畠中遺跡発掘調査

廐要 一都市計画道路文化会館山手線建設に伴 う調査 一』1993

註234と 同じ

註24大 阪府教育委員会 藤澤眞依氏の御教示による

註25堺 市教育委員会 堺市文化財調査報告第33集 『陶器 ・小角田遺跡』1988

註26財 団法人 大阪府文化財調査研究センター 『土井の木遺跡』1996

註27財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『上町遺跡II発掘調査報告書』1994

註28嶋 谷和彦 「"地鎮め"の 諸相」 関西近世考古学研究1皿1992

註29三 鬼清一郎 「普請 と作事 一大地 と人間一」 陰陽道叢書2中 世(株)名 著出版1993

註30大 阪府教育委員会 『男里遺跡発掘調査概要IV』1999

註31財 団法人 大阪府埋蔵文化財協会 『脇浜遺跡皿』1991

合田幸美 「蛍池東遺跡 ・住居26の 調査」 『大阪文化財研究』6号1994
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1.第1遺 構面検 出状況 北東 よ り

z.第2遺 構面検出状況 北東より
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1.第3遺 構面検 出状況 北東よ り

2.張 り出し部完掘状況 北東より
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1.第4遺 構面検出状況 北東 よ り

2.第4遺 構面完掘状況 北東より



図星雲『＼
~
週
明
－

.~ ~
 

~~ヨ

4
昔

、
E
恒

円さま手

！震j
阻

~1! 



図
版
8

検
出
遺
構

1.掘 立柱建物跡検出状況 ・ 東よ り

2.掘 立柱建物跡完掘状況 北より
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1.竪 穴住居跡検出状況 南西より

2.竪 穴住居跡完掘状況 南西より
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1.竪 穴住居跡完掘状況 南より

2.竪 穴住居跡完掘状況 北西より
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1.竪 穴住居跡竃部分 北西より

2.竪 穴住居跡完掘状況 北西より
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1.第1遺 構面検 出状況 南西 よ り

2.第2遺 構面検出状況 南西より
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1.第2遺 構 面検 出状況(A-2～4区)南 西よ り

2.SD-301～303・312-1、SK-315-1南 東 よ り
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1.SD-304-1検 出 状 況 南 東 よ り

2.SD-304-1完 掘 状 況 南 東 よ り
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1.第4遺 構面検 出状況(E-8区)南 東よ り

2.第4遺 構面完掘 状況(A・B-4区)東 よ り
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1.第4遺 構面検出状況(A・B-4・5区)北 東 よ り

2.第4遺 構面完掘状況 南西より
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1.SX-432-1断 面 状 況 南 西 よ り

2.SX-401-1完 掘 状 況 南 西 よ り
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1.竪 穴 住 居 跡(114・115)

2.竪 穴 住 居 跡(1)、 第5層(34・35)、SK-405-2(11)
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1.SK-406-2(67)

2.SD-418-2(20・21)
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1.SD-418-2(16.19)

2.第5層(28・34・45・116)
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1.SX-401-1(57・58)、 第4層(79・117・118)

2.第4層(59・61・63・65・71・72・77)
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1.第4層(76)、 第3層(93)、 第2層(103)

2.第4層(72・74)、 第2層(106・109)
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