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序

日本の伝統文化の代表でもある能や歌舞伎などの古典芸能には、『平家物語』に

登場する平家方の武将、悪七兵衛景清を題材とする「景清物」という分野がありま

す。志知南浦遺跡のある志知は、古くから景清館の伝承があった場所であり、発掘

調査区の近辺には景清を顕彰する石碑も建てられています。

昭和26年、四日市市南富田善教寺の本尊の阿弥陀如来像の中から、多くの文書

が発見されました。この文書は13世紀前半の藤原実重という人が行った様々な仏

教的善行を記録したものでした。実重についても、志知近在に住んでいた人という

説が有力です。

平家方の荒武者景清と熱心な信仰者実重は、一見全く反する立場の人のように見

えますが、最近の研究では、この二人は縁者であったという説も出されています。

発掘調査でも鎌倉時代ごろの多くの遺物が出土し、これらが景清や実重に関連する

ものであった可能性が出てまいりました。そればかりでなく、縄文時代晩期の墓や

奈良・平安時代の多くの墨書土器、室町・戦国時代の職人屋敷なども確認すること

ができました。これらは、この地に生きた先人の叡智をわれわれに伝える貴重な文

化財です。

本書で報告いたします様々な情報をもとに地域の歴史が構築されるとともに、先

人の高い志を知るための一助になれば幸いです。

発掘調査にあたりましては、地元の方々をはじめ、関係各位から多大な御協力と

御配慮をいただきました。文末ではありますが、皆様に心から御礼申し上げます。

平成20年３月

三重県埋蔵文化財センター

所長



例　　言

１ 本書は、三重県桑名市志知字十王堂ほかに所在する志知南浦遺跡の第1次・第2次発掘調査報告

書である。

２ 本遺跡の発掘調査は平成14年度（主）桑名大安線国補道路改築事業、平成15年度（主）桑名

大安線緊急地方道路整備事業に伴う緊急発掘調査である。調査にかかる諸費用は、三重県県土整

備部が負担した。

３ 遺跡の名称は、第1次調査時には「南浦遺跡」、第2次調査時には「志知南浦遺跡」としており、

原資料もその名称を使っている場合があるが、本書ではすべて「志知南浦遺跡」に統一した。

４　発掘調査体制は以下のとおりである。

・平成14年度　第1次調査

調査主体　三重県教育委員会

調査担当　三重県埋蔵文化財センター

所長 水康夫

調査研究グループ　　　　グループリーダー　山田　猛

主事　服部芳人（現地調査担当）

総務グループ　　　　　　　　　　　　主事　石井善文（経理担当）

調査期間　平成14年７月29日～平成15年２月28日

調査面積　2,772㎡（上層2,072㎡、下層700㎡）

調査受託　国際航業株式会社

・平成15年度　第２次調査

調査主体　三重県教育委員会

調査担当　三重県埋蔵文化財センター

所長 水康夫

調査研究Ⅰグループ　　　　グループリーダー　山田　猛

主事　水本龍治（現地調査担当）

臨時技術補助員　酒井巳紀子（ 〃　　）

総務グループ　　　　　　　　　　　　主事　石井善文（経理担当）

調査期間　平成15年９月26日～平成16年２月27日

調査面積　2,138㎡

調査受託　国際航業株式会社

５　出土遺物の整理、報告書作成は平成16・18・19年度に行った。

６　発掘調査にあたっては、地元の方々を始め、桑名市教育委員会、県土整備部道路整備チームか

らの協力を得た。

７　報告書の作成にあたっては以下の方々のご指導を得た。（敬称略　五十音順）

伊藤裕偉、江原昭善、榎村寛之、小林　秀、城ヶ谷和宏、中野晴久、藤澤良祐、堀木真美子、

渡邉博人

８　本書の編集は、竹田憲治・酒井巳紀子が行った。各項目の執筆者は目次および文末に記した。

本文の執筆は酒井・竹田・水本の他、出土動物遺体に関しては、松井章・丸山真史氏、出土繊

維製品の保存処理に関しては、高妻洋成氏、 帯の成分分析に関して井上美知子氏から原稿を

いただいた。

９　本書の作成業務は、三重県埋蔵文化財センター調査研究Ⅰ課および支援研究課が行った。

10 本書に掲載した遺構写真の撮影は、発掘調査担当者及び調査作業受託機関が行い、遺物写真の

撮影は酒井巳紀子が行った。

11 本書で報告した記録類及び出土遺物は三重県埋蔵文化財センターが保管している。



凡　　例
<地図類>

１　本書で使用した地図類は、国土地理院発行の１／25,000地形図、桑名市都市計画図、四日市市都市計画図、

員弁郡東員町都市計画図である。

２　これらの地図類は、国土地理院発行地形図を除き、国土調査法の日本測地系による座標第Ⅵ系（旧国土座標）

で表現されているものであるため、平成14年４月から施行されている世界測地系・測地成果2000には対応し

ていない。

３　挿図の方位は全て座標北で示している。なお、磁針方位は西偏６°50′（平成12年）である。

<遺構類>

４　土層図は、層の区分を実線で、調査区壁面および採掘深度に相当する部分を一点鎖線で表現している。また、

遺構面や層位の大区分となる層については、他の土層線よりも太い線で表現した。

５　土層図の色調は、小山正忠・竹原秀雄編著『新版標準土色帖』（日本色研事業株式会社　1967年初版）を用

いた。

６　当報告書での遺構は、当遺跡全体で通番としている。

７　遺構図のうち、砂目のスクリーントーンで示した部分は、焼土の範囲である。

８　遺構等の断面図で、平面図の相当位置に矢印があるものは、立面図となっている。

９　遺構番号の頭には、見た目の性格によって、凡そ以下の略記号を付けている。

ＳＢ……掘立柱建物　　ＳＤ……溝　　ＳＦ……焼土　　ＳＫ……土坑　　ＳＲ……流路

ＳＸ……土器棺墓、墓　　ＳＺ……土器溜り、集石、不明遺構など　　Pit……柱穴、小穴

<遺物類>

10 当報告での遺物実測図類は実物の1/4を基本としている。それ以外の縮尺のものについては、その都度指示

している。

11 遺物実測図は、当遺跡で通番としている。

12 当報告書での用語は、「つき」は「杯」、「わん」は「椀」に統一している。

13 墨書土器の判読不能な箇所は□で示した。

14 遺物観察表は、以下の要領で記載している。

報告書番号…挿図掲載番号である。

実測番号…実測段階の登録番号である。

器種…遺物の器種を表す。

器形…遺物の器形を表す。

グリッド…調査時に設定したグリッド名を示した。

遺構No.…遺物の出土した遺構や層名を記した。「Ｐ」は土器、「Ｓ」は石、「Ｗ」は木の、それぞれ取り上げ

の際の区分記号である。

法量（㎝）…遺物の法量を示す。口径は口縁部径、底径は底部径、器高は遺物の高さを示す。

なお、数値はそれぞれの部位の最大径であり、内法や実測段階の「接地点」ではない。

調整・技法の特徴…主な特徴を内面（内：）・外面（外：）で示した。

胎土…小石等の混和材を除いた素地の緻密さを「密～粗」で区分した。

色調…その遺物の代表となる色調を記載した。施釉陶器は、胎土の色調を記載した。表記は、前掲『新版標

準土色帖』に拠る。

残存度…ある部位を12分割した際の残存度を示し、四捨五入切り上げを記した。６/12は約半分、全体が残

っているものは12/12と記した。口縁部と底部は残りが良い方を選択して記載した。

特記事項…遺物の特徴となる事項を記した。

樹種同定…樹種同定は以下の機関が行い、樹種同定報告書は埋蔵文化財センターにて保管している。

（財）元興寺文化財研究所･･･遺物番号385、388、572、760

（株）吉田生物研究所･･･遺物番号258、387、390、517～527、529、531～534、537～544、591、

593、598、599、659、667、1010、1134、1208、1209、1316～1319、1322、1323、1367

〈写真図版〉

15 挿図と写真図版の遺物番号は、実測図報告書番号と対応している。

16 遺物の写真図版は、縮尺不同である。
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Ⅰ　前　言

三重県教育委員会では、国及び県にかかる各種公

共事業に関して、各開発部局の事業を照会し、埋蔵

文化財の確認と保護に努めている。

こうした中で、三重県桑名市志知地内で、緊急地

方道路整備事業にかかる県道桑名大安線の事業計画

が明らかになってきた。

事業地内には、古代～中世の周知の遺跡である南

浦遺跡（桑名市遺跡番号59）が存在していた。三重

県埋蔵文化財センターでは、遺跡の状況を把握する

ため、平成９・10年度に路線内の分布調査を行い、

遺跡の事業地内6,600㎡に土師器や山茶椀が散布し

ていることを確認した。

三重県教育委員会と三重県埋蔵文化財センターで

は、分布調査の結果をもとに県土整備部道路整備課

と保護のための協議を行うとともに、遺跡の詳細を

確認するため平成13年10月24日に、事業地内の

6,600㎡に10ヶ所（66㎡）の調査坑を設定して範囲

確認調査を行った。その結果、事業地内の5,000㎡

に古代から中世にかけての遺構が存在し、土師器・

須恵器・灰釉陶器などが出土し、同時代の集落跡が

存在することが確認された。

その結果をもとに、三重県教育委員会と三重県埋

蔵文化財センターでは、開発部局と保護のための協

議を行ったが、現状保存は困難であるとの結論に達

し、事業地内の5,000㎡に関して、記録保存のため

の発掘調査を行うことになった。

1 発掘調査に至る経過

①第1次調査

第1次調査は、平成14年７月29日から15年2月28

日まで行った。

当初は記録保存が必要な面積5,000㎡のうち、発

掘調査が可能である4,210㎡の調査を単年度で行う

予定であったが、調査途中で下層700㎡に縄文時代

晩期の遺構が存在することが確認されたため、この

年度は2,772㎡（下層700㎡を含む）の発掘調査を行

い、翌年度に継続して調査を行うことになった。

②第2次調査

第2次調査は、平成15年9月26日から16年2月27

日まで行った。調査面積は2,138㎡である。

2 発掘調査の経過

①掘削の方法

範囲確認調査では、地表面下約35～60㎝まで表土

層があり、その下には遺物を多量に含む層が存在す

ることが指摘されていた。また、調査区は西高東低

の地形のため東部ほど各深度が大きくなっている。

発掘調査ではその知見に従い、地表下約45～60㎝ま

でを重機掘削し、人力掘削の前に調査区四方の壁沿

いに土層確認及び排水のための溝を掘削した。この

溝は重機で掘削し、人力で精査した。その後、重機

掘削面から約10～25㎝まで人力で削り込んだところ

を遺構検出面として精査した。

②地区設定

調査区内は、４ｍ四方の桝目で切ることによって

小地区（グリッド）を設定している。グリッド線は、

国土調査法の第Ⅵ系国土座標にあわせて、Ｘ＝

-104,680、Ｙ＝56,036を基点とし、北から南にＡ～

Ｕのアルファベット（大文字）、西から東に１～53

の数字を付与した。小地区の名称（地区名）は北西

隅になる交点を用いた。

③出土遺物の取り上げ

出土遺物は、出土年月日と層位・遺構の区別を行

い、小地区単位で取り上げている。それぞれの遺物

には専用のラベルを現地で入れて洗浄などを行った

うえで、三重県埋蔵文化財センターに搬送した。

④遺構図面

遺構検出段階で、1/40の略測図を作成している。

これは「遺構カード」として用いるものであり、遺

構ごとの出土遺物や埋土の状況を記録している。遺

3 調査と記録の方法
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構カードはグリッド単位で作成している。

1/40の略測図を元に、さらに1/100の遺構配置図

を作成している。これは、調査区全体の遺構配置を

早い時期に認識する必要があると考えるためであ

る。

発掘調査終了後に、正確な全体図を作成した。調

査区の平面図は、1/20で手書き実測した。

また、個々の遺構で、遺物出土状況などが重要と

判断したものについては、1/10の個別実測図を作成

した。土層図は、1/20で作成した。

⑤遺構写真

遺構関連の写真は、重要なものを４×５版ないし

は６×７版（ブローニー）で撮影し、細かな記録に

は35㎜版で撮影した。それぞれのフィルムは、白黒

とスライドを同時に作成している。

①遺跡の名称

第１次調査は桑名市の周知の遺跡名である「南浦

遺跡」という名称で行ったため、一部の資料には

「南浦遺跡」として記録されているものがある。

第2次調査開始にあたり、県内には「南浦遺跡」

と称する遺跡が複数あり、平成16年度には度会郡玉

城町にて「南浦遺跡」の発掘調査が予定されていた

ため、混乱を避けるためそれぞれの頭に大字名をつ

け、桑名市のものを「志知南浦遺跡」、玉城町のも

のを「佐田南浦遺跡」とした。

②遺物の整理

１次調査では、発掘調査現場で出土遺物の洗浄・

注記作業を実施した後、当センターへ搬送して接合

作業を実施した。また、２次調査では、発掘調査現

場で出土遺物の洗浄作業のみ実施し、その後、当セ

ンターへ搬送して注記・接合作業を実施した。

発掘調査実施の翌平成16年度中に、発掘調査担当

者が報告書掲載遺物と未掲載遺物に区分した。報告

書掲載遺物については、実測作業等を行った。未掲

載遺物は袋詰めにし、整理箱に収納した後に、専用

収蔵庫へ搬入した。報告書掲載遺物については、そ

れぞれ１枚ずつ専用のラベルを付加し、収蔵後の混

乱を避けている。

当調査にかかる出土遺物は、整理の結果、報告書

掲載分および参考資料としての手元保管分として68

箱、報告書未掲載分83箱となった。（平成18年３月

段階）、後者については、当センターが占有する収

蔵庫で保管し、前者は当センター内の収蔵庫で保管

している。

③図版作成と遺物写真撮影

実測図等が完成した遺物類は、報告書作成のため

の観察や図版作成を行った。これらの遺物類は、報

告書掲載順に収蔵し、報告書完成後の利活用に備え

た。また、実測図そのものも、記録保存の一環とし

て保存している。

報告書用に作成した版下類やトレース図類につい

ては、報告書完成後に廃棄した。

報告書掲載遺物は、報告書用の写真を４×５版な

いしは６×９版（ブローニー）で撮影した。遺物写

真の撮影は、報告書掲載資料全てではなく、掲載資

料のうちの主立ったものとした。

4 整理作業とその方法

範囲確認坑 遺物包含層 遺構上面の深さ 遺構 遺物

No. 上面の深さ(cm) (cm)

１ － － － －

２ － － － －

３ － － － －

４ 45 80 ピット 土師器片

５ 60 80 土坑 土師器片

６ － 75 溝 土師器片

７ 55 75 土坑、ピット 土師器片

８ 35 60 ピット 土師器片

９ 40 55 ピット 土師器片、須恵器片、灰釉陶器片

10 40 60 ピット 土師器片

第１表　範囲確認調査結果一覧表
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第１図　調査区位置図(1：2,000)、地区杭配置図(1：1,500)



－ 4 －

④記録類

発掘調査にかかる記録類には、調査関連図面（平

面図・土層断面図など）、遺構カード（1/40縮尺）、

調査日誌、写真類がある。これらは、所定の番号を

付与し、当センター収蔵庫で保管している。

発掘調査及び整理作業中に、斉藤理・水谷芳春・

宇佐美亜紀・石神教親（周辺環境）、大下明（石器）、

堀木真美子（石材）、渡邉博人・城ヶ谷和広（須恵

器）、伊藤裕偉（中世土師器）、藤澤良祐・中野晴久

（中世陶器）、榎村寛之・小林秀（墨書）、江原昭善

(人骨・火葬穴)､松井章・丸山真史(動物遺体)、高妻

洋成（遺物保存修復）の各氏のご教示を得た。

5 調査・遺物指導

当遺跡発掘調査にかかる文化財保護法関係の諸通

知は、以下により行っている。

①発掘通知（三重県文化財保護条例第48条第１項、

県知事→県教育長）

・平成14年６月４日付け桑建第321号

②発掘調査の実施報告（文化財保護法第58条の２

（現行99条）第１項、県埋蔵文化財センター所長→

県教育長）

・平成14年７月24日付け教埋第129号

・平成15年10月10日付け教埋第172号

③文化財発見・認定通知（遺失物法、県教育長→桑

名警察署長）

・平成15年３月10日付け教埋第８―15号

・平成16年３月17日付け教埋第７―15号

（水本）

7 文化財保護法等にかかる諸通知

当該発掘調査にかかる普及・公開事業としては、

下記のものを実施した。

・現地説明会（来所者約120名、平成14年12月21

日。説明会資料として、「南浦遺跡発掘調査ニュー

ス」を配布）、雨天のため屋外での遺構解説は行わ

ず、出土遺物の解説を行う。

・桑名市教育委員会主催ふれあい歴史教室（参加者

約50名、平成15年3月15日。歴史教室資料として、

「南浦遺跡発掘調査ニュース」を配布して、スライ

ド上映・遺物解説。）

・出前歴史教室講座（参加者、桑名市立久米小学校

６年生104名、平成15年４月25日。講座資料として、

「南浦遺跡発掘調査ニュース」を配布して、スライ

ド上映・遺物解説。）

・遺跡見学会（参加者、桑名市立久米小学校６年生

５名、平成15年11月14日。見学会資料として、「志

知南浦遺跡の発掘調査」を配布して、遺構・遺物解

説と遺物接合体験。）

・現地説明会（来所者約75名、平成16年１月17日。

説明会資料として、「志知南浦遺跡（二次）発掘調

査ニュース」を配布）。雪のため屋外での遺構解説

は行わず、出土遺物の解説を行う。

・遺跡見学会（参加者、桑名市立久米小学校６年生

104名、平成16年１月21日。見学会資料として、

「志知南浦遺跡（二次）発掘調査ニュース」を配布

して、遺構・遺物解説。）

・遺跡見学会（参加者、桑名市立久米小学校６年生

２名、平成16年２月４日。遺跡の写真取材。）

・三重県埋蔵文化財センター通信『みえ』第37号

（平成16年3月31日発行）に、特集記事「鎌倉～戦

国時代のお屋敷が広がる志知南浦遺跡」を掲載。

・朝日町教育委員会主催文化教養講座「身近な遺跡

案内」（参加者約50名、平成16年12月11日。講座資

料として「南浦遺跡」を配布。）

6 発掘調査の普及・公開
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Ⅱ　位置と環境
志知南浦遺跡（１）は、員弁川の南岸の標高約18

ｍの自然堤防上に立地する。現在は桑名市大字志知

に所在する。遺跡範囲は東西約700ｍ、南北約500

ｍと広大で、字「南浦」のほか、「天王堂」・「十王

堂」・「鎮守堂」・「若宮」・「熊田」・「若之田」・

「六之坪」などを含んでいる。遺跡内には奈良時代

から鎌倉時代の遺物が散布する。現在の地目は水田

であるが、発掘調査地点は昭和20年代、調査地点南

側は昭和60年代にほ場整備が行われており、それ以

前には条里地割も残存し、微高地（畑地）と低湿地

（水田）が混在していたと思われる。

旧石器～弥生時代 この時代の遺跡は、低地部では

あまり確認されていない。員弁川流域でも、この時

代の遺跡は上流～中流域に集中する。主なものでは、

縄文時代中期の遺物が出土した村前遺跡（２）、
①
晩

期の土器棺墓が出土した山田遺跡（３）、
②
晩期の凸帯

文土器が出土した宇賀遺跡（４）
③
などがあげられる。

古墳時代 当遺跡に隣接して、志知遺跡がある。こ

の遺跡では須恵器・土師器、古代の土馬のほか、

「異形土器」が出土し、祭祀関連の遺跡とされる。

遺跡内にある平群神社(写真１)には、ヤマトタケル

の伝承も残されている。また、員弁川北岸には、前

方後円墳の高塚古墳（５）、前方後円墳である１号墳

を含む岡古墳群（６）がある。発掘調査が行われ横穴

式石室が出土した宇賀新田古墳群（７）
④
などもある。

奈良・平安時代 員弁川北岸には金堂・講堂・塔・

門跡が確認され、山田寺式や川原寺式の瓦や 仏が

出土した額田廃寺（８）、山田廃寺（９）がある。

七和窯跡群（10）では、平安時代を中心とした陶器

が焼成されている。

前述の村前遺跡からは、多数の緑釉陶器が出土し

ている。他に北岸には、西方廃寺（11）・七和廃寺

（12）などの寺跡や、延喜式内社候補地の猪名部神

社（13）・鳥取山田神社（14）・鳥取神社（15・

16）・大谷神社（17）・星川神社（18）などがあ

り、
⑤
古代員弁郡の中心地であったと考えられる。

員弁川南岸では、広山Ａ・Ｂ遺跡（19）、西山遺

跡（20）・新野遺跡（21）などで発掘調査が行われ

ている。広山Ａ・Ｂ遺跡では丘
⑥
陵上で平安時代の掘

立柱建物が、西山遺跡・新野遺跡では、
⑦
奈良時代か

ら平安時代にかけての集落から多数の鉄滓などが出

土している。延喜式内社候補地も平群神社（22）・

多奈閇神社（23）などが存在している。
⑧
平群神社で

は土師器・須恵器や土馬が出土している。

平安時代末～鎌倉時代 この時代になると、遺跡の

数が飛躍的に増える。志知南浦遺跡内に含まれる

「景清屋敷」（写真２）は、平安時代末の武将平景清

の屋敷跡の伝承地である。

四日市市南富田町の善教寺にある阿弥陀如来立像

の胎内には、13世紀前半の藤原実重が記した「作善

日記」が納められていた。
⑨
この日記には実重の員弁

川流域の寺社への篤い信仰が記されているが、その

中には志知南浦遺跡の南にある「へくり」（＝平群

神社）や「しちのみとう」（志知の御堂）などが登

場する。前述したように志知南浦遺跡内には寺社に

関連する地名が多く残され、「蓮敬寺跡」の想定地

（写真３）も存在する。これらのいずれかが「志知

の御堂」であった可能性がある。

平景清・藤原実重について文献史学から、平景清

（実際は藤原氏）と藤原実重は縁戚で、ともに員弁

川流域に居住しており、その中でも志知付近に居住

していた可能性が高いことが指摘されている。
⑩

室町～戦国時代 この時代になると、桑名の港と近

江を結ぶ、「八風越」の往来が盛んになる。この道

は、桑名から員弁川をさかのぼり、坂井（写真

４）・梅戸・田光を通り、八風峠で近江に抜けてい

たとされている。
⑪
八風越で近江にもたらされたもの

には、伊勢湾岸や木曽川流域のものが多く含まれて

いる。八風越以外にも、近江と伊勢とを結ぶ交通路

は複数あり、天文13年（1544）に近江から尾張に

向う連歌師の宗牧は鞍掛越にて伊勢に入っている。
⑫

山上に城館が多く造られるのもこの時期である。

員弁郡には、「北方一揆」という中小領主層の連合

があったが、中世城館の多くはこのような中小の領

主層によるものと考えられている。
⑬
員弁川北岸には、

発掘調査が行われ、多数の建物跡や交趾三彩などが
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第２図　遺跡位置図(1：1,000,000) [国土地理院　1：50,000「桑名」]

志知城跡 島田城跡

中上城跡 桑部城跡

第３図　中世城郭現況図(1：4,000)
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出土した山田城跡（24）や、
⑭
額田城跡（25）・星川

城跡（26）などがある。南岸でも志知城跡（
⑮
27）、

島田城跡（
⑯
28）、中上城跡（

⑰
29）や発掘調査が行わ

れ戦国時代末の多くの遺物が出土した桑部城跡（
⑱
30）

などがある。

永禄末の織田信長の侵攻から小牧長久手の戦いに

至るまで、北伊勢では諸勢力による戦乱が続く。天

正初年の長島の一向一揆では、木曽三川から員弁川

流域の多くの城が戦場となった。また、小牧長久手

の戦いに続く北伊勢の争乱では、長島・桑名を根拠

とする織田信雄方と、それを南から攻撃する羽柴秀

吉方が対峙した。この戦いの後、織田信雄は、豊臣

政権の大名になり、検地や兵農分離を進め、中世的

な在地構造から近世的な在地構造への転換がなされ

たと考えられている。 （竹田）

【参考文献】
『三重県の地名』（平凡社、1983年）
『三重の中世城館』（三重県教育委員会、1977年）
『桑名市遺跡地図』（桑名市教育委員会、1995年）

【註】
① 『村前遺跡現地説明会』（東員町教育委員会、1992年）
②『山田遺跡発掘調査報告』（東員町教育委員会、2001年）
③ 『宇賀遺跡発掘調査報告書』（桑名市教育委員会、2001
年）

④ 『宇賀新田古墳群』（大安町教育委員会・三重大学人文
学部考古学研究室、2003年）

⑤ 『式内社調査報告』第７巻（皇學館大学出版部　1977
年）

⑥ 『一般国道475号東海環状自動車道埋蔵文化財発掘調査
概報Ⅶ』（三重県埋蔵文化財センター、2001年）、『一般
国道475号東海環状自動車道埋蔵文化財発掘調査概報
Ⅷ』（三重県埋蔵文化財センター、2002年）

⑦ 『西山遺跡・新野遺跡』（東員町教育委員会、1976年）
⑧ 前掲註⑤と同じ。
⑨ 「善教寺文書」（『四日市市史』第16巻別冊、四日市市、
1994年）

⑩ 堀越光伸「藤原実重雑感」（『三重県史研究』第７号、
1991年）、田中伸一「藤原実重の素性と信仰」（『研究紀
要』第1号、四日市市立博物館、1993年）、石神教親
「「作善日記」からみた多度」（『三重県史研究』第18号、
三重県、2003年）

⑪ 『歴史の道調査報告書』Ⅳ－２（三重県教育委員会
1984年）

⑫ 『東国日記』（『群書類従』第18輯下）
⑬ 飯田良一「北伊勢の国人領主～十ヵ所人数、北方一揆を
中心にして～」（『年報中世史研究』９、1984年）

⑭ 『山田城跡』（東員町教育委員会　1984年）
⑮ 伊藤徳也「桑名市域の城郭遺構」（『Mie history』
vol.15 三重歴史文化研究会　2004年）

⑯ 前掲註⑮と同じ。
⑰ 伊藤徳也「北伊勢における中世城郭の現況」（『研究紀要』
第６号　三重県埋蔵文化財センター、1997年）

⑱ 『桑部城跡第２次発掘調査報告書』（桑名市教育委員会
1997年）

写真１　平群神社（北西から）

写真２　平景清館石碑（東から）

写真３　蓮敬寺跡（東から）

写真４　坂井橋（東から）
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Ⅲ　発掘調査の成果

発掘調査区の基本的層位は、第１層：耕作土（暗

オリーブ色砂質土）、第２層：床土（灰オリーブ色

砂質土）、第３層：中世遺物包含層（暗褐色土）、第

４層：縄文時代遺物包含層（褐色土）、第５層：基

盤層（褐色土）である。基本的に古代・中世の遺構

（上層）は第３層から、縄文時代晩期の遺構（下層）

は第４層から掘削されている。上層の遺構検出は第

４層上面で、下層の遺構検出は第５層上面で行った。

上層の検出面の深さは現地表面から0.5ｍ程下、下層

は0.7ｍ程下である。 （竹田）

1 基本的層位

（１）遺構

縄文時代の遺構は、小地区ではＪ11区からＲ20区

の範囲、上層遺構ＳＤ35とＳＤ63の間にのみ存在す

る。前節の通り、遺構検出を第５層基盤層上面で行

っているため、土器棺墓の掘形等は検出できなかっ

た。遺構の時期は、出土遺物から大半が五貫森（新）

式期、ＳＸ106・108が馬見塚式期である。

①土器棺墓

土器棺墓は、いずれも棺の掘形を検出できなかっ

たが、土器の出土状況から土器棺と判断した。確認

できた土器棺墓は9基である。棺内から骨片などは

出土していない。

ＳＸ105

埋設状況：横位

棺身：
①
深鉢（

②
1）

個体数：1個体

深鉢の底部のみが残存する。口縁部から体部上半

は、上層遺構ＳＤ35（中世後期）に壊される。

ＳＸ106

埋設状況：横位

棺身：深鉢（2）

個体数：1個体

重複関係：ＳＸ129→ＳＸ106

他の遺構との前後関係がわかる土器棺墓である。

棺の残りが良く、深鉢の形状を留めている。

ＳＸ107

埋設状況：横位

棺身：深鉢（３・4）と壺（5）

個体数：2個体

ＳＸ108の西側で確認した。深鉢（３・4）は、同

一個体である。３・４は、底部は残存していない。

口縁部を打ち欠いた壺（5）の頸部を４の口縁部が

覆っている。

ＳＸ108

埋設状況：横位

棺身：壺（7）

個体数：1個体（他に不明２個体）

ＳＸ107の東側で確認した。他に深鉢の体部片（6）

や底部片（8）も出土したがこれらが棺の部材であ

ったかどうかは不明である。

ＳＸ109

埋設状況：横位

棺身：深鉢（9・10・11）

個体数：3個体

深鉢（９）の底部は、上層遺構ＳＤ62（中世後期）

に壊されている。深鉢（10）の口縁部に9の口縁部

を重ねている。10は底部が欠損しており、そこに深

鉢（11）の半身を重ねる。さらにその上に11の残り

の半身を重ねている。
③

ＳＸ111

埋設状況：横位

棺身：深鉢（13） 棺蓋：深鉢（12）

個体数：1個体

深鉢（13）は、底部のみが残存する。深鉢（12）

は、口縁部を下向きに13の口縁部を覆っている。

2 縄文時代の遺構
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第４図　遺跡地形図(1：5,000)
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第６図　調査区西壁土層断面図(1：100)、土層断面図模式図(1：3,000)
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第７図　調査区南壁土層断面図①（1：100)
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第８図　調査区南壁土層断面図②（1：100)
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（Ｇ－Ｈ）

1 10YR6/1 褐色土　[盛土]

5mm大の砂を多量に含む

2 10YR5/1 褐灰色粘質土　[耕作土]

ﾏﾝｶﾞﾝ粒がまだらに入る。

3 10YR5/1 褐灰色粘質土

1～3cm大の礫を少量含む

4 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

1mm以下の砂粒を多量に含む

5 7.5YR7/6 橙色粘質土

1～3mmの礫を少量含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

6 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

1～3mmの礫を少量含む

7 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

6層より砂粒の混入が多い

8 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

青灰色粘土が薄く混入する

1mm以下の砂粒を多量に含む

9 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

8層よりﾏﾝｶﾞﾝ粒を多く含む

10 10BG6/1 青灰色粘質土　[SD201・SK215・SD268埋土]

砂粒を多量に含む

11 10BG6/1 青灰色粘質土

1mm以下のﾏﾝｶﾞﾝ粒を少量含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

12 10BG6/1 青灰色粘質土

13 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

3～5mmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

14 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

１～5mm大の礫・1mm以下の砂粒を多量に含む

15 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

1～3mmの礫を多量に含む

16 10BG6/1 青灰色粘質土

3～５mmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ・1mm以下の砂粒を多量に含む

17 10BG6/1 青灰色粘質土

1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

18 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

1～3mmの礫・１mm以下の砂粒を多量に含む

19 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

1mm以下の砂粒を多量に含む

20 2.5Y6/2 黄灰色土

1mm以下の砂粒を多量に含む

21 10BG6/1 青灰色粘質土

3～5cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多く含む

22 10BG6/1 青灰色粘質土

1～3mmの礫を少量含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

23 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

1～3mmの砂粒を多量に含む

24 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

3～10cmの礫を多量に含む

25 5Y6/1 灰色粘質土

1mm以下の砂粒・1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

26 5Y6/1 灰色粘質土

1cmの礫を極少量含む。1mm以下の砂粒を多量に含む

27 5YR5/6 明赤褐色粘質土

3～10cmの礫を多量に含む

28 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

3～5cm大の礫を多量に含む

1mm以下の砂粒を少量含む

29 5Y6/1 灰色粘質土

1mm以下の砂粒を多量に含む

30 2.5Y5/2 暗黄灰色粘質土

1～3cm大のﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

31 10BG6/1 青灰色粘質土　10層より灰色粘土の混入が多い

32 10BG6/1 青灰色粘質土

懸垂状にﾏﾝｶﾞﾝ粒が混入する

33 10BG6/1 青灰色粘質土

34層より赤褐色土ﾌﾞﾛｯｸが少ない

34 10BG6/1 青灰色粘質土

41層より赤褐色土ﾌﾞﾛｯｸが少ない

1mm以下の砂粒を多量に含む

35 10BG6/1 青灰色粘質土

赤褐色土ﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

36 5Y5/1 灰色粘質土

39層より1cm大の礫を多く含む

37 5Y5/1 灰色粘土

1mm以下の砂粒を多量に含む

38 7.5Y5/3 灰オリーブ色粘質土

１～5mmのﾏﾝｶﾞﾝ粒・1mm以下の砂粒を多量に含む

39 5Y5/1 灰色粘質土

1mm以下の砂粒を多量に含む

40 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

3～7cm大の礫を多量に含む

41 2.5Y6/2 灰黄色粘質土

1cmの黄褐色土ﾌﾞﾛｯｸを斑点状に含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

42 5Y6/1 灰色粘質土

1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ・1mm以下の砂粒を多量に含む

43 2.5Y5/3 黄褐色粘質土

1～5cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを少量含む

1mm以下の砂粒を多量に含む

44 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

45 2.5Y6/1 黄灰色粘質土

1mm以下の赤褐色ﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

46 2.5Y6/6 明黄褐色粘質土

1mmのﾏﾝｶﾞﾝ粒・1cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

47 2.5Y5/1 黄灰色粘質土

1cm以下の赤褐色ﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

48 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

1mm大のﾏﾝｶﾞﾝ粒・1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

49 2.5Y4/2 暗灰黄色粘質土

49層よりﾏﾝｶﾞﾝの混入が多い

50 5B5/1 青灰色粘質土

1～3cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

51 10YR5/1 褐灰色粘質土

0.5～1cmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ・1mm以下の砂粒を多量に含む

52 10YR4/2 灰黄褐色粘質土

5mm大のﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ・黄褐色粒子を横棒状に多量に含

む

53 2.5Y5/3 黄褐色粘質土

5mmのﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む

54 10YR3/2 黒褐色土

ﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸを多量に含む。1cm以下の礫を極少量含む

55 10YR3/2 黒褐色土

55層より砂粒・ﾏﾝｶﾞﾝ粒を多量に含む

56 10YR6/6 明黄褐色土

1mm以下の黄褐色粒子を多量に含む

1mm以下の砂粒を少量含む

57 5B5/1 青灰色粘質土

1mm以下の砂粒を少量含む

58 10YR6/6 明黄褐色土

57層より黄褐色粒子を多量に含む

59 10YR3/2 黒褐色土

ﾏﾝｶﾞﾝ粒・ﾏﾝｶﾞﾝﾌﾞﾛｯｸの隙間に砂粒を多量に含む

60 10BG6/1 青灰色粘質土

青灰色粘土を多量に斑状に含む

61 10BG6/1 青灰色粘質土

緑灰色粘土を斑状に含む
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ＳＸ113

埋設状況：立位

棺身：深鉢（14）

個体数：1個体

深鉢（14）の体部下半が立位で出土した。底部は

なく、打ち欠いたものも
④
しくは欠損していた深鉢を

埋設したと考えられる。上半は削平をうけている。

ＳＸ114

埋設状況：立位

棺身：深鉢（15）

個体数：1個体

深鉢（15）の底部が出土した。非常に残りが悪く、

底部は完存するものの打ち欠きや穿孔は見られな

い。上部は削平をうけている。

ＳＸ129

埋設状況：横位

棺身：深鉢（16・17）

個体数：2個体

重複関係：ＳＸ129→ＳＸ106

深鉢（17）は、ＳＸ106により体部下半が壊され

ている。深鉢（16）の体部上半及び底部は残存して

いなかった。17の口縁部を覆うように16を重ねてい

る。磨製石斧（18）が出土したが、混入遺物と考え

られる。

②土器溜り

遺構の輪郭が不明瞭で、土器の集中が見られるも

のを土器溜りとして報告する。土器溜りの中には、

土器片を組み合わせた土器棺墓が含まれているかも

しれない。

ＳＺ104

規模：0.5×0.25ｍ

主要出土遺物：19

上層遺構ＳＤ36（中世後期）を掘削中に確認した。

深鉢がかたまって出土した。

ＳＺ110

規模：0.5×0.5ｍ

主要出土遺物：20・21

突帯をもつ深鉢がかたまって出土した。土器棺墓

であった可能性がある。

ＳＺ112

規模：1.4×1.2ｍ

主要出土遺物：24～32、63・64

ＳＸ106の東側で確認した。10個体以上の深鉢や

浅鉢、石鏃未製品が出土した。

ＳＺ130

規模：0.8×0.4ｍ

深鉢の底部片が出土した。

③集石

ＳＺ117

規模：0.4×0.4ｍ

直径4～10cm大の円礫が30数点集中していたの

で集石遺構とした。石は楕円形状に分布し、被熱し

た痕跡はない。

④土坑

ＳＫ115

規模：4.0×4.0ｍ、深さ110cm

主要出土遺物：39～54、69～81

南西側がテラス状になる。埋土の第3層と4層の間

に炭化物層があり、その上から多くの遺物が出土し

ている。炭化物層を境に浅い土坑と深い土坑があっ

た可能性がある。土坑内からは、磨製石斧や磨石な

どの他に拳大程度の円礫が20点程出土した。いずれ

も被熱した痕跡は見られない。

ＳＫ116

規模：1.9×1.2～1.4ｍ、深さ40cm

主要出土遺物：55、82～85

不整形の土坑で、上面には石がある。埋土からは、

深鉢、チャート片や10～20㎝程の円礫が20数点出

土した。円礫には、被熱したものや煤が付着したも

のがあった。

ＳＫ120

規模：1.65×0.9～1.15ｍ、深さ5cm

主要出土遺物：56・57、86・87

隅丸長方形の土坑で、深鉢、石刀が出土した。石

刀を確認後、その下部を精査する過程で土坑を検出

した。土坑は、上層（中世）の柱穴によって撹乱を

受けていることから石刀は原位置を留めていないと

考えられる。土坑内から拳大程度の円礫10数点が出

土した。埋土は褐色砂質土である。

ＳＫ124

規模：0.9×0.9ｍ、深さ20cm

主要出土遺物：58・59、88
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第９図　土器棺墓実測図(1：20)
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第10図　土器溜り(1：20)、土坑実測図(1：40)
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第11図　ＳＫ115(1：40)
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第12図　土坑・集石実測図(1：40)

円形の土坑で、深鉢が出土した。土坑南側から拳

大の円礫10数点が、北側から小礫が出土した。いず

れも被熱した痕跡はない。埋土は灰黄褐色砂質土で

ある。

ＳＫ125

規模：1.0×0.4～0.7ｍ、深さ20cm

主要出土遺物：60～62

不整形の土坑である。土坑内からは、10㎝以下の

円礫数点と浅鉢が出土した。埋土は暗灰黄色砂質土

である。

⑤焼土

ＳＦ126

規模：0.3×0.3ｍ

形状は円形で、内側が被熱し、浅い土坑状である。

埋土は、外側が黄褐色砂質土、内側は褐色砂質土で

ある。周囲では住居跡と想定される小柱穴を確認で

きなかった。

（２）遺物

遺物の大部分は晩期の五貫森（新）式期に属し、

馬見塚式期前半までの遺物を確認した。

遺物は、深鉢が大半を占め、浅鉢の割合が非常に

少ない。浅鉢では、西日本磨研土器様式は
⑤
確認して

いない。また、深鉢は、伊勢湾西岸に
⑥
見られる二条

突帯のものが少なく、器面調整も二枚貝の使用があ

まり見られない。

①土器棺墓出土遺物（1～18）

１はＳＸ105から出土した深鉢である。口縁部下

に一条の突帯が貼付けられ、ヘラ状工具による押圧

を施す。頸部は沈線がめぐる。

２はＳＸ106出土の深鉢で、二条の突帯が貼付け

られ、横方向の工具による押圧を施す。

３～５はＳＸ107出土。３・４は同一個体である。

３・４は粗製の深鉢で、口縁端部に粘土紐を貼付け

て肥厚させている。５は壺で、頸部に沈線が施され、

体部最大径より上部は横方向の、下部は縦方向のケ

ズリが施される。

６～８はＳＸ108出土。６は体部に条痕調整後、



－ 20 －

第13図　土器棺実測図(1：4)
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二枚貝による押圧を施した突帯を貼付けた深鉢であ

る。突帯は口縁部下と頸部に突帯の付く二条突帯の

タイプである。７は変容壺で、口縁部の突帯は指に

よる押圧が見られる。頸部には、素文の突帯が貼付

けられる。８は底部片である。

９～11はＳＸ109出土の深鉢。９は口縁部と頸部

に、10・11の口縁部にはヘラ状工具の押圧による突

帯が施される。体部はいずれもケズリで調整される。

10は頸部に緩やかな沈線が、11の頸部には条痕が見

られる。

12・13はＳＸ111出土の深鉢。12は口縁部下に

一条の突帯が付き、二枚貝による浅い押圧がされて

いる。頸部には沈線が、それ以下には条痕による調

整が施される。13は砲弾形で、口縁部下に一条の刻

目突帯が貼付けられる。このような突帯は、伊勢湾

西岸に見られる特徴の一つである。

14はＳＸ113出土の深鉢体部、15はＳＸ114出土

の深鉢底部である。

16～18はＳＸ129から出土した。16・17は深鉢。

16は口縁部下に一条突帯がつく。突帯は、下から上

へヘラ状工具の押圧が見られる。頸部には明瞭な段

を持つ沈線がある。17は口縁部に二枚貝による押圧

を施した突帯があり、頸部には条痕、体部はケズリ

が施される。18は東海系磨製石斧。
⑦
石材はホルンフ

ェルスである。

②土器溜り出土遺物（19～38、63～68）

19はＳＺ104出土の壺である。口縁部下に素文突

帯を貼付け、沈線が入る。頸部は条痕後ミガキを施

している。

20・21はＳＺ110出土遺物の深鉢である。20は

素文突帯を貼付け、他はケズリ調整である。21は頸

部に条痕を施した後、二枚貝による押圧を施した突

帯を貼付けている。

22～32、63・64はＳＺ112出土遺物。22～31は

深鉢で、29は砲弾形をなす。32は浅鉢である。

22・23、26～28は同一個体である。22・23は口縁

部と頸部に二条の、24～31は口縁部に一条の突帯を

施す。24の突帯にはヘラ状工具による押圧がある。

第14図　土器棺実測図(1：4)
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第15図　土器棺実測図(1：4)
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第16図　土器棺実測図(1：4)
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第17図　土器棺実測図(1：4)
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第18図　土器棺実測図(16・17＝1：4、18＝1：3)
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第19図　土器溜り出土遺物実測図(1：4)
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第20図　土坑出土遺物実測図(1：4)
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第21図　土器溜り・土坑出土遺物実測図(63・64・69～72＝1：2、65・66・68・73～76＝1：3、67＝1：6)
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第22図　土坑・Pit出土遺物実測図(77～82・84～88＝1：3、83・89＝1：6)
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25～28の突帯は素文である。26～28は頸部に段を

持ち、二枚貝による条痕が施される。63・64はサヌ

カイト製石鏃の未製品であろうか。

33・34、65はＳＺ117出土遺物。33は素文突帯

の深鉢、34は精製のミニチュア深鉢である。65は砂

岩製敲石で、両面に使用痕がある。35はＳＺ118出

土の深鉢口縁部。66はＳＺ119出土。礫器であろう

か。石材は凝灰質砂岩製である。67はＳＺ121出土。

砂岩製の石皿か砥石であろう。

68はＳＺ122出土の敲石もしくは凹石。凝灰質砂

岩製で、両面両側縁に使用痕跡がある。36はＳＺ

133出土の深鉢で、口縁部に刻目突帯を持つ。37・

38はＳＺ134出土の深鉢である。38は口縁部外面の

ナデが雑である。

③土坑出土遺物（39～62、69～88）

ＳＫ115出土遺物（39～54、69～81）

39～51・53は深鉢、54は浅鉢である。口縁部下

の突帯はすべて一条で、40・43・49は素文突帯で

ある。39・41・42・44・46の突帯にはヘラ状工具、

47・48の突帯には二枚貝による押圧が施される。

39～43・45は頸部に段を有し、39～43は頸部に条

痕、体部にケズリが見られる。52は大西貝塚で出土

しているよ
⑧
うな小型鉢になろうか。54はミガキ調整

で補修孔がみられる。

69はＵＦ、70・72は剥片、71は楔形石器である。

73は乳棒状磨製石斧の基部、74は磨製石斧の未製品

で粗割段階のものである。75・76は磨石。75は片

面のみを使用している。77は敲石、78は石皿片、

79は石皿か磨石片である。片面のみを使用している。

80は台石で中央に敲打痕が見られ、81は器種不明で

ある。石材は、69・71・72がサヌカイト、70がホ

ルンフェルス、73・74・78がハイアロクラスタイ

ト、75～77・79が凝灰質砂岩、80・81が砂岩であ

る。

55、82～85はＳＫ116出土遺物。55は深鉢で、

一条の突帯がつく。82は敲石であろうか。83は石皿

か砥石で、ともに凝灰質砂岩製である。84・85はチ

ャートの石材である。56・57、86・87はＳＫ120

出土遺物である。56は深鉢で、口縁部下に一条の突

帯がある。86は石刀で、やや内反りしている。柄～

柄頭は、荒割段階で割りすぎたものを研磨したと思

われる。鋒は
⑨
割れた後研磨している。石材は片麻岩

である。87は砂岩製で磨石であろうか。58・59・

88はＳＫ124出土遺物である。58・59は深鉢で、

58は一条のヘラ状工具で押圧をした突帯がつく。88

は花崗岩製の礫器であろうか。60～62はＳＫ125出

土遺物。60は深鉢の頸部片であろうか。62は浅鉢で、

内面のナデが雑に仕上げられている。外面はケズリ

調整が見られる｡

④ピット出土遺物（89）

89は砂岩製の石皿で、片面に使用痕跡があり、砥

石として使用されたのかもしれない。 （酒井）

【註】
① 棺身、棺蓋については、第Ⅴ章第2節にて詳しく述べる。
② 口径より器高が大きいものを深鉢、口径より器高が小さ
いものを浅鉢とする。

③ 中村健二氏は、晩期の土器棺墓は、土器を割り、その破
片を蓋にしたり、棺本体に使用したりする例が非常に多
いと指摘している。これを参考に土器棺の使用方法を検
討した。
中村健二「縄文晩期土器棺墓の調査方法について－近畿
地方の場合－」（『研究紀要』第９号　財団法人滋賀県文
化財保護協会　1996年）

④ 前述③参照
⑤ 泉拓良「西日本磨研土器様式」（『縄文土器大観』４　後

期　晩期　続縄文　小学館　1989年）
⑥ 北勢地方を含む。
鈴木克彦「伊勢湾沿岸地方における凸帯文深鉢の様相－
伊勢地方からの視点－」（『三重県史研究』第６号
1990年）

⑦ 鈴木道之助「石斧」（『図録・石器入門事典〈縄文〉』柏
書房　1991年）

⑧ 『大西貝塚』豊橋市教育委員会、牟呂地区遺跡調査会
1995年

⑨ 石刀の部分名称は、以下を参照した。
野村崇「石剣・石刀」（『縄文文化の研究』第９巻　縄文
人の精神文化　雄山閣出版　1988年）

【参考文献】
・『麻生田大橋遺跡発掘調査報告』豊川市教育委員会
1993年
・『牛牧遺跡』財団法人愛知県教育サービスセンター、愛

知県埋蔵文化財センター　2001年
・『新編　一宮市史』一宮市　1970年
なお、大下明氏・堀木真美子氏には遺物を実見していた

だき、指導を受けた。
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（１）遺構

古代の遺構は、切り合い関係と出土遺物を基本に

時期を決定している。出土遺物の時期は、概ね８世

紀から９世紀前半である。

①掘立柱建物

掘立柱建物を７棟確認した。掘立柱建物は、建物

方向から、7°、13°、28°、38°の４方向に分か

れる。なお、建物方向はすべて座標北を基準に東西

への振れの大きさを図面上で計測し、表示した。

ＳＢ１４１

建物遺構：
①
側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方向：Ｎ38°Ｅ 面積：11.5㎡

重複関係：ＳＢ141（古代）→ＳＫ２・５（中世Ⅳ）

調査区の西隅で検出した。ＳＢ142と建物方向が

ほぼ同じで、柱穴から須恵器小片が出土している。

ＳＢ１４２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間以上、梁行２間

建物方向：Ｎ37°Ｅ 面積：12.0㎡以上

重複関係：ＳＢ142（古代）→ＳＢ143（中世Ⅰ）

→ＳＢ144（中世ⅠかⅡ）

ＳＢ142（古代）→ＳＤ15（中世Ⅲ）

柱痕は径30cm程で、掘形は方形である。埋土か

ら８世紀後半の須恵器長頸瓶（90）が出土している。

ＳＢ１５０

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方向：Ｎ28°Ｅ 面積：21.3㎡

重複関係：ＳＢ150（古代）→ＳＢ151（中世ⅢかⅣ）

ＳＢ150（古代）→ＳＢ152（中世Ⅰ）

ＳＢ157と建物方向が同じである。柱穴から土師

器長胴甕が出土している。

ＳＢ１５７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方向：Ｎ28°Ｅ　　　　面積：8.2㎡

重複関係：ＳＢ157（古代）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

小規模な建物で、ＳＢ150と建物方向が同じであ

る。柱穴から８世紀後半の須恵器杯蓋が出土した。

ＳＢ３２１

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方向：Ｎ13°Ｅ　　　　面積：14.3㎡

重複関係：なし

桁行、梁行ともに不揃いである。柱穴から土師器

長胴甕が出土したので古代の遺構とした。

ＳＢ３２３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方向：Ｎ７°Ｅ　　　　面積：13.2㎡

重複関係：ＳＢ323（古代）→ＳＢ319（中世Ⅰ）

柱穴は小さく、浅い。しかし、埋土から土師器甕

小片、須恵器小片が出土したので古代の遺構とした。

ＳＢ３２５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方向：Ｎ7°Ｗ　　　　　面積：13.0㎡

重複関係：なし

柱穴は小さい。建物方向がＳＢ323と一致し、埋

土から土師器甕の小片が出土したので古代の遺構と

した。

②土坑

土坑は、小地区39～41に集中する。時期は、出土

遺物から概ね８世紀前半～９世紀前半である。

ＳＫ２２９

形状：楕円形か

規模：0.9以上×0.6ｍ　深さ22cm

重複関係：ＳＫ229（古代）→ＳＫ244（古代）

主要出土遺物：91～93

埋土中の最新の遺物は、古代の志摩式製塩土器で

ある。

ＳＫ２３０

形状：円形

規模：径1.0ｍ　深さ30cm

主要出土遺物：94・95

南端は撹乱を受けている。

3 古代の遺構と遺物
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ＳＫ２３１

形状：楕円形

規模：3.1×2.6ｍ　深さ85cm

主要出土遺物：96～125

楕円形の深い土坑である。埋土に直径15cmほど

の円礫を含む。遺物の大半は、第７層から出土し、

埋土中の最新遺物は９世紀前半の須恵器盤である。

ＳＫ２４４

形状：楕円形

規模：0.8×0.6ｍ　深さ27cm

重複関係：ＳＫ229（古代）→ＳＫ244（古代）

主要出土遺物：131

第28図　ＳＢ141・142・150・157(1：100)
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埋土中の遺物は須恵器杯（131）１点のみである。

ＳＫ２３３・２４５・２５９

[ＳＫ２３３]

形状：楕円形？

規模：2.3以上×1.7m 深さ15cm

[ＳＫ２４５]

形状：楕円形

規模：1.7×1.1m 深さ50cm

[ＳＫ２５９]

形状：楕円形？

規模：1.3以上×1.7m 深さ5cm

重複関係：ＳＫ246（古代）→ＳＫ245（古代）

→ＳＫ233（古代）→ＳＫ259（古代）

主要出土遺物：126～130

土坑や柱穴が複雑に重複し、深さも様々である。

調査時に、第10・13・14層出土遺物をＳＫ233と

して取上げている。埋土から土師器甕が出土してい

る。これらの土坑は、埋土が似ており、遺物の時期

や器種も似ている。調査時は、別遺構として取り扱

ったが、一連の遺構と思われる。

③溝

ＳＤ３３

第29図　ＳＢ321・323・325(1：100)
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第30図　ＳＫ229・230・231・244(1：40、SK231＝1：20)
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断面形状：箱状？

長さ：10m以上　幅：0.6～1.4m 深さ20～30cm

流れ：
②
北→南

主要出土遺物：132～139

重複関係：ＳＤ33（古代）→ＳＤ35（中世Ⅲ）

溝の方向はＮ８°Ｅで、ＳＢ323と方向が同じで

ある。溝の流れは、底の高低差から北から南へ流れ

ていると考えられる。埋土中の最新の遺物は、Ｋ－

14型式の灰釉陶器椀（136）である。

ＳＤ２０４

断面形状：箱状

長さ：12.7m以上　幅：3.1～5.0m 深さ120cm

流れ：北→南

主要出土遺物：140～257

重複関係：ＳＤ204（古代）→ＳＤ200（中世Ⅲ）→

ＳＤ201（中世Ⅲ）→ＳＤ206（中世Ⅲ）

屈曲している溝である。土層断面の観察から、掘

り直しをしていることが確認できる。調査時に、遺

物を上・中・下層と分層して取上げたが、各層に８

～９世紀の遺物が混在している。埋土からは、16点

の墨書土器や 帯等が出土している。埋土中の最新

の遺物は９世紀の須恵器杯である。

（2）遺物

①掘立柱建物出土遺物（90）

90はＳＢ142出土遺物で、８世紀後半の猿投産の

須恵器長頸瓶である。

②土坑出土遺物（91～131）

91～93はＳＫ229出土遺物である。91は土師器

甕で、口縁端部を摘み上げている。92・93は猿投産

の須恵器杯で、92は外面底部にヘラ記号がある。93

は８世紀前半のものである。94・95はＳＫ230出土

遺物で、須恵器杯である。95は黒斑が入り、酸化焔

焼成で焼かれている。

ＳＫ231出土遺物（96～125）

土師器 97・99～100は杯である。97は底部がオ

サエ・ナデで仕上げられ、粗雑である。99は器壁が

厚く、内面を板ナデで仕上げている。100は大型品

で、暗文が入るタイプのものである。101～103は

甕で、いずれも口縁端部をやや丸くおさめ、外面に

強めのヨコナデを施している。101は体部をケズリ調 第31図　溝土層断面図作成箇所一覧(1：1,000)
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第32図　ＳＫ259・233・245、ＳＤ204(1：40)
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第33図　掘立柱建物・土坑出土遺物実測図(1：4)
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第34図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第35図　溝出土遺物実測図(1：4)
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整し、わずかに残る底部は平底を呈す。濃尾地方で

見られるもののようである。103は長胴甕になろう。

須恵器 96・98・104～111は杯である。96・98は、

酸化焔焼成のものである。96は底部に糸切痕が見ら

れ、体部は粘土紐接合箇所で割れている。104・106

～109は猿投産で８世紀後半、105はＮＮ－32型式、

111は美濃須衛産で８世紀代のものである。108は高

台が付くタイプであろう。110は胎土が均質で、美

濃須衛産の可能性がある。111は胎土が灰白色で、

滑らかな仕上りになっている。112は９世紀前半の

盤である。113・114は甕である。113は口縁端部の

厚みがほぼ均一で、同時期の甕であまりみない形状

になっている。114は口縁端部が上下に延び、猿投

産で８世紀後半のものである。115・116は猿投産の

長頸瓶で８世紀後半、116はミニチュアである。

土製品 117～119は志摩式製塩土器、120～125は

土錘である。

126～130はＳＫ233・245出土の土師器である。

126～128は甕で、127・128は外面の風化が著しい。

128は口縁端部を摘み上げている。長胴甕であろう。

129は須恵器壺である。底部は糸切で、面の立ち上

がりが緩く、ナデ調整が雑である。130は土師器椀

である。131はＳＫ244出土遺物である。131は須

恵器杯の底部で、体部を打ち欠いている。

③溝出土遺物（132～257）

132～139はＳＤ33出土遺物で、132～134・137

は土師器、135・138・139は須恵器である。132・

133は皿、134は甕、137は杯で、いずれも風化が

著しい。135は杯、138・139は美濃須衛産甕で、

７世紀後半～８世紀前半のものである。138は頸部

下に円形の粘土貼付けがある。139は把手付広口甕

である。136は灰釉陶器椀で、Ｋ－14型式である。

ＳＤ204出土遺物（140～257）

ＳＤ204から大量の遺物が出土している。遺物に

は時期幅があり、８世紀後半を中心に８世紀前半～

10世紀前半のものまである。

土師器 140は杯、141・144・147～149は皿、

142・143は椀である。142は内面を刷毛目、外面

をケズリ調整している。143は粗製の椀である。

144は内面に煤が、145は内面と外面口縁部に漆が

付着している。146は墨書がみられる。147・148

は暗文土師器で、147は内面に螺旋状暗文を施して

いる。150は黒色土器椀で、口縁部内面に沈線が入

る。151～159は甕、口縁部を強くヨコナデするも

のとしないものがある。

須恵器 160～172は杯蓋である。160～162・165

～167は猿投産で、160・161はＣ－２～Ｉ－25型

式、162はＮＮ－32型式、165・167はＯ－10型式、

166は８世紀後半のものである。161は内面に３本

のヘラ記号がある。163は器壁が分厚く、内面に煤

が付着している。164・169は口縁端部を丸くおさ

めている。166・170～172は外面に墨書がある。

171は「戌□」、172は「珎（◆か遣）□十」であろうか。
③

173～179は杯である。174～178は猿投産で、

174はＩ－41型式、175・176・178は８世紀後半、

177はＯ－10型式である。173は胎土が橙色を呈し、

内面に漆が厚く付いている。179は生焼けで、灰白

色をしている。180～182は猿投産の盤で８世紀後

半。180は口縁部を丸くおさめ、底部に墨書で「教」

とある。182はＩＧ－78型式のものである。183～

196は杯である。183～188は猿投産で８世紀後半

のものである。189は美濃須衛産で８世紀後半～９

世紀前葉、同時期の杯より精製品である。そして、

底部に墨書があり「□依」とある。190・191は内

面口縁部に沈線が入る。192は内面に「十」とヘラ

記号がある。193はＮＮ－32型式で、194は底部に

「居」と墨書がある。195は底部からの立ち上がりが

緩く、器壁が薄いため椀になるのかもしれない。

197は底部をヘラ切りし、内外面に漆が付着する。

198～215は杯で、198は猿投産、199・201～

207・215は美濃須衛産で、199は８世紀前半、

198・202～204・215は９世紀前半、201は８世紀

後半～９世紀、210は９世紀後半～10世紀のもので

ある。201・205～207・211～215は墨書がある。

198・213は底部を糸切りし、199～209・211・

214は底部がヘラ切りである。200は器壁が厚いも

のの、胎土・形状は美濃須衛のものと同じである。

205は「勝□」とある。206は「○」に「一」とあ

り、記号のようである。207は「次太」、212は「弥

市本」と内面に書いてある。213は底部に墨書があ

り「□竹」とある。214は底部と外面体部に墨書が

あるものの判読が難しい。
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第36図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第37図　溝出土遺物実測図(235～248＝1：4、249＝1：2、250～255＝1：8)
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第38図　溝出土遺物実測図(1：4)

222は８世紀後半の短頸壺で、生焼けである。

223・224は猿投産の平瓶で、223は８世紀後半、

224は９世紀前半のものである。223は口縁部、把手

が欠落している。224は小型で頸部に沈線が入る。

225は猿投産の横瓶で８世紀後半のものである。226

～232は長頸瓶で、いわゆる原始灰釉にあたる。い

ずれも猿投産で８世紀後半のものである。226～228

は撫肩のタイプの口縁～頸部で、229～232の底部も

撫肩のタイプであろう。233は短い口縁がつくと考

えられ、底部内面の全部に灰かぶりが見られる。ま

た、底部外面に剥離痕跡があり、高台がつき、器種

は不明である。234は胴部～底部で、外面が釉垂れ

している。Ｋ－90型式で、胴部のカーブがきついも

のの短頸壺もしくは大型水注のようなものと考えら

れる。235は双耳瓶で、Ｏ－10型式である。236は

横瓶で、猿投産の７世紀末のもの。237は９世紀前

半の壺の口縁部で、きめ細かい胎土が美濃須衛のも

のに似ている。しかし、美濃須衛産ならば、適応す

る器種が見当たらない。238は甕で７世紀末である。

244は８世紀後半の陶硯で、内面がよく磨られている。

灰釉陶器 216・217は灰釉陶器皿で、216はＫ－

14型式、217はＫ－90型式。217は形状が灰釉陶器

であるが胎土は須恵器のようである。218～220は

灰釉陶器椀で、218はＫ－14型式、219・220は

Ｋ－90型式。220は底部に「田太」の墨書がある。

221は椀であろう。

その他 239～243は志摩式製塩土器である。245は

土錘、246・247は鞴羽口で、247は羽口の先端部分

である。248は平瓦で、内外面とも布目がある。249

は 帯である。鋲が３ヶ所、底部から打たれている。

外面及び鋲に黒色物質が残り、黒色物質は漆の可能

性が高い。
④
250～255は杭で、大きさにばらつきがあ

る。256・257は砥石で、四方が磨られている。257

の凹み部分は、あまり磨られていない。 （酒井）

【註】
① 山中敏史「Ⅱ－5 建物遺構の区分」（『古代の官衙遺跡
Ⅰ　遺構編』独立行政法人　文化財研究所　奈良文化財
研究所、2003年）

② 溝の流れは、遺構実測図及び土層断面図から溝の底の高

さを標高で表し、その高低差で流れる方向を判断した。
③ 墨書のある土器については、榎村寛之氏・小林秀氏に実
見していただき、指導を受けた。

④ 詳細は第Ⅳ章を参照されたい。

【参考文献】
古代の遺物の型式、年代観は下記の文献による。以下、本
書ではこれを用いる。
＊須恵器・灰釉陶器＝『須恵器生産の出現から消滅－猿投
窯・湖西窯編年の再構築－』第1・2分冊　古代土器研究会
2000年、『愛知古窯跡群分布調査報告（Ⅲ）（尾北地区・

三河地区）』愛知県教育委員会　1983年
＊土師器＝『斎宮跡発掘調査報告Ⅰ　内院地区の調査　本
文編』斎宮歴史博物館　2001年、『鍋と甕そのデザイン』
東海考古学フォーラム尾張大会実行委員会　1996年
なお、城ヶ谷和広氏・竹内英昭氏・渡邊博人氏には遺物

を実見していただき、指導を受けた。
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中世の遺構は、出土遺物（特に陶器）、遺構の切

り合いによる前後関係、建物の方位から四期に区分

した。おおまかに述べると、Ⅰ期の遺構からは山茶

椀第３型式から７型式（11～13世紀）、Ⅱ期の遺構

からは山茶椀第８型式から古瀬戸中期（14世紀）、

Ⅲ期の遺構からは古瀬戸後期から大窯第１段階（15

～16世紀前葉）、Ⅳ期の遺構からは大窯第２段階か

ら登窯４小期の陶器あるいはそれらと併行する（16

世紀中葉～17世紀中葉）遺物が出土する。また便宜

上、Ⅰ期とⅡ期を「中世前期」、Ⅲ期とⅣ期を「中

世後期」とする。

（Ａ）中世前期

（１）遺構

①掘立柱建物

この時期の掘立柱建物を47棟確認した。掘立柱建

物には建物の方位が、条里地割に近い一群と条里地

割とは全く異なる一群がある。中世前期とした建物

の多くは、柱穴出土の遺物により時期を決定した。

柱穴への遺物の混入の可能性も排除できておらず

（特に第５～７型式の山茶椀がⅡ期の遺構に混入す

ることが多いと思われる）、実際にはⅡ期の建物の

多くがⅠ期の建物として把握されていると思われる。

ＳＢ１３７

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間以上、梁行２間

建物方位：Ｎ33°Ｅ

面積：12.2㎡以上

重複関係：ＳＢ139（中世Ⅰ）→ＳＢ137（中世Ⅰ）

調査区の北西隅で検出した。一応総柱の建物とす

る。柱穴から無釉陶器椀（以下、山茶椀と呼称する）

の小片が出土している。

ＳＢ１３８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ35°Ｅ

面積：8.1㎡

重複関係：ＳＢ138（中世Ⅰ）→ＳＫ６（中世Ⅰ）

調査区の北西隅で検出した。柱穴が同じ時期の土

坑ＳＫ６を切る。柱穴から山茶椀の小片が出土した。

ＳＢ１３９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ43°Ｗ

面積：19.8㎡

重複関係：ＳＢ139（中世Ⅰ）→ＳＢ137（中世Ⅰ）

ＳＢ139（中世Ⅰ）→ＳＫ２（中世Ⅳ）

調査区の北西隅で検出した。柱穴がやや大きい。

中世Ⅰ期の建物ＳＢ137と重複するが、両者の前後

関係は前述の通りである。

ＳＢ１４３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ25°Ｅ

面積：5.5㎡

重複関係：ＳＢ142（古代）→ＳＢ143（中世Ⅰ）→

ＳＢ144（中世ⅠかⅡ）

小規模な建物であるが、柱穴は大きい。柱穴は一

見古代の建物のもののように見えるが、柱穴から第

４型式の山茶椀が出土しているので、中世Ⅰ期の遺

構とした。８世紀後半の建物ＳＢ142、やや新しい

時期の建物ＳＢ144と重複するが、三者の前後関係

は前述の通りである。

ＳＢ１４４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：8.1㎡

重複関係：ＳＢ142（古代）→ＳＢ143（中世Ⅰ）→

ＳＢ144（中世ⅠかⅡ）

ＳＢ143と形状が似た建物である。北側の柱穴が

大きいがこれは重複する古代の掘立柱建物ＳＢ142

のものである。建物の時期は中世Ⅱ期にまで下る可

能性もある。

ＳＢ１４５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間以上、梁行２間

4 中世の遺構と遺物
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第39図　ＳＢ137・138・139・143・144(1：100)
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第40図　ＳＢ145・146・147・149(1：100)
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建物方位：Ｎ39°Ｗ

面積：12.7㎡以上

重複関係：なし

桁行が調査区外にまでのびるが、隣接するＳＢ

146と同じ形状になる可能性もある。柱穴からの出

土遺物はないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ152、ＳＢ

188と方位が一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１４６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ44°Ｗ

面積：12.8㎡

重複関係：ＳＢ146（中世Ⅰ）→ＳＤ21（中世Ⅰ）

隣接するＳＢ145と似る。中世Ⅰ期の溝ＳＤ21に

切られる。

ＳＢ１４７

建物型式：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ19°Ｅ

面積：6.8㎡

重複関係：ＳＢ147（中世Ⅰ）→ＳＢ148（中世Ⅲ）

ＳＢ147（中世Ⅰ）→ＳＫ12（中世Ⅲ）

小規模な建物である。柱穴から白磁椀片が出土し、

中世Ⅰ期の建物ＳＢ345と建物方位が一致する。

ＳＢ１４９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ25°Ｅ

面積：22.4㎡

重複関係：ＳＢ149（中世Ⅰ）→ＳＫ13（中世Ⅱ）

→ＳＫ12（中世Ⅲ）

柱穴からの出土遺物はすべて古代のものである

が、中世Ⅰ期の建物であるＳＢ143、ＳＢ193などと

ほぼ方位が一致するので、一応同時期の建物とした。

ＳＢ１５２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行２間

建物方位：Ｎ39°Ｗ

面積：14.0㎡

重複関係：ＳＢ150（古代）→ＳＢ152（中世Ⅰ）

ＳＢ154（中世Ⅰ）→ＳＢ152→ＳＫ11

（中世Ⅰ）

桁行が長い建物である。西側の側柱は明瞭ではな

い。柱穴出土の遺物は大半が古代のものであるが、

中世Ⅰ期の建物ＳＢ154を切り、柱穴から山茶椀の

小片が１点のみ出土しているので、一応この時期の

遺構とした。

ＳＢ１５３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ33°Ｗ

面積：11.5㎡

重複関係：ＳＫ11（中世Ⅰ）→ＳＢ153（中世Ⅰ）

この建物も桁行が長い。西側の側柱は明瞭でない。

中世Ⅰ期の土坑ＳＫ11を切る。柱穴から第４型式の

山茶椀が出土している。

ＳＢ１５４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行３間

建物方位：Ｎ５°Ｅ

面積：22.4㎡

重複関係：ＳＢ154（中世Ⅰ）→ＳＢ152（中世Ⅰ）

→ＳＫ11（中世Ⅰ）

比較的柱穴が大きい。東側の側柱は不明瞭である。

中世Ⅰ期の建物ＳＢ152に切られる。柱穴から土師

器皿が出土している。

ＳＢ１５９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ44°Ｅ

面積：19.8㎡

重複関係：ＳＢ197・ＳＫ18（中世Ⅰ）→ＳＢ159

（中世Ⅰ）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

ＳＫ18を建物内土坑とする中世Ⅰ期の建物ＳＢ

197を切る。柱穴から山茶椀の小片が出土している。

ＳＢ１６０

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ39°Ｅ

面積：35.1㎡

重複関係：ＳＢ197・ＳＫ18（中世Ⅰ）→ＳＤ14

（中世Ⅱ）→ＳＢ160（中世Ⅱ）
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第41図　ＳＢ152・153・154・159(1：100)
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ＳＫ18を建物内土坑とする中世Ⅰ期の建物ＳＢ

197と、中世Ⅱ期の溝ＳＤ14を切る。建物の時期は

中世Ⅱ期の可能性が高い。

ＳＢ１６２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行３間

建物方位：Ｎ22°Ｅ

面積：30.9㎡

重複関係：ＳＢ162（中世Ⅰ）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

柱穴の残りが悪いが、庇を持つ建物と考えられる。

中世Ⅰ期の建物ＳＢ316、ＳＢ317と方位が一致す

る。柱穴から第６型式の山茶椀が出土した。

ＳＢ１６３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ43°Ｗ

面積：11.6㎡

重複関係：ＳＢ163（中世Ⅰ）→ＳＤ27（中世Ⅰ）

桁行が長い建物である。中世Ⅰ期の溝ＳＤ27に切

られる。中世Ⅰ期の建物ＳＢ139と方位が一致する。

柱穴から第７型式の山茶椀が出土した。

ＳＢ１６４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行１間、梁行１間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：12.5㎡

重複関係：ＳＢ164・ＳＫ24･25（中世Ⅰ）→

ＳＫ23・26（中世Ⅲ）

内部に方形の土坑ＳＫ24・25を持つ。西側の柱筋

の内側に柱穴列があるが、これは建物に付随するも

のである可能性がある。建物内土坑の前後関係はＳ

Ｋ25→24である。ＳＫ24の埋土から第７型式の山

茶椀が出土した。

ＳＢ１６６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行１間以上、梁行２間

建物方位：Ｎ10°Ｅ

面積：7.3㎡以上

重複関係：ＳＢ166（中世Ⅰ）→ＳＢ165（中世Ⅲ

かⅣ）

桁行が調査区外にのびる。柱穴から第７型式の山

茶椀が出土している。

ＳＢ１７５

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ38°Ｅ

面積：23.2㎡

重複関係：ＳＢ175（中世Ⅱ）→ＳＢ56（中世Ⅲ）

やや大型の建物である。柱穴から第８型式の山茶椀

が出土している。中世Ⅲ期の井戸ＳＥ56に切られる。

ＳＢ１７６

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ16°Ｅ

面積：6.9㎡

重複関係：なし

小規模な建物であるが柱穴はやや大ぶりである。

柱穴からの出土遺物はないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ

295、ＳＢ322と方位が一致するためこの時期の遺

構とした。

ＳＢ１７７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：15.0㎡

重複関係：ＳＫ39（古代）→ＳＢ177（中世ⅠかⅡ）

柱穴から第２段階か第３段階の南伊勢系鍋の体部

片が出土しているので中世Ⅱ期に下る可能性があ

る。

ＳＢ１７８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：4.2㎡

重複関係：なし

内部に円形の土坑ＳＫ53を持つ。土坑の埋土から

は、第７型式の山茶椀が出土している。

ＳＢ１７９

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ33°Ｗ

面積：34.0㎡
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第42図　ＳＢ160・162・163・166(1：100)
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第43図　ＳＢ164・175・176・177(1：100)
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第44図　ＳＢ178・179・181(1：100)
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重複関係：ＳＢ178・ＳＫ53（中世Ⅰ）→ＳＢ179

（中世Ⅰ）

ＳＫ100→ＳＢ179（中世Ⅰ）

やや大型の建物である。ＳＫ53を建物内土坑とす

るＳＢ178を切る。

ＳＢ１８０

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ34°Ｅ

面積：22.1㎡

重複関係：ＳＢ180（中世Ⅰ）→ＳＫ54（中世ⅢかⅣ）

柱穴から山茶椀の小片が出土しているため、この

時期の遺構とした。

ＳＢ１８１

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ44°Ｅ

面積：8.8㎡

重複関係：なし

小規模な建物である。柱穴からは縄文土器しか出

土していないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ159と方位が

一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１８５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ35°Ｅ

面積：5.3㎡

重複関係：なし

この建物も小規模である。柱穴からは縄文土器し

か出土していないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ138と方

位が一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１８８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ39°Ｗ

面積：6.0㎡

重複関係：なし

この建物も小規模である。柱穴からの出土遺物は

ないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ145、ＳＢ152と方位

が一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１９２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ35°Ｗ

面積：4.3㎡

重複関係：ＳＢ192（中世Ⅰ）→ＳＤ52（中世ⅢかⅣ）

この建物も小規模である。柱穴からは縄文土器し

か出土していないが、中世Ⅰ期の建物ＳＢ153・

179と方位が一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１９３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ24°Ｅ

面積：6.2㎡

重複関係：ＳＢ193・ＳＫ91（中世Ⅰ）→ＳＫ54→

ＳＫ51→ＳＫ50（中世Ⅳ）

桁行２間の小規模な建物である。埋土に第７型式

の山茶椀を含むＳＫ91はこの建物の建物内土坑と考

えられる。ＳＫ91の底面には藁状の植物が炭化して

堆積していた。土坑の用途を示す材料になると思わ

れる。

ＳＢ１９６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行１間

建物方位：Ｎ28°Ｅ

面積：19.5㎡

重複関係：ＳＢ197・ＳＫ18（中世Ⅰ）→ＳＢ196

（中世Ⅰ）→ＳＤ27（中世Ⅰ）→ＳＤ14

（中世Ⅱ）

ＳＢ196（中世Ⅰ）→ＳＢ158（中世Ⅲ

かⅣ）

桁行４間の細長い建物。第６型式の山茶椀を埋土

に含むＳＫ18（ＳＢ197の建物内土坑）を切り、第

７型式の山茶椀を埋土に含む溝ＳＤ27に切られる。

ＳＢ１９７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ18°Ｅ

面積：15.6㎡

重複関係：ＳＢ197・ＳＫ18（中世Ⅰ）→ＳＢ159

（中世Ⅰ）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

第６型式の山茶椀を埋土に含む土坑ＳＫ18は、建
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第45図　ＳＢ180・185・188・193(1：100、SK91＝1：50)
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第46図　ＳＢ192・196・197・295(1：100)
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第47図　ＳＢ296・316(1：100)
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物内土坑と思われる。

ＳＢ２９５

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ17°Ｅ

面積：14.1㎡

重複関係：なし

調査区の最も東で検出した。柱穴から第４・５型

式の山茶椀、南伊勢系の土師器鍋の小片が出土した

ので中世Ⅰ期の建物とした。

ＳＢ２９６

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行３間

建物方位：Ｎ18°Ｅ

面積：46.8㎡

重複関係：ＳＢ296（中世Ⅰ）→ＳＢ345（中世Ⅰ）

ＳＢ296（中世Ⅰ）→ＳＥ217（中世Ⅲ）

→ＳＫ222（中世Ⅳ）

比較的規模の大きな建物である。柱穴から第６型

式の山茶椀・陶器小皿、土師器皿・鍋が出土してい

るので中世Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３１６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行２間以上

建物方位：Ｎ23°Ｅ

面積：12.0㎡以上

重複関係：ＳＢ316（中世Ⅰ）→ＳＫ261（中世Ⅰ？）

梁行が調査区外にのびている。柱穴から第５型式

の山茶椀が出土しているので中世Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３１７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間以上

建物方位：Ｎ23°Ｅ

面積：15.1㎡

重複関係：なし

梁行が調査区外にのびている。柱穴から第７型式

の山茶椀が出土しているので中世Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３１８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行４間

建物方位：Ｎ27°Ｅ

面積：67.2㎡

重複関係：ＳＢ318→ＳＢ326（中世Ⅰ）

大型の掘立柱建物である。３間×３間の身舎の南

に１間分の庇が付属する。柱穴から第６型式の山茶

椀・陶器小皿が出土したので中世Ⅰ期の遺構とし

た。

建物内部の柱穴を抽出することができなかった

が、総柱の建物である可能性も残る。

前後関係は不明であるが、重複するＳＢ319と同

じ性格の建物と思われる。

ＳＢ３１９

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行５間、梁行３間

建物方位：Ｎ27°Ｅ

面積：51.9㎡

重複関係：ＳＢ323（古代）→ＳＢ319（中世Ⅰ）

ＳＢ318とともに、この屋敷地では大型の建物で

ある。柱穴から第５・６型式の山茶椀、第１段階ｂ

型式の南伊勢系土師器鍋が出土したのでこの時期の

遺構とした。

ＳＢ３２０

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ26°Ｅ

面積：24.3㎡

重複関係：ＳＫ282（中世Ⅰ）→ＳＢ320（中世Ⅰ

かⅡ）

柱穴からの遺物はないが、埋土に第７型式の山茶

椀を含む土坑ＳＫ282を切るので、中世Ⅰ期かⅡ期

の遺構と思われる。

ＳＢ３２２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ17°Ｅ

面積：20.2㎡

重複関係：ＳＢ322（中世Ⅰ）→ＳＥ83（中世Ⅱ）

ＳＢ322→ＳＫ298（中世Ⅲ）

埋土に第８型式の常滑製品の甕を含む中世Ⅱ期の

井戸ＳＥ83に切られ、柱穴から第１段階ｂ型式の南

伊勢系土師器鍋が出土しているので中世Ⅰ期の遺構

とした。
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第48図　ＳＢ317・320・322・324(1：100)
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第49図　ＳＢ318(1：100)
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第50図　ＳＢ319(1：100)
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ＳＢ３２４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ18°Ｅ

面積：16.8㎡

重複関係：ＳＢ324（中世Ⅰ）→ＳＤ63（中世Ⅳ）

桁行の柱筋が明瞭ではない。中世Ⅰ期の建物ＳＢ

318を切り、柱穴から第７型式の山茶椀が出土して

いるので、中世Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３２６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ11°Ｗ

面積：7.2㎡

重複関係：ＳＢ318（中世Ⅰ）→ＳＢ326（中世Ⅰ）

梁行1間の細長い建物である。中世Ⅰ期の建物Ｓ

Ｂ318を切り、柱穴から第６型式の山茶椀が出土し

ているので、中世Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３２９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ30°Ｅ

面積：7.0㎡

重複関係：ＳＢ329（中世Ⅰ）→ＳＫ298（中世Ⅲ）

小規模な建物である。柱穴から第６型式の山茶椀、

柱状高台の土師器が出土しているので、中世Ⅰ期の

遺構とした。

ＳＢ３３０

建物遺構：井戸覆屋

平面規模：桁行１間、梁行１間

建物方位：Ｎ24°Ｅ

面積：7.8㎡

重複関係：ＳＤ89（中世Ⅰ）→ＳＢ330・ＳＥ269

（中世Ⅰ）

井戸ＳＥ269の覆屋。ＳＥ269出土遺物には古瀬

戸後期のものも少量含まれるが、ほとんどの遺物が

第７型式以前の山茶椀・陶器小皿なので、一応中世

Ⅰ期の遺構とした。

ＳＢ３３４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間以上、梁行３間

建物方位：Ｎ20°Ｅ

面積：42.8㎡以上

重複関係：ＳＢ334（中世Ⅰ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

→ＳＢ346（中世Ⅲ）→ＳＢ335（中世

ⅢかⅣ）

桁行が調査区外にのびる。柱穴から第７型式の陶

器小皿が出土したので、中世Ⅰ期の遺構とした。た

だし、ＳＢ346と建物の規模などが似ているため、

近接する時期（中世ⅡかⅢ）の遺構である可能性が

ある。

ＳＢ３４４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ26°Ｗ

面積：23.0㎡

重複関係：ＳＢ344（中世Ⅰ）→ＳＢ345（中世Ⅰ）

ＳＢ344→ＳＡ342（中世Ⅰ）

梁行１間の細長い建物である。柱穴から土師器皿

が出土している。

ＳＢ３４５

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行４間、梁行２間

建物方位：Ｎ19°Ｅ

面積：40.0㎡

重複関係：ＳＢ296（中世Ⅰ）→ＳＢ345（中世Ⅰ）

ＳＢ344（中世Ⅰ）→ＳＢ345

ＳＢ348（中世Ⅰ）→ＳＢ345

周辺の中世Ⅰ期の建物の中では最も新しい。柱穴

から第７型式の陶器小皿が出土したので中世Ⅰ期の

遺構とした。

ＳＢ３４８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ18°Ｗ

面積：22.8㎡

重複関係：ＳＢ348（中世Ⅰ）→ＳＢ345（中世Ⅰ）

東西桁行の柱穴が明瞭ではないが一応、建物とし

た。柱穴から片口鉢の小片が出土している。

②柱列

この時期の柱列を５条確認した。これらのうちの

いくつかは調査区外にのびる掘立柱建物の一部かも
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第51図　ＳＢ326・329・334(1：100)
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第52図　ＳＢ330・344・348(1：100)
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しれない。

ＳＡ１３６

５間の柱列。柱穴は比較的大きく柱間は不揃いで

ある。中世Ⅰ期とした建物ＳＢ149と方位が一致し、

柱穴から第６型式の山茶椀が出土したので、この時

期の遺構とした。調査区外にのびる掘立柱建物の一

部かもしれない。

ＳＡ１８７

４間の柱列。柱間はやや揃う。柱穴から陶器小皿

が出土したので中世前期の遺構とした。

ＳＡ３３３

３間の柱列。埋土に第７型式の山茶椀を含む土坑

ＳＫ248を切る。一応中世前期の柱列とした。

ＳＡ３４２

４間の柱列。中世Ⅰ期の建物ＳＢ344を切り、柱

穴から山茶椀が出土した。一応中世Ⅰ期の遺構とし

ておく。

ＳＡ３４３

３間の柱列。中世Ⅰ期の建物ＳＢ296に付属する

遺構である可能性がある。柱穴から第６型式の山茶

椀が出土した。

③土坑

ＳＫ１１

形状：不定形

規模：3.2×3.2m 深さ：33cm

重複関係：ＳＸ８（中世Ⅰ）→ＳＫ11（中世Ⅰ）

ＳＢ154（古代）→ＳＢ152（古代）→

ＳＫ11（中世Ⅰ）

ＳＫ11（中世Ⅰ）→ＳＢ153（中世Ⅰ）

ＳＫ11（中世Ⅰ）→ＳＢ195（中世Ⅲ）

主要出土遺物：279～281

中世Ⅰ期の墓ＳＸ８を切る。埋土には古代の土師

第53図　ＳＢ345(1：100、Pit＝1：20)
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第54図　ＳＡ136・187・333・342・343(1：100、Pit＝1：20)
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第55図　ＳＫ11・80・94・101・219・228(1：50)
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器、須恵器、灰釉陶器を含むが、最新の遺物は第６

型式の山茶椀である。

ＳＫ８０

形状：不定形

規模：2.6×1.2m以上　深さ：35cm

重複関係：ＳＫ80（中世Ⅰ）→ＳＢ193・ＳＫ91

（中世Ⅰ）→ＳＫ79（中世Ⅲ）→ＳＤ62

（中世Ⅲ）→ＳＫ72（中世Ⅲ）

中世Ⅰ期の建物ＳＢ193の建物内土坑ＳＫ91に切

られる。埋土中の最新遺物は第７型式の山茶椀であ

る。

ＳＫ９４

形状：楕円形

規模：1.6×1.3m以上　深さ：12cm

重複関係：ＳＫ94（中世Ⅰ）→ＳＫ92（中世Ⅲ）→

ＳＤ62（中世Ⅲ）

中世Ⅲ期の土坑ＳＫ92に切られる。埋土中の最新

遺物は第６型式の山茶椀である。

ＳＫ１０１

形状：長方形

規模：1.4×0.8m 深さ：65cm

重複関係：なし

長方形の深い土坑である。他の遺構との重複がな

く、出土遺物もないが、一応この時期の遺構とした。

ＳＫ２１９

形状：不定形

規模：3.5×0.9m以上　深さ：35cm

重複関係：なし

埋土には古代の土器を多く含む。埋土中の最新遺

物は第４型式の山茶椀である。

ＳＫ２２８

形状：方形

規模：1.4×1.1m 深さ：18cm

重複関係：なし

主要出土遺物：298

方形の土坑である。埋土中の最新遺物は第６型式

第56図　ＳＫ237・248・261(1：50)
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の山茶椀である。

ＳＫ２３７

形状：楕円形

規模：2.3×1.9m以上　深さ：50cm

重複関係：ＳＫ237（中世Ⅰ）→ＳＫ222（中世Ⅲ）

主要出土遺物：304

やや深い楕円形の土坑。埋土中の最新遺物は第６

型式の山茶椀である。

ＳＫ２４８

形状：楕円形

規模：1.5×1.1m以上　深さ：10cm

重複関係：ＳＫ248（中世Ⅰ）→ＳＡ333（中世Ⅰ

かⅡ）→ＳＫ222（中世Ⅲ）

楕円形の浅い土坑。埋土中の最新遺物は第７型式

の山茶椀である。

ＳＫ２６１

形状：長方形

規模：2.0×1.6m 深さ：12cm

重複関係：ＳＢ316（中世Ⅰ）→ＳＫ261（中世Ⅰ）

方形の浅い土坑。中世Ⅰ期の掘立柱建物ＳＢ316

を切る。埋土中の最新遺物は第６型式の山茶椀であ

る。

④溝

ＳＤ１４

長さ：22.5ｍ以上　幅：1.2ｍ　深さ：46ｃｍ

流れ：南→北

重複関係：ＳＢ157（古代）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

ＳＢ159（古代）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

ＳＢ162（中世Ⅰ）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

ＳＢ196（中世Ⅰ）→ＳＤ14（中世Ⅱ）

ＳＢ197・ＳＫ18（中世Ⅰ）→ＳＤ14

ＳＤ27（中世Ⅰ）→ＳＤ14

ＳＤ14（中世Ⅱ）→ＳＤ９（中世Ⅲ）

ＳＤ14（中世Ⅱ）→ＳＡ155（中世Ⅳ）

ＳＤ14（中世Ⅱ）→ＳＡ156（中世Ⅲか

Ⅳ）

ＳＤ14（中世Ⅱ）→ＳＢ160（中世Ⅱ）

調査区を南北に走る区画溝。多くの遺構と重複す

る。溝底に粘質土が堆積する。溝底のレベル差から

南から北に流れていたと推定できる。埋土中の最新

遺物は第８型式の山茶椀である。 第57図　溝土層断面図作成箇所一覧(1：1,000)
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ＳＤ２００

断面形状：Ｕ字状

長さ：22.7ｍ以上　幅：2.1ｍ　深さ：60～90ｃｍ

流れ：西→東

重複関係：ＳＤ204（古代）→ＳＤ200（中世Ⅰ）→

ＳＤ201（中世Ⅲ）→ＳＤ206（中世Ⅲ）

調査区を東西に走る区画溝。古代から中世前期の

多くの遺物を含む。溝中には古代の遺物がある程度

まとまって出土しており、その状況を図示した。溝

底のレベル差から西から南に流れていたと推定でき

るが、埋土のほとんどは粘質土で、流れは緩やかで

あったと推定できる。埋土中の最新遺物は第７型式

の山茶椀である。

ＳＤ２５８

長さ：2.8ｍ　幅0.5ｍ　　深さ：10ｃｍ

重複関係：ＳＤ258（中世Ⅱ）→ＳＤ247（中世Ⅲ）

短く小規模な溝で、埋土は粘質である。埋土中の

最新遺物は第８型式の山茶椀である。中世Ⅲ期の溝

ＳＤ247と重複する。

ＳＤ２６６・２６７

断面形状：逆台形

長さ：SD266＝７ｍ以上、SD267＝18m以上

幅：SD266＝1.2ｍ、SD267＝1.8ｍ以上

深さ：SD266＝90ｃｍ、SD267＝96ｃｍ

流れ：南→北

重複関係：ＳＤ267（中世Ⅱ）→ＳＤ266（中世Ⅱ）

中世Ⅳ期に埋没する流路ＳＲ216の下層。いずれ

も南から北に流れる。ＳＤ266の埋土は溝底に砂質

土、その上に小礫・砂が混じる粘質土であり、流水

が確認できる。ＳＤ267の埋土は溝底が砂を含む粘

質土、その上に炭化物や植物遺体を含む層があり、

滞水していた状況が確認できる。埋土中の最新遺物

は第８型式の山茶椀である。

ＳＤ２６８

長さ：10.3ｍ以上　幅1.5～2.7ｍ　深さ10～20ｃｍ

調査区を南北に走る溝状遺構。複数の遺構が重複

していると思われる。比較的まとまった遺物が出土

している。埋土中の最新遺物は第７型式の山茶椀で

ある。

ＳＤ２７５

長さ：11.7ｍ　幅0.3ｍ　　深さ15ｃｍ

重複関係：ＳＫ306（中世Ⅰ）→ＳＤ275（中世Ⅰ）

→ＳＤ309（中世Ⅰ）→ＳＤ279（中世

Ⅰ？）→ＳＫ289（中世Ⅳ）

ＳＤ303→ＳＤ275（中世Ⅰ）

調査区を東西に走る小溝。ＳＤ85・89・273など

は、この溝と形状が似ており、同様の性格を持つも

のと思われる。埋土の上層には砂質土、底近くには

粘質土が堆積し、流水していた状況が確認できる。

埋土からは山茶椀の小片が出土している。

ＳＤ２７８・２７９

長さ：10.5ｍ　幅0.3ｍ　深さ15ｃｍ

重複関係：ＳＤ277→ＳＤ276（中世Ⅰ？）→ＳＤ

278（中世Ⅰ？）→ＳＫ283（中世Ⅱ）

ＳＫ306（中世Ⅰ）→ＳＤ275（中世Ⅰ）

→ＳＤ309（中世Ⅰ）→ＳＤ279（中世

Ⅰ？）→ＳＫ289（中世Ⅱ）

直角に折れ曲がる２本の溝。多くの遺構と重複す

る。それらとの前後関係から、中世Ⅰ期でも末ごろ

の遺構と思われる。埋土は砂質。

ＳＤ３０９

長さ：19.0ｍ　幅：0.8～1.2ｍ　　深さ：1.0ｍ

流れ：南→北

重複関係：ＳＫ306（中世Ⅰ）→ＳＤ275（中世Ⅰ）

→ＳＤ309（中世Ⅰ）→ＳＤ279（中世

Ⅰ？）→ＳＫ289（中世Ⅳ）

調査区を南北に走る区画溝。埋土上層には砂質土、

底近くには粘質土があり、流水していた状況が確認

できる。埋土中の最新遺物が第７型式の山茶椀であ

ったため、中世Ⅰ期の遺構としたが、中世Ⅳ期の溝

ＳＤ263と平行するので、遺構の時期は中世Ⅳ期ま

で下る可能性がある。

⑤井戸

中世前期の井戸は８基ある。この時期の井戸は素

掘りもしくは縦板と曲物を組み合わせた形態であ

る。なお、素掘りとした井戸や曲物のみが据えられ

た井戸の中には、廃棄時に部材が抜き取られている

ものも含まれている。

ＳＥ５９

形態：縦板＋曲物

掘形形状：楕円形

掘形規模：不明
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第58図　ＳＤ14・200・247・258・266・267・275・279・309(1:50)
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第59図　ＳＤ200(1:20)・268遺物出土状況(1:50)
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第60図　ＳＥ59(1:20)・83・202(1:50)
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直径：1.4～1.6ｍ　　　深さ：1.05ｍ

重複関係：ＳＥ59（中世Ⅰ）→ＳＢ183（中世ⅢかⅣ）

方形に縦板を組み、その下に２段の曲物（512・

513）を据えている。埋土には礫を多く含む。残存

する縦板は少なく、抜き取られている可能性がある。

埋土中の最新遺物は第６型式の山茶椀である。

ＳＥ８３

形態：縦板＋曲物

掘形形状：方形

掘形規模：1.9×1.6ｍ

直径：0.9ｍ　　深さ：2.0ｍ

重複関係：ＳＢ322（中世Ⅰ）→ＳＥ83（中世Ⅱ）

方形に縦板を組み、その下に曲物（522）を据え

ている。崩落の恐れがあったので掘削を途中で取り

やめ、平面の確認と遺物の採集のみを行った。埋土

中の最新遺物は第７型式か第８型式の常滑製品の甕

である。

ＳＥ２０２

形態：不明

掘形形状：円形

掘形規模：直径2.6ｍ

直径：不明　深さ：1.3ｍ以上　

重複関係：なし

円形の掘形のみを検出した。崩落の恐れがあった

ので、1.3ｍより深い部分は未掘である。他の類例か

ら見ると、調査できた部分は部材の抜き取り穴なの

かもしれない。埋土中の最新遺物は第６型式の山茶

椀である。

ＳＥ２４０

形態：不明

掘形形状：円形

掘形規模：直径2.9ｍ

直径：不明　深さ：1.3ｍ以上

重複関係：なし

主要出土遺物：571～576

円形の掘形のみを検出した。崩落の恐れがあった

ので、1.3ｍより深い部分は未掘である。他の類例か

ら見ると、調査できた部分は部材の抜き取り穴なの

かもしれない。埋土の第１層は、「息抜き」の痕跡

かも知れない。埋土中の最新遺物は第７型式の山茶

椀である。

ＳＥ２８０

形態：曲物

掘形形状：円形

掘形規模：直径2.4ｍ

直径：不明　深さ：２ｍ

重複関係：なし

円形の掘形を掘り、底に曲物（534）を据えてい

る。上部の縦板などは抜き取られている可能性があ

る。埋土中の最新遺物は第６型式の山茶椀である。

ＳＥ２６９

形態：素掘？

掘形形状：円形

規模：直径2.6ｍ

深さ：1.9ｍ

重複関係：ＳＥ269（中世Ⅰ）→ＳＥ288（中世Ⅰ）

→ＳＢ332（中世ⅢかⅣ）

ＳＥ269→ＳＥ288→ＳＤ89（中世Ⅰ）

縦板や曲物が出土しておらず、構造は不明である。

すべて抜き取られている可能性もある。埋土から鹿

角（
①
636）が出土した。鹿角には切断痕や加工痕が

あり、鹿角製品の原材として持ち込まれた可能性が

ある。僅かながら古瀬戸後期の遺物も出土している

が、これらは混入遺物である可能性がある。混入遺

物以外での埋土中の最新遺物は第７型式の山茶椀で

ある。

ＳＥ２８８

形態：曲物

掘形形状：楕円形

掘形規模：1.2ｍ×0.9ｍ

深さ：1.1ｍ　

重複関係：ＳＥ269（中世Ⅰ）→ＳＥ288（中世Ⅰ）

→ＳＢ332（中世ⅢかⅣ）

ＳＥ269→ＳＥ288→ＳＤ89（中世Ⅰ）

楕円形の掘形を掘り、底に曲物（542）を据えて

いる。上部の縦板などは抜き取られている可能性が

ある。曲物の直上からは山茶椀（586・588）が出

土した。埋土中の最新遺物は第６型式の山茶椀であ

るが、埋土に第７型式の山茶椀を含むＳＥ269を切

っているので、これより新しい時期の遺構と考えら

れる。

ＳＥ２７０
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第61図　ＳＥ240・280(1:50)
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形態：縦板＋横桟＋曲物

掘形形状：円形

掘形規模：2.3ｍ×2.1ｍ

横桟一辺：0.8ｍ　深さ：1.9ｍ

重複関係：ＳＥ270（中世Ⅰ）→ＳＤ271（中世Ⅲ）

→ＳＫ262（中世Ⅳ）

方形に縦板を組み、その下に曲物を据えている。

縦板の上部は抜き取られている可能性が高い。湧水

のため曲物付近の土層確認は不能であった。埋土中

の最新遺物は第６型式の山茶椀である。

⑥墓

ＳＸ８

長軸1.9ｍ、短軸0.8ｍの略楕円形の土坑墓である。

埋土から第７型式の山茶椀が出土している。ほぼ同

時期の溝ＳＤ11に切られる。

ＳＸ41

楕円形の土坑墓かと思われる。埋土から第９型式

の山茶椀が出土している。土師器羽釜と思われる遺

物も出土しているが、混入遺物と判断し、中世前期

のものとした。

（２）遺物

①掘立柱建物・柱列関連遺物

（258～262・264～276・1006）

木製品 258はＳＢ139、259はＳＢ296の柱である。

258の樹種はクリである。

土器類 260はＳＢ164の建物内土坑ＳＫ24から出

土した青磁椀。261・262はＳＢ178の建物内土坑

ＳＫ53から出土した。261は藤澤良祐氏の編年の渥

美型第５型式の陶器小皿。262は白磁椀。264～

268はＳＢ193の建物内土坑ＳＫ91から出土した。

265は土師器皿。

264は尾張型第６型式の陶器小皿。266は尾張型

第６型式の山茶椀。267は尾張型第５型式の山茶椀。

268は火打鎌。269はＳＢ196の柱穴から出土した

南伊勢系の土師器鍋。（仮）Ａ段階のものと思われ

る。270はＳＢ319の柱穴から出土した尾張型第５

型式の山茶椀。271～273はＳＢ345の柱穴から出

土した。271・272は土師器の小皿。口縁部のヨコ

ナデが強い。273は尾張型第６型式の山茶椀。底部

外面に炭化物が付着する。274はＳＢ348の柱穴か

ら出土した尾張型第７型式の陶器小皿。

275はＳＡ342の柱穴から出土した尾張型第６型

式の陶器小皿。276はＳＡ343の柱穴から出土した

土師器の鍋。

金属製品 1706はＳＢ175の柱穴から出土した鉄釘

である。

②土坑出土遺物（263・277～321）

263はＳＫ57から出土した南伊勢系の土師器鍋。

伊藤裕偉氏の編年の第１段階ｂ型式。277・278は

ＳＫ６から出土した土師器の小皿・皿。279～281

はＳＫ11から出土した。279は陶器小皿、280は山

茶椀でいずれも尾張型第６型式のもの、281は渥美

型第５型式の山茶椀である。279の底部外面には

「三」の墨書が
②
ある。281は硯として転用されていた

か。

282～289はＳＫ18から出土した。282は白磁の

皿。283は尾張型、284・285は渥美型の山茶椀。

第５型式のものである。285の内面には炭化物が付

着する。286は尾張型第５型式の片口鉢。287は白

磁椀、288は土錘。289は古代の製塩土器。混入遺

物か。290はＳＫ46から出土した尾張型第３型式の

小椀。291はＳＫ103から出土した渥美型第４型式

の山茶椀。

292～297はＳＫ219から出土した。292は土師器

小皿、293はロクロ土師器。294は尾張型第６型式

の陶器小皿。295は清郷型鍋。296・297は尾張型

第５型式の山茶椀。298はＳＫ228出土の渥美型第

６型式の山茶椀。

299～303はＳＫ236から出土した。299・300は

やや大ぶりの土師器皿。301は清郷型鍋。302は常

滑製品の甕。中野晴久氏の編年の第５～第６型式の

ものである。303は龍泉窯系の青磁椀。底部内面に

「金玉満堂」の印刻がある。横田・森田分類のⅠ－

５ｄ類のものである。304はＳＫ237から出土した

尾張型第６型式の陶器小皿。305・306はＳＫ242

から出土した。305は土師器の皿。306は渥美型第

５型式の山茶椀。307はＳＫ306から出土した南伊

勢系の土師器鍋。第２段階～第３段階のものと思わ

れる。

308～321はＳＫ256から出土した。308～314は

土師器の小皿。いずれも口縁端部が強くヨコナデさ
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第62図　ＳＥ269・288(1:20)
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第63図　ＳＥ270(1:20)
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第64図　ＳＥ270、ＳＸ８(1:20)



－ 84 －

第65図　掘立柱建物・柱列・土坑出土遺物実測図(1：4)
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第66図　土坑・溝出土遺物実測図(1：4)
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第67図　溝出土遺物実測図(1：4)
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れる。315・316は土師器皿。いずれも橙色で大ぶ

りである。317はロクロ土師器。318は尾張型第６

型式の陶器小皿。底部外面に「二」の墨書がある。

319は尾張型第６型式、320はおなじく第７型式の

山茶椀。321は南伊勢系の土師器鍋。第１段階のも

のと思われる。

③溝出土遺物（322～494）

322～334はＳＤ14から出土した。322は８世紀

後半の須恵器杯。混入遺物と思われる。323は尾張

型第６型式の陶器小皿。山茶椀で図示したものはす

べて尾張型である。時期幅は広く、第３型式（324）、

第５型式（325）、第６型式（326）、第７型式

（327～330）、第８型式（331）のものがある。332

は片口鉢。尾張型第６型式に近い。333は古瀬戸前

Ⅱ期の水注、334は龍泉窯系の青磁椀。鎬蓮弁文の

もので、Ⅰ－５ｂ類のものである。

335・336はいずれも中世前期の溝ＳＤ21に混入

していた古代の須恵器。335は猿投産ＮＮ－32型式

の壺の蓋。８世紀中ごろのものである。337～343

はＳＤ27から出土した。337・338は混入遺物。

337は焼成不良の須恵器の蓋か。338は土師器の甕。

339は南伊勢系の土師器鍋。第１段階ｂ型式のもの

と思われる。340は尾張型第７～第８型式の山茶椀、

341は第６型式の片口鉢。知多産のものか。342は

尾張型第６型式の鉢。常滑産のものか。343は土錘。

344はＳＤ85から出土した。尾張型第６型式の山

茶椀。345・346はＳＤ207から出土した。345は大

ぶりの皿。346はⅡ類の白磁皿か。

347～360はＳＤ286から出土した。347～349は

土師器の小皿。350～352は土師器の皿。353～355

は尾張型第６型式の陶器小皿。354の内面には重ね

焼き時の痕跡が残る。356～360は尾張型第６型式

の山茶椀。358の底部外面には花押とも思える墨書

がある。359の内面にはほぼ全面に黒漆が付着する。

ＳＤ200出土遺物（361～434）

ＳＤ200からは大量の遺物が出土している。遺物

の時期にはかなりの幅があり、７世紀代のものから

中世前期のものまでがある。

古代の混入遺物（361～384） 361～384は混入遺

物である。361は土師器の皿。精製品で、外面には

ヘラミガキ、ヘラケズリが施される。内面の暗文は

不明瞭である。７世紀末～８世紀前半のものか。

362～366は須恵器の蓋。362は猿投産で８世紀後

半のものである。364は９世紀前半のもの。産地は

美濃須衛産か。366の胎土は368・375・380・381

などに似る。367～375は須恵器杯。368～370は猿

投産で８世紀後半のもの、369の底部外面には明瞭

な墨書があるが、欠損のため判読できない。371は

猿投産Ｏ－10型式（８世紀後半）。「畝」？の墨書が

ある。372～374は須恵器の椀形の杯。372の底部

外面には「三」の墨書が、374の底部外面には

「東」？の墨書がある。372・374は美濃須衛産か。

いずれも９世紀前半のものである。375は須恵器の

大型の杯。猿投産ＮＮ－32型式のものに近い。379

は須恵器の杯か。底部外面には「門」？の墨書があ

る。380は猿投産の７世紀末の須恵器甕。381は須

恵器の脚付盤。８世紀後半のものか。382は須恵器

の長頸瓶。猿投産で８世紀後半のものか。

376～378は灰釉陶器。376はＫ－90もしくは

Ｏ－53型式の椀。底部外面に「 所」の墨書がある。

377は東濃産の深椀。底部外面に墨痕がある。Ｈ－

72型式併行期のものか。378はＯ－53型式の椀。底

部外面に墨書がある。文字の上半部は欠損している

が「東」かもしれない。

383・384は志摩式製塩土器。

木製品（385～390） 385は片面に２ヶ所の窪みが

あり、漆が付着する。387は曲物の底か。388は下

駄。

土師器（391～408） 391～396は小皿。口縁端部

のヨコナデが強く、外に面をもつものが多い。397

～404は皿。398の口縁部の製作技法は小皿に似る。

405は南伊勢系の鍋。第１段階ｂ型式のものである。

406は清郷型鍋。407はロクロ土師器の皿。底部に

穿孔がある。408は土錘。

陶器（409～431） 409・410は第４型式の小椀。

410は渥美型か。411～419は陶器小皿。いずれも

尾張型で、第５型式（411）、第６型式（412～419）

のものがある。

420～429は山茶椀。いずれも尾張型で第３型式

（420）と第６型式（421～429）のものがある。

426には「定」、このほか423・429にも不明瞭なが

ら墨書がある。430・431は片口鉢。431は尾張型
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第68図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第69図　溝・井戸出土遺物実測図(1：4)
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５型式、430は尾張型６型式のものである。

磁器（434） 434は龍泉窯系の青磁椀。内面に文

様がある。Ⅰ－２～４類のものである。

その他（432・433） 墨書がある破片を図示した。

所属時期は古代かもしれない。432には須恵器か灰

釉陶器片。「九方」？の墨書がある。433は土師器片。

判読できないものの墨書がある。

ＳＤ268出土遺物（435～494）

発掘調査時にはＳＫ254・255・257、ＳＤ268と

していた遺構から出土したものを一括してＳＤ268

出土遺物として報告する。

土師器（435～473・492） 435～449は小皿。器

壁が厚いものが多い。450～473は皿。全体として

大ぶりなものが目立つ。463は胎土が白色で、口縁

部が直立ぎみに立ち上がる。492は清郷型鍋。

陶器（474～491） 474～478は陶器小皿。いずれ

も尾張型で、第６型式（474～476・478）、第７型

式（477）のものがある。478の底部外面には「一」

の墨書がある。

479～491は山茶椀。いずれも尾張型で、第６型

式（479～482・485・488～491）、第７型式

（483・484・486・487）のものがある。480～487、

490の産地は瀬戸と思われる。486には「二」？、

489には「一」、491には「廿」の墨書がある。484

にも墨痕があるが全く判読できない。

磁器（493・494） 493・494とも龍泉窯系の青磁

椀。不明瞭な蓮弁が残る。Ⅰ－５類のものであろう。

③井戸出土遺物（495～636・1707）

ＳＥ59出土遺物（495～513・1707）

土師器（495～497） 小皿（495）と皿（496・

497）がある。

陶器（498～506） 498は尾張型第５型式の陶器小

皿。底部外面に「定」の墨書が極めて明瞭に残る。

499～505は山茶椀。尾張型第５型式（499～503）、

第６型式（504・505）のものがある。501の底部

は焼成後に穿孔されている。506は常滑製品の甕。

１ｂ型式のものである。

木製品（507～513） 507～511は井戸の縦板。残

存が悪い。512・513は曲物。512は残存がよく、

箍やケビキの状況がよく観察できる。

金属製品（1707） 1707は鉄釘である。

ＳＥ83出土遺物（514～522、545～563、589～

601）

木製品（514～522、589～601） 514～517は井戸

の横桟。いずれも臍がよく残る。工具の痕跡もある。

517の樹種はスギである。518・520・521も横桟の

部材か。519は板材。両側に一ヶ所ずつ穴があけら

れる。522は曲物。これも残存がよく、箍やケビキ

の状況がよく観察できる。589～601は縦板。幅広

のものが多い。599は隅近くに臍穴があけられる。

土師器（545・546） 545は南伊勢系の第２段階a

型式の鍋である。546は小皿。

陶器（547～561） 547～551は陶器小皿。いずれ

も尾張型で第６型式（547～550）、第７型式（551）

のものがある。552は尾張型第６型式の片口鉢であ

る。553～560は山茶椀。いずれも尾張型で、第６

型式（553～557・560）、第７型式（558）、第８型

式（559）のものがある。554～557・560の底部外

面には墨書がある。判読が困難なものが多いが、

554は「十」、555は「廿」か「井」、557は「○」、

560は「廾」か。561は常滑製品の甕。第７型式の

新しい段階か、第８型式のものである。

磁器（562・563） 562は龍泉窯系の青磁小椀、

563青磁椀。いずれもⅠ類の範疇に含まれるものか。

ＳＥ202出土遺物（523～532、564～570）

木製品（523～532） 523～527は横桟。523には

工具痕跡が残る。528・530は薄い板材。529・

531・532は縦板。532には臍穴がある。531には擦

痕らしい傷跡がある。

古代の混入遺物（564） 564は百代寺式の灰釉陶

器の椀である。

土師器（565・566） いずれも大ぶりの皿である。

陶器（567～570） 567は渥美型第５型式の山茶椀。

568・569は尾張型第６型式の山茶椀。570も山茶

椀。底部外面に墨痕がある。

ＳＥ240出土遺物（571～576）

571は土師器皿。他のものと比較すると器壁が厚

い。572は漆器の椀。573・574は尾張型第６型式

の陶器小皿。575は中国製褐釉陶器の盤。13世紀の

ものと思われる。576は龍泉窯系の青磁椀。蓮弁文

があり、Ⅰ－５類のものと思われる。

ＳＥ269出土遺物（602～636）
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第70図　井戸出土遺物実測図(507～511＝1：4、512～522＝1：8)
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第71図　井戸出土遺物実測図(1：8)
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第72図　井戸出土遺物実測図(533＝1：4、531・532・534＝1：8)
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第73図　井戸出土遺物実測図(544＝1：4、535～543＝1：8)
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第74図　井戸出土遺物実測図(1：4)
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第75図　井戸出土遺物実測図(1：10)
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第76図　井戸出土遺物実測図(1：10)
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第77図　井戸・墓出土遺物実測図(1：4)
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質・量ともに充実した遺物が出土している。

土師器（602～606・615） すべて南伊勢系の鍋。

第１段階a型式のものである。606はロクロ土師器の

小皿。内面に炭化物が付着する。615は清郷型鍋。

陶器（607～632） 渥美型のものが一定量を占める

ことが特徴である。607・608は尾張型第４型式の

小椀。609～613は陶器小皿。尾張型第５型式

（609・613）、渥美型第５型式（610～612）のもの

がある。614・616～631は山茶椀。渥美型第５型

式（614・617～620）、尾張型第５型式（616・

621～627）、渥美型第６型式（628）、尾張型第６

型式（629～631）がある。622の内面には炭化物

が、623の底部内面には重ね焼きの痕跡が付着する。

体部外面には「十」の墨書がある。632は渥美型第

５型式の片口鉢。

磁器（633～635） 633～635は白磁椀。633はⅣ

類、634はⅤ－１類、635はⅤ－４・ｂ類のものと

思われる。

動物遺存体（636） 摩擦・切断痕跡がある鹿の角

がある。これについては、第Ⅳ章に詳細を記す。

ＳＥ270出土遺物（535～541・543・544、577～

580）

木製品（535～541・543・544） 537～539・541

は横桟。538・541には工具痕跡が残る。543は曲

物。ケビキや箍の装着状況が良好に観察できる。

544は曲物の底板。

陶器（577～580） すべて尾張型第６型式の山茶椀

である。

ＳＥ280出土遺物（533・534、581～584）

533は曲物の底、534は曲物。581は南伊勢系の

土師器鍋。仮Ａ段階のものか。582～584は山茶椀。

尾張型第３型式（582）、渥美型第５型式（583）、

尾張型第６型式（584）がある。

ＳＥ288出土遺物（542、585～588）

542は曲物。585は砥石か。586は尾張型第５型

式、587は尾張型第７型式、588は尾張型第６型式

の山茶椀。587の底部外面には仮名文字らしき墨書

（「ゑん者た」？）がある。588には体部外面に樹木か

草花らしき墨画が、底部外面には「上」の墨書があ

る。

④墓出土遺物（637～641）

637～640はＳＸ８から出土した。637は尾張型

第６型式の陶器小皿、639・640は尾張型第７型式

の山茶椀。638は尾張型第３型式の山茶椀。混入遺

物であろう。

641はＳＸ41から出土した第９型式の山茶椀。

（Ｂ）中世後期

（１）遺構

①掘立柱建物

この時期の掘立柱建物を34棟確認した。掘立柱建

物の方位は基本的に条里地割と一致する。建物の時

期は柱穴の切り合いと柱穴出土遺物で決定したが、

Ⅲ期とⅣ期を峻別することは困難であった。

ＳＢ１４０

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ30°Ｅ

面積：19.8㎡

重複関係：なし

細長い建物である。建物に沿うように長方形の土

坑ＳＫ４がある。ＳＫ４の埋土中の最新遺物は登窯

第１小期か第２小期の擂鉢である。

ＳＢ１４８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行３間

建物方位：Ｎ25°Ｅ

面積：26.0㎡

重複関係：ＳＢ147（中世Ⅰ）→ＳＢ148（中世Ⅲ）

建物の内部に方形の土坑ＳＫ12・13がある。ＳＫ

12・13の埋土中の最新遺物は第10型式の常滑製品

の壺である。

ＳＢ１５１

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行１間

建物方位：Ｎ32°Ｅ

面積：8.5㎡

重複関係：ＳＢ150（古代）→ＳＢ151（中世ⅢかⅣ）

ＳＤ15（中世Ⅲ）→ＳＢ151

細長い建物である。柱穴からは古代や中世前期の

遺物のみしか出土していないが、中世Ⅲ期の溝ＳＤ
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第78図　ＳＢ140・148・167(1：100)
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第79図　ＳＢ151・158・161・168(1：100)
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15を切っているので中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ１５８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行１間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：26.1㎡

重複関係：ＳＢ196（中世Ⅰ）→ＳＢ158（中世Ⅲ）

→ＳＢ161（中世Ⅲ）

細長い建物である。柱穴から古瀬戸後Ⅳ期か大窯

の擂鉢が出土し、中世Ⅲ期の建物ＳＢ161に切られ

ているため中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＢ１６１

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行１間、梁行１間

建物方位：Ｎ32°Ｅ

面積：5.3㎡

重複関係：ＳＢ158（中世Ⅲ）→ＳＢ161（中世Ⅲ）

１間×１間の狭小な建物である。柱穴から古瀬戸

後Ⅳ期新段階の腰折皿が出土しているので、中世Ⅲ

期の遺構とした。

ＳＢ１６５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行１間、梁行１間

建物方位：Ｎ35°Ｅ

面積：9.8㎡

重複関係：ＳＢ166（中世Ⅰ）→ＳＢ165（中世Ⅲ

かⅣ）

柱穴から出土している遺物はほとんどが古代の遺

物であるが、常滑製品の片口鉢の小片が出土してい

るためこの時期の遺構とした。

ＳＢ１６７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：32.7㎡

重複関係：ＳＢ167（中世Ⅳ）→ＳＢ169（中世Ⅳ）

２間×２間の建物に１間分の庇が付く建物であ

る。ＳＫ47は建物内土坑の可能性がある。中世Ⅳ期

の建物ＳＢ190と方位が一致するので、中世Ⅳ期の

遺構とした。

ＳＢ１６８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ22°Ｅ

面積：8.7㎡

重複関係：なし

柱穴から古瀬戸後Ⅳ期新段階の灰釉平椀が出土し

ているので中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＢ１６９

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ28°Ｅ

面積：20.1㎡

重複関係：ＳＢ167（中世Ⅳ）→ＳＢ169（中世Ⅳ）

ＳＢ171（中世ⅢかⅣ）→ＳＢ169→ＳＢ

170（中世Ⅳ）

ＳＢ194（中世ⅢかⅣ）→ＳＢ169→Ｓ

Ｂ170

多くの遺構と重複している。柱穴が中世Ⅳ期の建

物ＳＢ167を切っているので、この時期の遺構とし

た。

ＳＢ１７０

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ26°Ｅ

面積：15.6㎡

重複関係：ＳＢ171（中世ⅢかⅣ）→ＳＢ194（中

世ⅢかⅣ）→ＳＢ169（中世Ⅳ）→ＳＢ

170（中世Ⅳ）

細長い建物である。柱穴が中世Ⅳ期の建物ＳＢ

169を切っているので、この時期の遺構とした。

ＳＢ１７１

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ20°Ｅ

面積：24.8㎡

重複関係：ＳＢ171（中世ⅢかⅣ）→ＳＢ169→Ｓ

Ｂ170（中世Ⅳ）

柱穴からの出土遺物は縄文土器のみであるが、中

世ⅢかⅣ期の建物ＳＢ198と建物の方位が一致して

いるので、この時期の遺構とした。

ＳＢ１７２
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第80図　ＳＢ165・170・171・182(1：100)
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建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行１間

建物方位：Ｎ26°Ｅ

面積：11.8㎡

重複関係：なし

梁行が1.5ｍしかない細長い建物である。柱穴から

古瀬戸後Ⅰ期かⅡ期の灰釉花瓶が出土しているので

中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＢ１７３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ28°Ｅ

面積：3.9㎡

重複関係：なし

狭小な建物である。中世Ⅳ期の建物ＳＢ169と方

位が一致するので、一応中世Ⅳ期の遺構としておく。

ＳＢ１８２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行１間

建物方位：Ｎ24°Ｅ

面積：18.5㎡

重複関係：なし

細長い建物である。柱穴からの遺物は縄文土器の

みであるが、一応中世後期の遺構とした。

ＳＢ１８３

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ25°Ｅ

面積：28.4㎡

重複関係：ＳＢ186（中世Ⅲ）→ＳＢ183（中世Ⅲ

かⅣ）

ＳＥ59（中世Ⅰ）→ＳＢ183

柱穴からの出土遺物は古代のものばかりである

が、中世Ⅲ期の建物ＳＢ186を切るため、この時代

の遺構とした。

ＳＢ１８４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ42°Ｗ

面積：7.8㎡

重複関係：ＳＫ100→ＳＫ90（中世Ⅲ）→ＳＢ184

（中世Ⅲ）

細長い建物である。中世Ⅲ期の建物ＳＢ186と方

位が一致するのでこの時期の遺構とした。

ＳＢ１８６

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ42°Ｗ

面積：5.8㎡

重複関係：ＳＢ186（中世Ⅲ）→ＳＢ183（中世Ⅲ

かⅣ）

小規模な総柱建物である。柱穴から古瀬戸後Ⅳ期

新段階か大窯第１段階の擂鉢が出土しているのでこ

の時期の遺構とした。

ＳＢ１８９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行３間以上

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：25.73㎡以上

重複関係：なし

大規模な掘立柱建物であり区画内の主屋である可

能性が高い。ＳＫ69は建物内土坑の可能性がある。

大溝ＳＤ62との距離があまりに近いので、より新し

い中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＢ１９０

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行３間以上

建物方位：Ｎ29°Ｅ

面積：55.4㎡以上

重複関係：なし

この掘立柱建物も大規模で、ＳＢ189との前後関

係は不明であるがいずれも区画内の主屋である可能

性が高い。大溝ＳＤ62との距離があまりに近いので、

より新しい中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＢ１９４

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ32°Ｅ

面積：18.1㎡

重複関係：ＳＢ194（中世ⅢかⅣ）→ＳＢ169（中

世Ⅳ）→ＳＢ170（中世Ⅳ）

中世Ⅳ期の建物ＳＢ169に切られ、柱穴から土師
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第81図　ＳＢ169・172・173・184(1：100)
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第82図　ＳＢ183・189・190(1：100)
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第83図　ＳＢ194・195・198(1：100、SK16＝1：50)
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器羽釜が出土しているので、中世後期の遺構とした。

ＳＢ１９５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ22°Ｅ

面積：13.0㎡

重複関係：ＳＫ11（中世Ⅰ）→ＳＢ195（中世Ⅲ）

ＳＤ15（中世Ⅲ）→ＳＢ195

中世Ⅲ期の溝ＳＤ15を切り、柱穴から古瀬戸後Ⅳ

期新段階の天目茶椀が出土したので、中世Ⅲ期の遺

構とした。

ＳＢ１９８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行１間

建物方位：Ｎ21°Ｅ

面積：14.9㎡

重複関係：なし

柱穴から中世後期の土師器羽釜が出土しているの

で中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ３２７

建物遺構：総柱建物

平面規模：桁行４間以上、梁行２間

建物方位：Ｎ９°Ｅ

面積：17.6㎡以上

重複関係：なし

柱穴から中世後期の土師器茶釜が出土したので、

中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ３２８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間以上、梁行１間

建物方位：Ｎ30°Ｅ

面積：18.1㎡以上

重複関係：ＳＢ322（中世Ⅰ）→ＳＢ328・ＳＫ

298（中世Ⅲ）

ＳＢ329（中世Ⅰ）→ＳＢ328・ＳＫ298

古瀬戸後Ⅳ期新段階か大窯第１段階の擂鉢や第10

型式古段階の常滑製品の甕を埋土に含むＳＫ298は

建物内土坑の可能性がある。ＳＢ331と方位が一致

する。

ＳＢ３３１

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ30°Ｅ

面積：44.0㎡

重複関係：なし

大規模な建物で区画の主屋になる可能性がある。

３間×２間の建物の東に１間の庇が付く。中世Ⅲ期

の掘立柱建物ＳＢ331と方位が一致する。

ＳＢ３３２

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行５間、梁行１間

建物方位：Ｎ11°Ｅ

面積：21.9㎡

重複関係：ＳＥ269（中世Ⅰ）→ＳＥ288（中世Ⅰ）

→ＳＢ332（中世ⅢかⅣ）

柱穴が非常に小さく、柱間もバラバラである。一

応、中世Ⅲ期かⅣ期の建物とする。

ＳＢ３３５

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間以上、梁行３間

建物方位：Ｎ38°Ｅ

面積：28.4㎡以上

重複関係：ＳＢ334（中世Ⅰ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

→ＳＢ346（中世Ⅲ）→ＳＢ335（中世

ⅢかⅣ）

柱穴から出土している遺物はすべて古代の遺物で

あるが、中世Ⅲ期の建物であるＳＢ346を切ってい

るので中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ３３６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間以上、梁行３間

建物方位：Ｎ31°Ｅ

面積：29.2㎡以上

重複関係：なし

柱穴から中世後期のものと思われる尾張系の内耳

鍋が出土しているので、中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とし

た。

ＳＢ３３７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ23°Ｅ

面積：20.7㎡
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第84図　ＳＢ186・327・328・332(1：100)
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第85図　ＳＢ331・337・338(1：100)
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第86図　ＳＢ335・336(1：100)
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第87図　ＳＢ340・346(1：100、SK225＝1：50)
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重複関係：ＳＢ338（中世Ⅲ）→ＳＢ337（中世Ⅲ

かⅣ）

柱穴から中世後期の常滑製品の片口鉢が出土して

いるので、中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ３３８

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ23°Ｅ

面積：30.6㎡

重複関係：ＳＢ338（中世Ⅲ）→ＳＢ337（中世Ⅲ

かⅣ）

ＳＢ338（中世Ⅲ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

中世Ⅲ期の建物であるＳＢ347に切られるので、

この時期の遺構とした。

ＳＢ３３９

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行２間

建物方位：Ｎ25°Ｅ

面積：25.3㎡

重複関係：なし

２間×２間の身舎の北に1間分の庇が付く建物と

思われる。中世Ⅲ期・Ⅳ期の建物ＳＢ148・183と

方位が一致するので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＢ３４０

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行３間、梁行２間

建物方位：Ｎ23°Ｅ

面積：56.5㎡

重複関係：なし

比較的大規模な建物であるが、柱穴の残存状態が

悪い。柱穴からの出土遺物はすべて古代の遺物であ

るが、中世Ⅲ期かⅣ期の建物ＳＢ337と方位が一致

するので、中世Ⅲ期かⅣ期の遺構とした。

ＳＢ３４６

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行４間、梁行２間

建物方位：Ｎ22°Ｅ

面積：31.7㎡

重複関係：ＳＢ334（中世Ⅰ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

→ＳＢ346（中世Ⅲ）→ＳＢ335（中世

ⅢかⅣ） 第88図　ＳＢ339・347(1：100、Pit＝1：20)
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第89図　ＳＡ155・156・174・191・341(1：100、Pit＝1：20)
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埋土に第11型式の常滑製品の片口鉢を含むＳＫ

225・232は建物内土坑の可能性がある。

ＳＢ３４７

建物遺構：側柱建物

平面規模：桁行２間、梁行１間

建物方位：Ｎ９°Ｅ

面積：11.2㎡

重複関係：ＳＢ338（中世Ⅲ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

ＳＢ334（中世Ⅰ）→ＳＢ347（中世Ⅲ）

→ＳＢ346（中世Ⅲ）→ＳＢ335（中世

ⅢかⅣ）

多くの遺構と重複している。中世Ⅲ期の建物ＳＢ

346に切られ、柱穴から古瀬戸後Ⅲ期の鉄釉縁釉小

皿が出土しているので中世Ⅲ期の遺構とした。

②柱列

この時期の柱列を５条確認した。これらのうちの

いくつかは調査区外にのびる掘立柱建物の一部かも

しれない。

ＳＡ１５５

４間の柱列。柱穴は比較的大きい。中世Ⅱ期の溝

ＳＤ14を切る。埋土に大窯第３段階前半の天目茶椀

を含むＳＫ19を建物内土坑とする掘立柱建物かもし

れない。

ＳＡ１５６

８間の柱列。中世Ⅱ期の溝ＳＤ14を切る。前述の

ＳＫ19や、埋土に大窯第１段階の天目茶椀を含むＳ

Ｋ10を建物内土坑とする掘立柱建物かもしれない。

ＳＡ１７４

４間の柱列。中世Ⅳ期の建物ＳＢ189と方位が一

致するので、同時に存在していた可能性がある。

ＳＡ１９１

３間の柱列。重複関係も出土遺物もなく、所属時

期を決め難いが、一応中世後期の遺構としておく。

ＳＡ３４１

２間の柱列。一応柱列とした。

③土坑

ＳＫ５

形状：長方形

規模：7.7×5.0m 深さ：40cm

重複関係：ＳＫ５（中世Ⅳ）→ＳＤ１（中世Ⅳ）

２基の長方形の土坑が重複している。埋土には、

様々な時期の遺物を含む。埋土中の最新遺物が大窯

第４段階前半の瀬戸美濃製品の腰折皿であるので中

世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ１０

形状：不明

規模：2.0×0.9m以上　深さ：20cm

重複関係：なし

埋土には様々な時期の遺物を含む。埋土中の最新

遺物が大窯第１段階の天目茶椀であるので、中世Ⅲ

期の遺構とした。ＳＡ156が調査区外にのびる建物

ならば、この土坑が建物内土坑になる可能性がある。

ＳＫ１９

形状：不明

規模：3.5ｍ以上×0.63m以上　深さ：43cm

重複関係：なし

埋土には中世前期からの遺物を含む。埋土中の最

新遺物が大窯第３段階前半の天目茶椀であるので、

中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ２０・２３・２６

[ＳＫ２０]

形状：楕円形？

規模：3.5×3.5m以上　深さ：45cm

[ＳＫ２３]

形状：方形

規模：4.0×2.8m 深さ：25cm

[ＳＫ２６]

形状：楕円形？

規模：2.7×2.2ｍ以上　深さ50ｃｍ

重複関係：ＳＫ20（中世Ⅳ）→ＳＤ22（中世Ⅳ？）

ＳＫ25（中世Ⅰ）→ＳＫ24（中世Ⅰ）→

ＳＫ23（中世Ⅳ）

ＳＫ26（中世Ⅲ）→ＳＫ23（中世Ⅳ）

複雑に重複した土坑群。形状も深さも様々である。

埋土中の最新の遺物は、ＳＫ20が大窯第３か第４段

階の天目茶椀、ＳＫ23が大窯第１か第２段階の天目

茶椀、ＳＫ26が大窯第１段階の瀬戸美濃製品の擂鉢

である。

ＳＫ20とＳＤ22間に切り合いがあり、中世Ⅳ期と

したＳＫ20が切られていることから、ＳＤ22は中世

Ⅳ期にも僅かながら存在していたとみれよう。

ＳＫ４５
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第90図　ＳＫ５(1：100)・10・19・45(1：50)
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第91図　ＳＫ20・23・26(1：50)
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第92図　ＳＫ61・70・72・79(1：50)
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形状：方形

規模：2.9×2.4m 深さ：18cm

重複関係：ＳＤ62（中世Ⅲ）→ＳＫ45（中世Ⅳ）

大溝ＳＤ62が完全に埋没した後に掘削された土坑

である。埋土中の最新遺物が大窯第３段階の天目茶

椀であるので、中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ６１

形状：楕円形

規模：1.7×1.2m 深さ：28cm

重複関係：なし

埋土中の最新の遺物が古瀬戸後期から大窯初期の

瀬戸美濃製品の擂鉢であるので、中世Ⅲ期の土坑と

した。

ＳＫ７０

形状：方形

規模：1.6×1.5m 深さ：28cm

重複関係：ＳＤ62（中世Ⅲ）→ＳＫ70（中世Ⅳ）

大溝ＳＤ62が完全に埋没したあとに掘削されてい

る。埋土中の最新遺物が大窯第３段階前半の瀬戸美

濃製品の擂鉢と第12型式の常滑製品の片口鉢である

ので、中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ７２・７９

[ＳＫ７２]

形状：不定形

規模：3.7×2.8m以上　深さ：35cm

[ＳＫ７９]

形状：不定形

規模：3.8ｍ以上×1.8m以上　深さ：29cm

重複関係：ＳＢ193（中世Ⅰ）→ＳＫ79（中世Ⅲ）

ＳＫ80（中世Ⅰ）→ＳＫ91（中世Ⅰ）→

ＳＫ79（中世Ⅲ）→ＳＤ62（中世Ⅲ）→

ＳＫ72（中世Ⅲ）

両遺構とも埋土間の切り合いがあるものの、大溝

ＳＤ62と一連の遺構である可能性が高い。

ＳＫ72の埋土中の最新遺物は第12型式の山茶椀と

大窯第１段階併行期の無釉の椀である。そのため、

中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＫ79の埋土中の最新遺物は古瀬戸後Ⅳ期の瀬戸

美濃製品の平椀である。そのため中世Ⅲ期の遺構と

した。

ＳＫ７３

形状：方形

規模：1.4×1.3m 深さ：61cm

重複関係：なし

方形の深い土坑である。埋土中の最新の遺物は第

10型式の片口鉢である。そのため中世Ⅲ期の遺構と

した。中世Ⅲ期の遺構の中では古いものであろう。

ＳＫ７４・７５・７６・８１

[ＳＫ７４]

形状：方形？

規模：3.1×2.8m 深さ：12cm

[ＳＫ７５]

形状：楕円形？

規模：3.7ｍ以上×2.4m以上　深さ：26cm

[ＳＫ７６]

形状：方形？

規模：3.1ｍ×2.7m 深さ：27cm

[ＳＫ８１]

形状：方形？

規模：2.6×1.0m以上　深さ：23cm

重複関係：ＳＫ103（中世Ⅰ）→ＳＫ76（中世Ⅳ）

→ＳＫ75（中世Ⅳ）→ＳＫ74（中世Ⅳ）

ＳＫ75（中世Ⅳ）→ＳＫ81（中世Ⅳ）

ＳＥ82（中世Ⅲ）→ＳＫ76（中世Ⅳ）

ＳＥ82（中世Ⅲ）→ＳＫ81（中世Ⅳ）

複雑に重複する土坑群。遺構の深さも似ており、

同じような性格を持つものと思われる。

埋土中の最新の遺物は、ＳＫ74が大窯第３段階後

半の瀬戸美濃製品の灰釉内禿皿、ＳＫ75が大窯第２

段階の天目茶椀、ＳＫ76が古瀬戸後Ⅳ期から大窯第

２段階の瀬戸美濃製品の擂鉢、ＳＫ81が登窯第３小

期の天目茶椀で、切り合い関係とも矛盾しない。す

べて中世Ⅳ期の遺構である。

ＳＫ９２

形状：楕円形？

規模：2.8ｍ以上×0.9ｍ以上　深さ：30cm

重複関係：ＳＫ94（中世Ⅰ）→ＳＫ92（中世Ⅲ）→

ＳＤ62

この遺構も埋土間の切り合いがあるものの大溝Ｓ

Ｄ62と一連の遺構である可能性がある。埋土中の最

新遺物は古瀬戸後Ⅱ期かⅢ期の直縁大皿である。そ

のため中世Ⅲ期の遺構とした。
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第93図　ＳＫ73・92・98・102(1：50)
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第94図　ＳＫ74・75・76・81(1：50)



－ 122 －

第95図　ＳＫ222・249(1：50)
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第96図　ＳＫ262・289・314(1：50)
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ＳＫ９８

形状：不明

規模：1.5×0.8m以上　深さ：40cm

重複関係：ＳＫ98（中世Ⅳ）→ＳＤ63（中世Ⅳ）

埋土が区画溝ＳＤ63に切られる遺構である。埋土

中の最新遺物が大窯第３段階前半の天目茶椀である

ので、ＳＤ63の掘削時期はこれ以後になろう。

ＳＫ１０２

形状：長方形

規模：1.8×0.8m以上　深さ：58cm

重複関係：なし

比較的深く、底に礫が置かれている。埋土中の最

新の遺物は中世後期の土師器羽釜である。

ＳＫ２２２

形状：楕円形

規模：4.6×3.8m 深さ：64cm

重複関係：ＳＫ237（中世Ⅰ）→ＳＫ222（中世Ⅳ）

ＳＫ248（中世Ⅰ）→ＳＡ333（中世Ⅰ

かⅡ）→ＳＫ222（中世Ⅳ）

断面が皿状になるやや大型の土坑。埋土中の最新

の遺物が第11か12型式の常滑製品の片口鉢であるの

で中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ２４９

形状：円形？

規模：3.5×0.9m以上　深さ：76cm

重複関係：ＳＫ249（中世Ⅳ）→ＳＤ290（中世Ⅳ）

→ＳＤ241（中世Ⅳ）

調査区の端で検出した。埋土には多くの礫を含ん

でいる。埋土中の最新の遺物が大窯第３段階の天目

茶椀であるので、中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＫ２６２

形状：方形？

規模：2.6×2.4m 深さ：13cm

重複関係：ＳＥ270（中世Ⅰ）→ＳＤ271（中世Ⅲ）

→ＳＫ262（中世Ⅳ）

断面が皿状になる浅い土坑。埋土中の最新の遺物

が大窯第２段階後半の天目茶椀であるので、中世Ⅳ

期の遺構とした。

ＳＫ２８９・３１４

[ＳＫ２８９]

形状：楕円形 第97図　溝土層断面図作成箇所一覧(1：1,000)
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第98図　ＳＤ1・９・22・31・35(1：50)
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規模：3.8×2.6m 深さ：24cm

[ＳＫ３１４]

形状：方形？

規模：2.6×2.5m以上　深さ：38cm

重複関係：ＳＫ306（中世Ⅰ）→ＳＤ275（中世Ⅰ）

→ＳＤ309（中世Ⅰ）→ＳＤ279（中世Ⅰ）

→ＳＫ289（中世Ⅳ）

ＳＫ314（中世Ⅳ？）→ＳＫ289（中世Ⅳ）

埋土中の最新の遺物は、ＳＫ289が大窯第３段階

前半の瀬戸美濃製品の鉄釉稜皿である。ＳＫ314は

時期決定の決め手となる遺物はないが、ほぼ隣接す

る時期の遺構と考え、両者とも中世Ⅳ期の遺構とし

た。

④溝・大溝・流路

多くの溝を検出している。特にＳＤ35・62は幅６

ｍ近い大規模なものである。また、ＳＤ36・40・

63のような屋敷地を巡る溝もある。

溝からは多くの遺物が出土している。特にＳＤ35

や62などの大溝の出土遺物は大量で、時期幅も広い。

出土遺物から一応の所属時期を決定したが、この時

期はあくまでも溝の埋没時期で、これらの大溝は、

掘削から完全に埋没するまでの年代が非常に長いと

思われる。

ＳＤ１

断面形状：箱状

長さ：22ｍ以上　幅2.0ｍ　　深さ43～74ｃｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＤ９（中世Ⅲ）→ＳＤ１（中世Ⅳ）

ＳＫ４（中世Ⅳ）→ＳＤ１（中世Ⅳ）

ＳＫ５（中世Ⅳ）→ＳＤ１（中世Ⅳ）

調査区内に南北に掘削された区画溝。埋土の底近

くには粘質土が、上部には砂質土が堆積する。断面

観察でも、何度かの再掘削が行われているようであ

る。出土遺物の時期には幅があるが、15世紀後半の

ものからが主体を占める。埋土中の最新の遺物は登

窯第１か第２小期の擂鉢である。

ＳＤ９

断面形状：Ｕ字状

長さ：20.3ｍ　幅：1.5ｍ　　深さ：78ｃｍ

流れ：東→西

重複関係：ＳＫ17（古代）→ＳＤ９（中世Ⅲ）

ＳＤ14（中世Ⅱ）→ＳＤ９

ＳＤ15（中世Ⅲ）→ＳＤ９

ＳＤ９→ＳＤ１（中世Ⅳ）

東西に掘られた区画溝。西で北に直角に折れる可

能性がある。東で途切れ、ＳＤ22との間が土橋状の

通路となる可能性がある。埋土は底近くに粘質土、

上部に砂質土が堆積する。埋土中の最新の遺物は大

窯第１段階の瀬戸美濃製品の擂鉢であるが、大半の

遺物が古代から中世前期のものであるので掘削の時

期は少し遡るかもしれない。

ＳＤ１５

長さ：19.8ｍ以上　幅1.0ｍ　　深さ：31ｃｍ

流れ：[北側]北→南、[南側]南→北

重複関係：ＳＤ15（中世Ⅲ）→ＳＤ９（中世Ⅲ）

ＳＤ15→ＳＫ16（中世Ⅲ）

ＳＢ142（古代）→ＳＤ15

ＳＤ15→ＳＢ151（中世ⅢかⅣ）

ＳＤ15→ＳＢ195（中世Ⅲ）

ＳＤ９と直行する溝。ＳＤ９との間には切り合い

が観察できたものの、ＳＤ９に向けて水が流れるよ

うになっているので、ＳＤ９と一連の溝である可能

性が高い。埋土中の最新の遺物は第10型式新段階の

常滑製品の片口鉢である。

ＳＤ２２・３１

[ＳＤ２２]

断面形状：Ｕ字状

長さ：22.7ｍ以上　幅：2.5～4.3ｍ

深さ：64～140ｃｍ

流れ：北→南

[ＳＤ３１]

断面形状：Ｖ字状

長さ：13.2ｍ以上　幅：0.5ｍ　深さ96ｃｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＫ20（中世Ⅳ）→ＳＤ22（中世Ⅳ）

ＳＫ34（古代）→ＳＤ27（中世Ⅰ）

→ＳＤ22

ＳＫ34→ＳＤ30（中世Ⅰ）→ＳＤ31

（中世Ⅳ）→ＳＤ22

ＳＫ24（中世Ⅰ）→ＳＤ32（中世Ⅲ）

→ＳＤ31→ＳＤ22

南北に掘られた溝。遺構検出時には１条の溝とし
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第99図　ＳＤ35・37・40・62(1：50)
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たが、掘削途中に２条の溝が重複していることがわ

かり、遺物などを分別した。ＳＤ22と31の間では、

ＳＤ31が古く22が新しい。

ＳＤ22の土層断面を観察すると、北側では溝幅が

狭く、砂質土が底近くまで堆積し、南側では溝幅が

広く、埋土のかなり上まで粘質土がみられる。この

ことから溝は北から南に流れ、南側では滞水状態で

あった可能性が高い。南側の粘質土中には植物遺体

やハマグリ、ヒメタニシなどの貝殻、動物遺存体な

どが出土した。ＳＤ31の土層の状況もほぼ同様であ

る。

埋土中の最新遺物は、ＳＤ22が大窯第４段階前半

の瀬戸美濃製品の擂鉢、ＳＤ31が大窯第３段階前半

の天目茶椀である。このことから両者とも中世Ⅳ期

の遺構としたが、ＳＤ９との関係から、ＳＤ31の掘

削はさらに遡る可能性が高い。

ＳＤ３５

断面形状：皿状、一部Ｕ字状

長さ：23.0ｍ以上　幅：3.4～5.8ｍ

深さ：１～1.75ｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＤ33（古代）→ＳＤ35（中世Ⅲ）

最大幅5.8ｍの大溝。幅は広いものの、深さはあま

りなく、傾斜も緩やかである。土層断面の観察から、

数回の再掘削が行われている可能性が高い。

出土遺物の幅が非常に広く、古いものは第４型式

の山茶椀から、新しいものは登窯第１か第２小期の

瀬戸美濃製品の鉄釉丸椀までを含んでいる。量的に

は、出土遺物の大部分は第８型式までの山茶椀で、

中世後期以降のものは僅かである。また、ＳＤ35と

対になると考えられる大溝ＳＤ62は中世Ⅲ期までに

埋没していた可能性が高い。これらのことから、こ

の大溝の掘削時期は中世前期にまで遡り、中世Ⅲ期

までにほぼ機能を停止し、中世Ⅳ期にはほとんど埋

没していたと考えられる。

埋土からは、牛角などの動物遺存体、アカニシな

どの貝殻も出土している。

ＳＤ３６・４０・６３

[ＳＤ３６]

断面形状：箱状

長さ：44.5ｍ以上　幅：1.4～3.2ｍ

深さ：62～104ｃｍ

流れ：東→西

[ＳＤ４０]

断面形状：箱状

長さ：18.5ｍ以上　幅：2.7～3.5ｍ

深さ：82～102ｃｍ

流れ：北→南

[ＳＤ６３]

断面形状：箱状

長さ：21.0ｍ以上　　幅：2.0ｍ

深さ：62～67ｃｍ

重複関係：ＳＤ62（中世Ⅲ）→ＳＤ36（中世Ⅳ）

ＳＫ46（中世Ⅰ）→ＳＤ40（中世Ⅳ）

→ＳＤ37（中世Ⅳ）

ＳＤ40（中世Ⅳ）→ＳＫ43（中世Ⅳ）

ＳＤ99（中世Ⅲ）→ＳＤ63（中世Ⅳ）

ＳＤ85（中世Ⅰ）→ＳＤ84→ＳＤ63

ＳＫ98（中世Ⅳ）→ＳＤ63（中世Ⅳ）

ＳＢ318（中世Ⅰ）→ＳＢ324（中世Ⅰ）

→ＳＤ63（中世Ⅳ）

中世Ⅳ期の屋敷地をめぐる区画溝。西側で途切れ

る部分があり、この部分が屋敷地の出入り口になる

と思われる。

埋土中の最新の遺物は、ＳＤ36が登窯第２小期の

瀬戸美濃製品の鉄絵皿、ＳＤ40が大窯第１段階の瀬

戸美濃製品の擂鉢、ＳＤ63が大窯第４段階前半の天

目茶椀・灰釉丸皿などである。また、ＳＤ63は大窯

第３段階前半の遺物を埋土に含むＳＫ98を切ってい

る。このことから区画溝は近世初頭まで機能してい

たと考えられる。

ＳＤ６２

断面形状：皿状

長さ：24.2ｍ以上　幅：4.8～5.8ｍ

深さ：71ｃｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＫ80（中世Ⅰ）→ＳＫ91（中世Ⅰ）→

ＳＫ79（中世Ⅲ）→ＳＤ62（中世Ⅲ）→

ＳＫ72（中世Ⅲ）

ＳＫ94（中世Ⅰ）→ＳＫ92（中世Ⅲ）→

ＳＤ62（中世Ⅲ）

ＳＤ37（中世Ⅳ）→ＳＤ62（中世Ⅲ）
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第100図　ＳＤ63・201・241・247・260・265・285(1：50)
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ＳＤ62→ＳＫ45（中世Ⅳ）

ＳＤ62→ＳＫ70（中世Ⅳ）

最大幅5.8ｍの大溝。前述したＳＤ35と対になる

可能性がある。幅は広いものの、深さはあまりなく、

傾斜も緩やかである。

出土遺物の幅が非常に広く、古いものは第４型式

の山茶椀から、新しいものは大窯第４段階後半の天

目茶椀までを含んでいる。量的には、出土遺物の大

部分は第８型式までの山茶椀で、中世後期以降のも

のは僅かである。また、大窯第３段階後半の遺物を

含むＳＫ70が大溝の埋土を切っている。これらのこ

とから、この大溝の掘削時期は中世前期にまで遡り、

中世Ⅲ期までにほぼ機能を停止し、中世Ⅳ期にはほ

とんど埋没していたと考えられる。

埋土からは、牛や亀・スッポンなどの動物遺存体

も出土している。

ＳＤ２０１

断面形状：箱状

長さ：15.6ｍ以上　幅：2.7ｍ　　深さ：83ｃｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＤ204（古代）→ＳＤ200（中世Ⅰ）

→ＳＤ201（中世Ⅲ）→ＳＤ206（中世Ⅲ）

調査区東端にあるやや幅の広い溝。埋土中の最新

の遺物が古瀬戸後Ⅳ期の鉄釉桶であるので、中世Ⅲ

期の遺構とした。

ＳＤ２４１

断面形状：箱状

長さ：13.0ｍ以上　幅：1.1ｍ　　深さ：58ｃｍ

流れ：北→南

重複関係：ＳＫ249（中世Ⅳ）→ＳＤ290（中世Ⅳ）

→ＳＤ241（中世Ⅳ）

ＳＤ250・315、265とともに、屋敷地の区画溝

である可能性が高い。中世Ⅳ期の溝ＳＤ290を切っ

ているので、中世Ⅳ期の遺構とした

ＳＤ２４７

断面形状：Ｕ字状

幅：0.5ｍ　　深さ：12ｃｍ

重複関係：ＳＤ258（中世Ⅱ）→ＳＤ247（中世Ⅲ）

埋土中の最新の遺物が中世後期の常滑製品の片口

鉢であり、中世Ⅱ期の溝ＳＤ258と重なるように掘

削されているので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＤ２６５

断面形状：箱状

長さ：13.4ｍ以上　幅：2.5～3.7ｍ

深さ：110ｃｍ

流れ：南→北

重複関係：ＳＤ265（中世Ⅳ）→ＳＤ260・285

（中世Ⅳ）

ＳＤ241、250・315とともに、屋敷地の区画溝

である可能性が高い。

ＳＤ２６０・２６４・２８５

断面形状：皿状

幅：１ｍ　　深さ：75ｃｍ

重複関係：ＳＤ265（中世Ⅳ）→ＳＤ260・264・

285（中世Ⅳ）

複雑に切りあう溝群。中世Ⅳ期の溝ＳＤ265を切

るため、中世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＤ３１２

断面形状：Ｕ字状

長さ：16.0ｍ以上　幅：1.6ｍ　　深さ：68ｃｍ

重複関係：ＳＲ216（中世Ⅳ）→ＳＤ312（中世Ⅳ）

中世Ⅳ期に埋没する流路ＳＲ216を切るため、中

世Ⅳ期の遺構とした。

ＳＲ２１６

断面形状：皿状

長さ：20.0ｍ　幅：5.0ｍ　　深さ：84ｃｍ

流れ：南→北

重複関係：ＳＲ216（中世Ⅳ）→ＳＤ312（中世Ⅳ）

蛇行しながら流れる流路。中世前期のＳＤ266・

267も一連の遺構と考えられる。多くの溝の流れが

自然堤防の高所である北から、後背湿地である南に

流れるのに対し、この流路は自然堤防を横断して南

から北に流れている。埋土出土の遺物は大量で、時

期幅も広い。埋土中の最新の遺物は登窯第８小期の

腰錆湯呑であるので、この時期まで流れがあったの

かもしれない。

⑤井戸

中世後期の井戸は、10基ある。志知南浦遺跡では

この時期になって、石組みの井戸が出現する。中世

前期と同じく、素掘りとしている井戸の中には部材

を抜き取ったものも含まれる。

ＳＥ３８
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第101図　ＳＤ266・267・271・272・312、ＳＲ216(1：50)
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第102図　ＳＥ38・42・56(1：50)
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第103図　ＳＥ58・77・78(1：50)・217(1：20)
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第104図　ＳＥ82(1：20)
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形態：素掘り

形状：円形

直径：2.0ｍ　　　深さ：1.6ｍ

重複関係：なし

埋土中の最新の遺物が、第10か11型式の常滑製品

の片口鉢であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ４２

形態：素掘り

掘形形状：円形

直径：2.4ｍ　　　深さ：1.5ｍ

重複関係：なし

埋土中の最新の遺物が、古瀬戸後Ⅳ期の鉄釉桶で

あるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ５６

形態：素掘り

形状：円形

直径：3.0ｍ　　　深さ：2.0ｍ

重複関係：ＳＢ175（中世Ⅱ）→ＳＥ56（中世Ⅲ）

埋土中の最新の遺物は、古瀬戸後Ⅲ期の縁釉小皿

であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ５８

形態：素掘り

形状：円形

直径：1.9ｍ　　　深さ：1.3ｍ

重複関係：ＳＤ37（中世Ⅳ）→ＳＥ58（中世Ⅳ）

中世Ⅳ期の溝ＳＤ37を切り、埋土中の最新の遺物

が大窯第３段階後半の擂鉢であるので、中世Ⅳ期の

遺構とした。埋土中から礫や石臼、石仏が出土した。

ＳＥ７７

形態：曲物

形状：円形

直径：1.3ｍ　　　深さ：1.8ｍ

重複関係：なし

井戸底から曲物が出土している。埋土中の最新の

遺物が、古瀬戸後Ⅳ期の平椀であるので、中世Ⅲ期

の遺構とした。

ＳＥ７８

形態：素掘り

第105図　ＳＥ294・297(1：50)
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第106図　ＳＸ218(1：10)
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掘形形状：円形

直径：1.2ｍ　　　深さ：1.3ｍ

重複関係：ＳＥ78（中世Ⅲ）→ＳＤ37（中世Ⅳ）

埋土中の最新の遺物が、大窯第１段階の天目茶椀

であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ８２

形態：石組み＋曲物

掘形形状：円形

掘形規模：1.5×1.3ｍ

直径：0.7ｍ　　　深さ：1.2ｍ

重複関係：ＳＥ82（中世Ⅲ）→ＳＫ81（中世Ⅳ）

ＳＥ82（中世Ⅲ）→ＳＫ76（中世Ⅳ）

非常に残りがよい井戸である。底に２段の曲物を

据え、その上に石を組んでいる。曲物・石材を除去

すると、掘形から地山に杭が打ち込まれていた。石

材を留めるための杭ではないかと考えられる。

ＳＥ２１７

形態：石組み

掘形形状：楕円形

掘形規模：2.3×2.0ｍ

直径：0.7ｍ　　　深さ：不明

重複関係：ＳＸ218（中世Ⅲ）→ＳＥ217（中世Ⅲ）

志知南浦遺跡では比較的古い石組み井戸である。

埋土中の最新の遺物が、古瀬戸後Ⅳ期新段階の瀬戸

美濃製品の擂鉢であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ２９４

形態：不明

掘形形状：円形

直径：2.4ｍ　　　深さ：不明

重複関係：ＳＤ300→ＳＤ294（中世Ⅲ）

埋土中の最新の遺物が大窯第１段階の瀬戸美濃製

品の擂鉢であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

ＳＥ２９７

形態：石組

掘形形状：円形

掘形規模：2.3ｍ

直径：0.8ｍ　　　深さ：不明

重複関係：ＳＥ297（中世Ⅲ）→ＳＤ299（中世Ⅲ）

→ＳＤ302

崩落のため、十分な掘削ができなかった。埋土中

の最新の遺物が、後Ⅱ期の瀬戸美濃製品の折縁深皿

であるので、中世Ⅲ期の遺構とした。

⑥火葬穴

ＳＸ２１８

規模：1.0×0.8ｍ　　　深さ：23cm

方形の穴を掘り、火葬を行っている。側面の壁が

被熱により赤変している。底近くから人骨・炭化物

がまとまって出土し、布で包まれ、紐で綴じられた

12枚の銭が出土した。

（２）遺物

①掘立柱建物・柱列関連遺物

（642～665・667）

642～651は掘立柱建物ＳＢ140の建物内土坑Ｓ

Ｋ４から出土した。土師器羽釜（644）、瀬戸美濃製

品の縁釉小皿（648）・天目茶椀（649）・擂鉢

（650）、青磁椀（651）、白磁椀（645）がある。

644は口縁部が内弯する。648は古瀬戸後Ⅳ期、

649は大窯第１段階、ＳＫ５出土の天目茶椀と接合

できた。650は大窯第３～第４段階のものである。

651は龍泉窯系のⅠ類のものと思われる。古代の混

入遺物には土師器椀（642）、灰釉陶器の椀（646）、

中世前期の混入遺物には土師器皿（643）、陶器片口

鉢（647）がある。646はＫ－1４型式、647は第５

型式のものである。

652～655はＳＢ148の建物内土坑ＳＫ12から出

土した。654は第10型式の常滑製品の壺。混入遺物

には柱状高台のロクロ土師器（652）、Ｋ－1４型式

の灰釉陶器の段皿（653）がある。655は土錘である。

656・657はＳＢ167に関連する遺物である。656

は切羽。遺跡から出土する例は少ない。657は中世

前期の混入遺物。渥美型第５型式の山茶椀である。

658はＳＢ194の柱穴から出土した。口縁端部に

面を持ち、鍔が角張る。南伊勢系の羽釜と思われる。

659はＳＢ195の柱。断面は円形である。

660・661はＳＢ328の建物内土坑ＳＫ298から出

土した。660は土師器小皿。京都系のものに近い。

661は常滑製品の甕。第10型式の初頭のものである。

662～664はＳＢ346の柱穴から出土した。663は

石製の硯である。664は混入遺物の土師器の椀。

665はＳＡ156の柱穴掘形から出土した大窯第２

段階の天目茶椀。667はＳＡ155の柱。
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第107図　掘立柱建物・柱列・土坑出土遺物実測図(642～658・660～666・668～683＝1：4、659・667＝1：8)
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第108図　土坑出土遺物実測図(1：4)
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第109図　土坑出土遺物実測図(1：4)
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②土坑出土遺物（668～716・1151・1152）

668～671はＳＫ２から出土した。668は瀬戸美

濃製品の仏餉具。大窯第１段階のものである。669

～671は常滑製品。669は第９型式の片口鉢、670

は第10型式新段階、671は第12型式の甕である。

672はＳＫ２から出土した土師器の皿。口縁部の

小片であるが、口径が非常に大きい。

673～683はＳＫ５から出土した。瀬戸美濃製品

には天目茶椀（674・675）、折縁皿（683）がある。

674は古瀬戸後Ⅲ期、675は後Ⅳ期新段階、683は

大窯第４段階前半のものである。676・677は常滑

製品の片口鉢。第９型式のものである。678～682

は土師器皿。

684～689はＳＫ10から出土した。土師器皿

（686～688）はやや小径である。689は瀬戸美濃製

品の天目茶椀。大窯第１段階のものである。684・

685は混入遺物。684は尾張型第４段階の山茶椀、

685は尾張型第６段階の片口鉢。685の産地は知多

産か。

690・691はＳＫ19から出土した。691は瀬戸美

濃製品の天目茶椀。大窯第３段階後半のものである。

690は混入遺物。尾張型第９型式の山茶椀である。

692～694はＳＫ23から出土した。693は土師器

皿。694は瀬戸美濃製品の花瓶。古瀬戸後Ⅳ期新段

階のものである。692は混入遺物。尾張型第６型式

の小皿である。

695～699はＳＫ26から出土した。697は古瀬戸

後Ⅳ期新段階の天目茶椀。

713～717はＳＫ43から出土した。714は尾張系

の土師器の内耳鍋。715は中北勢系の土師器羽釜。

716・717は瀬戸美濃製品。716は大窯第１段階の

天目茶椀、717は大窯製品の祖母懐壺。

718はＳＫ45から出土した土師器の茶釜。719は

ＳＫ51から出土した常滑製品。第６a型式の甕であ

る。720はＳＫ54から出土した尾張型第６型式の山

茶椀。719・720は混入遺物か。721・722はＳＫ

55から出土した。722は大窯第３段階の擂鉢。721

は混入遺物。尾張型第３段階の山茶椀。

723はＳＫ70から出土した常滑製品、第11か12

型式の片口鉢。724・725はＳＫ72から出土した。

725は古瀬戸後Ⅱ期の卸皿。726～729はＳＫ73か

ら出土した。728は瀬戸美濃製品。古瀬戸中Ⅱ期の

折縁深皿。729は尾張型第10型式の片口鉢。730は

ＳＫ74から出土した瀬戸美濃大窯第３段階の擂鉢。

731はＳＫ81から出土した登窯第３小期の天目茶

椀、732はＳＫ90から出土した土師器皿、733はＳ

Ｋ98から出土した瀬戸美濃大窯第３段階前半の天目

茶椀。734はＳＫ102から出土した土師器の羽釜。

内弯する短い口縁部を持つ。

743～747はＳＫ224から出土した。混入遺物が

多い。743は渥美型第５型式、744は尾張型第６型

式の山茶椀。746は滑石製の石鍋。747は白磁椀。

Ⅱ類かⅢ類のものと思われる。

748～751はＳＫ262から出土した。図示したも

のはすべて瀬戸美濃製品。748は大窯第２段階の稜

皿、749は大窯第２段階、750は大窯第２段階後半

の天目茶椀、751は大窯第１段階の口広有耳壺であ

る。

752・753はＳＫ289から出土した。いずれも瀬

戸美濃製品で、752は大窯第３段階前半の稜皿、

753は大窯第２段階後半の天目茶椀。761はＳＫ

225から出土した。常滑製品第11型式の片口鉢であ

る。

ＳＫ２０出土遺物（700～712）

土師器（700～703） 700～702は土師器皿。700

は小径で、立ち上りが強い。703は中北勢系の羽釜。

口縁は内傾し、端部に緩やかな面を持つ。

陶器（704～708） 704～708は瀬戸美濃製品。

704は大窯第２段階の丸皿、705は古瀬戸後Ⅳ期新

段階、706・707は大窯第１段階、708は大窯第２

段階の天目茶椀。708は円板に転用されている。

磁器（709・710） 709・710は龍泉窯系の青磁椀。

709の外面には蓮弁があり、710は高台が高く、器

壁が薄い。内面底部には花紋が刻まれる。

木製品（711・712） 711･712は下駄。711は小型

である。

ＳＫ222出土遺物（735～742）

土師器（735・736）いずれも混入遺物と思われる。

陶器（737） 737は常滑製品の片口鉢。第11か12

型式のものである。

木製品（738～742） 738～742は杭。いずれも途

中から折損しているが、材質や加工方法が似る。
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第110図　土坑・大溝出土遺物実測図(1：4)
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第111図　大溝出土遺物実測図(1：4)
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ＳＫ２４９出土遺物（754～760・1151･1152）

混入遺物（1151） 1151は須恵器の壺。三つの足

がつく。８世紀後半代のものか。

土師器（1152） 1152は中北勢系の羽釜。製作技法

などには南伊勢系土師器の影響を強く受けている。

陶器（754～759） 755・756は瀬戸美濃製品。

755は古瀬戸後Ⅲ期の卸皿、756は大窯第３段階の

天目茶椀。757～759は常滑製品。757は第９型式、

758は第10か11型式の片口鉢。759は第10か11型

式の甕。

木製品（760） 760は漆器椀。黒漆地のものであ

る。内面底部には赤漆で絵？が描かれる。

③大溝出土遺物（762～868）

ＳＤ３５出土遺物（762～798）

混入遺物（762・764～771・787） 中世Ⅲ期にほ

ぼ機能を終え、Ⅳ期に埋没する溝であるが、中世前

期の遺物も多く出土している。ここでは中世前期の

遺物は「混入遺物」として取り上げるが、大溝の掘

削は中世前期にさかのぼる可能性が高い。

762は高杯の脚部。古墳時代のものか。764～

769は山茶椀。尾張型第４型式（769）、渥美型第４

型式（768）、尾張型第６型式（764・765）・第７

型式（766）・第８型式（767）のものがある。

770は渥美型第４型式の片口鉢、771・787は第６

ａ～７型式の常滑製品の甕。

土師器（772～774） 772は土師器皿、773は中北

勢系の土師器である。773は羽釜。口縁が直立気味

で端部はとがり気味におわる。774は内耳鍋。

陶器（763・775～787） 763・775～782は瀬戸

美濃製品。763は大窯第２か第３段階の徳利、775

は大窯第２段階の丸皿。776～778は天目茶椀。

776は古瀬戸後Ⅱ期、777は後Ⅳ期新段階、778は

大窯第１段階のものである。779は大窯第３段階後

半か第４段階の小鉢、780は登窯第１か２小期の鉄

釉丸椀。781・782は擂鉢。いずれも大窯第２段階

のものである。

783～787は常滑製品。783は第11か12型式の小

型の片口鉢、784は第10型式、785・786は第10型

式新相の甕。

木製品（790～794） 790は下駄。歯の磨耗が激し

い。791は漆器の椀、792は板材。792の２方には

釘が刺さる。793は曲物。794は箸か。

金属製品（795） 795は小柄。曲がりながらも刃

部まで残る。

動物遺存体（796～798） 796は牛角。797はウシ

もしくはウマの下顎骨、798はイノシシもしくはブ

タの上腕骨、詳細は第Ⅳ章に記す。

その他（788・789） 788は鞴の羽口。789は滑石

製の石鍋。

ＳＤ６２出土遺物（799～840・842～868・914）

混入遺物（799～825） 中世Ⅲ期までにほぼ機能を

停止し、中世Ⅳ期に埋没する溝からの出土遺物であ

るが、中世前期の遺物も多く出土している。ここで

は中世前期の遺物は「混入遺物」として取り上げる

が、大溝の掘削は中世前期に遡る可能性が高い。

799～802は南伊勢系の土師器鍋。799は第１段

階ｂ型式、800・801は第１段階a型式のものである。

802は第１段階の範疇に入ろうか。803は柱状高台

のロクロ土師器。

804～806は陶器小皿。804は渥美型第５型式、

805・806は尾張型第６型式のものである。

807～822は山茶椀。尾張型第４段階（807）、尾

張型第６型式（809、811～818）、渥美型第６型式

（808・810）、尾張型第７型式（819～822）のもの

がある。818の底部外面には墨痕がある。823・

824は片口鉢。いずれも第６型式併行期のものであ

る。産地は知多か。825は壺。

土師器（826～831） 皿（826～828）は中世前期

のものの可能性がある。羽釜（829～831）のうち、

829・831は中北勢系、830は南伊勢系と思われる。

陶器（832～840・842～847・914） 832～839・

914は瀬戸美濃製品。832は大窯第１段階の縁釉挟

み皿、833は大窯第１段階か第２段階の灰釉端反皿

か丸皿。834・835は天目茶椀。834は大窯第３段

階、835は大窯第４段階後半のものである。836は

古瀬戸後Ⅳ期新段階の平椀、837は古瀬戸後ⅠかⅡ

期の大型筒形容器、838は古瀬戸後Ⅳ期新段階か大

窯第１段階の口広有耳壺。839は大窯第３段階前半

の、914は古瀬戸後Ⅳ期新段階の擂鉢。

840・842～846は常滑製品。840は第９型式の片

口鉢。842は第12型式の火鉢か竈、843は第９型式

の玉縁広口壺である。844～847は甕。第10型式
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第112図　大溝出土遺物実測図(1：4)
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第113図　大溝出土遺物実測図(1：4)



－ 147 －

第114図　大溝・火葬穴出土遺物実測図(857～860・868＝1：4、869～880＝1：2)
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（844・845）、第11型式（846）、第12型式（847）

のものがある。

磁器（848） 848は青磁の椀。内面底部に花紋が

描かれる。

土製品（849～852） 849・850は瓦。燻のかかり

具合から、同一個体のものかもしれない。849の内

面には布目とコビキ痕が残る。851は中世前期の渥

美型の片口鉢を加工し、板状にしたもの。852は鞴

の羽口。

木製品（853～858） 853は箸か。854・855は漆

器椀、856は下駄。857・858は卒塔婆。857の文字、

上部分は折損のため判読できないが下部分には「地

蔵菩薩」と書かれる。内容から判断して「六道能化

地蔵菩薩」の文言と思われる。
③
858の文字は「空風

火水地」と思われる。

動物遺存体（859～867） 859はウシの橈骨と尺骨、

860はウシの脛骨。このほか、ウシの指骨（861）・

上腕骨（862）・中手骨（863）、ニホンシカの大腿骨

（864）、サギ科の橈骨（865）、アカニシ（866・

867）がある。

石製品（868） 868は五輪塔の水輪。石材は花崗

岩である。小型で、最大径の部分がやや上にある。

④火葬穴出土遺物（869～881）

ＳＸ218からは、12枚の銭貨が出土した。銭文は

遺物観察表に記す。これらは紐状の繊維で綴じられ

（877～880で確認）、さらに布（881）に包まれて

いたと思われる。

⑤溝出土遺物（882～913・915～1219）

溝出土遺物には混入が多く、埋没時以外のものも

多く含まれる。遺物の中で最新のものを埋没期のも

のとし、より古い時期のものを「混入遺物」として

報告する。

882～891はＳＤ１から出土した。このうち882

～886は混入遺物。882は灰釉陶器の椀。883・

885・886は山茶椀、883は尾張型第３型式、885・

886は尾張型第７型式のものである。885の体部外

面の四方向には鳥などの絵画、底部外面には「十」、

886の底部外面には「山」？の墨書がある。884は

尾張型第７型式の陶器小皿。887～888は土師器皿。

888は直線的に立ち上り、口縁端部のヨコナデが強

い。889・890は瀬戸美濃製品。889は古瀬戸後Ⅳ

期新段階の天目茶椀、890は古瀬戸後Ⅲか後Ⅳ古段

階の尊式花瓶。891は龍泉窯系の青磁椀。口縁端部

が外反する。

892～897はＳＤ９から出土した。892・894は古

代の、893・896・897は中世前期の混入遺物。

898～910はＳＤ15から出土した。898～909は

混入遺物。902～905・908は山茶椀。いずれも尾

張型第７型式のものである。905の底部外面には墨

書がある。かな書きで明瞭ではあるものの判読でき

ない。906･907は白磁皿。907は口禿皿。907は

Ⅸ－１・ａのものか。909は灰釉陶器の瓶類の体部。

910は常滑製品の片口鉢。第10型式のものである。

911・912はＳＤ37から出土した。911は中北勢

系の茶釜、912は瀬戸美濃製品の祖母懐壺。大窯製

品と思われる。913はＳＤ44から出土した鞴の羽口。

915・916はＳＤ247から出土した。915は土錘、

916は猿投産の須恵器甕。８世紀のものと思われる。

917はＳＤ260から出土した土師器の皿。中世前期

の混入遺物か。918はＳＤ271から出土した。渥美

型第５型式の山茶椀。これも混入遺物と思われる。

1153・1154はＳＤ250から出土した。1153は青

磁の椀。内面底部に文様らしきものが残るが、明瞭

ではない。1154は第11型式か12型式の常滑製品の

片口鉢。外面に炭化物が付着する。

1155～1157はＳＤ315から出土した。1155は尾

張型第５型式、1156は尾張型第６型式の山茶椀。い

ずれも混入遺物と思われる。1157は古瀬戸後Ⅳ期新

段階の天目茶椀。底部外面に「佛」の墨書がある。

加工円板として転用されている。

ＳＤ２２･３１出土遺物（919～969）

平行して掘削されたＳＤ22・31から出土した遺

物。遺構検出時には１条の溝としたが、掘削途中に

２条の溝が重複していることがわかり、可能なもの

は遺物を分別した。混入遺物も多い。

混入遺物（919～924） 919は土師器高杯の脚部。

920は甕。古墳時代から古代のものと思われる。

921は柱状高台のロクロ土師器。922は尾張型第６

型式の陶器小皿。923・924は山茶椀。923は第３

型式、924は渥美型第４型式のものである。

土師器（925～951） 925～948は皿。丸く立ち上

がり、口縁端部をヨコナデしない小皿（925～939）
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第115図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第116図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第117図　溝出土遺物実測図(964～1008・1010＝1：4、1009＝1：8)
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第118図　大溝出土遺物実測図(1：4)
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が主体を占める。他に立ち上りが短いもの（940）、

ゆるく立ち上がり、口縁端部にヨコナデが施される

もの（941～944）、直線的に立ち上がり、口縁端部

のヨコナデが強いもの（945～948）がある。945

～948は京都系土師器皿の影響を受けたものと思わ

れる。

949～951は中北勢系の煮炊具。949は体部がや

や扁平で、口縁端部の面取りが緩やかである。これ

に対して950の口縁端部は外側につまみ出される。

951は茶釜。

陶器（952・953・955～963） 952・953、955～

960は瀬戸美濃製品。952は尾張型第12型式の山茶

椀。953は大窯第２段階前半の灰釉丸皿、955～

957は天目茶椀。955・956は大窯第２段階、957は

大窯第３段階前半のものである。958～960は擂鉢。

958は大窯第３段階前半、959・960は大窯第２段

階のものである。

961～963は常滑製品。961・962は片口鉢、961

は第９型式、962は第11か12型式のものである。

963は第11型式の甕。

磁器（954） 954は青磁の稜花皿。底部外面には

朱描の花紋がある。割れ口には漆による補修痕跡が

みられる。ＳＫ４出土の青磁稜花皿と接合できた。

石製品（964・965） いずれも細粒の砥石。

木製品（966～968） 966・967は漆器。966の高

台は柱状になる。968は木札か。穿孔がみられる。

動物遺存体（969） 969はウシの橈骨・尺骨。第

Ⅳ章に詳細を記す。

ＳＤ２０１出土遺物（970～1010）

中世Ⅲ期に埋没する溝からの出土遺物であるが、

中世前期の遺物も多く出土している。ここでは中世

前期以前の遺物は混入遺物として取り上げるが、溝

の掘削が中世前期にさかのぼる可能性が高い。

970は須恵器。器種は不明である。971～973は

灰釉陶器。971・973はＯ－53型式、972はＨ－72

型式のものである。

974～985は土師器皿。大小の２法量がある。

986～989は陶器小椀。尾張型第３型式（986）、渥

美型第４型式（987）、尾張型第４型式（988・989）

のものがある。990～992は陶器小皿。尾張型第６

型式（990･991）、尾張型第７型式（992）のもの

がある。991の底部外面には「上」の墨書がある。

993～1003は山茶椀。尾張型第４型式（993）、第

５型式（994～997）、第６型式（998～1002）、第

７型式（1003）のものがある。1001の底部外面に

は「十」の墨書がある。1004はロクロ土師器の椀。

1005・1006は白磁。1005は大型の椀か。1006は

小皿。1007は土師質の土錘である。

1008・1009は棒状の木製品。1010は円形の板。

ＳＤ３６出土遺物（1011～1043、1114～1124）

ＳＤ36・40・63は屋敷地を囲む一連の区画溝で

ある。中世Ⅳ期とする時期（16世紀中葉～1７世紀

中葉）の末に埋没すると考えられる。

土師器（1011～1014） 1011・1012は皿。1011

は丸く立ち上がる。1012は大ぶりで直線的に立ち上

り、口縁端部が外反する。京都系土師器皿の影響を

受けたものと思われる。1013は中北勢系の羽釜。口

縁端部の面取りがあまい。1014は尾張系の内耳鍋。

陶器（1015～1030） 1015～1026は瀬戸美濃製品。

1015は登窯第２小期の鉄絵皿、1016は古瀬戸後Ⅳ

期新段階の平椀である。1017～1019は天目茶椀。

1017は大窯第１段階、1018は大窯第３段階前半、

1019は大窯第３段階後半のものである。1020は古

瀬戸後Ⅳ期新段階の仏餉具、1021は大窯第１段階の

口広有耳壺である。1022～1025は擂鉢。1022・

1023は古瀬戸後Ⅳ期新段階、1024は大窯第２段階、

1025は大窯第３段階前半のものである。1026は登

窯第１小期か２小期の大皿。瀬戸美濃製品では

1015・1026あたりがＳＤ36の最終時期のものであ

ろう。

1027～1030は常滑製品。1027は第12型式、

1028は第11型式か12型式の片口鉢、1029・1030

は第12型式の甕である。

磁器（1031～1033） 1031は白磁の小型の椀、

1032は龍泉窯系の青磁椀。底部の器壁が厚く、高台

のけずりが浅い。Ⅰ類のものと思われる。1033は染

付の皿である。

土製品（1034・1035） 1034は鞴の羽口、1035は

Ｈ－72型式の灰釉を転用した加工円板。

動物遺存体（1036～1043） 1036～1039はウシ、

1040～1042はウマ、1043はイヌの骨である。第Ⅳ

章に詳細を記す。



－ 154 －

第119図　大溝出土遺物実測図(1：4)
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第120図　大溝出土遺物実測図(1：4)
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第121図　大溝出土遺物実測図(1114～1133＝1：4、1134＝1：8)
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第122図　溝出土遺物実測図(1：4)
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第123図　溝出土遺物実測図(1：4)
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木製品（1114～1124） 1114・1115は漆椀。

1115の外面には部分的に赤漆が塗られる。1116～

1119は曲物、1120・1121は木札。1122は下駄の

一部、1123は楔である。1124は板材。臍の部分に

木釘が残る。

ＳＤ４０出土遺物（1044～1057）

混入遺物（1044～1047） 古代や中世前期の混入

遺物が多い。1044はＫ－1４型式の灰釉陶器の椀、

1045は同型式の皿。1046は渥美型第５型式の山茶

椀、1047は同型式の片口鉢。

土師器（1048～1054） 1048～1051は土師器皿。

ゆるやかに立ち上がるもの（1048～1050）、直線的

に立ち上がるもの（1051）がある。1051は京都系

土師器皿の影響を受けたものか。1052・1053は中

北勢系の羽釜。1052は口縁部が内弯し、口縁端部の

ヨコナデが強い。1053は器壁が厚く、鍔より上が長

い。1054は尾張系の内耳鍋。ほぼ完形である。

陶器（1055・1056） 1055は瀬戸美濃古瀬戸後Ⅳ

期古段階の仏餉具、ＳＫ43出土の仏餉具と接合でき

た。1056は常滑第10型式の玉縁口縁の壺。

石製品（1057） 1057は五輪塔の水輪。石材は花

崗岩。ゆがみが大きい。

木製品（1130～1134） 1130は木製椀、1131は漆

器椀。1132は加工のある板材。1133は小型の下駄、

1134は杭。

ＳＤ６３出土遺物（841・1058～1113・1125～

1129）

混入遺物（1058～1063） 中世前期の混入遺物が

多い。1058は陶器小皿で尾張型第６型式。1059～

1062は山茶椀。渥美型第５型式（1059）、６型式

（1060～1062）のもの。他には清郷型鍋（1063）

がある。

土師器（1064～1074） 1064～1071は皿。1072

～1074は中北勢系の煮炊具。1072･1073は口縁部

が短く、口縁端部がつまみあげられる。1074は茶釜。

陶器（1075～1097） 1075～1093は瀬戸美濃製品。

1075・1077は大窯第２段階の鉄釉稜皿、1076は大

窯第４段階前半の灰釉丸皿。1078～1084は天目茶

椀。1078は大窯第１段階、1079～1081は大窯第２

段階、1082は大窯第２段階後半、1083～1084は大

窯第３段階後半のものである。1085は大窯第１段階

の口広有耳壺。1080の底部外面には「宗真」の墨書

がある。

1086～1090は擂鉢。1086～1088は大窯第３段階

前半、1089は大窯第３段階後半のものである。1091

は大窯第３段階か４段階の徳利、1092は大窯第３段

階前半の水指、1093は古瀬戸後Ⅳ期新段階の瓶。

841・1094～1097は常滑製品。841・1094・

1095は第11か12型式の片口鉢。1095の内面には横

方向の櫛目がある。1096は第10型式の甕、1097は

第12型式の壺。

磁器（1098～1100） 1098は青磁椀。内面に花文

がある。1099は染付の椀、1100は染付の皿。

石製品（1101） 1101は石製の硯。大型の硯の破

片を再利用したものか。

土製品（1102～1104） いずれも鞴の羽口。1104

の片面には鉱物が付着する。

動物遺存体（1105～1113） 1105～1109はスッポ

ン、1110～1112はヌマガメ科、1113はハマグリ。

第Ⅳ章に詳細を述べる。

木製品（1125～1129） 1125は下駄。1126・

1129には加工があるが用途は不明。1127・1128は

漆器椀。

ＳＤ２４１出土遺物（1135～1150）

混入遺物（1135～1139） 中世Ⅳ期に埋没する溝か

ら出土した遺物。中世前期の混入遺物も多い。1135

は陶器小皿。1136～1139は中世前期の土師器皿。

土師器（1140～1142） 1140～1150が中世後期の

遺物である。1140～1142は土師器。1140は中世後

期の皿。口縁端部に強いヨコナデが施される。

1141・1142は尾張系の内耳鍋。

瓦質土器（1143） 1点のみある。口縁部が外に大

きく開く。

陶器（1144～1150） 1144～1148は瀬戸美濃製品。

1144・1145は尾張型第12型式の山茶椀。1145の

内面底部には炭化物が付着する。1146は古瀬戸後Ⅱ

期の縁釉小皿、1147は古瀬戸後Ⅳ期新段階の平椀。

1148古瀬戸後Ⅳ期新段階の擂鉢。

1149・1150は常滑製品。1149は第10型式の片

口鉢、1150も第10型式の甕である。

ＳＤ２６５出土遺物（1158～1209）

混入遺物（1158～1188） 中世Ⅳ期に埋没する溝
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第124図　溝・流路出土遺物実測図(1：4)
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第125図　流路・溝・井戸出土遺物実測図(1262～1266・1274～1291＝1：4、1267～1273＝1：8)
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ＳＤ265から出土した遺物である。中世前期のもの

も多く、溝の掘削は中世前期に遡る可能性が高い。

1158～1165は陶器の小椀。1158・1159は渥美

型第４型式、1160～1165は尾張型第４型式のもの

である。1158の底部外面の墨書は、1181の底部外

面と同じ内容で、明瞭であるが判読が困難である。

「くらう殿」とも読めるが、現時点では断定できな

い。1166～1170は陶器小皿。1166は渥美型第５型

式、1167～1170は尾張型第６型式のものである。

1166の底部外面には「僧」、1170の底部外面にも墨

書があるが、欠損のため判読できない。1171は尾張

型第６型式の片口鉢。

1172～1186は山茶椀。1172は尾張型第３型式、

1173～1177は尾張型第４型式、1178渥美型第５型

式、1179～1182は尾張型第５型式、1183・1184

は尾張型第６型式、1185・1186は尾張型第７型式

のものである。1181の底部外面の墨書については前

述のとおり。1182の体部と底部の外面には「上」、

1184の底部外面には「七」、1185の底部外面には

「大」か「六」の墨書がある。

1187・1188は常滑製品の甕。1187は第５型式、

1188は第１ｂ型式のものである。

土師器（1189～1197） 図示した土師器は皿のみ

である。このうち1189・1194～1197は中世前期の

ものである可能性がある。

陶器（1198～1201） 1198～1200は瀬戸美濃製品。

1198は尾張型第12型式の山茶椀、1199は古瀬戸後

Ⅰ期かⅡ期の灰釉鉢。1200は古瀬戸後Ⅰ期の縁釉小

皿である。底部に墨書があるが欠損のため判読でき

ない。1201は第10型式新相の常滑製品の甕。

磁器（1202～1205） 1202・1203・1205は青磁

の椀。いずれも龍泉窯系のものか。1202は蓮弁文が

ある。1204は白磁の皿。

土製品（1206） 1206は中央に孔がある円板。常

滑製品を研磨して作られている。

石製品（1207） 1207は砥石。板状の石材が使わ

れている。

木製品（1208・1209） 1208は鞘、1209は木札か。

ＳＤ２６３出土遺物（1210～1216）

1210は中北勢系の土師器羽釜。口縁端部が外側に

つまみ出される。穿孔がある。1211～1215は瀬戸

美濃製品。1211は大窯第２段階の鉄釉稜皿。1212

～1214は天目茶椀。1212は大窯第１段階後半、

1213は大窯第２段階後半、1214は大窯第３段階前

半のものである。1215は大窯第３段階後半の擂鉢。

1216は常滑製品の片口鉢。

ＳＤ３１２出土遺物（1217～1219）

1217は土師器の皿。1218は古瀬戸後Ⅰ期の卸皿。

1219は杭である。

⑥流路出土遺物（1220～1276）

ＳＲ２１６出土遺物（1220～1273）

近世に埋没する流路出土の遺物。出土遺物の幅が

広く、古代・中世・近世を通じて流れていたと考え

られる。

土師器 1220は古代の杯。胎土が精良である。

1236～1243は土師器皿。1237～1238は器壁が薄

い小皿。1240～1243は器壁が薄く、直線的に立ち

上がる。口縁部のヨコナデが強い。京都系の影響を

受けたものと思われる。1239は中世前期の小皿。

1244～1246は南伊勢系の土師器鍋。1244・

1245は第３段階併行期、1246は第２～第３段階併

行期のものと思われる。1247・1248は中北勢系の

羽釜。南伊勢系の影響を非常に強く受けて製作され

た一群の可能性がある。

陶器 1221は陶器の小椀。尾張型第３型式のもので

ある。1222は陶器の小皿。尾張型第６型式のもので

ある。1223～1233は山茶椀。尾張型第５型式

（1223・1224・1227）、渥美型第５型式（1225・

1226）、尾張型第６型式（1228・1229）、尾張型第

９型式（1230）、尾張型第10型式（1232・1233）、

東濃型大畑大洞新段階（1231）のものがある。

1226の体部外面には「八枚」と花押、1227の底部

外面には円と点の、1228の底部外面には「上」の、

1233の底部外面には「丙」？の墨書がある。

1234・1235は常滑製品。1234は第４型式、1235

は第６ａ型式の甕である。

1249～1261は瀬戸美濃製品。1249・1250は古

瀬戸後Ⅱ期の折縁小皿、1251は古瀬戸後Ⅰ期の縁釉

小皿、1252・1253は仏供。1252は古瀬戸中Ⅰ期か

Ⅱ期、1253は古瀬戸後Ⅲ期か後Ⅳ期古段階のもので

ある。1254は古瀬戸後Ⅰ期かⅡ期の尊式花瓶、1255

は古瀬戸後Ⅲ期かⅣ期古段階の灰釉四耳壺である。
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第126図　井戸出土遺物実測図(1：4)
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第127図　井戸出土遺物実測図(1：4)
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第128図　柱穴・小穴出土遺物実測図(1：4)
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1256は尾張型第10型式の片口鉢。1257・1258は

折縁深皿。1257は古瀬戸後Ⅰ期、1258は古瀬戸後

Ⅱ期のものである。1259は古瀬戸後Ⅰ期かⅡ期の大

型筒形容器。1260・1261は擂鉢。1260は古瀬戸後

Ⅳ期新段階、1261は大窯第３段階後半のものである。

1262・1263は常滑製品。1262は第９型式の片口

鉢、内面にハケメがある。1263は第６型式か第７型

式の甕である。

石製品 1264・1265は砥石。1264の石材は凝灰岩、

1265の石材は泥質凝灰岩である。

木製品 板材（1266）、杭（1267～1273）がある。

この他、ＳＲ216と同一の遺構と考えられるＳＤ

266からは第５型式の常滑製品の壺（1274）が、Ｓ

Ｄ267からは尾張型第６型式の山茶椀（1275）、第

10型式の常滑製品の甕（1276）が出土している。

⑦井戸出土遺物（1277～1326）

1277・1292はＳＥ38から出土した。1277は曲

物の底板。1292は中北勢系の土師器羽釜。焼成前の

穿孔がある。1278・1293はＳＥ42から出土した。

古瀬戸後Ⅱ期の桶の把手。1293は尾張系の内耳鍋。

1301・1302はＳＥ77から出土した。1301は中

北勢系の土師器茶釜、1302は古瀬戸後Ⅳ期古段階の

仏供。1303～1306はＳＥ78から出土した。1303

は大窯第１段階の天目茶椀、1304は漆器椀。1304

の内面には挽き痕が観察できる。1305・1306は動

物遺存体。1305はイタチの大腿骨、1306はネズミ

科の一種の大腿骨である。

1307はＳＥ294から出土した第９型式の常滑製品

の甕。1308～1310はＳＥ297から出土した。1308

は古瀬戸後Ⅱ期の折縁深皿。1309・1310は尾張型

第６型式の小皿と山茶椀。

1311～1315はＳＥ217から出土した。1311は中

世前期の土師器皿、1312は尾張型第７型式の陶器小

皿、1313は渥美型第５型式の山茶椀である。1314

は第９型式の常滑製品の片口鉢、1315は古瀬戸後Ⅳ

期新段階の擂鉢。

以下、比較的まとまっている井戸出土の遺物につ

いて記述する。

ＳＥ５６出土遺物（1279～1291）

15世紀中葉に埋没する井戸ＳＥ56から出土した遺

物である。

土器類（1279～1284） 1279は尾張型第５型式の

山茶椀、1280は土師器の小皿。直線的に立ち上り口

縁部のヨコナデが強い。京都系の影響を受けたもの

と思われる。1281は古瀬戸後Ⅲ期の縁釉小皿、

1282は古瀬戸中Ⅳ期の折縁深皿。1283は第６ａ型

式の常滑製品の壺。口縁部が玉縁状のものである。

1284は南伊勢系の大型の羽釜。

石製品（1285） 1285は砥石。側面には細い溝状

の擦痕がある。

木製品（1286～1291） 1286は漆器。片面に細く、

直線的な溝が彫られ、漆が塗られている。1287・

1288は曲物。1289・1290は板材、1291は部材。

井戸の部材かどうかは不明である。

ＳＥ５８出土遺物（1294～1300）

16世紀後葉に埋没する井戸ＳＥ58から出土した遺

物である。土器類は少ない。

土器類（1294～1297） 1294～1296は瀬戸美濃製

品。1294は大窯第２段階の灰釉丸皿、1295は古瀬

戸後Ⅳ期新段階の天目茶椀、1296は大窯第３段階後

半の擂鉢である。1297は第11型式の常滑製品の壺

である。

土製品（1298） 1298は鞴の羽口。外面に鉱滓が

付着する。

石製品（1299・1300） 1299は石仏。石材は緑色

の砂岩である。上部が三角形で、前面を丁寧に仕上

げ長方形の窓をあけ、仏を陽刻し、線で顔が彫られる。

1300は花崗岩製の石臼。

ＳＥ８２出土遺物（1316～1326）

木製品（1316～1325） 1316～1321は井戸の構築

時に掘形外側に向けて打ち込まれた杭。直径２～３

cmのしっかりしたものである。樹種は1316・

1317・1319がマツ科マツ属、1318がブナ科クリ属

クリである。1322～1325は曲物。側面が残ってい

るものは、ケビキ痕が不明瞭なものが多い。

土器類（1326） 図示できた土器類は1326の南伊

勢系の土師器鍋のみである。第３段階の範疇に含ま

れるものと考えられる。

⑧柱穴出土遺物（666・1327～1368・1705）

建物としてまとまらなかった柱穴や小穴から出土

した遺物である。縄文時代から中世後期までのもの

を含む。
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縄文時代（1327） 1327は切目石錘。縄文時代の

ものか。

古代（1328～1339） 1328は土師器の長胴甕。頸

部が「く」字状に屈曲しあまり肥厚せずに口縁部に

いたる。

1329・1330は須恵器の瓶類。1331・1332・

1336は高台を持たない須恵器の杯。1331は９世紀

前半代のものと思われる。1334・1337・1338は高

台を持つ杯。1334は猿投産の８世紀後半のもの、

1337は８世紀後半～９世紀初頭のもの、1338は美

濃須衛産８世紀末～９世紀前半のものである。1335

は須恵器の短頸壺。

灰釉陶器には皿（1333）と椀（1339）がある。

1333はＨ－72型式、1339はＫ－1４型式のもので

ある。

中世（1341～1366・1705） 1341～1355は土師

器の皿。1341・1349～1352・1355は中世前期、

1342～1348・1353・1354は中世後期のものであ

る。1356はロクロ土師器の皿。

陶器には小皿（1357）、山茶椀（1358～1362）、

瀬戸美濃製品（666・1363）、常滑製品（1366）が

ある。1357は尾張型第６型式、1358は尾張型第３

型式、1359・1360・1362は尾張型第５型式、

1361は尾張型第６型式のものである。666は大窯第

１段階の擂鉢、1363は古瀬戸後Ⅳ期古段階の天目茶

椀。1366は第８型式の片口鉢。

磁器には青磁椀（1364）と白磁椀（1365）があ

る。1364の高台内、内面底部は無釉である。1365

は器壁が薄く、口縁部が小さな玉縁になる椀。Ⅱ類

のものと思われる。

金属製品には小刀（1705）がある。ほぼ完形であ

る。

その他、時期不明であるが、土錘（1340）、柱

（1367）、人骨（1368）がある。 （竹田）

【註】
① 動物遺存体については、松井章氏・丸山真史氏に実見し
ていただき、指導を受けた。

② 墨書のある土器については、榎村寛之氏・小林秀氏に実
見していただき、指導を受けた。

③ 瀧川和也氏の御教示を得た。

【参考文献】
中世の出土遺物の器種・型式・分類、年代観は下記の文

献による。なお、古代の遺物の型式・分類・年代観につい
ては第３節に上げた。
※中北勢系土師器＝伊藤裕偉「中世後期の中北勢系土師器
群に関する覚書」（『研究紀要』第８号、三重県埋蔵文化
財センター、1999年）、同「伊勢の中世煮沸用土器から
東海を見る」（『鍋と甕　そのデザイン』東海考古学フォ
ーラム、1996年）。
※南伊勢系土師器＝伊藤裕偉「中世南伊勢系の土師器に関
する一試論」（『Mie history』vol.1、1990年）、同「伊
勢の中世煮沸用土器から東海を見る」（『鍋と甕　そのデ
ザイン』東海考古学フォーラム、1996年）。
※山茶椀＝藤澤良祐「山茶碗研究の現状と課題」（『研究紀
要』第３号、三重県埋蔵文化財センター、1994年）
※瀬戸美濃産陶器＝藤澤良祐「中世瀬戸窯の動態」（『（財）
瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要』第５輯、1997年）、

同「瀬戸美濃大窯製品の再検討」（『（財）瀬戸市埋蔵文
化財センター研究紀要』第10輯、2002年）
※尾張系内耳鍋＝鈴木正貴「東海地方の内耳鍋・羽付鍋・
釜」（『鍋と甕　そのデザイン』東海考古学フォーラム、
1996年）
※常滑産陶器＝赤羽一郎・中野晴久「生産地における編年
について」（永原慶二編『常滑焼と中世社会』小学館、
1995年）。
※貿易陶磁＝横田賢次郎・森田勉「太宰府出土の輸入陶磁
器について」（『九州歴史資料館研究論集』４、1978年）、
森田勉「14世紀から16世紀の白磁の分類と編年」（『貿
易陶磁研究』第２号、1982年）、小野正敏「15・16世紀
の染付椀・皿の分類とその時代」（『貿易陶磁研究』第２
号、1982年）、同「出土陶磁よりみた15・16世紀におけ
る画期の素描」『MUSEUM』No.416、1985年）。
なお、藤澤良祐氏・中野晴久氏・伊藤裕偉氏には遺物

を実見していただき、指導を受けた。
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①縄文時代の遺物（1369～1437）

1369は浮線網状文土器の浅鉢で、口縁部が内弯す

る。女鳥羽川式か離山式かにあたる。
①
1370は深鉢で、

口縁部に一条の突帯がつく。

1371はサヌカイト製の凹基無茎鏃である。1372

～1375はサヌカイト製の石錐で、断面三角形ないし

は菱形の細身棒状のものと、摘み状の頭部を持ち長

い錐部を持つものとがある。1376～1383は楔形石

器で、1376～1379・1382・1383の石材は下呂石、

1380・1381はサヌカイトである。1384～1414は

剥片である。1384～1387・1389・1391・1393～

1395・1398・1404・1407・1409～1412・1414

の石材はサヌカイト、1388・1390・1405・1406

はハイアロクラスタイト、1392・1396・1397・

1399～1402・1403・1408・1413は下呂石、

1403・1406はチャートである。1384はＲＦ、

1385～1388はＵＦである。1388・1390は石斧が

剥片化したものと考えられる。1389は両極打法によ

って敲打されているので楔形石器であろう。1391は

片面が原礫面である。

1415・1416は磨石で、1415の石材は凝灰質泥岩、

1416は安山岩である。1417・1418は凝灰質砂岩製

の敲石、1419は花崗岩製の磨石であろうか。1420

は砂岩製の礫器である。1421はハイアロクラスタイ

ト製の礫器で、両極から敲打があり楔形石器的に使

用されたと思われる。1422は泥質石灰岩製の槌石で

あろうか。中心部がちょうど掴みやすい。1423・

1424は槌石である。1423の石材は砂岩、1424は凝

灰質砂岩製である。小型のものと大型のものがある。

1425はホルンフェルス製の打製石斧で、分銅形の

ものである。1426～1429は磨製石斧。1426の石材

は蛇紋岩、1427は凝灰質砂岩、1428は砂岩、1429

は塩基製岩製である。1426は小型品で両刃、1427

は両刃で東海系に多い乳棒状である。1428は基部

２/３が残存し、磨り面があり、磨製石斧を破損後

敲石として転用した可能性がある。

1430～1433はハイアロクラスタイト製の石斧で

ある。1430は石材と形状から磨製石斧の未製品であ

ろうか。1431～1433は磨製石斧の未製品で、いず

れも調整剥離から敲打段階、1433は研磨段階までし

てある。

1434はホルンフェルス製の磨製石斧か石棒の破片

であろう。1435は緑色片岩製で、頭が屈曲し石棒の

破片であろう。1436は緑色岩製の岩板、1437はホ

ルンフェルス製の砥石であろうか、片面を使用して

いる。

②古代の遺物（1439～1479）

土師器 1439は高杯、1440は暗文土師器皿である。

1441～1446は甕で、1441は古代のものではないか

もしれない。1443・1446は外面口縁部を強く横ナ

デしている。1466・1468は椀であろうか。

須恵器 1447・1448は高杯である。1447は有蓋で

在地産の６世紀代、1448は７世紀のもの。1449～

1452は杯蓋である。1449は猿投産で８世紀後半、

1451の器形は美濃須衛産のものに似ているが、ぶ厚

く胎土が異なるため在地産であろう。1453・1454

は緑釉陶器皿、1455は緑釉陶器椀である。1456は

ロクロ土師器の椀であろうか。1457～1459は杯で、

８世紀後半のもの。1460～1462は盤である。1460

は７世紀頃であろうか、底部にヘラ記号がある。

1461・1462は猿投産の８世紀後半のものである。

1463～1465は杯で、いずれも器壁がぶ厚い。1463

は８世紀前半のものである。1467は在地産の杯、

1478は短頸壺であろうか。1479は円面硯で外面か

ら内面へ透かしが作られている。

灰釉陶器 1469～1471は皿で、1469・1470は

Ｏ－53型式、1471はＫ－14型式である。1472～

1476は椀である。1472・1473はＫ－14型式、

1474はＫ－90型式、1475・1476はＯ－53型式で

ある。1473は底部に墨書があり、花押であろうか。

1476も底部に墨書がある。1477はＫ－90型式の水

注である。

③中世の遺物（1480～1704）

土師器 皿（1481～1526）はほとんどが中世前期

のものである。中世後期のものは1482・1483・

1486・1501～1506あたりか。特に1505・1506は

京都系土師器の影響を受けたものと思われる。

1527・1528は小椀のようなものになるか。1528

5 包含層出土の遺物
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第129図　包含層出土遺物実測図(1369・1370＝1：4、1371～1406＝1：2)
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第130図　包含層出土遺物実測図(1407～1414＝1：2、1415～1424＝1：3)
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第131図　包含層出土遺物実測図(1：3)
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第132図　包含層出土遺物実測図(1：4)
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第133図　包含層出土遺物実測図(1：4)
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第134図　包含層出土遺物実測図(1：4)
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第135図　包含層出土遺物実測図(1：4)
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第136図　包含層出土遺物実測図(1656～1691・1694～1701・1703～1707＝1：4、1692・1693・1702＝1：2)
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は中世のものではないのかもしれない。1529～

1536はロクロ土師器。平底のもの（1529～1531、

1536）と柱状高台のもの（1532～1535）のものが

ある。

煮炊具には、尾張系の内耳鍋（1537・1538）、羽

釜は中北勢系のもの（1539～1543）である。1539

は、製作技法などに南伊勢系土師器の影響を強く受

けている。1545は清郷型の鍋。

瓦器・瓦質土器（1544） 1544は瓦器の椀。内面

には細かな、外面には粗いミガキがある。

土製品（1546～1563） 1546～1563は土錘。小型

で細身のものから中型のものまである。1563は薄く

伸ばした粘土板を巻き付けた状況がよくわかる。

その他（1438・1623） 1438は長石製の火打ち石

である。1623は土師質の玉。用途は不明である。

陶器（1564～1622、1628～1655） 1564～1596

は小椀・小皿。尾張型には第３型式（1564）、第４

型式（1566～1572）、第５型式（1574）、第６型式

（1575～1595）、第７型式（1596）、渥美型には第

４型式（1565）、第５型式（1573）のものがある。

1588の底部外面には墨痕があるが判読できない。

1597～1618は山茶椀。尾張型には第３型式

（1597）、第４型式（1598～1601）、第５型式

（1603・1604）、第６型式（1605～1615）、第７型

式（1616～1618）、第12型式（1620）、渥美型に

は第５型式（1602）のものがある。1612の底部外

面には不明瞭ながら「二」の墨書がある。1619は尾

張型第６型式の片口鉢。1622は陶丸。1621は渥美

産の広口瓶。

1480・1628～1648は瀬戸美濃製品。皿類

（1628～1630）のうち1628は大窯第２段階の鉄釉

稜皿、1629は大窯第３段階前半の鉄釉丸皿、1630

は古瀬戸後Ⅰ期の縁釉小皿。

天目茶椀（1631～1636）のうち、1631は古瀬戸

後Ⅳ期新段階、1632は大窯第１段階、1633～1636

は大窯第２段階のものである。

盤類（1637・1638）のうち、1637は古瀬戸後Ⅳ

期新段階の卸皿、1638は古瀬戸後Ⅱ期の折縁深皿で

ある。擂鉢（1639・1640）のうち、1639は大窯第３

段階か第４段階、1640は大窯第４段階のものである。

壺・瓶類（1480・1641・1643～1645）のうち、

1480は古瀬戸後Ⅳ期新段階の口広有耳壺、1641は

古瀬戸後Ⅱ期かⅢ期の尊式花瓶、1643は古瀬戸後Ⅳ

期の花瓶、1644は古瀬戸後Ⅲ期か第Ⅳ期古段階の四

耳壺である。1642は古瀬戸後Ⅳ期新段階の仏餉具、

1645は古瀬戸前Ⅱ期の四耳壺、1646は古瀬戸後Ⅳ

期古段階の天目茶椀を転用した円板である。近世の

ものとしては、登窯第１小期の志野織部徳利（1647）、

19世紀代の椀(1648)などがある。

1650～1655は常滑製品。1650は第11型式か12

型式の片口鉢、1651～1653は甕。1651は第６ａ型

式、1652は第11型式、1653は第12型式のものであ

る。1654・1655は壺。1654は第12型式、1655は

第11型式のものである。

この他、肥前陶器の皿（1649）がある。

磁器（1656～1685） 1656～1673は青磁。椀には、

外面に蓮弁文を施すもの（1656・1660～1668）、

内面に草花文を施すもの（1657・1658）、外面に文

様を施すもの（1659）がある。1669の内面底部に

は草花文が施されている。皿（1672・1673）はい

ずれも内面にヘラと櫛による文様を施し、底部外面

の釉をかき取っている。

1674～1683は白磁。椀（1674～1680）には口

縁端部が玉縁状になるものが多い。皿（1681～

1683）はいずれも端反皿である。

1684・1685は染付。1684は椀、1685は盤である。

土製品（1686～1689） 1686・1687は鞴の羽口。

1688・1689は平瓦。

石製品（1624～1627） 1624は滑石製の石鍋。

1625～1627は砥石である。1625は泥質凝灰岩、

1626・1627は凝灰岩である。

木製品（1690・1691） 1690は用途不明の薄板、

1691は桶の縦板と思われる。

金属製品（1692～1704） 1694～1699は小刀の一

部、1700は鉄鏃。1702は銅銭（銭文不明）。1703

は鎹か。1704はキセルか。 （酒井、竹田）

【註】
① 矢野健一氏に実見のうえ、ご教示頂いた。
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第２表　遺構一覧表①

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第３表　遺構一覧表②

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第４表　遺構一覧表③

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第５表　遺構一覧表④

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第６表　遺構一覧表⑤

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第７表　遺構一覧表⑥

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第８表　遺構一覧表⑦

〔時期区分〕縄文：縄文、古代：古代、中世Ⅰ：～山茶椀第7型式、中世Ⅱ：～山茶椀第8型式～9型式・古瀬戸中期、中世Ⅲ：古瀬戸後期～大窯第1段階、中世Ⅳ：大窯第2段階～登窯【色付は個別報告遺構】
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第９表　出土遺物観察表①
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第10表　出土遺物観察表②
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第11表　出土遺物観察表③
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第12表　出土遺物観察表④
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第13表　出土遺物観察表⑤



－ 190 －

第14表　出土遺物観察表⑥
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第15表　出土遺物観察表⑦

帯 
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第16表　出土遺物観察表⑧
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第17表　出土遺物観察表⑨
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第18表　出土遺物観察表⑩
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第19表　出土遺物観察表⑪
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第20表　出土遺物観察表⑫



－ 197 －

第21表　出土遺物観察表⑬
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第22表　出土遺物観察表⑭
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第23表　出土遺物観察表⑮

掘形 

掘形 

掘形 

掘形 

掘形 
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第24表　出土遺物観察表⑯
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第25表　出土遺物観察表⑰
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第26表　出土遺物観察表⑱



－ 203 －

第27表　出土遺物観察表⑲
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第28表　出土遺物観察表⑳
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第29表　出土遺物観察表@1



－ 206 －

第30表　出土遺物観察表@2
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第31表　出土遺物観察表@3
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第32表　出土遺物観察表@4
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第33表　出土遺物観察表@5
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第34表　出土遺物観察表@6
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第35表　出土遺物観察表@7
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第36表　出土遺物観察表@8
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第37表　出土遺物観察表@9
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第38表　出土遺物観察表#0
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第39表　出土遺物観察表#1
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第40表　出土遺物観察表#2
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第41表　出土遺物観察表#3
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第42表　出土遺物観察表#4
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第43表　出土遺物観察表#5
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第44表　出土遺物観察表#6
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第45表　出土遺物観察表#7
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第46表　出土遺物観察表#8
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第47表　出土遺物観察表#9
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第48表　出土遺物観察表$0
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第49表　出土遺物観察表$1
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第50表　出土遺物観察表$2
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第51表　出土遺物観察表$3
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第52表　出土遺物観察表$4
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Ⅳ　自然科学分析

丸山真史（京都大学大学院人間・環境学研究科）

松井章（奈良文化財研究所埋蔵文化財センター）

（１）概要

志知南浦遺跡は、伊勢湾に注ぎ込む員弁川の河口

を直線距離で約８㎞遡った南岸に位置する、縄文時

代から中世にかけての複合遺跡である。当遺跡は員

弁川が運ぶ土砂の堆積によって形成された沖積地に

立地しており、集落の敷地を区画する溝の埋土は湿

地環境にあり、動物遺存体が保存されたと考えられ

る。低湿地遺跡から出土する動物遺存体は、ビビア

ナイト（藍鉄鉱）が析出して骨の表面が粗れている

ことが多いが、本資料はビビアナイトの析出がほと

んど無く、保存状態に恵まれたため、解体や加工の

痕跡を観察することが可能である。完形品あるいは

骨端部が良好に保存されている個体は、最大長、骨

端部最大幅などの計測を行い、本文中に記載する

（註）。

動物遺存体が出土した溝の年代は、出土する土師

器や山茶椀などから推定でき、それぞれ遺構の時期

はＳＥ202、ＳＥ269、ＳＥ280が中世Ⅰ期、ＳＤ

35、ＳＤ62、ＳＥ78、ＳＤ312が中世Ⅲ期、ＳＤ

22、ＳＤ31、ＳＤ36、ＳＥ38、ＳＤ40、ＳＤ63が

中世Ⅳ期とされる（第53表）。出土した動物遺存体

は、破片点数にして184点以上を数え、そのうち

182点の種類や部位が同定できた。その内訳は、貝

類が142点で全体の約８割弱を占め、ついで哺乳類

30点、爬虫類９点、鳥類１点と続く。今回、同定に

あたった貝類と爬虫類は出土した資料の一部である

ため、数量的な比較はできないが、同定できた資料

のみ数量を記載し、それ以外は種類と出土した遺構

について記載する。哺乳類は、家畜のウシとウマが

約８割を占め、ニホンジカ、イヌ、イタチ、ネズミ

科などが少量ずつ出土する（第137図）。

手元に搬入された動物遺存体のうち、アカニシ８

点、ニホンジカの枝角１点、ウシの四肢骨３点に解

体あるいは加工の痕跡が見られる。また、ハマグリ

９点とアカニシ３点の殻の内面には黒色の炭化物が

付着している。

１　志知南浦遺跡から出土した動物遺存体

時期区分 年　代 遺　　構

中世Ⅰ期
12世紀前半

SE202・SE269・SE280
－13世紀中葉

中世Ⅱ期
13世紀中葉

－
－14世紀第3四半期

中世Ⅲ期
14世紀第4四半期 SD35・SD62・SE78・

－15世紀第3四半期 SD312

中世Ⅳ期
15世紀第4四半期 SD22・SD31・SD36・

－17世紀第3四半期 SE38・SD40・SD63

第53表　遺構の年代 第137図　哺乳類の種類別比率

ウシ 
62％ 

その他 
13％ 

ウシ／ウマ 
6％ 

ウマ 
13％ 

ニホンジカ 
6％ 

（２）種類別の特徴

Ａ　貝類

タニシ科

ＳＤ63から２点が出土している。本科にはナガタ

ニシ、オオタニシ、マルタニシが含まれるが、オオ
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タニシまたはマルタニシに近似する。オオタニシ、

マルタニシは、いずれも淡水域に生息する。

カワニナ科

ＳＤ63から１点のみ出土している。本科には、カ

ワニナやチリメンカワニナなどが含まれ、主として

流れのある淡水域に生息する。

アカニシ

ＳＤ62から11点（866・867）が出土しており、

そのうち８点はほぼ完存し、小さくても殻高85.0㎜

以上の個体ばかりである。この８点は殻口の上方左

側に穴が穿たれ（本章第３項参照）、そのうち３点

は殻口内面に黒色の炭化物が付着している。これら

のほかＳＤ31、ＳＤ36、ＳＤ40、ＳＥ38、ＳＥ

202からも出土している。本種は、水深30ｍより浅

い砂泥底に生息する。三重県内では赤堀城でも出土

している（本田1986）。

イシガイ科

ＳＤ263から１点が出土している。主として、淡

水域の砂礫底や小砂礫底に生息する。

ハマグリ

ＳＤ63から左殻74点、右殻56点、計130点

（1113）が出土している。これらのうち９点は、殻

の内面に炭化した黒色物が付着している。計測でき

た58点の殻高は、最小で34.2㎜、最大で65.7㎜を測

り、平均が50.7㎜となり50.0㎜から55.0㎜に集中す

る（第138図）。これらの他にＳＤ22、ＳＤ31、Ｓ

Ｄ36、ＳＥ280からも出土している。本種は潮間帯

下部から水深20ｍの内湾の砂泥底に生息する。

Ｂ　爬虫類

スッポン

ＳＤ62から、背甲の肋骨板１点（右１）が出土し

ている。ＳＤ63から、背甲の肋骨板９点（左１右８）

（1105・1106・1107・1108・1109）と椎骨板３

点、腹甲板３点が出土している。肋骨板のうち３点

は同一個体であり、第６から第８肋骨板が結合して

いる。このほかに肋骨板３点と椎骨板３点が同一個

体で、第１から第３肋骨板と椎骨板が結合している。

これらの大きさは、背甲板最大長が約20㎝の個体と

比較して、やや大きな個体から一回り大きな個体で

ある。ＳＤ62から、細片を含む腹甲板あるいは背甲

板も出土している。

ヌマガメ科

日本に在来する淡水産の種類であるイシガメもし

くはクサガメである。ＳＤ63から、腹甲板が11点

（1110・1111・1112）出土している。これらは同

一個体で、喉甲板と上腹骨板と内腹骨板とが結合し

ている。このほかの２点（左１右１）は下腹骨板で

ある。ＳＤ31、ＳＤ40、ＳＤ62、Ｎ15Pit３（柱痕）

からも細片を含む腹甲板あるいは背甲板が出土して

いる。

Ｃ　鳥類

サギ科

ＳＤ62から、橈骨が１点（左）（865）出土して

いる。本科には、シラサギ、ゴイサギ、アオサギ、

ダイサギなどが含まれるが、大きさからアオサギも

しくはダイサギと考えられる。遠位端最大幅（Ｂｄ）

は12.3㎜を測る。

Ｄ　哺乳類

イヌ

ＳＤ36から、上腕骨が１点（左）（1043）出土し

ている。遠位端最大幅（Ｂｄ）は28.2㎜を測り、長

谷部言人（1952）の分類では中小級に相当し、中近

世の遺跡から一般的に出土する大きさである。

イタチ

ＳＥ78から、大腿骨１点（左）（1305）が出土し

ている。最大長（ＧＬ）が50.8㎜、近位端最大幅

（Ｂｐ）が11.1㎜、遠位端最大幅（Ｂｄ）が9.5㎜を

測る。

第138図　ハマグリ殻高分布
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ウマ

ＳＤ36から肩甲骨１点（右）（1042）、上顎臼歯

が顎骨から遊離した状態で３点（左２右１）

（1040・1041）、計４点が出土している。肩甲骨の

最大関節突起幅（ＧＬＰ）は80.5㎜を測る。臼歯の

左１点と右１点（1040）は咬耗が開始する前の若い

個体である。

ウシ

本種は、哺乳類の中で最も多く出土した種類であ

る。ＳＤ22から橈骨と尺骨が癒合した状態で１点

（右）（969）出土している。橈骨の内側は鋸によっ

て切り込みが入れられ、その後に部材が割り取られ

ている（第３項参照）。ＳＤ35から角芯１点（左）

（796）が出土している。前頭骨の角突起の基部付近

で頭蓋骨から切り離され、角芯の中央部には切れ込

みが入れられている（第３項参照）。ＳＤ36から、

指骨４点（基節骨１、中節骨２、末節骨１）（1039）、

手根骨２点（左右不明）（1038）、下顎臼歯が顎骨か

ら遊離した状態で１点（左右不明）（1036）、上腕骨

１点（右）（1037）、中手骨１点（右）、計９点が出

土している。これらのうち、中手骨、基節骨、中節

骨１点、末節骨は同一個体である（第55表）。手根

骨２点も同一個体の可能性がある。上腕骨の遠位端

前位部には、切傷が見られる（第３項参照）。ＳＤ

62から指骨３点（基節骨２、中節骨１）（861）、上

腕骨１点（左）（862）、橈骨と尺骨が癒合した状態

で１点（左）（859）、中手骨１点（左）（863）、脛

骨１点（左）（860）、足根骨１点（左）、計８点が出

土している。基節骨１点と中節骨は同一個体である。

橈骨はＳＤ22出土の橈骨と同様の加工痕が見られ、

脛骨にも鋸による切り込みが見られる（第３項参照）。

ＳＤ22出土の橈骨は最大長（ＧＬ）279.6㎜を測

り、体高120cmから125㎝と推定される。ＳＤ62出

土の橈骨は最大長（ＧＬ）276.9㎜、上腕骨は遠位

端最大幅（Ｂｄ）84.8㎜を測り、それぞれ体高115

㎝から120㎝、120㎝から125㎝と推定される。

ウシ/ウマ

ＳＤ35から下顎骨と思われる破片１点（左右不明）

（797）が出土している。ＳＤ36から部位不明の破

片が１点出土しており、大きさからウシあるいはウ

マと考えられる。

イノシシ/ブタ？

上腕骨が１点（左）（798）出土している。イノシ

シ（ブタ）に近似するが、骨幹部のみが出土してい

ることから、ニホンジカとの区別も困難である。

『古事記』や『日本書紀』には「猪甘津」、「猪飼野」

といった猪の飼育を表す記載がある。『続日本紀』

に聖武天皇の天平４年７月「丁未詔 和買畿内百姓

私畜猪四十頭 放於山野 令遂性命」とあり、ブタを

飼っていた可能性の指摘がある（加茂1976、鋳方

1982）。中世にもブタが存在した可能性が考えられ

るが、本資料でイノシシとブタを区別することは困

難である。

ニホンジカ

ＳＤ62から大腿骨１点（右）（864）が出土して

いる。ＳＥ269から枝角１点（左）（636）が出土し

ている。枝角は、第２分枝部が切断され、角幹には

加工痕が見られる（第３項参照）。本資料は、頭蓋

骨から自然に脱落した落角である。

ネズミ科

ＳＥ78から大腿骨１点（右）（1306）が出土して

いる。最大長が38.2㎜、最大近位端幅が8.4㎜、最大

遠位端幅7.4㎜を測り、大型のクマネズミ属の可能性

がある。

（３）加工痕および解体痕

ＳＤ62から出土したアカニシ８点（866・867）

は、殻口の上部左側に穴が穿たれており、殻口外唇

部も破損している（写真６～８）。殻口外唇部には、

発掘後の破損である可能性があるものも含まれる

が、破損の状況が類似している。中近世遺跡から出

土する穴を穿たれたアカニシについて、穴に綱を通

してタコ壺として利用すること、パープル腺を原料

とする染料（貝紫）に利用すること、棒をさして器と

して利用すること、身を取り出すための穴などの報

告がある。池田研は、大坂城跡から出土したアカニ

シの破損状態を分類し、文献史料に記される料理法

と考えあわせて、殻口外唇部の破損は蓋を取るため

に、穿孔は身を取り出すために貝柱を切断する時に

生じた痕跡であることを指摘している（池田2006）。
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同様の穿孔は、鎌倉時代の長谷小路周辺遺跡（宗

臺・宗臺編1994）、室町時代後期（戦国期）の河股

城跡（山崎2002）から出土したアカニシにも見られ

る。

ＳＤ36から出土したウシの上腕骨（1037）の遠

位端内側に、少なくとも23箇所の切傷が見られる

（写真５左下）。この付近は上腕骨と橈・尺骨とを結

ぶ靱帯が付着する部分である。靱帯を断ち切ること

で効率的に上腕骨と橈・尺骨を切り離した解体痕と

考えられる。あるいは筋肉と骨を結ぶ腱が切断され

たのかもしれない。靱帯や腱の切断は、動物解体の

経験に基づく解剖学的知識を有する人々によって解

体されたことを示唆する。この上腕骨は骨幹部が螺

旋状に破損しており、解体して筋肉を取り外してか

ら間もない生骨の状態で打割られたと考えられる。

当地あるいは周辺において解体作業が行われたので

あろう。神奈川県鎌倉市の蔵屋敷遺跡では、鎌倉時

代のニホンジカの上腕骨や大腿骨が骨端部直下ある

いは骨幹部中央で打割られており、骨髄の利用が指

摘されている（金子1984）。兵庫県尼崎市の大物遺

跡では、鎌倉時代、室町時代のニホンジカの脛骨が

近位端から骨幹部に向かって内部の海綿質を抉った

痕跡があり、これも骨髄の利用を示す（丸山・藤

澤・松井2005）。中世の骨髄利用に関する知見は少

ないが、本資料も骨髄を摘出するために打割ったと

考えて良いだろう。

ＳＥ269から出土したニホンジカの枝角（636）

は落角であり、第二分枝が鋸によって切断されてい

る。ほかに研磨されたと思われる痕跡が、角座上部

から角幹の先端部付近までの角幹前面、角幹後面、

第一分枝部の３箇所に見られる。研磨の様態を知る

ため顕微鏡で観察したところ、①角の長軸方向と垂

直に、間隔が粗く深い溝、②同じく角の長軸方向と

垂直に、間隔が密で浅い無数の溝が見られる。角幹

後位面には①、②のほか、③長軸方向に、間隔が密

で、直線的な浅い溝が無数に見られる。それぞれの

切り合い関係から①、②、③の順番で作業が行われ

ており、②と③は同じ器種の工具が使用されたと推

測される。①については、部分的には鑿のような工

具を用いた粗削りの痕跡という可能性もある。中世

遺跡から出土するニホンジカの枝角は、分枝部や角

幹を目的に応じた大きさに鋸で切断してから、製品

に加工するのが一般的である。このような加工品は

他に類例を見ず機能や用途は分からない。また、上

述の①、②、③に見る痕跡が、加工によるのか使用

による結果なのかは明らかではない。

ＳＤ35から出土したウシの角芯（796）は、中央

部外側に長軸と垂直方向に刃物による切り込みが見

られる。切り込まれた切断面は、破損や摩滅してお

り整っておらず、鋸による切り込みか、鉈や斧様の

道具による切り込みか、明らかでない。

ＳＤ22とＳＤ62から出土したウシの橈骨（969・

859）は、骨幹中央から近位の内側が、正中方向と

は垂直に鋸によって切り込みが連続的に入れられ、

その後に素材を割り取っている（写真５上２点）。

ＳＤ62出土の橈骨から挽割られた部材は４個で、Ｕ

字形の断面を呈するが、部材自体は出土していない。

ＳＤ22出土の橈骨から挽き割られた部材は６個で、

切り込みが浅くＵ字形を呈さず、半円形の断面を呈

する。やはりこの部材も出土していないが、挽割っ

た部材の内面を刳り抜いて、Ｕ字形に成形されたと

推測される。これらの橈骨は骨角器を製作するため

に、必要な部分だけ切り出した後、不要となった廃

材である。挽割られた破損面の観察によって、Ｕ字

形素材の挽割り工程の復元を試みたが、現段階では

明確な手順を示すには至らない。同様の素材の挽割

りは、宮城県仙台市の今泉城跡（高橋1983）、東京

都葛飾区の葛西城址（金子1975）、神奈川県鎌倉市

の長谷小路周辺遺跡（宗臺・宗臺編1994）や由比ヶ

浜４-６-９地点（斎木編1994）などから出土したウ

シ、ウマの橈骨、脛骨、中手骨、中足骨などに見ら

れる。おそらく、同様の技法によってＵ字形素材が

連続して挽割られたと考えられる。

ＳＤ62から出土したウシの脛骨（860）遠位部に

も、鋸による切り込みが見られる（写真５右）。長

谷小路周辺遺跡では、ウシの脛骨からもＵ字形の部

材が挽割られている（宗臺・宗臺編1994）。大阪市

住友銅吹所跡では、近世のウシ、ウマの脛骨の近位

端と遠位端が鋸で切断され、骨幹部だけを分割して

竿秤の棹、櫛払い、簪を製作している（久保1998）。

本資料では、切り込みが１箇所だけで上記のどちら

とも区別することができない。
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（４）時期による変遷

中世Ⅰ期とⅡ期の遺構は少なく、動物遺存体の出

土も低調である。中世Ⅰ期ではＳＥ269から加工痕

の見られる鹿角、ＳＥ202からアカニシ、ＳＥ280

からハマグリが出土しているのみである（第140図）。

ＳＥ269のすぐ南側に複数棟の建物跡が検出されて

おり、鹿角の加工と関連する建物と推測される。中

世Ⅱ期は動物遺存体の出土がない。

中世Ⅲ期、Ⅳ期になると、溝や建物、井戸などの

遺構が増加し、動物遺存体も種類、量ともに増加す

る。中世Ⅲ期は、動物遺存体の出土する遺構が調査

区の中央西寄りに集中する（第141図）。ＳＤ35、

ＳＤ62、ＳＥ78から廃材を含む動物骨が出土してい

る。ほかに殻が穿孔されたアカニシも出土している。

ＳＤ35とＳＤ62で区画される敷地に建物跡が検出さ

れており、骨角器製作と関連する建物と推測される。

中世Ⅳ期は、Ⅲ期から継続するように、ほぼ同じ

位置に動物遺存体が出土した遺構が集中する。ＳＤ

22、ＳＤ31、ＳＤ36、ＳＤ63、ＳＤ263、ＳＥ38

から解体痕や廃材を含む動物骨が出土している（第

142図）。ＳＤ63からは、哺乳類の出土がなく、ハ

マグリ、タニシ科、カワニナ科、イシガイ科といっ

た貝類とスッポン、カメ類といった爬虫類に限定さ

れる。ＳＤ36、ＳＤ40、ＳＤ63などで区画される

敷地と、ＳＤ22、ＳＤ31などで区画される敷地には、

建物跡が検出されており、これらの建物も骨角器製

作との関連が想定される。

中世Ⅰ、Ⅱ期からⅢ、Ⅳ期にかけて、遺構の増加

にともなって動物遺存体も増している。Ⅰ期の鹿角

が加工された骨角器なのか、使用された痕跡である

のかも判断できないため、当該期の骨角器の製作に

ついては保留としたい。しかし、Ⅲ期からⅣ期には、

骨角器の製作に携わる職能民が当地に定住していた

と考えられる。

（５）志知南浦遺跡における中世の動物利用

鎌倉時代（中世Ⅰ期・Ⅱ期）には、動物遺存体の

出土は少なく、井戸から鹿角とハマグリが出土して

いるだけである。鹿角は加工痕あるいは使用痕が見

られるが、機能や用途は明らかでない。室町時代

第139図　動物遺存体実測図(1：6)
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（中世Ⅲ期・Ⅳ期）になると、調査区北西部に溝で区

画される屋敷地内に建物が築かれ、井戸が掘られる。

区画溝からタニシ科、カワニナ科、イシガイ科と

いった淡水産の貝類が出土しており、員弁川、ある

いはこの溝に生息していたと考えられる。溝に生息

していたのであれば、溝には一定の水流があったと

推測される。これら淡水産貝類が食料となっていた

かは、出土量が少なく分からない。ほぼ完存してい

るアカニシは、殻口左上部や殻口外唇部が打割られ

ており、この破損にはいくつかの要因が考えられる

が、ともかく身は食用となったであろう。ハマグリ

も江戸時代の『東海道中膝栗毛』の桑名の焼きハマ

グリのように、この地方で著名である。スッポンや

カメもまた員弁川や溝、付近の沼沢地などに生息し

ていたのであろう。これらに解体や受熱の痕跡は見

られないが、食用となった可能性が高い。イタチや

ネズミは建物に住みつき、人間によって駆除され、

廃絶した井戸に投棄されたのだろう。サギ、イノシ

シ（ブタ）、ニホンジカが食料になったと考えられ

るほか、イヌも狩猟犬や番犬としてだけでなく、食

料にもなっていた可能性がある。中近世の社会に肉

食が深く根を下ろしていたことは、近年の文献史学

でも積極的に論じられ（塚本1983、原田1994）、次

いで筆者らが発掘資料をもとに実証をしてきた（松

井1994、丸山・藤澤・松井2005）。

ウシの上腕骨に見られる解体痕は、肉をとるため、

骨に筋肉が付着する靱帯もしくは腱を切断し、経験

上の解剖学的知識を有する者が解体に従事したと考

えられる。また、骨幹部が螺旋状に破損しているこ

とから、解体の際か、間もなく打割ったと考えられ、

当地あるいは周辺で解体作業が行われたのであろ

う。また、ウマの臼歯や肩甲骨といった骨角器の素

材にならない部位や、同一個体のウシの中手骨と指

骨が出土していることは、付近で牛馬の解体が行わ

れた可能性を高める。挽割られたウシの橈骨は、骨

角器の製作にともなって生じる廃材であり、溝や井

戸に廃棄されていることから、骨角器の部材の挽割

りは当地で行われたと考えて良いだろう。また、切

り込みのあるウシの角芯が出土しており、これも骨

角器の素材と考えられる。福島県川俣町の河股城跡

（高橋2002）、大阪府堺市の堺環濠都市遺跡（松井

1997）、広島県尾道市の尾道遺跡（尾道市教育委員

会1978）などの遺跡から、浅い切り込みのある角芯

が出土している。これらは角芯を切り開いて角鞘を

抜き出した痕跡であり、角鞘は熱を加えながら削っ

て平らにすると、鼈甲に似た素材を得ることができ、

『和漢三才図絵』には「偽鼈甲」と記されている

（松井1997）。住友銅吹所跡から出土した中世末から

近世初期の牛馬骨の報告で久保（1998）が指摘した

ように、牛馬の解体作業と骨角器の素材の抜き出し、

素材から完成品の製作までが当該地で行われたの

か、それとも骨角器の素材となる部分だけを搬入し

たのか、骨角器製作の中間作業だけを行っていたの

かは、骨角器製作の分業化の歴史を知る上で重要で

ある。当遺跡では、製品そのものや未製品が出土し

ていないため、素材の切り出しと製品加工が分業化

していた可能性がある。しかしながら、ここでは資

料数が少ないことから、その可能性を指摘するにと

どまる。

中世Ⅲ期からⅣ期に継続して、建物を取り囲む溝

と敷地内の井戸に加工された動物骨の出土が集中す

ることは、骨角器製作に携わる職能民が世代を重ね

て、特定の場所を工房として利用していたと考えら

れる。当地には、骨角器の製作に携わる職能民が、

室町時代には定住していたと言える。鎌倉の中世遺

跡などと同様に、牛馬骨からＵ字形の素材を挽割る

手法が見られ、室町時代には東日本で牛馬骨を利用

した骨角器製作が普及していたのだろう。Ｕ字形の

素材の用途は、未だ詳らかではないが、甲府の伝統

工芸である印伝革の伝世品として展示されている袋

物の締具に、Ｕ字型の部品が使われている。このこ

とから、中近世に盛んに用いられた袋物の口を締め

る部品に加工された可能性を指摘したい。もちろん、

この部材の用途を袋物の締め具だけに限定する必要

はなく、武具や日用品のさまざまな部品として使わ

れた可能性もある。中世の骨角器は鹿の枝角や中手

骨、中足骨を素材とするのが一般的であり（丸山・

松井2006）、特に、近畿地方では牛馬骨を多用した

骨角器製作は近世初期まで見られない（久保1998）。

近畿地方の中世遺跡では、牛馬骨が溝や土坑にまと

めて投棄されている例が珍しくなく、近世になると

身分制強化の一環として斃牛馬処理集団の集約化が
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図られ、従来、商品価値がなかった骨などの資源が

斃牛馬処理の活発化により、まとめて投棄すること

が少なくなると考えられている（松井2004）。中世

における牛馬骨の利用は、関東地方から東海地方ま

での東日本の特徴であることが指摘できる。

中世には、武具や馬具に牛、馬、鹿の皮革や骨角

が利用され、特に戦乱の時代となった室町時代後半

には皮革、骨角器の生産が盛んになっていたと推測

される。当遺跡一帯には志知城や島田城などの山城

が築かれており、武具や馬具の生産が推し進められ

ていたかもしれない。皮革は原皮を鞣してはじめて

製品となり、鞣しには大量の水を使用する。当地は

員弁川河畔に位置し、水を十分に利用できる環境に

ある。解体痕が見られる資料をはじめ動物骨全体の

出土量が少ないが、武具や馬具の素材となる皮革製

作が行われていた可能性がある。大阪府貝塚市の東

遺跡や兵庫県芦屋市の若宮遺跡など河川の後背湿地

に位置する中世遺跡でも、土坑や溝から牛馬骨が出

土し、斃牛馬処理や皮革製作が行われた遺跡と考え

られている（松井2004）。鎌倉では長谷小路周辺遺

跡や由比ヶ浜南遺跡といった浜地において、皮革生

産の可能性が指摘されている（宗臺・宗臺1994、西

本・鵜澤ほか2001）。

ここで注目されるのは、鎌倉の長谷小路周辺遺跡

の動物利用、特に加工痕のある動物遺存体の様相が

類似していることである。長谷小路周辺遺跡では、

動物の解体や骨角器素材の切り出しと、骨角器の製

作とが分業化していたこと、皮革を製作していた可

能性が指摘されている（宗臺・宗臺1994）。当遺跡

における動物遺存体の出土量は乏しいが、骨角器製

作の分業化や皮革製作の可能性を指摘しておく。も

う一点注目されるのは、当遺跡が員弁川と遺跡南方

の丘陵北側に推定される、八風街道という河川を利

用する海路と陸路の交差地点に所在し、他所から運

ばれ解体された骨を１次加工する職能民が居住し、

尾張などの消費地へ舟で運搬するような性格を有す

る可能性が指摘されていることである（服部2005）。

前述のように、解体は骨角器の素材として使用しな

い部位などが含まれることから、遺跡近辺で行われ

たと考えられる。しかし、交通の要所であることは、

骨角器の生産をめぐり当遺跡の果たした役割を考え

る上で重要であろう。

骨角器の製作は行わないが、斃牛馬処理、骨角器

素材の切り出し、皮革製作を担うという、東日本の

牛馬資源を利用する集団形態の一つとして位置づけ

られるのではないだろうか。但し、鎌倉の中世遺跡

とは異なり集団の規模は小さかったと考えられる。

当地では、牛馬骨の出土量が少ないことや、一定の

建物の周囲を巡る区画溝から出土していることか

ら、集落単位で操業していたとは考えられない。建

物１棟で操業されるだけの規模で、骨の加工に従事

した職能民もそれほど多くなかったであろう。

（６）まとめ

動物遺存体の出土は中世Ⅰ期、Ⅱ期には低調であ

るが、Ⅲ期、Ⅳ期になると増加する。Ⅰ期には骨角

器製作が行われていたかどうか分からないが、Ⅲ期

からⅣ期には斃牛馬処理と骨角器素材の挽割りが行

われている。中世における牛馬骨の利用は東日本の

特徴であると同時に、Ｕ字形部材の挽割り技法は東

日本で普及していたと考えられ、当遺跡に居住する

人々は、皮革の製作も行っていた可能性が指摘でき

る。このような生産活動は、溝で区画された敷地で

工房が操業されており、調査区内でも中央西寄りに

位置する建物に限定されるだろう。当遺跡では、斃

牛馬処理、つまり、動物の解体、骨角器素材の切り

出し、皮革の製作を担った人々は一定の場所で世代

を重ね、工房を操業したと考えられる。

淡水産貝類は食用となったものかは分からない

が、ハマグリやアカニシ、カメ、スッポンなど爬虫

類は食料となったのであろう。しかし、海産貝類は

この２種類に限られており、中近世遺跡からしばし

ば出土するバイ、サザエ、アワビなどは出土してい

ない。出土量は少ないが、サギ類、イノシシ（ブタ）、

ニホンジカ、イヌも食用となった可能性があり、中

世社会における肉食について時期や地域性について

も検討していく必要があるだろう。

中世の動物利用における研究は、鎌倉の各遺跡や

草戸千軒町遺跡など、資料の充実した遺跡を中心に

論じられてきた。当遺跡における動物遺存体の出土
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は、どのような動物を利用したのか明らかにするだ

けでなく、牛馬素材の利用に見られる地域性や骨角

器の製作過程、肉食など、中世における動物資源の

利用について知見が得られる。今後、地域的にこう

いった動物資源の利用を解明していけば、日本列島

における中世の動物利用をさらに詳しく明らかにす

ることができるだろう。

【註】
鳥類と哺乳類の計測はDriesch（1976）に、ウシとウマ

の推定体高は西中川（1991）による。
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軟体動物門　Mollusca

腹足綱　Gastropoda

中腹足目　Mesogastropoda

タニシ科　Viviparidae

タニシ科の一種　Viviparidae gen. et sp. indet.

カワニナ科　Pleuroceridae

カワニナ科の一種　Pleuroceridae gen. et sp. indet.

新腹足目　Neogastropoda

アッキガイ科　Muricidae

アカニシ　Rapana venosa

斧足綱　Bivalvia

古異歯目　Palaeoheterodonta

イシガイ科　Unionidae

イシガイ科の一種　unionidae gen. et sp. indet.

マルスダレガイ目　Veneroida

マルスダレガイ科　Veneridae

ハマグリ　Meretrix lusoria

脊椎動物門　Vertebrata

爬虫綱　Reptilia

カメ目　Chlonia

スッポン科　Tnonychidae

スッポン　Trionyx sinensis

ヌマガメ科　Bataguridae

ヌマガメ科の一種　Bataguridae gen. et sp. indet.

鳥綱　Aves

コウノトリ目　Ciconiformes

サギ科　Ardidae

サギ科の一種　Ardidae gen. et sp. indet.

哺乳綱　Mammalia

食肉目　Carnivora

イヌ科　Canidae

イヌ　Canis familiaris

イタチ科　Mustelidae

イタチ　Mustela itatsi

奇蹄目　Perissodactyla

ウマ科　Equidae

ウマ　Equus caballus

偶蹄目　Artiodactyla

ウシ科　Bovidae

ウシ　Bos Taurus

イノシシ科　Suidae

イノシシ　Sus scrofa

シカ科　Cervidae

ニホンジカ　Cervus nippon

齧歯目　Rodentia

ネズミ科　Muridae

ネズミ科の一種　Muridae gen. et sp. indet.

第54表　種名表

遺構 小分類
下顎骨 肩甲骨 上腕骨 橈骨・尺骨 中手骨 手根骨 大腿骨 脛骨 足根骨 指骨 遊離歯 角 不明 計

- 右 左 右 左 右 左 右 不明 左 右 左 左 - - - -

SD22 ウシ 1 1

イノシシ/ブタ？ 1 1

SD35 ウシ 1 1

ウシ/ウマ 1 1

イヌ 1 1

SD36
ウシ 1 1 2 4 1 9

ウシ/ウマ 1 1

ウマ 1 3 4

SD62
ウシ 1 1 1 1 1 3 8

ニホンジカ 1 1

SE269 ニホンジカ 1 1

SE78
イタチ 1 1

ネズミ科 1 1

第55表　哺乳類の部位別集計表
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写真５　ウシ
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写真６　アカニシ①
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写真７　アカニシ②
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写真８　アカニシ③
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高妻洋成（奈良文化財研究所埋蔵文化財センター）

（１）はじめに

志知南浦遺跡から出土した炭化布片（881）に対

して、肉眼観察、実体顕微鏡観察ならびにフーリエ

変換赤外分光分析による調査をおこなった。また、

炭化により脆弱化した布片の強化処置をおこなっ

た。以下にその結果について報告する。

（２）調査項目

①肉眼観察ならびに実体顕微鏡観察

炭化布片の表裏両面に対して肉眼観察ならびに実

体顕微鏡観察をおこない、その形態的な特徴（織密

度、撚糸方向）を調査した。実体顕微鏡観察は、ラ

イカ製実体顕微鏡MZ APOを用い、観察倍率8倍か

ら80倍の範囲でおこなった。必要に応じて実体顕微

鏡に附属するCCDカメラを用いてデジタル画像を取

得した。

②フーリエ変換赤外分光分析

布片はかなり脆弱化しており、かなりの炭化を生

じているものと思われる。しかしながら、現状で残

存している部分について赤外分光分析をおこなうこ

とで、絹、獣毛などの動物起源の繊維であるか、あ

るいは麻などの植物起源の繊維であるかを判定でき

る可能性もある。炭化布片から脱落している破片を

フーリエ変換赤外分光分析に供した。分析は顕微測

光法にておこなった。すなわち、供試片を鏡面上で

プレスして薄膜とし、顕微鏡下で分析領域を定めて

分析をおこなった。分析には島津製作所製赤外顕微

鏡ユニット付フーリエ変換赤外分光光度計

SHIMADZU IRPrestige-21/AIM-8800を用いた。

（３）調査結果

①観察結果

炭化布片は織り構造を残しているものの、かなり

脆くなっていた。片面には、木炭と思われる破片お

よび鉄さびが付着している（写真９a）。付着してい

る木炭の破片はきわめて小さいこと、また一部のサ

ンプリングをした場合、炭化布片そのものを破壊し

てしまう恐れがあることから、樹種を特定すること

は不可能であった。

織物組織は、一般に平織、綾織および繻子織の三

原組織に大まかに分類することができる。このうち、

平織は経糸と緯糸が交互に1本ずつ交錯するように

（２を単位として）織られたものである。これに対

し、綾織は３を単位として織られたものであり、繻

子織は5ないし７を単位とする。実体顕微鏡による

観察から、この布片は平織の構造を有していること

が明らかとなったが、経糸、緯糸の区別は困難であ

った。織物組織が認められる部分について、織密度

を測定したところ、写真９の横方向で約17本/cm、

縦方向で約20本/cmを計測した。

繊維を束ねて糸とする際に、撚りをかけることが

多いが、この撚りのかけ方には大別して片撚りと諸

撚りの２つがある。片撚りは1束の繊維を撚っただ

けのもので、諸撚りは片撚りの糸を2ないし3本束ね、

片撚りとは逆の撚りをかけて1本の糸を作るもので

ある。

実体顕微鏡による観察から、炭化布の糸はS螺旋

の撚りがかけられていることがわかるが、片撚りで

あるか諸撚りであるかは判然とはしなかった。なお、

糸の太さは約0.3から0.4 mmである。

②フーリエ変換赤外分光分析による繊維種

の推定

フーリエ変換赤外分光分析により得られた炭化布

の吸収スペクトルを第143図に示す。特徴的な吸収

としては、756、800、920、1016、1116、1437、

1635、3628 cm-1の明瞭な鋭い吸収、3400 cm-1の

ブロードな吸収、および893、1380、2945、3530、

2 炭化布片の調査と強化処置
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写真９　志知南浦遺跡出土炭化布片

写真10 炭化布片の実体顕微鏡写真
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3700 cm-1の弱いショルダー状の吸収が認められる。

この吸収スペクトルからは炭化布の繊維の種類を同

定することは困難である。

佐藤は出土絹繊維の赤外スペクトルについて、劣

化分解の度合いが進行するにしたがってアミドⅠと

アミドⅡの吸収帯強度がそれぞれ次第に弱くなるこ

と、1000 cm-1付近の幅広い吸収帯の強度が増大し

ていくことを報告している註）。今回得られたスペク

トルは佐藤が報告している藤ノ木古墳出土絹繊維の

うち、石棺内において棺底部にあった太刀に付着し

ていた絹繊維のスペクトルと類似したプロフィール

を示している。すなわち、1635 cm-1の吸収がアミ

ドⅠとアミドⅡが弱くなったものであり、1016およ

び1116 cm-1の吸収が1000 cm-1付近において分子量

の小さい分解生成物により増大したものとみること

ができる。この類似性に着目するならば、炭化布の

繊維の種類が絹である可能性を指摘することができ

よう。しかしながら、この結果をもって絹であると

いうことを即断することは不可能であり、今後、さ

らに詳細な分析調査をおこなう必要がある。

（４）強化処置

炭化布はきわめて脆弱化しており、移動、調査・

研究、および展示などにおいて崩壊が進行する恐れ

があったため、強化処置を実施することにした。強

化処置には、アセトンにアクリル樹脂（商品名：パ

ラロイドB-72）を溶かして調製した3％w/v濃度溶

液を用いた。

炭化布をナイロンシート上に静置し、実体顕微鏡

下で面相筆を用いて静かにアクリル樹脂溶液を浸透

させた後、乾燥をおこなった。この処置を5回繰り

返した。

この強化処置により、移動の度に生じていた損

壊･細片化を防止できる程度に強度を付与すること

ができたが、取り扱いには依然として注意が必要で

ある。

第143図　炭化布の赤外線吸収スペクトル

分析は奈良文化財研究所客員研究員・佐藤昌憲による
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（５）まとめ

出土した炭化布の調査から、この布が平織の織物

組織を有することが明らかとなった。用いられてい

る糸は太さ約0.3から0.4 mmであり、S螺旋で撚ら

れている。撚り方が片撚りであるのか諸撚りである

のかは不明である。

フーリエ変換赤外分光分析の結果から、この布片

の繊維の種類は絹である可能性を指摘することがで

きるが、今後さらなる詳細な分析調査をおこなう必

要がある。

脆弱化していた炭化布をアクリル樹脂を用いて強

化処置し、移動などには耐えうる強度を付与できた。

しかしながら、今後とも取り扱いには留意する必要

がある。

【註】
佐藤昌憲:｢第３章第４節　顕微赤外分光法－出土繊維の科
学－｣、『絹文化財の世界－伝統文化・技術と保存科学－』
（独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所編／監修佐
藤昌憲）、角川学芸出版、pp.145－155 (2005年)
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井上美知子（（財）元興寺文化財研究所）

（１）はじめに

志知南浦遺跡から出土した 帯（249）本体およ

び黒色付着物に対して、顕微鏡観察、および蛍光Ｘ

線分析・赤外線分析をおこなった。以下にその結果

について報告する。

（２）調査・分析方法

・エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置（XRF）（セ

イコーインスツルメンツ㈱製 SEA5230）

試料の微小領域にＸ線を照射し、その際に試料か

ら放出される各元素に固有の蛍光Ｘ線を検出するこ

とにより元素を同定する。

測定条件：モリブデン管球使用・コリメータサイ

ズを1.8ｍｍとして管電圧45kV 大気圧で300秒照

射した。

・フーリエ変換型赤外分光光度計（ＦＴ－ＩＲ）

（日本電子㈱製 ＪＩＲ－６０００）

赤外線を試料に照射することにより得られる、分

子の構造に応じた固有の周波数の吸収を解析し、化

合物の種類を同定する。

測定条件：KBr錠剤法　(試料をKBr（臭化カリウム）

と混合､圧縮し錠剤を作製して行う分析法）

分解能４㎝-1､検出器　TGS

・実体顕微鏡（ライカ(株) MZ１６）

（３）結果と考察

元素分析箇所を写真①～⑥に示した。

3 志知南浦遺跡出土 帯の分析

写真11 帯上面および側面のXRF分析箇所 写真12 帯下面のXRF分析箇所

検出元素

①　帯上面 Cu(銅),Pb(鉛) As(ヒ素),  Ag(銀),  Sn(スズ),  Sb(アンチモン) 鉄(Fe)

②　帯上面の黒色箇所 Cu,Pb As,Ag,Sn,Sb Mn(マンガン) Fe

③　帯側面 Cu,Pb As,Ag,Sn,Sb Fe

④　帯下面中央 Cu,Pb As,Ag,Sn,Sb Fe

⑤　帯下面・地金露出箇所 Cu,Pb As,Ag,Sn,Sb Au(金),Hg(水銀) Fe

⑥　帯下面・鋲の部分 Cu,Pb As,Ag,Sn,Sb Au Fe

第56表　 帯のXRF分析結果
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１）■帯本体の含有元素

帯は､長方形の穴を穿った金具（写真11：上面）

と、鋲で留められた長方形の板状金具（写真12：下

面）からなる。ＸＲＦによる元素分析の結果を蛍光

Ｘ線分析データ①～⑥に示した。上面、下面共に主

要元素は銅、鉛であるが微量元素としてヒ素、銀、

スズ、アンチモンを含む。これらの元素は、主要元

素に由来する成分と考えられる。また、鉄は土壌に

由来する成分と考えられる。

下面中央のサビ層が厚い部分では金は検出されな

かったが、部分的に金属光沢を有する箇所で金と微

量の水銀、鋲部分では金が検出された。

以上の結果、 帯の下面金具は鍍金または箔が張

られていた可能性が高いと考えられる。

2）黒色付着物質の成分分析

上面、側面、溝の縁、鋲に黒色物質が部分的に付

着していた。XRFによる元素分析の結果、マンガン

が検出されたがピーク強度が弱く二酸化マンガン

（黒）による呈色と判断することはできなかった

（蛍光Ｘ線分析データ②）。

写真12の⑦から黒色付着物をごく微量採取しFT-

IRで分析を行なった結果、有機物の吸収ピークがみ

られた（第144図）。典型的な漆のパターンとは異な

っていたが、不純物や混入物等の影響を考慮すると、

黒色付着物は漆を含んでいる可能性が高いと考えら

れる。

写真13 鋲の黒色付着物

第144図　黒色付着物のＦＴ－ＩＲスペクトル



－ 251 －



－ 252 －



－ 253 －



－ 254 －



－ 255 －

Ⅴ　結　語

縄文時代晩期（五貫森式～馬見塚式期）（第145図）

この時期には土器棺墓９基が集中してみられる。

周囲には同時期の土坑や集石・土器溜りがある。土

器棺墓に使用されている土器にはあまり時期差はな

く、比較的短期間に墓域が形成されている。同様の

例としては、愛知県牛牧遺跡な
①
どがある。

その後、弥生時代から古墳時代に関しては、ごく少

数の遺物が出土するものの遺構は存在しなくなる。

古代（８～10世紀）（第145図）

８世紀後半になり、建物群が形成される。建物群

の間には空閑地が存在していた可能性が高い。東端

には溝ＳＤ204があり、この場所で墨書土器を投棄

していた可能性が高い。

発掘調査では10世紀代の遺物も出土しているの

で、中世前期までほぼ断絶なく集落が営まれていた

可能性が高い。

中世Ⅰ期（11～13世紀）（第146図）

掘立柱建物・土坑・溝・井戸などが広域に展開する

時期である。この時期の掘立柱建物は42棟以上ある。

発掘調査区の西部にある２条の大溝ＳＤ35・62は

この時期に掘削された可能性が高い。この大溝は、

幅3.4～5.8ｍ、深さ0.7～1.75ｍの大規模なものであ

る。津市雲出島貫遺跡では、ほぼ同時期の居館跡が

検出されているが、居館中心部の周囲にも大規模な

溝が掘削されている。ＳＤ35・62の掘削がこの時期

にまで遡るとすれば、これらの大溝が居館周辺の付

帯施設であった可能性も生じる。

中世Ⅱ期（14世紀）（第146図）

遺構数が一時的に減少する。ただし中世Ⅰ期の掘

立柱建物としている遺構にはこの時期にまで下るも

のが含まれていると思われる。

中世Ⅲ期（15世紀～16世紀前葉）（第147図）

再び遺構数が増加する。ただしほとんどの掘立柱

建物はⅢ期とⅣ期の峻別ができなかった。この時期

に大溝ＳＤ35・62は依然として機能しているが、規

模を小さくしている可能性が高いと思われる。発掘

調査区の東側では区画溝も掘削されていた可能性が

ある。

中世Ⅳ期（16世紀中葉～17世紀中葉）（第147図）

発掘調査区の全域に溝で区画した屋敷地群が形成

される。大溝ＳＤ35・62はほとんどが埋まり、小溝

程度のものであったと思われる。ＳＤ35の埋没後、

溝ＳＤ22と大溝ＳＤ40の間は道路であった可能性が

高い。その東側の屋敷地は、発掘調査区内では最も

整った屋敷地で道路に向けて開口部（出入口）を持

っている。屋敷地の北・東側の区画溝からは獣骨が

多数出土している。獣骨の中には加工痕跡があるも

のがあり、屋敷地内で牛馬の解体や骨の加工が行わ

れている可能性が高い。この時期の遺構群は17世紀

中葉まで存続していたと考えられる。 （竹田）

1 遺構の変遷

（１）縄文時代晩期の墓域について
志知南浦遺跡の発掘調査では、縄文時代晩期五貫

森式～馬見塚式期の土器棺墓、土坑、土器溜り、集

石、焼土を確認した。この時期の墓制については、

これまでにも多くの議論があり、大規模な墓域が居

住域とは別に形成される事例が多いことが指摘され

ている。
②
今回の発掘調査でも、土器棺墓を９基検出

し、住居が確認されていないことから、発掘調査区

内は居住域とは分離した墓域のようにも見える。し

かし一方で墓以外の要素（焼土や土坑、土器溜りな

ど）も検出されている。本稿では遺構の検出状況や

出土遺物の組成などをもとに、志知南浦遺跡の縄文

時代晩期の墓域と居住域について検討する。

（Ａ）土器棺墓

９基確認した。土器棺墓は調査区南半部に集中し、

少なくともこの範囲には墓域が確認できる。

（Ｂ）焼土

住居跡は確認出来なかったが１ヶ所の焼土を検出

した。焼土ＳＦ126は浅い土坑状のもので、内側が

2 縄文時代の調査成果
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被熱していることから、地床炉の可能性がある。焼

土の周辺に住居跡が存在した可能性もある。

（Ｃ）土坑

７基確認した。円形、楕円形、不整形のものがあ

る。この中には墓が含まれている可能性がある。土

坑ＳＫ115は、遺物の出土状況から廃棄土坑と考え

られるもの、その他のものも含めると、墓以外にも

さまざまな性格の土坑が存在する可能性がある。

（Ｄ）柱穴、小穴

調査区内では、多数の柱穴、小穴を確認した。こ

れらの柱穴や小穴が、平地式住居の一部かどうかを

検討する。

現在、三重県内での平地式住居の確認例は、いな

べ市宮山遺跡の一例のみである。
③
そこでは、環状な

いしは多角形に配列する柱穴の存在から縄文時代晩

期の平地式住居を認定している。

志知南浦遺跡では、環状あるいは多角形に並ぶ小

穴は少数で、平地式住居の存在を確認することは困

難である。しかし、土器棺墓で
④
すら掘形が確認でき

なかったことを考えると、浅い掘り込みと小規模な

柱穴からなる平地式住居が存在していた可能性も保

留しておきたい。

（Ｅ）石器の組成

出土した土器は、縄文時代晩期に限られ、石器も

同時期のものと考えられる。石器は、剥片が大半を

占め、磨製石斧、敲石等伐採・加工具や調理具と考

えられる石器も多数出土している。また、石鏃の未

製品も１点出土している。石器の組成からも、墓以

外の要素が含まれている可能性が上げられる。

（Ｆ）まとめ

以上、５項目から墓域と居住域の形成について検

討してきた。墓域の存在は確実であるが、居住域に

関しては、その存在を明確に示すことは出来なかっ

た。しかし、廃棄土坑や副葬品とは考えにくい種類

の石器の出土など、発掘調査区内には墓以外の要素

がかなり存在する。

中村健二氏は、晩期の墓地のあり方として、住居

の近くに位置するものと分離して存在するものがあ

ると指摘している。
⑤
小◆学氏は中期から後期の小規

模の集落については、竪穴住居（居住空間）から意

識できる範囲内に土坑墓・埋設土器などの墓的な遺

構が配置されると指摘している。
⑥
志知南浦遺跡でも

居住域が墓域の直近あるいは一部重複して存在して

いた可能性がある。 （酒井）

発掘調査の結果、土器棺墓9基を確認した。土器

棺墓については前田清彦氏の分類があり、それによ

ると伊勢地方の突帯文Ⅰ期（西之山式～五貫森式期）

においては「ⅡＣ類」（合口棺）が主体であるとさ

れている。
⑦
しかし近年、伊勢湾西岸では、土器棺墓の

資料が増加している。本稿では、伊勢湾西岸で出土

した土器棺墓を集成し、その傾向を探っていきたい。

（A）埋葬形態の分類と事例

傾向を探るために、それぞれの遺跡における土器

棺の埋設状況や土器の使用状況から埋設形態を分類

する。分類については、中村健二氏・
⑧
前田清彦氏・

⑨

川添和暁氏の
⑩
成果を参考とした。また、土器棺墓の

中心的位置を占める個体を棺身、それを覆う個体を

棺蓋とする。

・土器埋設状況による分類

Ⅰ　立位　
⑪

Ⅱ　横位（斜位を含む）

・棺を形成する土器の個体数および構成による分類

Ａ　土器が単独であると考えられるもの、いわゆる

単棺。

Ｂ　単独と考えられる土器と土器片の組み合わせの

もの。単棺＋土器片（蓋）。

Ｃ　２個体の土器の口縁部を合わせたもの。いわゆ

る合口棺。

Ｄ　２個体の土器の口縁部を合わせたものと土器片

を組み合わせたもの。合口棺＋土器片。

伊勢湾西岸の土器棺墓検出例を踏まえつつ、概況

を述べる。各遺跡の詳細については、第148図を参

照されたい。

Ⅰ類　
⑫

志知南浦遺跡ＳＸ113・114、中谷遺跡ＳＸ

106が
⑬
該当する。中谷遺跡ＳＸ106は、上半部を欠

損しているため断定はできないが、馬見塚式期の深

鉢を棺身として垂直状態で据え、棺蓋の深鉢を被せ

ている。

志知南浦遺跡ＳＸ113・114は、いずれも上部構

（２）伊勢湾西岸における土器棺墓の様相
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造は不明だが、底部と体部下半が残存する。

ⅡＡ類

10遺跡27例が確認されている。所属時期は、概ね

元刈谷式～馬見塚式期である。同じ遺跡でⅡＢ・Ｃ

類のものがみつかることもある。

小谷赤坂遺跡ＳＸ492や
⑭
志知南浦遺跡ＳＸ105・

106がこれに該当する。小谷赤坂遺跡ＳＸ492では

石の埋置が確認できる。

ⅡＢ類

伊勢湾西岸では8遺跡10例が確認されている。Ⅱ

Ｂ類は、ⅡＡ類と共に検出される例が多い。時期は

元刈谷式～馬見塚式期である。志知南浦遺跡では、

ＳＸ111がこれに該当する。

ⅡＣ類

8遺跡15例が確認できる。ⅡＣ類は、他の分類の

ものと混在せず単独で検出されることが多い。時期

は、西之山式～馬見塚式期である。

志知南浦遺跡ＳＸ107・129がこれに該当する。

ⅡＤ類

志知南浦遺跡ＳＸ109、大原堀遺跡ＳＸ43が該当

する。志知南浦遺跡ＳＸ109は、底部が欠損した２

個体の深鉢（９・10）を棺身とし、別の深鉢（11）

の半身を逆位に置いて閉塞している。

大原堀遺跡ＳＸ43は、深鉢の底部を棺身とし、浅

鉢で閉塞している。いずれも、閉塞している器種が

異なるものの、底部の残存していない深鉢を棺身と

している。所属時期はいずれも、西之山式～五貫森

式期である。

（B）土器棺墓群の様相

以上、伊勢湾西岸での土器棺墓を通覧し、分類を

行ったが、それらの傾向は以下のとおりである。

①Ⅰ類（立位）とできるものは３例しかなく、Ⅱ類

つまり横位の埋設が主流となる。

②Ⅱ類（横位）の中では、ⅡＡ類が最も多く、ⅡＣ

類、ⅡＢ類がこれに続く。前田氏の分析以後の資料

の増加により、伊勢湾西岸ではⅡＡ類（単棺・横位）

が主体を占めることが確認できる。ただし、ⅡＢ・

ⅡＣ類のものもかなりの数にのぼっており、ⅡＡ類

のみが突出して多いわけではない。

③土器棺墓の時期は、ⅡＡ・Ｂ類が元刈谷式～馬見

塚式期に、ⅡＣ・Ｄ類は西之山式～五貫森式期であ

る。ⅡＣ・Ｄ類は、ⅡＡ・ⅡＢ類より後出するよう

である。

④ⅡＤ類は、今のところ志知南浦遺跡と大原堀遺跡

のみで確認されている。伊勢湾西岸以外の東海・関

西地方でも報告されていない。
⑮

（酒井）

発掘調査区には、概ね２群の古代（８世紀～10世

紀）の建物群が存在する。また、建物が全くなく、

土坑のみが存在する部分もある。

Ａ区 ２ヶ所ある建物群のうちの西側の建物群を中

心とした区画。８世紀後半の屋敷地と評価できる。

建物はＮ37～38°Ｅの方位を持つ一群（a群＝Ｓ

Ｂ141・142）とＮ28°Ｅの一群（b群＝ＳＢ150・

157）に分かれる。ｂ群とした２棟の掘立柱建物は

非常に近接しており、同時に存在していたのではな

く、時期差がある可能性が高い。a群・b群は、とも

に柱穴から８世紀後半代の須恵器が出土している

が、前後関係は不明である。

またb群の掘立柱建物は、中世の掘立柱建物の方

向とほぼ一致していることが注目できる。b群が存

在した時期には、建物方位に関する何らかの意識が

存在していた可能性がある。

Ｂ区 Ａ区からＣ区までの約60ｍの空閑地。古代の

遺構の可能性があるのはＳＫ39のみである。

Ｃ区 Ａ区から80ｍほど離れた区画。この区画も屋

敷地と評価できる。

内部には平面形の似た３棟の建物（ｃ群＝ＳＢ

321・323・325）が重複する。建物は３間×２間

の小規模なものであるが、複数時期にわたる安定し

た屋敷地と評価できようか。ただし、ｃ群の建物群

はa・ｂ群の建物群と比較すると、①方位の規則性

があまり感じられない。②柱穴が円形で小ぶりであ

る。などの傾向があり、a・ｂ群よりは後出するも

ののように思える。

Ｄ区 Ｃ区から約60ｍ離れた地点の土坑群。

SK229・230・231・233・244・245・246・259

（１）古代の屋敷地と周辺の景観

3 古代の調査成果
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第148図　土器棺墓分類(案)
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の８基の土坑が集中する。土坑の性格は不明である

が、埋土から志摩式製塩土器や灰釉陶器が出土して

おり、Ａ区の建物群より時期が下るものである可能

性が高い。そうなるとＤ区は、Ａ区・Ｃ区が屋敷地

であった時期には空閑地であった可能性が高い。

東限 調査区の東端部で検出したＳＤ204は、古代

集落の東限を画すものかもしれない。埋土からは多

くの墨書土器や 帯が出土している。

まとめ 志知南浦遺跡における古代の土地利用を概

観してきたが、この時代の集落について以下のよう

なことが言える。第一は、古代の集落が、屋敷地と

その間の空閑地という要素から成り立っていた可能

性が高いことが指摘できる。

第二は、古代に形成された地割が、基本的に中世

以後の屋敷地にも踏襲されるものであったことであ

る。先にあげたＡ～Ｄ区は、中世の屋敷地の単位と

ほぼ一致する。出土遺物からは断絶しているように

見える古代と中世の遺構群は、少なくとも土地の規

制においては連続性を持っていた可能性がある。

第三は８世紀後半と思われる建物群の中に中世の

掘立柱建物と同一の方位を持つ一群が存在している

ことである。松阪市打田遺跡などでは、古代の掘立

柱建物群と表層条里の方位が全く異なり、表層条里

の方位と一致するのは中世前期の掘立柱建物群であ

ることが明らかにされている。
⑯
しかし、松阪市筋違

遺跡では、８世紀代の掘立柱建物群が表層条里の方

向と一致し、条里地割の施工が古代にまでさかのぼ

る可能性が報告されている。
⑰
当遺跡の例は条里地割

とは一致していないが、中世まで受け継がれる建物

方位の萌芽がすでに８世紀後半にみられる可能性を

しめすものであろう。

志知南浦遺跡では、各時代で様々な方位の建物が

存在する。しかしこの中で、時代を越えて共通する

方位のものがあることは注目できる。これがどのよ

うな要素によって規定されているのかは、周辺の発

掘調査例も含め検討していく必要性がある。

第四には発掘調査区東端の大溝ＳＤ204の存在と

そこからの出土遺物の問題である。この溝からは、

墨書のあるものを含む８世紀前半～10世紀前半の大

量の土器とともに、硯、銅製漆塗りの 帯、志摩

式・知多式などの製塩土器、鞴の羽口が出土してい

る。墨書の内容については後述するが、遺跡周辺に

は、有力者層が存在し、金属製品の加工が行われて

いたことが想定できる。

ただし既述のように、発掘調査区ではそれほど際

立った建物は確認できておらず、発掘調査で確認し

た建物群と、ＳＤ204出土遺物から見た有力者層や

金属加工工人の存在は大きく矛盾する。これらに関

連する遺構は、発掘調査区外に広がっているものと

理解したい。 （竹田）

発掘調査では８世紀後半を中心に、10世紀頃まで

の建物群が確認された。本稿では遺跡内に搬入され

た土器・陶器等の傾向を確認したい。

①土師器

煮炊具　伊勢型と
⑱
される甕・長胴甕が多い。甕は、

外面体部下半にヘラケズリを施すものが主体を占め

る。また平底で、体部外面の全体にヘラケズリを施

すもの（101）がある。

供膳具　精製のものと粗製のものがある。量的には

粗製の椀は少ない。精製のものの中にはやや古いも

のものある（100）が、奈良時代後期のものが多い。

②須恵器

須恵器には猿投産のもの、美濃須衛産のもの、産

地不明のものがある。全体の比率は猿投産が４割、

美濃須衛産が１割程で、残りの約半分を産地不明の

ものが占める。産地不明のものには在地産のものが

含まれると思われ、員弁川流域に窯跡が存在する可

能性がある。
⑲
特に杯蓋の中には、口縁端部を丸くお

さめる（169・171）傾向をもつ一群が存在し、この

ような技法が在地産の特徴になるのかもしれない。

また、須恵器の製作技法でありながら、酸化焔焼

成のものが一定量存在する（95・98・99）。量的に

少ない土師器の粗製椀を補完するものかもしれな

い。

ほかに、灰釉陶器が盛んに流通するようになる９

世紀後半になっても、須恵器が多く搬入されること

も特徴としてあげられる。

③灰釉陶器

灰釉陶器はＫ－14型式のものから搬入され始め

る。器種には皿、椀、広口壺、水注があり、量的に

（２）古代土器の搬入状況について



－ 263 －

はＫ－14型式のものが最も多い。

④緑釉陶器

早い段階から意識して選別を行ったにも関わら

ず、緑釉陶器の数は非常に少ない。報告書未掲載の

ものを含めても10点程度であると思われる。

⑤製塩土器

製塩土器には志摩式のものと知多式のものがあ

る。量的には志摩式のものが多い。 （酒井）

11世紀の空白期をはさんで、12世紀後葉から13

世紀初頭になると、安定して屋敷地が営まれるよう

になる。この状況は、断続的ながら17世紀中葉まで

続く。本節では、中世を通じた屋敷地の変遷を検討

する。（第146・147図）

①中世Ⅰ期（11世紀～13世紀）

出土遺物は12世紀前半からのものが見られるが、

建物群が明瞭に把握できるのは12世紀後葉から13世

紀になってからである。また、中世Ⅰ期の終わりご

ろには、大溝SD35・62・265などが掘削される。

中世後期に続く集落の基本的構造が形成される。

この時期の屋敷地は、４ヶ所確認できる。それぞ

れの区画の状況を見ていくことにする。

Ａ区 発掘調査区内に４ヶ所ある建物群のうち、最

も西にある一群。18棟の建物からなるが、これらの

建物は建物方位から、Ｎ18～19度Ｅの方位を持つａ

群（ＳＢ147・197）、Ｎ43～44度Ｅの方位を持つ

ｂ群（ＳＢ139・159・163）、Ｎ22～25度Ｅの方位

を持つｃ群（ＳＢ162・149・143）、Ｎ28～29度Ｅ

の方位を持つｄ群（ＳＢ137・164・144）、Ｎ38度

Ｅの方位を持つe群（ＳＢ138）、N39度Ｗの方位を

持つf群（ＳＢ152・145・146）の６群に分けるこ

とができる。柱穴の切り合いから各群の前後関係は、

ａ→ｂ→ｃ→ｄと想定できるが、柱穴出土遺物から

時期差を見出すことはできない。概ね条里方向に沿

う建物が古相で、条里方向に沿わない建物が新相と

理解できようか。

発掘調査区内には、卓越した規模の建物は確認で

きない。井戸も存在しない。ＳＸ８は13世紀中葉の

土葬墓である。いわゆる屋敷墓かもしれない。

Ｂ区 Ａ区から30ｍ程東にある建物群。大溝ＳＤ62

の掘削により分断されているので２つの建物群のよ

うにも見える。20棟の建物群からなるが、これらの

建物はＮ18～19度Ｅの方位を持つa群（ＳＢ176・

324・322）、Ｎ43～44度Ｅの方位を持つｂ群（Ｓ

Ｂ181）、Ｎ22～25度Ｅの方位を持つｃ群（ＳＢ

193・288・316・317）、Ｎ28～29度Ｅの方位を持

つｄ群（ＳＢ177・178・318・319・329）、Ｎ34

～35度Ｅの方位を持つe群（ＳＢ185・180）、N39

度Ｗの方位を持つｆ群（ＳＢ188）の６群に分ける

ことができる。各群の前後関係はＡ区と同じである。

卓越する規模を持つＳＢ316・317がｃ群の主屋、

同じくＳＢ318・319がｄ群の主屋と考えられる。

区画の東側には、井戸（ＳＥ269・270・280）が

あり、周辺には小溝（ＳＤ84・85・89・275・

276・278・279・309）が掘削されている。

Ｃ区 Ｂ区から35ｍ程東にある建物群。ＳＢ344・

348を除き、すべての建物がＮ18～19度Ｎの方位を

持つ（a群）。前後関係はわからないが、ＳＢ296・

334・345など比較的大型の建物が安定して造営さ

れる。主屋の周辺には、井戸（ＳＥ240）がある。

中世の貿易陶磁は、この区画内で最も多く出土し

ている。大型掘立柱建物柱の造営と併せ、この屋敷

地が中世Ⅰ期における集落の中心であったことを示

すものと考えられる。

Ｄ区 Ｃ区の東には、溝ＳＤ200・207・268など

に区画された小型の建物ＳＢ295が単独で存在する。

この建物が独立したものか、東や南に展開する屋敷

地の一部であるのかはわからない。

ＳＤ268の東には井戸（ＳＥ202）がある。この

時期のほかの井戸が主屋近くにつくられるのに対

し、井戸ＳＥ202だけはＣ区とＤ区の境にある。共

同井戸になるのかもしれない。

②中世Ⅱ期（14世紀）

14世紀には、出土遺物が極端に減り、遺構も確認

しにくくなる。中世Ⅰ期としている建物の中には、

この時期になるものも含まれていると考えられる。

Ａ区 確認できる建物はＳＢ144の１棟のみである。

（１）志知南浦遺跡における中世集落の動態

4 中世の調査成果
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ＳＢ144は中世Ⅰ期の建物としたが、この時期に下

る可能性もある。屋敷地の東には中世Ⅰ期末に掘削

された大溝ＳＤ35がある。

Ｂ区 大溝ＳＤ35とＳＤ62の間の屋敷地。確認でき

る建物はＳＢ175の1棟のみである。ＳＢ177は中世

Ⅰ期の建物としたが、この時期に下る可能性もある。

ＳＸ41はこの時期の墓かもしれない。

Ｃ区 大溝ＳＤ62と流路ＳＲ216の間の屋敷地。確

認できる建物はＳＢ321の１棟のみである。これよ

り東では建物は確認できない。

③中世Ⅲ期（15世紀～16世紀前葉）

15世紀前半には、大溝や流路により区画された屋

敷地が形成される。発掘調査区内には４つの屋敷地

が並ぶ。この中ではＢ区がやや優位の屋敷地と思わ

れるが、Ｃ区・Ｄ区と隔絶したものではない。

Ａ区 大溝ＳＤ35の西側の屋敷地。7棟ある建物の

うち、ＳＢ151・198・165は中世Ⅳ期までくだる

可能性がある。比較的規模が大きく、建物内土坑を

持つ建物（ＳＢ148・195）と桁行が長く梁行が１間

の建物（ＳＢ151・158・198）、小規模な建物（Ｓ

Ｂ161・165）の三種類の建物のセットになろうか。

Ｂ区 大溝ＳＤ35とＳＤ62の間の屋敷地。９棟ある

建物のうち、ＳＢ170・171・194・182・183は中

世Ⅳ期までくだる可能性がある。比較的規模の大き

い南北棟（ＳＢ171）、東西棟（ＳＢ182・183）と

桁行が長く、梁行が１間の建物（ＳＢ170・194・

172・184）、小規模な建物（ＳＢ168）のセットに

なろうか。屋敷地の東側には井戸（ＳＥ42・56・

77・78・82）がある。大溝ＳＤ35・62はこの時期

の末にほぼ機能を停止する。

Ｃ区 大溝ＳＤ62と流路ＳＲ216の間の屋敷地。４

棟ある建物のうち、ＳＢ327・331・332の３棟は

中世Ⅳ期までくだる可能性がある。この屋敷地の建

物は比較的規模が大きい。屋敷地の中央付近には井

戸（ＳＥ294・297）がある。

Ｄ区 ＳＲ216とＳＤ201の間の屋敷地。９棟ある

建物のうち、ＳＢ340・335・336・337・339の５

棟は中世Ⅳ期まで下る可能性がある。この屋敷地の

建物も比較的規模が大きい。屋敷地の東側には井戸

（ＳＥ217）がある。この時期の末には屋敷地を囲む

区画溝（ＳＤ241・250・265）が掘削された可能

性がある。ＳＸ218はこの時期の火葬穴である。建

物と火葬穴が同時存在する可能性が低いならば、火

葬穴は屋敷地に先行するものと考えられる。

④中世Ⅳ期（16世紀中葉～17世紀中葉）

16世紀中葉には、大溝ＳＤ35・62が機能を停止

し、屋敷地を巡る区画溝が掘削される。中世Ⅲ期に

は屋敷地間の格差はそれほど見出せなかったが、こ

の時期になると、Ｂ区とＤ区の屋敷地が優勢になる。

この時期の終期は、区画溝の出土遺物から17世紀中

葉になると思われる。かつて大溝ＳＤ35があった部

分は道路になるようである。

Ａ区 溝ＳＤ31から西の屋敷地。４棟ある建物のう

ち、ＳＢ151・198・165は中世Ⅲ期に遡る可能性

がある。ＳＤ１を境に東西に二分される。西側には

建物内土坑を持つＳＢ140比較的大型の土坑（ＳＫ

２・３・５）などがある。東側には桁行が長く梁行

が1間の建物（ＳＢ151・198）、小規模建物（ＳＢ

165）、土坑群（ＳＫ20・26・23）がある。最南端

にある柱列（ＳＡ156）は大型の建物の一部になる

可能性がある。

Ｂ区 大溝ＳＤ40・63に囲まれた屋敷地。４つある

屋敷地で最も卓越した遺構を持つ。井戸があるのも

この屋敷地のみである。

大溝ＳＤ40の西側には屋敷地への入口がある。６

棟ある建物のうち、ＳＢ170・171・194・182・

183は中世Ⅲ期に遡る可能性がある。屋敷地の北西

部・北東部に建物が集中する。最南端にある柱列Ｓ

Ａ189・190は大型の建物の一部になる可能性が高

い。そうなるとこの部分に主屋があったことになる。

井戸（ＳＥ38・58）は屋敷地の中央北よりにある。

Ｃ区 明確な区画溝は見られない。あえて言えば東

側の溝ＳＤ263か。３棟ある建物（ＳＢ327・

331・332）はすべて中世Ⅲ期に遡る可能性がある。

そうなると中世Ⅳ期には屋敷地は廃絶していたこと

になる。

Ｄ区 溝ＳＤ241・250・265に囲まれた屋敷地。

５棟ある建物のほとんどは、中世Ⅲ期に遡る可能性

もあるが、多くはⅣ期のものと思われる。ＳＢ340

は屋敷地の主屋になろうか。

⑤まとめ

発掘調査区内で中世集落が営まれるのは12世紀後
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葉以降である。11世紀から12世紀中葉までは遺物の

出土は認められるものの、建物との関係がはっきり

しない。

12世紀後葉から13世紀の屋敷地は４ヶ所確認でき

る。このうちＢ区・Ｃ区とした屋敷地はほかに比べ

て卓越している。特にＣ区は、安定して大型の掘立

柱建物が建てられ、貿易陶磁もこの地点から多く出

土していることから、集落の中心であった可能性が

高い。建物群にやや遅れる形で、大溝ＳＤ35やＳＤ

62が掘削され、建物の方位もそれに規制されるよう

になる。中世後期につながる集落の基本的構造はこ

の時期に形成される。

第Ⅱ章でも述べたが、文献史学からは、平景清

（実は藤原氏）や藤原実重などの一族は、員弁川流

域とくに志知・中上付近に居住していたという説が

提示されている。
⑳
特に藤原実重の『作善日記』には

「しちのみとう」（志知の御堂）が登場する。

志知南浦遺跡の建物の多くは藤原実重が活動して

いた13世紀前半頃のものである。また、志知南浦遺

跡内には寺社に関連する地名が多く残され、発掘調

査でも寺院の存在を思わせる「僧」などの文字が記

された陶器（1166）が出土している。今回の発掘調

査地点を含む遺跡内に、藤原実重の居宅あるいはそ

の信仰を受けた「志知の御堂」が存在していた可能

性は極めて高い。

14世紀になると、調査区内では建物が激減する。

ただしこれは当該時期の遺物量の減少による「見か

け」上の減少である可能性が高い。この時期には、

大溝ＳＤ35、ＳＤ62、流路ＳＲ216に区画された３

ヶ所の屋敷地が確認できる。

15世紀から16世紀前葉には、流路ＳＲ216の東に

も屋敷地が広がる。この時期の屋敷地間にはそれほ

どの格差はなく、４つの屋敷地が並立する時期とと

らえられる。この時期のものにも、法名と思われる

「宗真」、「佛」などの文字がある天目茶椀（1080・

1157）、仏餉具や仏供（668・1020・1055・

1252・1253・1302）、木製卒塔婆（657・658）が

出土している。この時期にも「志知の御堂」に関連

した寺院は、発掘調査区を含む遺跡内で存続してい

た可能性が高い。

16世紀中葉になると大溝ＳＤ35、ＳＤ62は埋没

し、ＳＤ35の部分は道路になる。この時期の4つの

屋敷地のうち、Ｂ区・Ｄ区には区画溝が巡る。Ａ

区・Ｃ区では建物が小規模あるいは散在的になり屋

敷地間の格差が生じる。井戸もＢ区のみにしか確認

できない。Ｂ区の屋敷地には、第Ⅳ章で述べた骨製

品の生産が行われており、Ｂ区の居住者はその技術

により集落内の地位を上昇させた可能性が高い。

17世紀中葉以降は、発掘調査区内には建物がみら

れなくなる。この時期には水田開発により、集落が

廃絶したと考えられる。 （竹田）

①中世前期

土師器 土師器の中で多数を占めるのは皿・小皿で

ある。煮炊具のほとんどは南伊勢系の鍋で、清郷型

の鍋が少量搬入される。

陶器 陶器で多数を占めるのは無釉陶器の山茶椀と

小皿・小椀である。報告書に掲載した山茶椀、小

椀・小皿、片口鉢を集計したものが第57表である。

山茶椀類は第３型式から搬入され、第12型式まで搬

（２）中世土器・陶磁器類の搬入状況

３型式 ４型式 ５型式 ６型式 ７型式 ８型式 ９型式 10型式 11型式 12型式 器種別合計

山茶椀 09 14 33 090 28 5 3 2 0 4 188

尾 張 型
小椀・小皿 04 18 06 065 08 101

片口鉢 02 010 2 014

小　計 13 32 41 165 36 5 3 4 0 4 303

山茶椀 03 19 007 029

渥 美 型
小椀・小皿 05 07 001 013

片口鉢 01 02 003

小　計 00 09 28 008 00 0 0 0 0 0 045

型　式　合　計 13 41 69 173 36 5 3 4 0 4 348

第57表　山茶椀時期別・産地別集計表
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入され続ける。産地は尾張のものが多いが、渥美型

のものも一定量存在する。特に第５型式では、尾張

型と渥美型の比率は41：28であり、時期によっては

渥美型山茶椀も多く搬入されていたことが確認でき

る。

この他陶器では、常滑製品の壷・甕、古瀬戸の水

注、四耳壺が搬入される。ただし高級品は伝世品と

して後世に持ち込まれた可能性もある。

貿易陶磁 貿易陶磁も一定量搬入される。多くは青

磁や白磁の椀・皿であるが、褐釉陶器（575）など

も確認できる。褐釉陶器の出土は伊勢国内では非常

に稀である。

②中世後期

土師器 基本的な器種構成は皿・小皿と煮炊具であ

るが、皿・小皿の比率はあまり高くない。皿・小皿

には様々な形態のものがあり、複数の産地から遺跡

内に搬入されていた可能性が高い。このような傾向

は四日市市伊坂城跡でも確認できる。

煮炊具では、中北勢系の羽釜、茶釜がほとんどを

占め、尾張系の内耳鍋が少量搬入される。羽釜の中

で特筆できるのは、南伊勢系の土師器製作技法の影

響を非常に強く受けた一群が存在することである。

特に1152・1247・1248は、口縁端部や鍔のシャー

プさなどに南伊勢系の土師器の特徴を兼ね備えてお

り胎土でかろうじて中北勢で生産されたものと判断

できるものであった。このような羽釜は赤堀城跡な

どでも確認されており、中北勢系土師器成立に関わ

る重要な資料として把握できる。

陶器 瀬戸美濃製品の搬入状況については、別項で

述べるので、ここでは他の産地の陶器との関連のみ

について触れる。中世後期の陶器は、ほぼすべてが

瀬戸美濃製品か常滑製品で、信楽製品は全く出土し

なかった。第149図は常滑製品の片口鉢と瀬戸美濃

製品の擂鉢の比率を示したものである。遺跡数、試

料数ともそれほど多くないので結論を出すのは早計

かもしれないが、伊勢国の北にある志知南浦遺跡

（員弁郡）や伊坂城跡、西ヶ広遺跡（朝明郡）では

両者の比率がほぼ半分、やや南の大会遺跡や三寺地

内遺跡群（鈴鹿郡）では常滑片口鉢が瀬戸美濃擂鉢

を圧倒するという傾向を確認することができる。
　@1　

た

だし、南伊勢では再び瀬戸美濃擂鉢の量が増加する

という例も確認されており、両者の比率は、単純に

生産地との距離だけから出るものではないことも書

き添えておきたい。

貿易陶磁 この時代の貿易陶磁はさほど多いとはい

えない。特に染付けは、染付けに関しては遺物選別

の時点から意識して作業を行ったにもかかわらず、

報告書掲載遺物はわずか５点であり、未掲載遺物を

含めても10点未満である。このような出土数は16世

紀の遺跡としてはきわめて少ない部類に入る。

（竹田）

三重県内のいくつかの中世後期の遺跡では、瀬戸

美濃製品の出土量の推移から、瀬戸美濃製品の搬入

状況と遺跡の消長を検討している。
　@2　

志知南浦遺跡で

も同様な検討を進めてみたい。

①量的傾向

まず搬入量であるが、志知南浦遺跡の瀬戸美濃製

品の出土量は0.142点／㎡である。同時代の西ヶ広

遺跡（朝明郡）の0.012点／㎡、伊坂城跡（朝明郡）

の0.059点／㎡、大会遺跡（鈴鹿郡）の0.005点／㎡、

三寺地内遺跡群（鈴鹿郡）の0.017点／㎡と比較す

ると、志知南浦遺跡では桁違いの量の瀬戸美濃製品

が搬入されているといえる。
　@3

次に搬入の時期的な推移を見るため、志知南浦遺

跡を含む中世後期の遺跡の瀬戸美濃製品搬入状況を

第150図で示した。これをみると、西ヶ広遺跡（朝

明郡）、大会遺跡・三寺遺跡群（鈴鹿郡）のように

古瀬戸後Ⅳ期新段階から大窯第１段階の時期（15世

紀後半～16世紀初頭）を境に瀬戸美濃製品が搬入さ

れなくなる遺跡（廃絶する遺跡）と、伊坂城跡（朝

明郡）のようにその時期を境に瀬戸美濃製品が搬入

されはじめる遺跡（勃興する遺跡）があるのに対し、

志知南浦遺跡では古瀬戸前期から大窯末まで、途切

れることなく瀬戸美濃製品の搬入が続く。本章の３

の項で述べた遺構の変遷からみると、搬入割合の違

いが遺跡の盛衰と相関関係にあるとは言いがたい。

搬入の割合は、むしろ瀬戸美濃製品の生産量や流通

量により変化することを考える必要がある。

志知南浦遺跡では、大窯３段階後半期に瀬戸美濃

（３）瀬戸美濃製品の搬入状況
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第149図　鉢の産地別比率

第150図　瀬戸美濃製品搬入状況
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製品の搬入量が大きく減少する。この現象は伊坂城

跡でも確認することができる。藤澤良祐氏は、大窯

第３段階後半を瀬戸美濃製品流通の大きな画期と

し、この時期を境に生産地から京都への流通経路が

伊勢道ルートから、中山道ルートに変化するとして

いる。
　@4　

織豊期に廃絶していく伊坂城跡などの城館だ

けでなく、その後も集落が継続する志知南浦遺跡で

も同様の傾向があることは、藤澤氏の指摘する流通

経路の変化を示している可能性がある。

②質的傾向

瀬戸美濃製品うち、特に古瀬戸製品のみを抜き出

し、器種別の割合を表したのが第151図である。ほ

ぼ同じ時期の遺跡では、北畠氏館跡や西ヶ広遺跡で

も器種別の割合が示されているが、志知南浦遺跡と

北畠氏館跡の器別の割合はそれほど変わらない。そ

の中で気づく点といえば、「神仏具」とした花瓶・

香炉・筒形容器・仏供・仏餉具などの割合がわずか

に高いことである。これらすべてが「仏具」といえ

るかどうかは慎重にならざるを得ないが、寺院関係

の墨書や遺物の存在とあわせると、これらの出土に

より、発掘調査区が寺院の一角ないし隣接地である

可能性はより高まると考えられる。 （竹田）

発掘調査では、文字あるいは記号を書いた土器・

陶器（いわゆる墨書土器）が多く出土している。時

期別の内訳は、文字が判読できるものだけで、古代

18点、中世前期27点、中世後期３点である。

本稿では時期をおってその変遷を検討したい。

（１）古代

墨書土器で判読できたものは18点ある。出土地点

は発掘調査区の東端、すべて溝ＳＤ200もしくはＳ

Ｄ204である。感覚的なものであるが、文字は達筆

なものが多い。内面や体部に墨書を施すものが目立

つ。ＳＤ204からは８世紀後半の硯や 帯が出土し

ている。

（４）志知南浦遺跡の墨書土器・陶器

第151図　古瀬戸製品器種別割合

第152図　大窯製品器種別割合



今回の発掘調査では、18基の中世の井戸を検出し

た。埋土中の遺物から、中世Ⅰ期（11～13世紀）に

廃絶するもの７基、中世Ⅱ基（14世紀）に廃絶する

ものが１基、中世Ⅲ基（15世紀～16世紀前葉）に廃

絶するものが9基、中世Ⅳ期（16世紀中葉～17世紀

中葉）に廃絶するものが1基ある。ただし井戸とい

う遺構の性格から、掘削から廃絶までの期間はかな

り長いと思われ、所属時期が逆転しているものも含

まれると思われる。

①研究史

井戸に関しての研究には宇野隆夫氏の「井戸考」

がある。
　@5　

宇野氏は発掘調査で確認された井戸を全国

規模で分析し、時期的な変遷を明らかにしたもので

ある。県内では水谷豊氏と
　@6　

笠井賢治氏の
　@7　

論文がある。

水谷氏は発掘調査で検出した井戸を集成し、その変

遷を示し、笠井氏は伊賀国内の古代から中世の井戸

を集成したうえで、それらを以下のように分類し、

古代の方形木組から中世後期の円形石組への流れを

明らかにしている。

Ⅰ類　素掘井戸

・ⅠＡ類＝平面形が方形または長方形のもの。

・ⅠＢ類＝平面形が円形を呈するもの。

Ⅱ類　木組（製）の井戸

・ⅡＡａ類＝横板を方形に組み合わせて井戸側とし

たもの。

・ⅡＡｂ類＝縦板を方形に組み合わせて井戸側とし

たもの。

・ⅡＢａ類＝湾曲した縦板を円形に組み合わせて井

戸側としたもの。

・ⅡＢｂ類＝曲物を積み上げて井戸側としたもの。

・ⅡＢｃ類＝一木の丸太を刳りぬき、井戸側とした

もの。
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墨書は、すべて漢字で、二文字以上のものが多く

含まれる（10点）。内容は、「畝」・「 所」・「田

太」など農業あるいは税を想起させるもの、

「門」・「居」など場所を表すもの、「東」など方角

をあらわすもの（「戌□」もこの範疇に含まれるか）、

「珎□十」・「勝□」・「弥市本」など吉祥句とも

思われるもの（あるいは「田太」もこの範疇に含ま

れるか）がある。

（２）中世前期

墨書土器は27点出土した。発掘調査では最も多く

の墨書土器が出土した時期である。すべて山茶椀あ

るいは陶器小椀・小皿への墨書である。型式は４型

式のものが１点、５型式のものが６点、６型式のも

のが17点、７型式のものが４点ある。出土地点は全

域に及ぶが、東半部に多く出土する。古代のものと

くらべると、文字を書き慣れていないような印象を

受ける。

墨書は「ゑん者た」？（587）、「くらう殿」？

（1158・1181）以外は漢字で、ほとんどが一文字で

ある。内容は、「二」（318・489・1612）・

「六」？（1185）・「七」（1184）・「八枚」

（1226）・「十」（554・623・885・1001）・「廿」

（491・555・560）などの数詞が目立つ。中世前期

の遺跡で漢数字を記した墨書土器は、伊勢市二見町

安養寺跡でも多く出土している。ただし志知南浦遺

跡出土のものは、明瞭に漢数字と言えるものは少な

く、記号と思えるものが多い。

588と885の体部には樹木・鳥・帆掛け舟？の絵

が描かれる。同様のものは玉城町岩出遺跡群からも

出土している。ほかに花押様のものが2点（1226・

358）ある。

また山茶椀と陶器小椀あるいは小皿に同一の墨書

があるもの（「くらう殿」？＝1158と1181、

「定」＝498と426）がある。

1158と1181は判読が困難であったがひとまず

「くらう殿」とした。このうち「殿」の字について

はほぼ間違いないと思われ、「殿」と呼称される人

物が存在していたことを示す。1166には「僧」の墨

書があるが、これは寺院の存在を想起させる。

（３）中世後期

墨書土器は激減し、わずか３点の出土にとどまる。

ただしこの時期には、三重県全体で墨書土器が減少

するので、志知南浦遺跡での３点は多く出土する例

ともいえる。これらのうち注目すべきは、「佛」や

僧侶の名前を思わせる「宗真」という墨書である。

前代の「僧」墨書も含め、この地が寺院とかかわる

場であったことを示すものであろうか。 （竹田）

（５）志知南浦遺跡の中世井戸
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Ⅲ類　石組の井戸

・ⅢＡ類＝平面形が方形を呈するもの。

・ⅢＢａ類＝円筒形に石組を行い、井戸側とするも

の。

・ⅢＢｂｉ類＝井戸底の径が小さくなり水溜を設け

るもので、水溜の部分が木製のもの。

・ⅢＢｂii類＝井戸底の径が小さくなり水溜を設け

るもので、水溜の部分が木製のもの。

本項でも笠井分類をもとに、志知南浦遺跡の井戸

について考察を加えたい。

②中世前期の井戸

中世前期の井戸は８基（Ⅰ期７基、Ⅱ期1基）確

認した。このうち井戸底まで未掘で、状況を明らか

にし得ないものが２例（ＳＥ202、240）ある。

井戸底まで掘削され、全容が明らかになっている

６例（ＳＥ59、83、269、270、280、288）につ

いて検討する。

形態 ６例のうち、素掘井戸は３例（ＳＥ269、

280、288）ある。平面形はすべて円形である（笠

井ⅠＢ類）。残る３例はすべて縦板を方形に組み井

戸側としている（笠井ⅡＡｂ類）。素掘、木組にか

かわらず、井戸底に曲物を据えるものが多い（ＳＥ

59、83、270、280、288）。

部材の抜取 ＳＥ59は掘形より一回り大きな穴が掘

られ、その穴の底近くから上の縦板が残存していな

い。土層断面の記録がないのが残念であるが、この

部分は井戸の部材の抜取穴である可能性が高い。

その他 井戸底まで未掘ではあるが、ＳＥ240の土

層断面には、垂直方向の細長い砂層がみられる。津

市六大Ａ遺跡の13世紀末葉から14世紀初頭の井戸で

は、廃絶に伴う「息抜き筒」が確認されている。
　@8　

本

遺跡のＳＥ240にも同様の息抜き筒があった可能性

を提示しておく。

屋敷地内での位置 本章第４節で設定した屋敷地の

うち、Ⅰ期で井戸があるのは２ヶ所、Ⅱ期で井戸が

あるのは１ヶ所のみである。そのうちの多くは大規

模な建物の近くにある。

③中世後期の井戸

中世後期の井戸は10基（Ⅲ期８基、Ⅳ期２基）確

認した。このうち井戸底まで未掘で、状況を明らか

にしえないものが１例（ＳＥ294）ある。

井戸底まで掘削し、全容が明らかになっている９

例（ＳＥ38、42、56、58、77、78、82、217、

297）について検討する。

形態 ９例のうち、素掘井戸は６例（ＳＥ38、42、

56、58、77、78）ある。平面形はすべて円形であ

る（笠井ⅠＢ類）。残る３例はすべて石組（笠井Ⅲ

Ｂ類）である。このうちの１例は井戸底の径を小さ

くして曲物の水溜を設けている（笠井ⅢＢｂii類）。

部材の抜取 中世前期のように、部材の抜取が確認

できるものはない。石材の抜取と再利用は視野に入

れておく必要がある。

その他 ＳＥ82は掘形掘削後、石組構築前もしくは

構築中に基盤層にむけて木杭（1316～1321）を打

ち込んでいる。木杭はマツ材のものが多いが、マツ

材の杭は井戸以外の遺構からも出土（1134など）し

ており、マツ材の杭を選択して使用しているのかど

うかは確認できない。ＳＥ297にも同様の杭がみら

れる。

屋敷地内での位置 本章第４節で取り上げた屋敷地

のうち、Ⅲ期で井戸があるのは３ヶ所、Ⅳ期で井戸

があるのは１ヶ所のみである。

④まとめ

今回の発掘調査で確認した井戸からは以下のよう

なことが言えよう。

第一は素掘の井戸が中世の前期・後期を問わず多

く存在するということがあげられる。志知南浦遺跡

で検出した素掘井戸はすべて平面が円形のもの（笠

井ⅠＢ類）であった。笠井氏の伊賀国での集成でも、

平面形が方形の素掘井戸（笠井ⅠＡ類）は古代に多

く（古代３例、近世１例）、円形の素掘井戸は中世

に多い（古代２例、中世６例）という傾向が示され

ている。志知南浦遺跡の素掘井戸でも、同じような

傾向があることが確認できる。

第二は、志知南浦遺跡の中世前期では、素掘井戸

以外には、縦板を方形に組み井戸側（笠井ⅡＡｂ類）

とし、底に曲物を据えるものが一般的ということが

あげられる。笠井氏の集成では中世前期には様々な

形態の井戸が出現する。しかし志知南浦遺跡ではⅡ

Ａｂ類のみしかみられず、この形態のものが志知南

浦遺跡の中世前期の井戸を代表するものと位置づけ

られる。
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志
　
知南浦遺跡の中世後期の井戸ＳＥ５８からは、

砂岩製の石仏（1299）が出土している。この石仏と

ほぼ同系のものが、伊坂城跡（四日市市伊坂町）で

も出土している。
　@9　

発掘調査での出土例は、この２つ

であるが、旧朝明郡（四日市市北部）・員弁郡（い

なべ市・桑名市西部）・桑名郡（桑名市・木曽岬町）

第三は、石組井戸が中世後期にならないと出現し

ないことがあげられる。笠井氏の集成では、伊賀国

では石組井戸は平安時代末には出現し、13世紀には

普遍化すると指摘されているが、志知南浦遺跡では

石組井戸の採用時期は若干下るようである。

第四は、ＳＥ59でみられたような部材の抜取と再

利用が確実に存在することがあげられる。井戸の内

には安全面の配慮から底まで掘削せず、上部のみで

井戸の構造を判断している場合がある。しかし井戸

の上部の埋土のうちのいくつかは抜取穴のもので、

上部に木組や石組がないからといって素掘井戸との

判断を下すことは早計であることを指摘しておく。

第五は、ＳＥ240や六大Ａ遺跡にみられた「息抜

き筒」や、ＳＥ82・297にあったような基盤層に打

ち込まれた杭の存在である。これらは確認できる例

が少なく、基盤層への杭の打ち込みが何のためにな

されていたのかは現時点では不明と言わざるを得な

い。今後の類例の増加により、それらの課題が解決

できることに期待したい。

第六は、屋敷地での井戸の有無、建物との関係に

時期的な変遷があることである。中世前期には、屋

敷地の大規模な建物の近くに造られるが、中世後期

には建物との関係が希薄になる。これは井戸の性格

に変化が生じたことを示している可能性がある。

中世Ⅲ期には井戸は３つの屋敷地に存在するが、

Ⅳ期になると１つの屋敷地にしかみられなくなる。

本章第４節では、中世Ⅲ期には屋敷地間の格差はそ

れほど顕著でなかったが、中世Ⅳ期になると屋敷地

間に格差が生じることを示した。Ⅳ期に井戸が存在

するのは最も卓越すると考えられる屋敷地であり、

井戸の有無からも屋敷地間の格差を窺うことが可能

である。 （竹田）

（６）井戸ＳＥ５８出土の石仏について

第153図　石仏実測図(1：4)
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写真14 蓮敬寺前石仏 写真15 八幡神社境内 写真16 八幡神社境内

写真17 阿下喜石仏 写真18 阿下喜石仏 写真19 阿下喜石仏

写真20 飯倉石仏 写真21 飯倉石仏
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にはほぼ同形の石仏が広く分布している。現在のと

ころ、紀年銘のものは確認されておらず、所属時期

が明らかでなかった。そこで本遺跡の石仏とその共

伴遺物をもとに、所属時期を検討してみたい。

志知南浦遺跡例 志知南浦遺跡出土の石仏（1299）

は、中世後期の井戸（ＳＥ58）から出土した。青緑

色の、細粒で硬質の砂岩を
　#0　

板状に割って作製されて

いる。上部を三角形に尖らせ、表面を丁寧に仕上げ、

浅く長方形に彫り込んで内部に像を陽刻する。像は

肩が張り、目・鼻・口や腕が線刻される。（第153図）

同一遺構からは、瀬戸美濃製品（1294～1296）、

常滑製品（1297）、石臼（1300）が出土している。

細片も含めた最新の遺物は、大窯第3段階後半の擂

鉢（1296）である。藤澤良祐氏の瀬戸美濃製品の編

年によると、井戸の埋没時期の上限は1570年代後半

から1580年代末と考えられる。

伊坂城跡例 伊坂城跡出土のもの（伊坂城跡報告書

55）は、城跡内の屋敷地３内の遺物包含層から出土

した。志知南浦例は上半部のみしか残存していない

が、伊坂城跡例はほぼ完形で、全体の形状や像容が

わかる。志知南浦例とくらべると、やや幅が狭いが、

石材・製作技法は志知南浦例と同一である。像は上

半部にのみ彫られ、下半部には何も彫られていない。

仏は坐像で、体の正面で合掌している。（第153図）

伊坂城跡例は、遺物包含層からの出土例であり、

厳密な所属時期は明らかにはできないが、17世紀に

は屋敷地は廃絶していたとみられ、石仏はそれ以前

のものである可能性が高い。

周辺の諸例 志知南浦遺跡に隣接する蓮敬寺前の小

祠には、数基の五輪塔とともに石仏1基が祀られる

（写真14）。上部がコンクリートで固められているが、

志知南浦例、伊坂城跡例と同系のものである。

伊坂城跡に近い四日市市平津町の八幡神社境内の

小祠内には、石仏２基が祀られている。このうちの

１基（写真15）は志知南浦・伊坂城跡例と同系のも

のである。同じ祠内には異系統の石仏（写真16）も

ある。

員弁川上流のいなべ市北勢町阿下喜の「米藤」前

には、数基の五輪塔とともに3基の石仏が祀られる。

このうちの2基（写真17・18）は志知南浦・伊坂城

跡例と同系である。周囲には２尊が彫られているも

の（写真19）もある。

さらに上流のいなべ市北勢町飯倉の小祠内にも、

石造地蔵菩薩坐像、五輪塔などとともに、２基の石

仏が祀られる（写真20・21）。これらも志知南浦・

伊坂城跡例と同系のものである。

まとめ 北伊勢の各地に志知南浦遺跡出土のものと

同系の石仏が分布することを明らかにすることがで

きた。それとともに、今回の発掘調査成果により、

その所属時期の一端を16世紀末におくことができる

ことを確認することができた。これまでの調査は、

いなべ市・桑名市・四日市市の一部のみであり、今

後の調査により紀年銘をもつ資料が発見される可能

性が残っている。調査が進み、より詳細な分布状況

や所属年代を決定できる資料が確認できることに期

待したい。 （竹田）
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#0 石材については、愛知県埋蔵文化財センター堀木真美子
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写真図版1 

調査前風景（北から）

調査区遠景（西から）
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写真図版2

調査区遠景（東から）

調査区遠景（北から）
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写真図版3 

調査区遠景（西から）
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写真図版4

調査区遠景（北西から）
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写真図版5 

土器棺墓集中（SX106・107・108・129）（北から）

土器棺墓集中（SX106・107）（西から）



－ 282 －

写真図版6 

ＳＸ105（東から）

ＳＸ106
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写真図版7 

ＳＸ107（東から）

ＳＸ107（東から）
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写真図版8 

SX108（西から）

SX108（西から）
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写真図版9 

ＳＸ111（北から）

ＳＸ111（南から）
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写真図版10 

ＳＸ109（東から）

ＳＸ109 （南から）
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写真図版11 

ＳＸ109埋土除去状況（西から）

ＳＸ109深鉢倒立状況（西から）
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写真図版12 

ＳＸ113（西から）

ＳＸ114（西から）
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写真図版13 

ＳＸ129（西から）

ＳＸ129（西から）
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写真図版14 

ＳＺ130（南から）

ＳＫ115（東から）
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写真図版15 

ＳＫ120（東から）

ＳＫ120石刀（86）出土状況（北から）
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写真図版16 

ＳＫ124（南から）

ＳＫ231（西から）



－ 293 －

写真図版17 

区画全景

区画全景（南から）
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写真図版18 

区画全景（東から）

区画全景（東から）
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写真図版19 

区画全景（西から）

山茶椀出土状況（1600）（北から）
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写真図版20 

ＳＢ164、ＳＫ24・25（西から）

ＳＫ91（南から）
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写真図版21 

ＳＢ196、ＳＫ18（西から）

ＳＢ296・334



－ 298 －

写真図版22 

ＳＥ59（西から）

ＳＥ59（南から）
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写真図版23 

ＳＥ59（北東から）

ＳＥ83（南から）
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写真図版24 

ＳＥ83（東から）

ＳＥ83（東から）
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写真図版25 

ＳＥ83（南から）

ＳＥ83（南から）
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写真図版26 

ＳＥ83（南から）

ＳＥ202（西から）
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写真図版27 

ＳＥ269・288（北から）

ＳＥ269鹿角（636）出土状況
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写真図版28 

ＳＥ288遺物出土状況（542・586・588）

ＳＥ288曲物（542）出土状況（南から）
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写真図版29 

ＳＥ270（南から）

ＳＥ270（南から）
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写真図版30 

ＳＤ268出土状況（443・444・463～466・486）（南から）

ＳＸ8（639）（南から）
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写真図版31 

ＳＢ140、ＳＫ4（東から）

ＳＢ148、ＳＫ12・13（北から）
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写真図版32 

ＳＫ10土層断面（北東から）

ＳＫ20下駄（711）出土状況（南から）
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写真図版33 

ＳＫ72・79（西から）

ＳＫ249（北から）
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写真図版34 

ＳＤ1土層断面（北から）

ＳＤ22遺物出土状況（南から）
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写真図版35 

中世後期屋敷地（北西から）

ＳＤ40（南から）
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写真図版36 

ＳＤ35曲物（793）出土状況（西から）

ＳＤ40出土状況（西から）
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写真図版37 

ＳＥ38（西から）

ＳＥ42（東から）
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写真図版38 

ＳＥ56（東から）

ＳＥ58（西から）
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写真図版39 

ＳＥ82（北から）

ＳＥ82（東から）
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写真図版40 

ＳＥ82（西から）

ＳＥ82付近（南から）
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写真図版41 

ＳＥ217（北から）

ＳＥ217（北から）
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写真図版42 

ＳＥ297（東から）

ＳＸ218（西から）
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写真図版43 

ＳＸ218（北から）

ＳＸ218銭貨取り上げ後（南から） 炭化布片（881）が見える
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写真図版44 

出土遺物①

1 2

4 5
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写真図版45 

出土遺物②

7 10

13 16
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写真図版46 

出土遺物③

17

45

34 54 54

62

38

28
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写真図版47 

出土遺物④

69

63

73

64

68 74

70 71 72 75 76

79 80

84 88
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写真図版48 

出土遺物⑤

86 86 86 86

86 86

86 86
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写真図版49 

出土遺物⑥

92 95 96

104 111

117 120 121 122 123 124 125

137 139
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写真図版50 

出土遺物⑦

142 145

147 148

150 153

154 161
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写真図版51 

出土遺物⑧

163 216

169

173 174

177 183

192 195
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写真図版52 

出土遺物⑨

197 199

200 202

208 212

218 219
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写真図版53 

出土遺物⑩

223 224

235 244

246 247 257

249 249

249 249
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写真図版54 

出土遺物⑪

268 290

303 309

319

328 346

314

312
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写真図版55 

出土遺物⑫

359355

354

407402

396

414

411

437

436

446

445

443

439
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写真図版56 

出土遺物⑬

465

451

472

471

467

466

477

476

484 485

501 503
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写真図版57 

出土遺物⑭

506 558

585 586

602 605

616609

608
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写真図版58 

出土遺物⑮

623 623

650 656

663

707

662

658

699

693
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写真図版59 

出土遺物⑯

710 718

730 746

774 787

788 789
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写真図版60 

出土遺物⑰

832 840

842 845

848 852

910 927

926
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写真図版61 

出土遺物⑱

795 795

869 870

871
872
873 表

871
872
873 裏

911

912

874
875
876 裏

877
878
879
880 裏

874
875
876 表

877
878
879
880 表
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写真図版62 

出土遺物⑲

931

930

938

937

950 952

953 953

954 961
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写真図版63 

出土遺物@0

964 1013

1015 1020

1033 1054

1057 1073
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写真図版64

出土遺物@1

1074 1075

1076 1082

1087 1092

1091 1095 1098



－ 341 －

写真図版65

出土遺物@2

1093 1099

1100 1101

1103 1104

1198 1206
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写真図版66

出土遺物@3

1214 1218

1230 1231

1232

1251 1252 1253

1249

1239
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写真図版67

出土遺物@4

1262 1265

1278 1303

1299 1300
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写真図版68

出土遺物@5

1327 1353

1341

1336 1359

1364 1369

1371 1372 1373 1374 1375
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写真図版69

出土遺物@6

1376 1377 1381 1383

1386 1387 1388 1390

1384 1389 1391

1401 1402 1403 1404 1405
1406

1407 1408 1409

1410

1412
1413 1414

1411

1417 1418
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写真図版70

出土遺物@7

1421 1423 1425

1426 1428 1429

1431 1432 1433 1435
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写真図版71

出土遺物@8

1441

1458 1460

1478 1482

1479 1479

1488

1450
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写真図版72

出土遺物@9

1497 1505

1513

1506

1517

1515

1528

1527

1556 1557 1558 1559 1560

1564 1569
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写真図版73

出土遺物#0

1620 1622 1623

1624 1644

1649 1669

1684 1692 1693
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写真図版74

出土遺物#1

146 170 171

172 180 189

194 201 205

206 207 212
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写真図版75

出土遺物#2

213 214 220

279 318 358

371 372 374

376 377 378
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写真図版76

出土遺物#3

379 426 432

433 478 486

491 498 554

555 557 587
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写真図版77

出土遺物#4

588 588 588

623 818 886

885 885 885

905 954 991
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写真図版78

出土遺物#5

1001 1080 1157

1166 1158 1181

1182 1182 1184

1185 1200 1226
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写真図版79

出土遺物#6

1227 1233 1473

1588 1601 1612

385 388

390 514
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写真図版80

515 517 523

出土遺物#7

512 522

529 534
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写真図版81

出土遺物#8

523

543 544

531 532

519

519
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写真図版82

出土遺物#9

537 538 540

541 541 593

542 590
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写真図版83

出土遺物$0

594 595

600 601

792 1367
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写真図版84

出土遺物$1

599 667

711 712

760 790

793 793 794 853
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写真図版85

出土遺物$2

854 855

856 966

1010

1118857 858



－ 362 －

写真図版86

出土遺物$3

1124 1125

1126 1127

1131 1132

1133 1208

1208
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写真図版87

出土遺物$4

1209 1286

1304 1304

1319 1316 1317 1318 1320 1321
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写真図版88

動物遺存体①（ニホンジカ）

636 636

636 636

636 636

636 636
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写真図版89

動物遺存体②（ウシ）

859 859

859 859

969 969

969 969
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写真図版90

動物遺存体③（ウシ）

860 860

860 860

796 796

1036 1036 1036
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写真図版91

動物遺存体④（ウシ）

1037 1037

862 862

863

1038

1039

861
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写真図版92

動物遺存体⑤（ウマ、爬虫類）

1042 797

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1112

1111

1040 1040 1040

1041 1041 1041
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写真図版93

動物遺存体⑥（鳥類、哺乳類、貝類）

866 866

867 1113

1043798

864 865 1305 1306 1368
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写真図版94

道路完成後（西から）

道路完成後（東から）
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