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出雲市教育委員会では、平成13年度から平成14年度にかけて都

市計画道路天神一の谷線道路改良事業地内に所在する角田遺跡の発

掘調査を実施しました。

調査を実施した出雲市塩冶地区は、上塩冶築山古墳や上塩冶横穴

墓群に代表されるように出雲市内でも最も埋蔵文化財が密集する地

域です。しかし、近年は開発の波にさらされ、遺跡の消滅が進行し

ている地域でもあります。

角田遺跡は、これまで開発に伴って2度の発掘調査が実施されて

きましたが、今回の第3次発掘調査によって、遺跡の範囲がさらに

東方に広がりをもつとともに、弥生時代から近世に至るまでの遺構

が多数検出され、時代的にも多岐にわたる複合集落遺跡であること

が明らかとなってきました。本書はその報告書ですが、出雲平野の

歴史解明に多少なりとも役立てば幸いに存じます。

最後に、今回の調査にあたり、ご理解とご協力を賜りました地元

のみなさまをはじめ、関係機関の皆様に心より御礼申し上げます。

平成16年3月

出雲市教育委員会

教育長　加　藤　武　行



例 閑

1．本書は、都市計画道路天神一の谷線道路改良事業に伴い、出雲市教育委員会が平成13年度から

14年度にかけて実施した角田遺跡発掘調査の報告書である。

2．発掘調査は、下記の期間において実施した。

平成13年（2001）8月6日～平成15年（2003）1月6日

3．発掘調査を行った地番は、次のとおりである。

出雲市上塩冶町1460－1ほか

4．調査は、次の組織で行った。

平成13年度

〔調査指導者〕足立　克己（島根県教育委員会文化財課主幹）、原田　敏照（同　文化財保護主事）

〔事　務　局〕川上　稔（出雲市役所文化財室　室長）

〔調　査　員〕米田美江子（出雲市役所文化財室　主任嘱託員）、錦田　充子（同　臨時職員）

平成14年度

〔調査指導者〕広江　耕史（島根県教育委員会文化財課主幹）、原田　敏照（同　文化財保護主事）

〔事　務　局〕川上　　稔（出雲市役所文化財室　室長）

〔調　査　員〕岸　道三（出雲市文化財室　副主任主事）、米田美江子（同　主任嘱託員）

佐藤　睦子（同　臨時職員）、錦田　充子（同　臨時職員）

平成15年度

〔調査指導者〕広江　耕史（島根県教育委員会文化財課主幹）、原田　敏照（同　文化財保護主事）

〔事　務　局〕川上　稔（出雲市役所文化財室　室長）

〔調　査　員〕岸　道三（出雲市役所文化財室　主任主事）、佐藤　睦子（同　臨時職員）

5。本書で使用した遺構略号は次のとおりである。

SK。・・土坑　　Sり・‥溝状遺構　　SB‥　e掘立柱建物跡

6．本書で使用した方位は磁北を示す。

7．本遺跡の出土遺物及び実測図、写真は出雲市教育委員会で保管している。

8．本書掲載の遺物実測図及び写真撮影については、岸、米田、錦田、佐藤が行った。

9．本書の執筆、編集は、上記の方々の協力を得て岸が行った。



10。調査にあたっては、地元の方々から多大な協力を得た。記して謝意を表します。

11。石器の石材鑑定については、山本順三（（財）田部美術館学芸員）が行った。

12。地質分析については、文化財調査コンサルタント㈱に委託して行った。また、地質分析の結果

については、同社の渡辺正巳氏に玉稿を賜った。

13。鉄棒の分析調査については、（財）安来市体育文化振興財団に委託して行った。また、分析結果

については、同財団の相川義行氏に玉稿を賜った。

14。発掘調査及び遺物整理にあたり、次の方々にご指導、ご協力を賜った。

田中　義昭（島根考古学会会長）、山田　康弘（島根大学法文学部助教授）

中村　唯史（島根県立三瓶自然館指導員）

15。発掘調査にあたっては、次の方々に従事して頂いた。

長島　節子　　渡部　政義　　高根　常代　　飯国美代子

今岡　勝美　　藤原　一男　　塚原　立之　　吉田　　栄

中村　孝司　　片山　　修　　石橋　弥生　　勝部　武夫

吾郷園生子　　青木　　孝　　板倉　博夫　　自築　正造

稲村　玉枝　　小室　和子

藤原　和明　　青木　卓雄

原　　　昇　　有田　俊夫

落合　哲夫

16。遺物整理、報告書作成作業については、次の方々に従事して頂いた。

矢野　愛子　石川　桂子　森山　博美　井上喜代女　村田　理恵　遠藤

鵜口　令子　　永田　節子　　吹野　初子　　岡　　幸子

恭子
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且。調査に至る経緯

平成12年（2000）10月24日、出雲市都市計画課より都市計画道路天神一の谷線道路改良事業地内

における埋蔵文化財の有無について照会を受けた。当該予定地（延長190m）は、周知の遺跡であ
（1）

る角田遺跡の範囲内であるとともに、平成8年（1996）に圃場整備事業に伴って発掘調査を実施し

ていることから、発掘調査の必要があると判断した。

また、平成13年（2001）1月15日、天神一の谷線道路改良事業についてさらに東へ150m延長す

ることについて都市計画課と協議し、事業予定地の東側については試掘調査によって遺跡の有無を

確認することにした。

試掘調査は同年3月23日と27日の2日間、5カ所のトレンチを設定して実施した（第1図）。

の結果、第1トレンチから第3トレンチにお

いて遺構や中世土師器を中心とする遺物が

検出されたことから、遺跡が存在している

ことが確認された。

なお、第4トレンチ、第5トレンチにおい

ては、遺構・遺物とも確認されなかったため

遺跡としては第3トレンチ以西に広がりを

もつものと予想された。

各トレンチでの堆積土を第2図に示して

いるが、いずれのトレンチにおいても水田

耕作土の下面には暗褐色粘質土、暗褐色粘

砂土と堆積している。このうち暗褐色粘質

土が遺物包含層となっており、中世土師器

を中心とした遺物が出土している。

試掘調査の結果から、出雲市都市計画課

と協議を重ね、第1トレンチから第3トレン

チにかけての全長約310mの区域を発掘調査

対象とし、調査を平成13年（2001）8月から実

施することを確認している。

発掘調査に至る手続きについては、事業

者である出雲市からは、同年6月12日付で

埋蔵文化財発掘の通知（同法第57条の3）

が提出された。出雲市教育委員会ではこれ

を受け、埋蔵文化財発掘調査の報告（同法第

58条の2）を同年7月3日付で島根県教育委

員会教育長宛提出している。

1
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発掘調査は、平成13年（2001）7月から準備を進め、8月6日から開始した。調査面積は、平成13

年度が道路拡幅部分で南側幅4m、北側が幅1m、長さ約150mで約750m子である。平成14年度の調

査では道路敷設部分の幅10mXl15mの約1，150扉であり、総発掘面積は約1，900m竿である。

各調査区では、試掘調査によって確認された包含層までを重機によって取り除いたのち、発掘調

査を開始した。そして、水処理や冬の寒さに悩まされながらも、平成15年（2003）1月6日に調査

を終了している。その間、平成14年（2002）3月16日と同年12月21日には角田遺跡発掘調査の現

地説明会を開催している。

なお、調査終了後には埋蔵文化財発見届（遺失物法第13条）、埋蔵文化財保管証、発掘調査の概

報をそれぞれ出雲警察署、島根県教育委員会に提出している。

註

（1）『出雲市埋蔵文化財調査報告書第8集』「角田遺跡」出雲市教育委員会1995年

2
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I．位置と環境

（1）遺跡の位置（第3図）

角田遺跡は、出雲平野のほぼ中央、出雲市上塩冶町揚松及び宮松地区に所在している。付近はこ

れまで田園の広がる地域であったが、JR出雲市駅の南わずかに500mという立地から、駅南地区区画

整理事業により日々開発の波にさらされている状況である。

遺跡の現況は宅地と水田であるが、南北約400m、東西約340mのやや南北に長い範囲に遺物の散

布が確認されている。出雲平野のうち、斐伊川左岸では帯状に伸びる微高地が現在でも宅地や畑地

として利用されている。この地形は旧自然堤防と呼ばれるもので、角田遺跡もおそらく神戸川に

よって形成された旧自然堤防上に立地するものと考えられる。

1．角田遺跡　2．神門寺境内廃寺　3．上塩治築山古墳　4．築山遺跡　5，上塩冶横穴墓群

6．大井谷遺跡　7．地蔵山古墳　8．半分城跡　9．半分古墳10．三田谷遺跡11．光明寺古墳群
12．刈山古墳群13．小坂古墳14．栗栖城跡15．浄土寺山城跡16．放れ山古墳17．大梶古墳

18．古志本郷遺跡19．下古志遺跡　20．田畑遺跡　21．妙蓮寺山古墳　22．宝塚古墳

23．地蔵堂横穴墓群　24．知井宮多聞院遺跡　25．福知寺横穴墓群　26．小浜山横穴墓群
27．山地古墳　28．上長浜貝塚　29．井原遺跡　30．白枝荒神遺跡　31．天神遺跡　32．矢野遺跡

33．小山遺跡　34．大塚遺跡　35．中野美保遺跡　36．塚山古墳　37．今市大念寺古墳
38．平家丸城跡　39．西谷墳墓群　40．斐伊川鉄橋遺跡　41．荻抒古墓　42．中野西遺跡

43．山持川川岸遺跡　44．膳棚山古墳群　45．大寺古墳　46．平林寺山古墳　47．鳶ケ巣城跡

48．石臼古墳　49．菱根遺跡　50．原山遺跡　51．出雲大社境内遺跡

第3図　角田遺跡周辺の遺跡



角田遺跡が所在する周辺には、南には大集落遺跡と推定されている宮松遺跡のほか、国指定史跡

である上塩冶築山古墳、上塩冶地蔵山古墳など県下を代表する古墳時代後期の横穴式石室境があり、

特に古墳時代後期になってから大きな経済力を基盤とした政治勢力の台頭がみられる。さらに西方

には天神遺跡、高西遺跡など、弥生時代の拠点集落と目される遺跡が営まれるほか、北方には近年の

開発によって中世を中心とする藤ケ森I遺跡、Ⅲ遺跡などが相次いで発見されている。

（2）歴史的環境

出雲平野を取り巻く地形には、北に北山山麓、南に中国山地から派生した丘陵地が連なり、東には

宍道湖、西には日本海がある。この宍道湖と日本海には、それぞれ斐伊川、神戸川が注いでおり、出

雲平野はこの二大河川によって形成された沖積平野となっている。

しかしながら、遺跡が形成され始めた頃の景観は、現在とはかなり異なっていたようである。奈

良時代に編纂された『出雲国風土記』によれば、現在は東流して宍道湖に注いでいる斐伊川が、当

時は西流して入海のような状況を呈していた潟湖（現在の神西湖）に注いでいたようである。そして、

斐伊川が西流していた当時は、神門水海の北方に注いでいたようである。

このような地形のもと、角田遺跡は神戸川が南部丘陵から入海へと注ぐ平野への入口付近に位置

する旧自然堤防上に立地していたとものと考えられる。

出雲平野における遺跡の初源は、平野の北にある菱根遺跡（大社町）、西の砂丘下にある上長浜貝

塚が知られており、縄文時代早期末の遺物が確認されている。これに続く遺跡としては、縄文時代

前期末から中期にかけての上ケ谷遺跡（斐川町）が知られているが、その他では確認されていない。

縄文時代後期・晩期になると、平野の北に出雲大社境内遺跡、原山遺跡（大社町）が営まれるほか、

南の丘陵下にある三田谷I遺跡、平野中央部の矢野遺跡〇歳小路西遺跡などからも遺物が確認されて

いる。

弥生時代には、矢野遺跡・姫原西遺跡や三部竹崎遺跡（湖陵町）などで前期の遺物が確認されて

いるが、規模は小さい。しかし、中期中葉以降、入海周辺の沖積地に集落が飛躍的に拡大し、天神

遺跡・古志本郷遺跡。下古志遺跡など集落を囲擁する環濠を有する大規模集落が営まれ、その拡大

は古墳時代前期にまで及んでいる。

また、弥生時代後期には四隅突出型墳丘墓6基を含む西谷墳墓群が斐伊川に近い南の丘陵に築造

される。この中には、突出部を入れると一辺60m近くもある3号墓など大形のものもあり、この頃

にはある程度共同体的結合が図られ、首長の権力が強大になってきたことが窺える。そして、近年

の発掘調査によって、平野部の中野美保遺跡や青木遺跡からも四隅突出型墳丘墓が発見され、集落

と墓域の関係などを考えるうえで注目されている。

古墳時代になると、これまでは弥生時代中期中葉から形成された大規模集落がほぼ同時期に急激

に衰退する傾向が認められ、この時期に畿内勢力の進出など、大きな社会的変革があったことが考

えられていた。そうした中で、出雲平野には古墳時代中期の遺跡はほとんど確認されていないのが

現状であった。しかし、近年の発掘調査によって、今まで空白とされてきた当該期の遺跡が相次い

で発見されている。
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斐伊川左岸の南部丘陵地には三谷遺跡や長廻遺跡が所在し、古墳時代中期の土坑や竪穴式住居跡

などが確認され、神戸川右岸の南部丘陵地にも三田谷I遺跡から多量の遺物とともに竪穴住居跡な

どが確認されている。また、平野部でも中野美保遺跡や中野西遺跡からは土坑などの遺構に伴って

古墳時代中期の遺物が確認され、平野の北に位置する井原遺跡でも当該期の多量の遺物とともに溝

や井戸、ピットなどの遺構が確認されている。

また、当該期の古墳としては、北山山脈に大寺古墳や上島古墳（平田市）が築造されるはか、神

門水海に近い南部丘陵地には北光寺古墳、県内では類例の少ない筒型銅器を副葬し、内海航路を押

さえた首長の墓と目される山地古墳などが築造される。

古墳時代後期後半には、今市大念寺古墳・上塩冶築山古墳。地蔵山古墳など、横穴式石室を有す

大規模な古墳が築造される。また、平野南部の丘陵斜面には上塩冶横穴墓群・神門横穴墓群など大規

模な横穴群が築かれ、東部出雲の安来平野、意字平野に並ぶ勢力が存在していたことが窺える。し

かし、これら古墳の被葬者を支える基盤となったであろう大集落遺跡は、現在のところ確認されて

いない。

奈良時代にも遺跡は点在しているが、あまり詳しいことはわかっていない。一方、この時期にな

ると神門寺境内廃寺・長者原廃寺など私寺が建造されるとともに、小坂古墳の石橋や朝山古墓、菅

沢古墓のほか、墳丘内から石製骨蔵器が発見された光明寺3号墓などの初期火葬墓があり、古墳から

火葬墓への過渡期の様子が明らかになりつつある。

中世の遺跡は、各地で井戸や建物跡などの遺構が検出されているが、集落としては部分的なもの

が多く、あまり詳しいことはわかっていない。その中にあって、出雲大社境内遺跡から平安時代か

ら中世にかけての出雲大社の壮太さを示す3本を束にした柱跡が確認されている。そのほか、矢野

遺跡からは14～15世紀にかけての溝で区画された屋敷地が発掘されており、蔵小路西遺跡・姫原

西遺跡からは中世の木棺墓が発見されている。

（3）これまでの発掘調査

角田遺跡では、これまでに2回の発掘調査が行われている。
（1）

揚松地区第3工区国場整備事業に伴う発掘調査（第頂次発掘調査、一帽7¢卑）

出雲高等学校社会部考古班の生徒を中心に水路設置部分について発掘調査が実施されている。調

査では、径80cm、深さ30cmほどの土坑1基が検出され、土坑上面には土師器杯、嚢、紺のほか須

恵器直口壷、杯蓋が集中して出土している。これらは意識的に置かれたように出土し、さらに土師

器杯には内外面ともに赤色塗彩を施されていたことから供献用の土器群と考えられ、この土坑も墓

壕である可能性が強いものとされている。時期的には山陰の須恵器編年Ⅳ期に該当し、7世紀初頭

頃の遺構と推定されている。
（2）

宮松地区固場整備事業に伴う発掘調査（第2次発掘調査、柑96年）

出雲市教育委員会によって道路敷設部分について発掘調査が行われている。調査では第1次調査

で確認された古墳時代の遺構は認められず、奈良時代から近世にかけての遺構が検出されている。

なかでもB区では奈良時代と考えられる曲物を伴う木枠組みの井戸が検出され、完形の須恵器長頸
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壷が出土している。また、わずかながら鯖の羽口や鉄淳、古瓦などの特異な遺物が出土しており、付

近に鍛冶関連施設や古代寺院が存在した可能性が指摘されている。また、弥生土器や凹石などの遺

物も出土しており、時代的にも遺跡の複合性が指摘されている。

註

（1）『出雲市埋蔵文化財調査報告書第5集』「角田遺跡」出雲市教育委員会1995年

（2）『出雲市埋蔵文化財調査報告書第8集』「角田遺跡」出雲市教育委員会1998年
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Ⅱ。54G『～応3G『の発掘調査

刊。発掘調査の概要

調査地は途中既設用水路が南北に通っているために分断されているが、これまでは水田として利

用されていた地域である。調査に入る前に、試掘調査によって確認されていた遺物包含層までの水

田耕土を重機によって取り除き、排土した。そして、東西、南北とも5m間隔のグリッドを設定し、

西からB54Gr～B63Gr、C54Gr～C63Grとした。調査面積は、東西約60m、南北約10mの約600

扉である。なお、水処理のために調査区南側には約20cmの幅で側溝を設定した。調査は平成14年

（2002）11月5日に開始し、平成15年（2003）1月6日に終了している。

層　　序（第4図。第5図）

調査区が東西に長いため、堆積土は一様ではなく、若干異なった様相を示している。59Grに位置

する既設用水路の東側における基本的な層序は、耕作王を除くと上層から赤褐色土、淡褐色土、褐色

土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達する。このうち西側で認められる淡褐色土は黄灰色

土に、褐色土は暗褐色土にそれぞれ対応するものと考えられる。いずれも堆積土中に、褐色粒子を

多く含んでいることが特徴である。

一方、既設用水路を挟んで西側では56Gr付近を境にして複雑な層序を示しており、東西でかなり

異なっている。56Gr以東の基本的層序は、耕作土を除くと上層から褐灰色土、灰褐色土、灰褐色粘

質土、暗褐色土と堆積し、基盤層である黄褐色砂質土へと達する。また、56Gr以西においては上層

から褐灰色土、灰色土、暗灰色粘質土と堆積し、基盤層である黄褐色砂質土へと達している。このう

ち、灰色土は灰褐色粘質土、暗灰色粘質土は暗褐色土にそれぞれ対応するものと考えられる。なお、

堆積土中には褐色粒子を多く含んでいる。既設用水路以東の堆積土と比べると、粘質土が広く堆積

するとともに、基盤層である黄褐色砂質土が西側に向かって粒子が粗くなるという特徴がある。

遺構はすべて黄褐色砂質土の上面で検出しており、この面から時期の異なる遺構が検出されてい

ることから、黄褐色砂質土の上層に堆積する前の段階で削平を受けているものと考えられる。

遺　　構（第4図。第5図）

遺構は溝状遺構7、土坑状遺構17のほかピット状の遺構を多数検出しており、検出数は1，000を

超える。遺構が築かれた時期は、12～13世紀頃にかけての中世の遺構が中心であるが、中には奈良

～平安期、古墳時代の可能性を示す遺構もあり、近世のものも含めて時代的にも多岐にわたっている。

溝状遺構は、そのほとんどが中世の建物跡の区画を示すもので、なかには掘り直しとみられる

SI）34などもある。また、建物跡の区画を示す溝状遺構の基軸は、西北西一東南東、南南西一北北東

を向く傾向にあり、この区画の中に中世庶民クラスの建物が配置されていたものと考えられる。

SI）22やSD31については建物跡の区画を示す溝とは性格を異にするもので、水路的な機能を有して

いたものと考えられ、このうちSり22については遺物が皆無であり時期的な判断は難しいが、切合関

係より調査区の中でも最も古い時期に築かれた遺構と考えられる。

土坑状遺構には、井戸跡と考えられるものや土墳墓と考えられるものとがある。SK28やSK33、

SK39などは井戸跡と考えられるもので、平面プランは円形または楕円形を呈し、下層では木片が多
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く認められる。SK39では壁面に杭を立てて崩れにくくしているとともに、曲物の一部も検出されて

いる。これらの井戸跡は時期的にはその出土遺物から12～13世紀を中心とするものである。

土墳墓と考えられる遺構には、SK29やSK．31などがある。平面プランは長方形を呈し、深さが

80cm～1．0m程度のものである。SK29では9～10世紀頃、SK31では12～13世紀頃の遺物が出土

している。

ピット状遺構は多数検出しているが、この中には桂根が残存しているものが10基余り検出されて

いる。これらは建物跡の一部と考えられるが、調査区が狭小なこともあり明確な配置はとはならず、

しかも何回もの建て直しが行われたものと考えられる。その他のピット状遺構については出土遺物

も少なく、遺構としての性格は不明である。

遣　　　物

遺物は基盤層である黄褐色砂質土上面に堆積しているすべての層に包含しており、中世土師器を

中心として弥生土器、土師器、須恵器、磁器、陶器などのほか石器、木製品、鉄製品も出土してい

る。小片が多く、出土量はコンテナ5箱分と比較的少ない。

59Gr以東では、黄褐色砂質土上面に堆積する褐色土が安定した遺物包含層になっている。遺構内

からの出土量は少ないが、Sの31やSK29などからは時期的な判断のできる比較的良好な資料を検出

している。一方、59Gr以西においては、暗灰色粘質土、暗褐色土が安定した遺物包含層となってい

る。遺物は、全体を通してその大部分が12～13世紀頃に相当する資料であり、遺跡の中心時期も

当該期にあることは明らかである。

中世の遺物は最も多く出土しており、土師器杯、小皿などが多く出土している。そのほか特異な

遺物としては、古瓦や鉄淳がある。古瓦は、内面に布目庄痕を有するもので、この周辺に古代から中

世期にかけての寺院の存在を窺わせるものである。また、鉄淳は分析の結果、鍛冶精錬淳と推定さ

れ、この集落内に鍛冶関連施設が存在したことを窺わせる資料である。

奈良時代から平安時代にかけても、土師器や須恵器がわずかながら検出されている。Sり31や

SK29からは当該期の遺物が出土しており、この時期にもわずかながら生活の跡を窺うことができる。

最も古い時期の遺物としては、Sり33から弥生時代後期の嚢片が出土している。当該期の明確な遺

構は調査区内では認められないものの、南に位置し、大規模な集落跡と考えられている宮松遺跡と

の関連が注意される。
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1．褐色土　耕作土

2・褐灰色土　褐色粒子を多く含む

3・灰褐色土　褐色粒子を含み、少し粘性がある

4．褐灰色土　褐色粒子・砂利を含む

5．明灰色粘貿土

6．灰褐色土

11
2　4　　　5

7．明灰色粘質土

8．灰褐色粘質土褐色粒子を含む

9．灰色粘賓土

10．灰色粘質土　褐色粒子を含む

11．褐灰色粘質土

12．灰色土

2　　　　　2

13．灰褐色土　　　地山砂を含む

14．褐灰色粘貿土　褐色粒子を含む

15．灰褐色土　　　褐色粒子・砂利を含む

16．暗褐色土　　　粒子やや粗い

17．灰色粘質土　　褐色粒子を含み、粘性強い

18・暗灰色粘貿土　粒子やや粗い

19・暗褐色土　　　レキを多く含む

第5図　54Gr～59Gr遺構配置図
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2∪　遺構と遣物

SD別（第6図）

調査区の東端、地山である黄褐

色砂質土上面で検出した溝状遺構

で、南南西一北北東方向を基軸と

して伸びている。北側と南側、東

側は調査区外へと達し、南側で中

世期の井戸跡と考えられるSK33に

よって一部切られている。

検出した状況では、検出長10．8m、

最大幅3．6mを測る。なお、検出高

は標高8．38mである。

覆土には上層に褐色粒子を含む

灰褐色土や暗灰色土、下層には同

じく褐色粒子を含む黒褐色土や青

灰色土が堆積し、基盤層である黄

褐色砂質土へと達している。断面

の形状は、肩部から緩やかに落ち

て底面はほぼ平坦に作り出してお

り、最深部までの深さは28cmを測

る。なお、東側は調査区外へと達

しているが、断面の形状から推察

すれば、本来は幅が7．0m程度の溝

状遺構であると推察される。

遺物は少量で細片のものが多い

が、奈良時代から平安時代初期頃

にかけての須恵器杯や壷などが出

土している。このことから、遺構

が築かれた時期は8～9世紀頃であ

る可能性が強い。

遺構の機能については判断し難

いが、覆土には粘質土の堆積が認

められないことから、常時耐水し

ていた状況とは考えにくい。なお、

Sり3日ま12～13世紀頃の遺構であ

るSK31とも切合関係にある。

1．灰褐色土

2．青灰色土

3．灰色土

4．暗褐色土

褐色粒子を含む

褐色粒子を含む

撹乱

0

5．暗灰色土　　　粒子やや粗く、褐色粒子を含む

6．暗褐色砂質土　粒子やや粗い

7．暗褐色土　　　粒子やや粗く、他山砂を多く含む

8．黒褐色土　　　褐色粒子を含む

2m

hlll】　　」

第6図　SD31実測図
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第7図　SD31出土遺物実測図

Sm別の出土遺物（第7図）

1は、土師器杯である。内外面ともナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。2は、土

師器杯あるいは高杯であろう。内外面とも朱塗りされ、目線端部はやや外反して丸くおさめている。

3は、須恵器の高台付杯である。内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離され、

やや外側に向けて短い高台が付くものである。4は、須恵器壷の胴部付近の破片であろう。突帯を

貼り付け、内外面ともにナデによる調整が行われている。5は、須恵器嚢の頚部付近の破片である。

自然粕が残る外面はタタキ、内面には筋状の当て具痕が認められる。

これらの遺物は、1がやや新しい様相をもつものではあるが、およそ奈良時代から平安時代初期頃

に相当する資料と考えられる。

Sm34（第8図）

58Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南南西一北北東方向に伸びている。南北ともに

調査区外へと達しており、南側では新しい時期に築かれた溝状遺構であるSn36と切合関係にある。

また、SI）34は遺構のほぼ中央に高まりをもち、2つの溝が重なり合うような状況で検出されている。

上部が削平されていることから2つの溝の新旧関係は明らかではないが、どちらかが掘り直しの溝

である可能性をもつものである。

検出した状況では、長さ10．0m以上、最大幅3．0m、狭いところでは1．5m程度を測る。なお、検

出高は標高8．18mである。

覆土には上層に褐色土や暗褐色土、下層には黒褐色粘質土が堆積して基盤層である黄褐色砂質土

へと達している。断面の形状は、2条とも一方の肩部からは緩やかに、もう一方からは約45度の角

度で落ちて底面は丸くレンズ状に作り出している。西側の溝は北側ではやや広い平坦面を有して2

段に作り出されるという特徴がある。最深部までの深さは西側の溝で30cm、東側で24cmと若干西

14



側の溝のほうが深くなっている。なお、遺構の北側と南側における底面の標高はほぼ一定である。

遺物は少量ではあるが、12～13世紀頃を中心とした中世土師器の細片のほか、土師器揺鉢や須恵

器高台付盤などの遣物が出土している。

SD34の西側に位置するSD32、SD35は基軸が西北西一東北東を向いており、SD34とほぼ直交す

るように配置され、さらにこの直交する区画の北側には桂根

を含む柱穴跡と考えられるピット状遺構が多数検出されてい

る。以上のような遺構の配置状況から考えると、遺構の機能

としては、中世建物跡の区画を示す溝である可能性が強く、時

期的には12～13世紀にかけて築かれたものであろう。

SD34の出土遺物（第9図）

1は、土師器捨鉢である。体部からロ縁部にかけて直線的に

立ち上がる逆「ハ」の字状を呈しており、ロ緑端部はほぼ平担

におさめている。外面口緑端部付近は横方向、下位は縦方向

のパケ、内面は斜め方向のパケによる調整が行われ、下位には

措目が認められる。このような土師器措鉢は、12～13世紀頃
（1）

の特徴をもつもので、市内では藤ケ森遺跡（I地点）や矢野遺
（2）

跡（第2地点）からも出土している。2は、須恵器高台付盤で

あろう。内外面ともナデ、底部は糸切り後にナデによる調整

が行われている。やや長めに伸びる高台は、直立して端部は

ほぼ平坦におさめている。焼成時にかなり変形しているが、

器形から推察すると平安時代初期頃に相当する資料であろう。

その他の遣物は小片であるが、12～13世紀頃と考えられる

中世土師器が中心であり、古い様相を示す資料も混在してい

るものの、当該期に築かれた遺構である可能性が強い。

SD22（第10図）

51Gr～54Grにかけての黄褐色砂質土上面で検出した溝状

遺構で、西南西一東北東方向に伸びている。両端とも調査区

外へと達してさらに伸びているが、この溝は後述するSD21・

SD25・SD26などと切合関係にあり、これらの中で最も古い時

期に築かれたことが明らかである。検出した状況では、長さ

17．5m以上、最大幅1．1mを測る。なお、検出高は標高8．07m

である。

覆土には、上層に褐色粒子を含む褐灰色土や灰褐色砂質土

が堆積しており、下層には褐色や灰色の粘質土が堆積して基

1，掲色土

2．灰色帖だ土　　　褐色I立子を含む

3．時栂色砂欄土　　やや加、砂粒を含む

4．暗褐色砂打土

5．属絢色砧只土

0

第8図　SD34実測図

15



盤層である黄褐色砂質土

へと達している。断面の

形状は、両肩から鋭角に

落ちて底面はほぼ平坦に

作り出しているが、南側

肩部では一度平坦面を有

∵二二三不二

第9図　SD34出土遺物実測図

する箇所も認められる。

最深部までは北側で38cmであるのに対し、南側では45cmの深さがあり、南に向かって緩やかに傾

斜していることが注意される。

遺物が全く出土していないことから築かれた時期については不明であるが、切合関係からSり21

やSり25など中世期の遺構よりも古いことが明らかである。遺構の機能については、覆土には粘質

土が堆積し底面に緩やかな傾斜が認められることから、水路として機能していた可能性が強い。

Sm37（第10図）

57Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南南西一北北東方向に伸びている。北側は調査

区外へと達しており、前述したSの34とほぼ並列するように配置されている。検出した状況では、長

さ3．2m以上、最大幅70cmを測る。なお、検出高は標高8．14mである。

覆土には、上層に褐色粒子を含む灰褐色粘質土や暗褐色粘質土が堆積し、下層には黒褐色砂質土

が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、両肩から鋭角に落ちて底面

は丸くレンズ状に作り出しており、最深部では26cmを測る。なお、中央部で深くなっており、北側

では約15cmと浅くなっている。

遺物が全く出土していないことから築かれた時期については不明であるが、Sの34と並列している

ことやSの32eSり35と基軸が直交するように配置されていることから考えると、Sの34と同様に中世

建物跡の区画を示す溝である可能性が強く、新旧関係は明らかではないものの、掘り直しを行った

可能性もある。

Sm30（第11図）

59Gr～60Grにかけての黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西北西一東南東方向に伸びてい

る。両端とも調査区外へとさらに伸びるものと予想されるが、検出した状況では長さ7．25m、最大幅

52cm、狭いところでは24cmを測る。なお、検出高は標高8．18mである。

覆土には、上層に褐色粒子を含む青灰色粘質土、下層には暗褐色粘質土が堆積して基盤層である

黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちてやや北側に偏った位

置にある最深部は丸く作り出しており、中央部では約24cm、その他の部分では約15cmを程度を測

り、中央部でやや深くなる傾向を示す。

遺物は、少量ではあるが中世期と考えられる土師器嚢片などが出土している。遺構の性格は、

Sn32やSり35などと同様に西北西一東南東方向に伸び、形状もほぼ同様な特徴をもつ遺構であるこ
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とを考えると、中世建物跡の区画を示す溝と考えられ、その配置からはこの調査区の中には2軒以上

の建物区域の存在が想定される。

SD32（第12図）

54Gr～56Grにかけての黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西北西一東南東方向に伸びてい

る。検出長8．80m、最大幅74cm、狭いところでは約30cmを測る。なお、検出高は標高8．20mである。

覆土には、褐色粒子を含む褐灰色粘質土や暗灰色粘質土が堆積し、基盤層である黄褐色砂質土へ

と達している。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出している。

最深部までの深さは8cmで、遺構全体を通してほぼ一定である。

1．灰褐色土　　褐色粒子、砂粒を含む　5・灰褐色砂質土　粒子粗い

2・暗褐色砂質土　褐色粒子を含む

3・暗褐色砂質土　粒子やや粗い

4・褐灰色土　　褐色粒子を含む

6．褐色粘質土　　砂粒を含む

7．褐色粘質土　　粘性強い

8．灰色粘質土　　粘性強い

H＝8．20m

1．灰褐色粘質土　褐色粒子を含む

2．暗褐色粘質土　やや粗い砂粒を含む

3．黒褐色砂質土

4．黒褐色砂賢土

2m

「一一一　一　一　一i　　　　　　」

第10図　SD22・SD37実測図
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遺物は全く出土しておらず、築かれた時期については明確にできないが、Sり34やSD37と基軸が

直交して配置され、北側には桂根を伴うピット状遺構が存在していることから推察すれば、北に位

置する中世建物跡の区画を示す溝である可能性が強い。

Sり35（第12図）

55Gr～56Grの南端部、黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西北西一東南東方向に伸びてい

る。南側には約20cm幅で側溝を設定していることや西側の一部が中世期の井戸跡と考えられる

SK．41によって切られているが、長さ7．40m以上を

測る。なお、検出高は標高8．20mである。

覆土には中央部で暗褐色粘質土、肩部では暗褐

色砂質土が堆積し、基盤層である黄褐色砂質土へ

と達している。断面の形状は、南側では側溝を設

定しているために明らかではないが、北側肩部よ

り緩やかに落ちて底面はほぼ平坦に作り出してお

り、深さは約8cmと浅い。また、側溝を設定して

いる南側壁の堆積土から推察すれば、この溝は広

いところでも約1m程度であると考えられる。

遺物には、朱塗りの痕跡が残る管状土錘が1点

出土しているにすぎず、この遺物から築かれた時

期について断定することはできないが、Sの32と並

列するように配置されていることから、中世建物

跡の区画を示す溝である可能性が強い。なお、

Sり32との間には柱穴となるようなピット状遺構

が存在しないことから、Sり32とは別の建物跡の区

画を示す溝で、南側に建物跡が配置されていた可

能性が強い。

その他の溝状遺構

調査区の西端、54GrではSの33を検出している。

この遺構は、溝というよりは地形的に緩やかに西

に向かって落ち込んだ部分で、深さは3cm程度の

浅いものである。なお、Sり33はSり22と切合関係

にあり、Sり22より新しい時期に築かれた遺構であ

ることが明らかである。

遺物には、この調査区では最も古い時期にあた

る口緑部が上下に拡張する弥生時代後期の嚢片の

18

紹

1．青灰色粘質土

2．青灰色土

3．暗褐色粘質土

褐色粒子を含む

砂粒を多く含む

粘性強い

1m

［コTTr→－二二∃

第11図　SD30実測図



ほか、中世期の六連式の製塩土器なども出土しているが、これらから遺構の築かれた時期について

断定するには資料として乏しく、遺構の機能についても不明である。

また、中世建物跡を区画する溝と考えられるSD34の南側では切合関係からこれよりも新しい時

期の溝状遺構であるSn36を検出している。約50cmの深さがあり、遺構内からは拳大から人頭大の

石がわずかながら出土しているが、これらからは築かれた時期とともに遺構の機能についても明ら

かではない。

SK29（第13図）

C59Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺

構である。平面プランは、長軸1．64m、短軸1．30m

の東西に長い陶丸長方形状を呈している。なお、

検出高は標高8．20mであり、基軸は西北西一東南

東を向いている。

覆土には、上層に炭化物を含む暗褐色土や褐色

土が堆積し、中層には暗オリーブ色、暗褐色の粘

質土、最下層には粘性の強い黒褐色粘質土が堆積

して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。

断面の形状は、肩部からやや鋭角に落ちて底面は

ほぼ平坦に作り出しており、最深部までの深さは

54cmを測る。

遺物には、奈良時代頃と考えられる土師器杯の

ほか須恵器嚢片などが出土しており、当該期に築

かれた遺構と考えられる。遺構の機能は、形状や

や深さなどから推察するかぎり、井戸跡とは考え

にくく、土墳墓であった可能性が強い。

SK29の出土遺物（第14図）

1は、土師器杯の底部である。内外面ともに回転

ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されてい

る。小片で器形が十分に把握できないため、時期

的な判断は難しい。2は、須恵器嚢の口綾部である。

目線端部は外反して丸くおさめ、端部から2cmほ

ど下位には一条の沈線が施されて内外面ともにナ

デによる調整が行われている。3は、須恵器賓の胴

部であろう。外面は粗いタタキ、内面には一部ケ

ズリによる調整が行われているが全体的にやや雑

H＝8．30m

a a
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H＝830m
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糞芸票ミE

l暗褐色粘質土

2暗褐色砂質土

栂灰色帖質土　　褐色粒子を含む

暗灰色帖質土　　粒子やや粗い

淡褐色砂質土

0　　　　　　　　　　　　　　2m
j　1　－　1　－　：　　　　　　」

第12図　SD32・SD35実測図



に仕上げられており、至るところに指頭庄痕が認められる。2・3のような須恵器小片からは明確な

時期を判断することは難しいが、およそ奈良時代頃に相当する資料と考えられる。

SK別（第15図）

調査区の東端、B63Grの黄褐色砂質土上面において検出した土坑状遺構である。この遺構は、奈

良時代から平安時代にかけて築かれたと考えられる

Sり31と切合関係にあり、Sm31よりも新しい時期の遺

構であることが明らかである。平面プランは、長軸

1．60m、短軸1。02mを測る南北に長い隅丸長方形状を

呈している。なお、検出高は8．10mであり、基軸は南

西一北東方向を向いている。

覆土には上層にオリーブ黒色土、オリーブ色土が

堆積し、中層には暗オリーブ、暗褐色、褐色といった

粘質土、下層には黒褐色粘質土が堆積して基盤層で

ある黄褐色砂質土へと達している。このうち、褐色

粘質土中には木片を多量に含んでいることが注意さ

れる。断面の形状は、肩部からほぼ垂直に落ちて底

面はほぼ平坦に作り出しており、最深部までは98cm

の深さを測る。

遺物は少量ではあるが、12～13世紀頃に相当する

資料である土師器鉢や杯が出土していることから、

遺構が築かれた時期も当該期であろう。遺構の性格

は、土墳墓としては98cmも深さがあることから、む

しろ井戸跡と考えたほうが自然であり、覆土中に

多量の木片が認められることなどから、杭あるい

は木枠が破損したものと考えられる。

SK別の出土遺物（第16図）

1は、土師器鉢である。体部から口緑部にかけて

直線的に伸びる逆「ハ」の字状を呈しており、口

緑端部にはやや凹面を作り出している。外面は

縦・横方向のパケ、内面は斜め方向のパケによる調

整が行われている。このような特徴をもつ土師器

鉢は、12～13世紀頃に相当する資料と考えられる。

2は、土師器杯である。内外面ともに回転ナデ、底

部は回転糸切りによって切り離されている。
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0

1．暗褐色土　　　　　地山砂、炭化物を含む

2．褐色土　　　　　　褐色粒子、地山砂、炭化物を含む

3．暗オリーフ色粘質土

4．暗褐色粘質土　　　砂粒を少し含む

5・黒褐色粘質土　　　粘性強い

2m

ヒ⊥＿＿　一　一　一つ　　　　　　二∃

第13図　SK29実測図

第14図　SK29出土遺物実測図



SK35（第17図）

C54Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。平面プランは径約70cmを測る円形状

を呈し、東南部にやや張り出した部分を有している。なお、検出高は標高8．08mである。

覆土には、上層に褐色粒子を含む灰色粘質土、灰色土が堆積し、中層には砂粒を含む暗褐色土、下

層には淡褐色砂質土が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、肩部か

ら約45度の角度で落ちて、やや南に偏って位置する底面は丸

く作り出しており、最深部までの深さは34cmを測る。

遺物には、奈良時代頃に相当する資料である土師器杯や須

恵器棄片が遺構底部直上から出土しており、遺構が築かれた

時期も当該期と考えられる。遺構の機能を判断する資料には

乏しいが、形状から推察すると井戸や土墳墓などとは考えに

くく、柱穴あるいは貯蔵穴といった類の遺構であろう。

SK35の出土遺物（第18図）

1は、土師器杯である。底部から体部にかけて内湾ぎみに立

ち上がり、口緑端部はやや外反して丸くおさめている。内外

面ともに回転ナデによって仕上げられ、回転水引き痕が明瞭

に残っている。底部は糸切り後、ナデによる調整が行われ、外

面体部にススが付着している。また、この遺物は内外面とも

に赤色塗彩されており、祭祀的な意味合いをもつものと考え

られる。このような特徴をもつ土師器杯は、奈良時代頃に相

当する資料と考えられる。2は、須恵器嚢の胴部であろう。外

面はタタキによる調整が行われ、一部ではタタキを磨り消し

た痕跡が認められる。内面は当て具による円形の青海渡文が

施されている。このような特徴をもつ須恵器は1と同様に奈

良時代頃に相当する資料と考えられる。

SK27（第19岡）

B59Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、西側は

既設用水路、北側は調査区外へと達しているために平面プラ

ンは明らかではない。覆土には中層から下層にかけて粘質土

や粘砂土が堆積しており、最深部までは1．04mを測る。

遺物が全く出土していないため時期的な判断は難しいが、

周辺の遺構配置から考えると中世期に築かれたものと考えら

れる。遺構の性格としては、深さがあることなどから井戸と

して機能していた可能性が強い。
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1．オリーブ黒色土

2．オリーフ色土　　　　褐色粒子を含む

3．暗オリーフ色粘質土　粒子やや粗く、炭化物を含む

4．暗褐色粘質土　　　　粘性強い

5．褐色粘質土　　　　　粘性強く、木片を多く含む

6．黒褐色粘砂層　　　　粒子粗い

a′

瑠m

LJ．目　し＿　　　」

第15図　SK31実測図

10cm
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第16図　SK31出土遺物実測図



SK28（第19図）

B59Grの黄褐色砂質土上面でで検出した土坑状遺構で、西側は既設用水路によって切られている

ために平面プランは明らかではない。覆土下層にはSK27と同様に粘砂層が堆積しており、最深部

までは96cmを測る。

遺物には4面に使用痕が残る砥石が1点出土しているにすぎず、築かれた時期について判断するこ

とは難しいが、遺構の深さやSK27と形状が類似していることなどから、中世期に築かれた井戸であ

る可能性が強い。

SK30（第19図）

C63Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。平面プランは、長軸1．14m、短軸90cm

のややいびつな楕円形状を呈し、基軸は南東一北西方向を向いている。覆土には中層から下層にか

けて粘質土が堆積し、最深部までは48cmを測る。断面の形状は、肩部からほぼ垂直に落ちて遺構下

位ではオーバーハング気味に掘削されて底面はやや丸く作り出している。

遺物が全く出土していないことから、築かれた時期については不明である。機能としては、東側

が調査区外であることから明確な判断はできないが、井戸あるいは大形建物の柱穴である可能怪もあろう。

SK32（第19図）

B63Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、平面プランは

径95cmほどの円形状を呈している。覆土には中層から下層にかけて

粘質土が堆積しており、最深部までは64cmを測る。断面の形状は、

肩部から鋭角に落ちて底面は平坦に作り出している。

遺物には、回転糸切り痕の残る須恵器壷の底部が出土しており、奈

良時代頃に築かれた遺構である可能性が強く、機能としては井戸や大

形建物の柱穴などが想定される。また、東側には同時期に築かれたと

考えられるSD31があり、その関連も注意される。

SK33（第19図）

C63Grの南端部、黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。

南側は調査区外へと

達しているために平

面プランは明らかで

はないが、検出した

状況からは径1．70m

程度を測り、円形状

を呈するものと考え

られる。

0　　　　　　　　　　　　　　　10cm
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1．灰色枯賃土　　褐色粒子を含む

2．灰色土　　　　褐色粒子、砂粒を含む

3．暗褐色土　　　砂粒を含む

4．淡褐色砂買土

？．‥　　1J一一

第17図　SK35実測図

第18図　SK35出土遺物実測図



覆土には、下層に粘性の強い暗灰色粘質土、最下層には木片を含む黒褐色粘質土が堆積している。

断面の形状は、東肩部からは鋭角に、西肩部からは約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出

しており、最深部までは88cmを測る。

遺物には、奈良から平安期頃に相当する小形の須恵器高台付魂が出土しており、遺構が築かれた

1．灰褐色土　　　褐色粒子を含む

2．褐色土　　　　粒子粗い

3．褐色粘買土　　粒子やや粗く、炭化物、粘土プロヅクを含む

4．暗褐色枯砂層　他山砂ブロックを含む

5．黒褐色粘砂層　粘土ブロックを含む

1．褐灰色土

2．青灰色土

3．褐灰色粘責土

4．暗褐色土

5．暗褐色土

6．暗褐色粘砂層

7．黒褐色粘貿土

褐色粒子を含む

褐色粒子を含む

粒子やや粗く、褐色粒子を含む

褐色粒子を含む

粒子粗く、砂粒を含む

粘性弓釦1

1．灰褐色土

2．青灰色土

3．褐色土

4．暗褐色土

5．暗褐色粘砂層

6．黒褐色鶴砂層

褐色粒子を含む

粒子やや粗く、褐色粒子を含む

粒子粗い

粒子粗く、枯土ブロックを含む

地山砂ブロックを含む

粘土ブロックを含む

1．灰褐色土　　　　褐色粒子を多く含む

2．暗褐色土

3・暗灰色粘貫土　粘性強い

4・黒褐色粘賢土　粘性強く、木片を含む

第19図　士杭状遺構実測図（1）
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1．褐灰色土　　　褐色粒子を含む

2．暗褐色土　　　褐色粒子を含む

3．青灰色土　　　褐色粒子を含む

4．灰褐色粘買土　粒子やや粗く、褐色粒子を含む

5．暗褐色粘砂層

6．褐色粘貫土　　粘性強く、地山砂ブロックを含む

1．暗褐色粘冥土　　　褐色粒子、砂粒を含む

2．暗灰色枯賃土　　　粘性弓如、

3．時灰色粘賢土　　　砂粒を含む

4．暗褐色枯賞土　　　粘性強い

5．黒灰色枯買土　　　粘性弓削、



時期は当該期である可能性が強い。遺構の機能は、大きさや形状、覆土中に木片が認められること

などから、木枠組みの井戸として機能していた可能性が強い。

SK34（第19図）

C55Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、長軸80cm、短軸70cmを測る楕円形状を呈

している。覆土には上層から下層にかけて暗灰色や黒灰色などの粘質土が一様に堆積している。断

面の形状は、肩部からほぼ垂直に落ちて底面は平坦に作り出しており、最深部までは72cmを測

る。

遺物は全く出土していないが、遺構北東部の上層に20cm程度の平坦な石が置かれていることが注

意される。築かれた時期については不明であるが、深さや堆積土などから推察すれば、井戸として

機能していた可能性が高く、上層で検出された石は、井戸を廃棄する際の祭祀的な意味合いをもつ

可能性もある。

SK38（第20図）

B57Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、長軸1．44m、短軸1．20mを測り、西側に張

り出した面をもついびつな形状を呈している。断面の形状は、西肩部からはやや緩やかに落ちて一

度平坦面を有し、そこからさらに鋭角に落ちて最深部を有する底面へと達し、東肩部からは底面に

向かって鋭角におちて底面は平坦に作り出している。覆土には中層から下層にかけて粘質土が堆積

し、最深部までは70cmを測る。

遺物は出土していないが、上層には20cm程度の平坦な石が置かれていることが注意される。築か

れた時期については不明であるが、深さや堆積土などから推察すれば、井戸として機能し、上層で検

出した石は井戸を廃棄する際の祭祀的な意味合いをもつ可能性が強い。

SK39（第20図）

C57Grの南端部、黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、南側は調査区外へと達している。

平面プランは、検出した状況から推察すれば径2．4m以上を測る円形状を呈するものと考えられる。

なお、切合関係からSD36よりも新しい時期の遺構であることが明らかである。覆土には、下層に灰

褐色や黒褐色の粘砂層が堆積し、この層位には人頭大の石や木片が多く含まれていることが注意さ

れる。断面の形状は、両肩からほぼ垂直に落ちて底面は若干の凹凸があるものの、ほぼ平坦に作り

出されている。また、南西壁沿いには何本もの杭が打ち込まれてややオーバーハング気味に掘削さ

れ、最深部までは1．04mを測る。

遺物には、内面に布目痕のある古瓦小片のほか、曲物の一部を検出している。この遺物から築か

れた時期を明確にすることはできないが、およそ中世期に築かれ、曲物や杭が打ち込まれている状

況から、井戸として利用されていたものと考えられる。

24



SK40（第20図）

C58Grの南端部、黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、東側は既設用水路によって切られ、

南側は調査区外へと達しているために平面プランは不明である。覆土には、中層から下層にかけて

褐色、暗褐色の粘質土が堆積し、この層位では腐食した異臭がしている。断面の形状は、肩部からや

や鋭角に落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、最深部までは60cmを測る。

遺物には、土師器杯が1点出土している。底部から口綾部にかけて直線的に逆「ハ」の字状に開

き、底部径に比して口緑部径がかなり大きくなるという特徴をもつ。このような土師器杯は、12～

13世紀頃に相当する資料と考えられ、遺構が築かれたのも当該期であろう。部分的な検出であり遺

構の機能は明らかではないが、覆土の状況から推察するとトイレとして機能していた可能性もあろう。

1．灰褐色土　　　褐色粒子、他山砂を含む　7．暗褐色粘砂層

2．暗褐色土　　褐色粒子、地山砂を含む　8．褐色粘質土

3．褐色粘真土

4．灰色粘真土　　褐色粒子を含む

5．黒褐色枯砂層

6．褐色粘砂層

9．褐色枯買土

10．褐色枯貫土　　地山砂を含む

11．暗褐色粘賃土　　粘性強く、地山砂を含む

12．黒褐色枯冥土　　粘性非常に強い

1．黒褐色砂真土　粒子やや粗い

2．暗褐色粘砂　粒子やや粗い

3．褐色粘買土　粘性強く、撹乱らしき埋土

4．暗褐色粘買土
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1．褐色砂責土

2．淡褐色砂贅土

3．灰色砂冥土

4．灰色砂賞土

5．褐色砂責土　　地山砂を多く含む

6．灰褐色枯砂層　木片を多く含む

7．黒褐色粘砂層　粒子粗く、木片を多く含む

第20図　土坑状遺構実測図（2）



その他の土坑状遺構

B57GrでSK37を検出している。長軸2．10m、短軸1．20m程度を測り、ややいびつな隅丸方形状

を呈している。深さは約15cmと浅く、遺物は1点も出土していない。大きさや形状から推察すれば、

土墳墓として機能していた可能性もある。

その他、C55GrにおいてSK41、SK42を検出している。いずれも径約1mを測る円形状を里し、

深さは約60cmを測るものと考えられ、井戸あるいは柱穴として機能していた可能性が強いものであ

一二十二‾二二二二‡二「
H＝＝8．30m

a

1．灰色粘質土　褐色粒子を含む

2．暗褐色土　　褐色粒子を含む

3．褐色土

4．褐色砂質土

一一←一→CP

B59Gr POl

a－庸一a′
江＝8．30m
a－

1．灰色粘質土　褐色粒子を含む

2．褐灰色砂黄土

3．褐灰色土　　粒子やや粗い

4．褐色砂質土

5．淡褐色砂質土

6．褐色砂質土

C59。rP。1㌔

a－◎－a′

a聖聖空　　　－a′　a聖聖望埜

1．暗褐色粘質土粒子やや粗く、褐色粒子を含む

2．暗褐色粘質土　粒子やや粗い

3．褐色砂質土
1．暗褐色粘質土　褐色粒子を含む

2．灰色粘質土

3．褐色砂質土

4．灰色粘砂層

5．暗灰色粘砂層

ーI一十「
a芸聖聖　　－a′a竺竺空

B60Gr POl

E＝8．30m

a′　　a

1．青灰色粘質土褐色粒子、炭化物を含む1．青灰色粘質土褐色粒子、炭化物を含む1．青灰色粘質土褐色粒子を含む

2．暗青灰色粘質土粘性強い

3．暗褐色土　　　地山砂を含む

4．黒褐色粘質土　粘性強い
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C57Gr POl　一＝＝「一一十

a－◎－a′

1．灰色粘質土

2．暗灰色粘質土　粒子やや粗く、砂粒を含む

3．褐灰色粘砂層

4．暗褐色粘砂層

C60Gr PO2

H＝8．30m

a

1．青灰色粘質土　褐色粒子を含む

2．暗褐色粘質土　褐色粒子を含む

2．暗褐色粘質土　　　　　　　　　　　2．青灰色土　　粒子粗く、炭化物を含む3．褐色粘質土　褐色粒子を含む

4．黒褐色砂質土　地山砂を含む

5．黒色粘質土　　粘性強い　1．異灰色粘買土　褐色粒子、炭化物を含む

2．青灰色粘買土　褐色粒子を含む

C62Gr PO1　　　　　3．黒褐色粘質土　粘土フロックを含む

／r／戸プ　　　4・褐色循土　粒子粗い

3．淡褐色砂質土地山砂を多く含む

4．褐色粘質土

／B62。rP。1㌧　B62G宗決

a∵蕗ニ萄二′二日二′a二由一a′
a聖二聖　＜　－a′a聖聖聖　　－a′a聖と聖　　－a′a聖と聖

1．黒褐色土　砂粒を含む　　　1・褐色砂質土褐色粒子を含む1．黒褐色粘貫土　褐色粒子、地山砂を含む　1・青灰色粘質土　褐色粒子を含む

2．青灰色粘質土褐色粒子を含む　　2．暗褐色砂賢土　　　　2．灰褐色粘質土褐色粒子、地山砂を含む　2・暗青灰色粘質土粘性強い

3．褐色粘質土　褐色粒子を含む　　　　　　　　　　　　3．褐色土　　粒子細かい　　　　　3・暗褐色砂質土　粒子粗い

4．褐色土　　　砂粒を多く含む

第21図　ピット状遺構実測図
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る。なお、切合関係からSn35よりも新しい時期に築かれたことが明らかである。

ピット状遺構について（第21回）

B54Gr POl

径約35cmを測り、やや南西側に張り出した部分を有するいびつな形状を呈している。覆土には

上層に粘質土、中層には暗褐色土、下層には砂質土が堆積している。断面の形状は、肩部から鋭角に

落ちて底面は丸く作り出しており、深さは約32cmを測る。遺物には輪状つまみを有する須恵器杯蓋

が1点出土しており、奈良時代頃に築かれた遺構と考えられる。

C55Gr POl

径約35cmを測り、やや東西に長い楕円形状を呈している。覆土には上層に粘質土、中層から下層

にかけては砂質土が堆積し、深さは約22cmを測る。断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面はほ

ぼ平坦に作り出している。遺物は出土していないが：）前述したB54GrのPOlとの間にもう1つの

ピット状遺構を挟んで約2m間隔で直線上に配置されている。掘立柱建物跡とは考えにくいが、柵

や塀として機能し、時期的には奈良時代頃のものである可能性が強い。

C56Gr POl

長軸44cm、短軸38cmを測るややいびつな楕円形状を呈し、基軸は北西一南東方向に向いている。

覆土には上層に粘質土、下層には砂質土が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断

面の形状は、両肩から鋭角に落ちて底面はやや丸く作り出しており、深さは約18cmを測る。遺物は

出土しておらず、築かれた時期については不明である。また、建物跡となるような配置も認められ

ず、機能についても不明である。

C56Gr PO2

長軸38cm、短軸34cmを測り、東西方向にやや長い楕円形状を呈している。覆土には上層に粘質

土、下層には粘砂層が堆積している。断面の形状は、肩部からほぼ垂直に落ちて底面は平坦に作り

出しており、深さは約42cmを測る。遺物は出土しておらず、配置からも掘立柱建物跡とは考えにく

く、築かれた時期や機能については不明である。

C57Gr POl

径約42cmを測るほぼ円形状を呈している。覆土には上層に粘質土、下層には粘砂層が堆積してお

り、深さは約38cmを測る。断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面は丸く作り出している。遺物

は出土しておらず、築かれた時期や機能については不明である。

B59Gr POl

長軸62cm、短軸45cmを測るいびつな形状を呈している。覆土には上層、下層ともに粘質土が堆

積しており、上層には炭化物が認められている。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底

面は丸く作り出しており、深さは約16cmを測る。遺物は出土しておらず、築かれた時期や機能につ

いては不明である。

C59Gr POl

径約35cmを測るほぼ円形状を呈している。覆土には粘質土が堆積し、上層には炭化物が認められ
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る。断面の形状は、肩部からほぼ垂直に落ちて底面は丸く作り出しており、深さは約25cmを測る。

遣物は出土しておらず、築かれた時期や機能については不明である。

B60Gr POl

一辺約52cmを測るややいびつな隅丸方形状を呈している。覆土には主に粘質土が堆積し、深さは

約25cmを測る。断面の形状は、南肩部からは鋭角に北肩部からは約45度の角度で落ちて、やや南

側に偏って狭い底面は丸く作り出している。遺物は出土しておらず、築かれた時期や機能について

は不明である。

C60Gr PO2

南側は調査区外へと達しているが、幅約25cm、検出長2．0mを測り、ピットというよりは溝状を

呈する遺構である。基軸は南南西一北北東を向き、中世建物跡の区画を示す溝と考えられるSn30

と切合関係にあり、これよりも新しい時期の遺構であることが明らかである。覆土には上層に粘質

土、下層には砂質土が堆積しているが、上層には炭化物が認められるとともに腐食したような異臭

がすることが注意される。断面の形状は、両肩から鋭角に落ちて底面は丸く作り出しており、深さ

は約28cmを測る。遺物には土師器杯が1点出土している。内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切

りによって切り離されており、中世期頃のものと考えられる。機能については不明である。

B61Gr POl

長軸44cm、短軸28cmを測り、南東部に張り出した部分を有したややいびつな楕円形状を呈して

いる。覆土には上層に褐色粒子を含む粘質土、下層には褐色土が堆積している。断面の形状は、肩

部から鋭角に落ちて底面は丸く作り出しており、深さは約25cmを測る。遺物は出土しておらず、築

かれた時期や機能については不明である。

B62Gr POl

2つのピット状遺構が重なった状態で検出され、径約32cmの円形状を呈している。覆土には砂質

土が堆積してやや東に偏った位置にある底面は丸く作り出しており、深さは約15cmを測る。遺物は

出土しておらず、遺構が築かれた時期や機能については不明である。

B62Gr PO2

長軸45cm、短軸25cmを測り、南南西一北北東に基軸をもつ楕円形状を呈している。覆土には上

層に黒褐色、灰褐色の粘質土、下層には褐色土が堆積している。断面の形状は、肩部からほぼ垂直に

落ちて北に偏って狭い底面は丸く作り出しており、深さは約15cmを測る。遺物が出土していないこ

とから築かれた時期については不明である。なお、この遺構の北東には約1m間隔で形状や覆土が

類似したピット状遺構が直線上に配置されており、塀や柵などの機能をもつ可能性がある。

C62Gr POl

径約32cmを測る円形状を呈している。覆土には上層から下層にかけて粘質土が堆積し、西側では

オーバーハング気味に掘り込まれており、深さは約30cmを測る。断面の形状は、肩部から鋭角に落

ちて底面は丸く作り出している。遺物は出土しておらず、築かれた時期や機能については不明である。
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その他のピット状遺構

ピット状遺構は調査区内で1，000以上検出しているが、すべての遺構が黄褐色砂質土上面で検出さ

れており、上層に堆積する前の段階である程度削平されているものと考えられる。これらの中には

近世以降の杭跡なども含まれていると考えられるが、遺跡の中心時期は奈良時代から平安時代初期、

12～13世紀頃の遺構が多数を占めるものと推察される。このうち、建物の区画を示すと考えられる

溝に対して明確な掘立柱建物跡となる配置を示すものは少ないが、桂根を伴うピット状遺構が調査

区内で10基余り検出されている。

その中にあって、B55GrからはPO2、PO6、P07から桂根が検出されていることが注意される。桂

根は伴わないピットも含め、約2m間隔で4つのピットが配置されるがことから、建物跡と目され

るものである。また、建物跡の配置とはならないものの、等間隔で直線上に配置されるピット状遺

構は54Gr～56Gr、59Gr～60G・rから検出されている。これらは区画を示すと考えられる溝が検出さ

れているところに配置されていることから、塀や柵といった機能をもつものと推察される。

遺構に伴う出土遺物（第22図）

1は、Sの33から出土した弥生土器嚢である。目線部は外方に強く屈曲し、口緑端部はやや上下に

拡張して内外面ともにナデによる調整が行われている。松本編年Ⅲ－2様式に相当する資料と考え

られ、弥生時代中期中葉頃のものであろう。2・3は、土師器嚢の口緑部であろう。いずれも日録端

部は丸くおさめ、内外面ともにナデによる調整が行われている。2はSり32、3はSm30から出土し

ているが、時期的判断は難しい。4は、口径30．7cmを測る大形の土師器嚢である。口緑部は外方に

緩く屈曲し、口緑端部は丸くおさめている。日録部は内外面ともにナデ、頸部下外面は縦方向のパケ、内面

はケズリによる調整が行われている。奈良時代以降の遺物と考えられ、B55GrのP04から出土している。

5～13は、土師器杯である。5は、底部から体部にかけてやや内湾しながら立ち上がり、口緑端

部は先細りとなって丸くおさめている。内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離

されている。B60Gr、P03からの出土である。6は、底部から口緑部にかけて大きく逆「ハ」の字状

に開き、口緑端部はやや外反して丸くおさめている。内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切りに

よって切り離され、外面にはススが付着している。SK40からの出土である。5・6は、いずれも底

径に比して口径がかなり大きくなるという特徴をもち、12世紀頃に相当する資料と考えられ、松江
（3）　　　　　　　　（4）

市石台遺跡や斐川町西石橋遺跡などからも出土している。7は器壁が厚く、底部は回転糸切りに

よって切り離されている。5・6と同様に底径に比して口径がかなり大きくなるタイプのものと考え

られ、C62GrのP03から出土している。9は7と同様に底部の器壁が厚く、C60GrのP02から出土

している。10は小形の杯で、底部から口綾部にかけて逆「ハ」の字状に直線的に開き、口緑端部は

丸くおさめている。内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。C60Gr

のP04からの出土である。11・12は体部から目線部付近にかけての破片で、いずれもやや内湾しな

がら立ち上がり、口緑端部は丸くおさめている。内外面ともに回転ナデによる調整が行われ、11はC60Grの

POl、12はC59GrのPO9・PlOからの出土である。13は内外面ともに朱塗りされた杯で、内外面ともに回転

ナデによる調整が行われている。C55GrのP02から出土しており、奈良時代頃に相当する資料であろう。
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14は、Sの33から出土した土師器の製塩土器である。砲弾状を呈する六連式と呼ばれるもので、内外面

の至るところに指頭庄痕が認められる。製塩土器は、角田遺跡の北に位置する藤ケ森遺跡（I地点）のほか、

市内各地の遺跡からも出土しており、地域的な特色として内面に布目痕が認められないことがあげられる。

15は須恵器壷の口緑部で、B61GrのP02から出土している。16は須恵器壷の底部で、回転糸切り

よって切り離され、漆のような黒色の不純物が付着していることが注意される。SK32上層からの出

土である。17は、小形の須恵器高台付杯である。高台部は短く外傾し、内外面ともにナデ、底部に

は回転糸切り痕が認められる。SK33からの出土である。18は無高台の須恵器杯で、内外面は回転

ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。C59GrのP04から出土している。19は輪状つ

まみを有する須恵器杯蓋である。山本編年Ⅳ期に相当する資料で、奈良時代頃のものであろう。

B54GrのPOlから出土している。15～19の須恵器については、それぞれに特徴をもつものではあ

るが、総じて時期的には奈良時代頃に相当する資料と考えられる。

20は、陶器高台付魂である。直立した高台を有し、内外面の底部を除いて淡緑灰色に施粕されて

いる。C60GrのP04からの出土である。21は、青磁の高台付碗である。直立した高台を有し、外面

底部を除いて淡緑灰色に施粕されている。底部から体部にかけて内湾しながら立ち上がり、外面体

部には間隔の広い鏑蓮弁文が施されている。このような特徴をもつ青磁は、13世紀頃に相当する資

料と考えられ、C59GrのP13から出土している。

22は、古瓦である。平瓦と考えられ、裏面は成形型の細かな布目庄痕が認められ、表面はナデに
（5）

よる調整が行われている。SK39からの出土であり、古瓦は第2次発掘調査の際にも出土しているこ

とが注意される。23は、土師質の用途不明品である。片端には貼り付け部が剥離したと考えられる

痕跡が認められ、中央部には1cm程度の孔が穿たれているが貫通はしていない。中央部に膨らみを

有し、先端部は細くなっている。C60G・rのP03からの出土であり、壷などの装飾として貼り付けたも

のではないだろうか。24は、管状土錘である。朱塗りの痕跡が認められ、C55GrのP04からの出土

である。第23図－25は、土製支脚である。欠損しているが2本の突起部をもつもので、背面中央部

には凸状の膨らみを有して全面が粗いナデによる調整が行われている。C55GrのP04からの出土で

ある。土製支脚は通常、移動式竃や甑、嚢などと共伴することから、6世紀後半から8世紀初頭にか
（6）　　　　　（7）

けてのものと考えられる。市内では三田谷I遺跡や壱丁田遺跡などからも出土している。

26。27は砥石である。26は一部欠損しているが、両面に使用痕が認められ、石材には細粒凝灰岩

を用いている。ほぼ完形でかなりかなり使用されたものと考えられ、C55GrのP03から出土してい

る。27は片端が欠損しているが、4面に使用痕が認められる。SK28からの出土で、石材には流紋岩

質細粒凝灰岩を用いている。

28は、C62GrのP04から検出した桂根で、現状で径約13cmを測る。29は、C60GrのP05で検出

した桂根で径約8cmを測る。この2つの遺構は、間にもう1つピット状遺構を挟んで約3mの間隔

に一直線上に配置されており、掘立柱建物跡となる可能性をもつものである。なお、これらの桂根

には杉材を使用している。30は、井戸跡であるSK39から出土した曲物と目されるものである。大

部分は欠損しているが、表面には曲げやすくするために小刀でつけたような切り込みが認められる。

井戸底部にこの曲物を据え置いたものであろう。なお、第2次発掘調査や北方に位置する藤ケ森遺
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跡（I地点）においても曲物を伴う井戸跡が検出されている。

以上のように、調査区内の遺構からは時期的には弥生時代中期から近世に至るまでの遺物が出土

しているが、その多くは12～13世紀頃にかけてのものと考えられる。注目すべき遺物としては、

第2次発掘調査においても検出された古瓦があり、この近辺に古代から中世期にかけての寺院が存

在していたことを窺わせる資料である。

遺構外の出土遺物（第24図～第27図）

第24図－1～5は、土師器嚢である。1は、頚部から口綾部にかけてほぼ直立して立ち上がり、

口緑端部は丸くおさめている。外面は縦方向、内面は横方向のパケによる調整が行われ、外面には

ススが付着している。2は、頚部から目線部にかけて緩く屈曲し、目線端部は丸くおさめている。口

緑部は内外面ともにナデ、内面頸部下はケズリによる調整が行われている。3は頚部から口緑部に

かけて緩く屈曲し、口緑端部は丸くおさめている。口緑部は内外面ともにナデ、内面頸部下はケズ

リによる調整が行われ、全体的に粗雑な作りで内外面にはススが付着している。4は2と同様な成形

である。5は、頚部から口綾部にかけてほぼ直立して立ち上がり、口緑端部はやや外方に膨らみを有

して丸くおさめている。内外面ともナデによる調整が行われている。以上のような土師器嚢は、2。5がやや古

い様相を示すものと考えられるが、その他は古墳時代後期から奈良時代頃に相当する資料であろう。

6～22は、土師器杯あるいは小皿である。6は、底部から日録部にかけて直線的に逆「ハ」の字

状に開き、口緑端部は丸くおさめている。内外面は回転ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行

われている。7も同様のタイプであるが、外面底部を除いて朱塗りされている。8も器形は同様であ

るが、底部は回転糸切りによって切り離されている。また、外面体部にはススが付着しているとと

もに文字とはならないが墨の痕跡が認められる。以上のような器形の土師器杯は、およそ奈良時代

から平安時代初期頃に相当する資料と考えられる。

9は底部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上がり、口緑端部は丸くおさめている。内外面と

もナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。10は、体部から口綾部付近にかけての破片

で、内外面ともナデによる調整が行われている。11は小皿であろうか。体部から口緑部にかけて内

湾しながら立ち上がり、目線端部は内側に折り曲げて丸くおさめている。内外面ともに回転ナデに

よる調整が行われている。12は体部から口緑部にかけての破片であるが、外面体部には8と同様に

墨の痕跡が認められる。この2つの遺物は出土位置が近く色調や胎土も類似していることから同一

個体である可能性が強く、墨痕は製作地あるいは集落などの意味合いを示す記号と考えられる。13・

14は底部付近の破片で、いずれも内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。

15は小形の杯で、底部から口綾部にかけて直線的に逆「ハ」の字状に立ち上がり、口緑端部は丸く

おさめている。内外面ともにナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。なお、外面に

は朱塗りの痕跡が認められ、ススが付着している。

17・18は、小皿である。いずれも内湾しながら立ち上がり、内外面は回転ナデ、底部は回転糸切

りによって切り離されている。

18弓9は、杯の底部付近の破片である。いずれも内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって
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切り離されている。20は杯の底部で、底部は静止糸切りによって切り離されている。また、内面に

は「水」の墨書が認められるものである。

21・22は、小皿である。いずれも内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されて

いる。この2つの遺物は出土地点や器形、胎土、色調が類似していることから、同じ粘土塊から同

じ窯で焼成された可能性が強いものである。

23は、土師器鉢である。口緑端部にはやや凹面を作り出し、外面上位はナデ、下位は斜め方向の

パケ、内面上位はナデ、下位は横・斜め方向のパケによる調整が行われている。このような特徴を

もつ鉢は、13世紀頃に相当する資料と考えられ、調査区内からはSK31からも類似した鉢が出土して

いる。24も土師器鉢であろう。口緑端部には平坦面を作って外面は縦。横方向、内面は横方向のパ

ケによる調整が行われている。23と同様に13世紀頃に相当する資料であろう。

25は、須恵器嚢の口緑部付近の破片である。頚部から口綾部にかけて緩く外反し、口緑外面には
ハし一

稜を作り出して端部は丸くおさめている。26は、須恵器杯である。内外面ともに回転ナデ、底部は

回転糸切りによって切り離されている。奈良時代頃に相当する資料であろう。

第25図－27～33は、須恵器杯あるいは魂である。27は無高台で、底部は回転糸切りによって切

り離されている。28はやや外傾する高台をもつもので、端部は丸くおさめている。29は短く直立す

る高台をもつもので、端部は平坦におさめ、断面は四角形を呈する。30も29と類似した高台を有し、

底部は回転糸切りによって切り離されている。31は、短くやや外傾する高台を有し、杯部内外面は

淡緑色に施粕されている。内外面ともナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。32は高台付

の魂で、高台は短くやや内傾して端部は平坦におさめている。杯部は内外面ともに回転ナデ、底部は糸切り

後、ナデによる調整が行われている。33は杯の体部から口綾部にかけての破片で、口緑端部は丸くおさめ

ている。内外面とも回転ナデによる調整が行われ、やや軟質であるという特徴をもつ。以上のような須恵器は、

その特徴から27．28は奈良時代頃、その他は平安時代初期頃に相当する資料と考えられる。

34は、須恵器高杯である。脚部には三角形の透かし孔が2ヶ所に認められ、ナデによる調整が行

われている。古墳時代後期以降のものであろう。35は、須恵質の用途不明品である。両端が欠損し

ているものの形状から推察すれば、断面は中央が空洞の円形を里すものと考えられる。外面はへラ

状工具による細かな面取り、内面は粗いナデによる調整が行われ、至るところに指頭庄痕が認められる。

36は陶器の鉢で、全体にナデによる調整が行われている。中世末から近世にかけての遺物と考え

られる。37は口径9．8cmを測る小形の青磁皿で、全面が淡緑色に施粕されている。38は高台をもつ

青磁碗である。高台は短く直立して端部は平坦におさめている。外面底部を除いて淡緑色に施和さ

れ、内面底部には円形を措く線とその中央にも文様が措かれている。内外面ともに回転ナデによる

調整が行われ、底部は回転糸切りによって切り離されている。

39は、平瓦であろう。外面はタタキ、内面はナデによる調整が行われている。成形や胎土などか

ら、裏面に布目痕をもつ瓦よりも新しい時期のものであろう。40は、裏面に布目庄痕がある平瓦で

ある。第22図－22と同様な特徴をもち、表面はナデによる調整が行われている。

41～44は、砥石である。41は両端が欠損しているが、4両に使用痕が認められる。石材には流紋

岩を使用している。42はほぼ完形で、かなり使用したものと考えられ、厚さが1．7cmと薄くなって
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いる。5面に使用痕が認められ、

細かい鉄器も砥いだものであろ

う。石材には緑色凝灰岩（グリ

ーンタフ）を用いている。43は

両端が欠損しているが、4両に使

用痕が認められる。石材には流

紋岩を用いている。44は部分的

なものであるが、2両に使用痕が

認められる。石材には珪長岩を

用いている。第26図－45も砥石

である。両端が欠損しているが、

4両に使用痕が認められる。石

材には石英安山岩を用いている。

以上のように調査区内からは多

くの砥石を検出している。遺跡

としての中心時期は12～13世 第26図　遺構外出土遺物実測図（3）

紀頃で、これらの砥石も当該期のものである可能性が強いが、この時期には鉄器の需用が庶民クラ

スにおいてもある程度高まり、日常的なものとして砥石が使用されていたことが窺える資料である。

第26図－46は、用途不明の鉄製品である。完形と考えられ、長さ8．0cm、幅2．1cmを測る。断面

はほぼ正三角形を呈している。47は片端が欠損し、断面は長方形を呈すものであるが、用途は不明

である。鉄製品としてはその他鉄淳なども出土しており、日常的な鉄器の使用とともに第2次発掘

調査で検出された靖の羽口などとともに鍛冶関連施設の存在が窺える資料である。

第27図－1は、古銭の「皇宋通賓」である。平安期から室町時代にかけて幕府または民間貿易に

よって輸入された渡来銭である。広く流通したもので、初鋳は1039年である。なお、裏面は無文で

ある。

以上のように、遺構外においても古墳時代から近

世にかけての幅広い時期の遺物を検出している。こ

れらの遺物は、時期的に大きく区分すると奈良時代

から平安時代初期にかけての時期、12～13世紀にか

けての時期に2分することができる。なかでも遺物

の出土量は12～13世紀頃のものが圧倒的に多く、遺

跡としての中心は当該期にあったものと推察される。

注目すべき遺物としては、古瓦がある。古瓦には

明らかに時期の異なる2種類のものが出土しており、

付近に古代から中世期にかけての寺院が存在した可

能性を窺わせるとともに、この古代寺院は立て直し

◎　　　　　　　　　　　　5cm

第27図　出土古銭実測図
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が行われた可能性もある。その他、「皇宋通賓」の出土は遺跡の中心時期と符合する資料である。

3。小　結

当該地においては、溝状遺構7、土坑状遺構17のほか、ピット状遺構を多数検出した。

溝状遺構は、そのほとんどが中世の建物跡の区画を示すものと考えられ、西北西一東南東、南南西

一北北東に基軸をもち、直交するように配置されている。その中には掘り直しとみられるSの34な

ども検出されている。また、この区画の中には柱根を伴うピット状遺構が存在し、建物跡や塀、柵と

いった機能をもつ可能性がある。

土坑状遺構には、平面プランが円形または楕円形を呈する井戸が多く検出されている。中でも

SK39からは曲物が検出され、壁面には杭を立てて崩れにくくしている。また、井戸の多くからは人

頭大の石が検出されているが、これは井戸の浄化あるいは埋め戻しの際の祭祀的な意味合いをもつ

ものと考えられる。その他、土坑状遺構には土墳墓と考えられるSK29やSK31も検出されている。

建物跡の区画を示す溝や井戸は、その出土遺物から、総じて12～13世紀頃に築かれたものと推察

され、遺跡としての中心時期が当該期にあることは明らかである。

遺物には中世期のものが大部分を占めているが、中には特異な遺物も出土している。古瓦は、第

2次発掘調査の際にも出土しており、この近辺に古代から中世期にかけての寺院の存在が窺われる

とともに、時期の異なる瓦片も出土していることから、建て直しが行われた可能性もある。また、最

も古い時期の遺物としては弥生時代後期のものも出土しており、南に位置する宮松遺跡との関連が

注意される。

註

（1）『藤ケ森遺跡（I地点・Ⅱ地点）発掘調査報告書』出雲市教育委員会1998年

（2）『矢野遺跡第2地点発掘調査報告書』出雲市教育委員会1991年

（3）『石台遺跡』島根県教育委員会1986年

（4）『古文化談第18集』「島根県斐川町西石橋遺跡の中世墓」川原和人。桑原真治1987年

（5）『出雲市埋蔵文化財調査報告書第8集』「角田遺跡」出雲市教育委員会1998年

（6）『三田谷遺跡vol．3』島根県教育委員会　2000年

（7）『壱丁田遺跡発掘調査報告書』出雲市教育委員会1998年
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出丑遣物観察表（土器）

挿 図番号 出土 地点 器　 種
法　　　 量 （cm）

形 態 ・手 法 の 特 徴 色　　　 調 胎　　　　 土 焼　 成 備　　　 考
口　 径 底　 径 器　 高

7－ 1 B 63 G r 土 師 器 4．6 外 ／回転ナデ 外 ／淡褐色 密 良好

SD 31 杯 内／回転ナデ

底 ／回転糸切り

内／淡橙褐色

断／橙褐色

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

－　2 C63G r

S D 3 1

土 師 器

高杯

外 ／回転ナデ

内／ 回転ナデ

底／ 回転糸切り

外 ／朱色

内／朱色

断／淡橙褐色

密 良好 内外 面とも朱塗り

－　3 B 63G r

S D 3 1

1層

彿恵器

高 台 付

杯or碗

11．4 外／ ナデ

内／ ナデ

底／ 回転 糸切り

灰色 密

1m m 以 下の 白色 砂

粒 を多く含 む

良好

－ 4 C 63 G r

S D 3 1

須 恵器

ー＝たご宣E

内外面ナデ 灰色 密 良好 外面に 自然粕がか

かる

内面に指頭庄痕あり

突帯貼り付け

－　5 B 63 G r 須恵 器 外／タタキ 外／淡緑灰色 密 良好 外 面 に 自然 粕 が

S D 31

C 6 3 G r

S K 3 1

嚢 内／ナデ、当て具痕あり 内／灰色

断／灰色

石英 ・雲母を含む かかる

9 － 1 B 58 G r

S D 34

土 師器

鉢

外／斜め方向パケ

内／斜め方向パケ

縦方 向揺 目

淡橙褐色 密

石英 ・雲母 ・橙 色砂

粒を含む

良好

－　2 B 58 G r

S D 34

須恵器

高台付

盤

内外面ナデ や 灰色 密 良好 焼成時変形 あり

14 － 1 C 5 9 G r

S K 2 9

土 師器

杯

6．0 外／ 回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切 り

淡褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

－　2 C 59 G r

S K 2 9

須恵器

嚢

内外面ナデ 淡灰色 密 良好

－　3 C 59 G r 須恵器 外 ／タタキ 外 ／暗灰色 密 良好

SK 29 嚢 内／ ナデ 、ケズ リ 内／灰色

断／灰色

lIum 以 下 の 白色 砂

粒 ・石英 を含 む

16 － 1 B 63 G r

S K 3 1

土師器

鉢

外／ 縦・横方 向パケ

内／斜 め方 向パケ

淡褐 色 密

橙色砂 粒 ・石英を含

む

良好

－2 B 63 G r 土師器 5．4 外／ 回転 ナデ 外／ 淡橙 褐色 密 良好

SK 31 杯 内／ 回転 ナデ

底／ 回転 糸切り

内／橙褐 色

断／橙褐色

石英 ・雲母を含む

18 －1 C 54 G r 土 師器 11．3 4．35 7．0 外／ 回転 ナデ 褐色 やや粗い 良好 外 面体 部にスス付

SK 35 士不 内／ 回転 ナデ

底／糸切 り後、ナデ

石英 ・雲母を含む
着

内 外面 に朱 塗り痕

あり

－2 C 54 G r 須 恵器 外／ タタキ、一 部タタキを 外／にぷい緑 密 良好

S K 35 襲 磨 り消 し

内／当て具痕

灰色

内／灰色

断／灰褐色

1m m 以下 の 白色 砂

粒 ・石英を含む

22－1 B 5 4G r

S D 33

弥生土器

賓

日録部 内外面 ナデ

頸部下 内 ／ナデ

淡褐色 密

1m m 以 下 の 白色砂
粒 ・石英 ・雲母を含

む

良好

－2 C 59 G r

S D 32

下層

土 師器

嚢

口緑部内外面ナデ 褐色 密

1m m 大の白色砂粒 ・
石英 ・雲母を含む ・

良好
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挿図番号 出土地点 器　 種

法　　　 量（cm）

形 態 ・手 法 の 特 徴 色　　　　 調 胎　　　　 土 焼　 成 備　　　 考

口　 径 底　 径 器　 高

22－　3 C 60G r

S D 30

土師器

襲

口縁部内外面ナデ 外／淡橙褐色

内／淡橙褐色

断／橙褐色

やや粗い

1m m 大の砂 粒 ・石

英・雲母を含む

良好

－　4 B 55G r 土師器 30．7 口緑部内外面ナデ 外／橙褐色 密 良好 外面スス付着

P O4 嚢 頸部下 外／縦方向パケ

内／ケズリ

内／淡橙褐色

断／橙褐色

1m m 大の砂 粒 ・石

英 ・雲母 ・金雲母を

含む

－　5 B 60 G r

1層

B 60G r

P O3

土師器

杯

12．7 4．7 4．4 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好 一部淡橙褐色

－　6 C 58 G r

SK 40

土師器

杯

12．4 4．7 4．1 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密

石英・雲母を含む

良好 外面スス付着

－　7 C 59G r 土師器 5．1 外／回転ナデ 淡橙褐色 密 良好 風化著しい

P ll ゴ不 内／回転ナデ

底／回転糸切り

1m m 大の砂粒 ・石

英 ・雲母 ・金雲母を

含む

内面底部に指 頭

庄痕残る

－　8 C62G r 土師器 4．4 外／回転ナデ 外／淡褐色 密 良好

P O3 杯 内／回転ナデ

底／回転糸切り

内／灰褐色

断／淡橙褐色

石英・雲母を含む

－　9 C60G r 土師器 5．5 外／回転ナデ 外／褐色 密 良好

P O2 ま不 内／回転ナデ

底／回転糸切り

内／淡黒灰色

断／淡橙褐色

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

－10 C60G r

P O4

土師器

杯

7．1 4．2 2．5 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密

褐色粒子 ・石英を含

む

良好

－11 C 60G r

P Ol

土師器

杯

12．3 外／回転ナデ

内／回転ナデ

淡褐色 密

石英・雲母を含む

良好

－12 C 59G r 土師器 15．8 外／回転ナデ 褐色 密 良好 外面口緑部にスス

P lO

B 59G r

P O9

杯 内／回転ナデ 石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

付着

－13 C 55G r 土師器 外／回転ナデ 外／朱色 密 良好 内外面ともに朱塗

P O2 士不 内／回転ナデ 内／朱色

断／橙褐色

石英を含む り

－14 B 54G r 土師器 外／ナデ 外／橙褐色 密 良好 内外 面に指頭 庄

SD 33 製塩土器 内／ナデ 内／橙褐色

断／褐灰色

痕残る

－15 B 61G r

P O2

須恵器

・＝土ご笠

9．6 外／回転ナデ

内／回転ナデ

灰色 密 良好 外面 に自然粕が

かかる

－16 B 63 G r 須恵器 6．8 外／回転ナデ 外／灰色 密 良好 黒色 の不純物 付

SK 32

上層

二土ごヨ互 内／回転ナデ

底／回転糸切り

内／灰色

断／淡灰色

着

－17 C 63 G r

SK 33

須恵器

高台付

杯

6．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

暗灰色 密 良好

－18 C 59 G r

P O4

須恵器

土不

外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

灰色 密 良好
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挿図番号 出土地点 器　 種

法　　　 量（cm）

形 態 ・‾手 法 の 特 徴 色　　　　 調 胎　　　　 土 焼　 成 備　　　 考

口　 径 底　 径 器　 高

22－19 B 54G r

P Ol

須恵器

杯蓋

外／回転ナデ

内／回転ナデ

灰色 密

1m m 以下の白色砂

粒・石英を含む

良好 輪状つまみあり

－20 C 60 G r 陶器 6．4 外／ナデ 外／淡緑灰色 密 良好 内外面の底部を除

P O4 高台付

塊

内／ナデ 内／淡緑灰色

断／橙褐色

1m m 以下の白色砂

粒を含む

き、淡緑灰色に施

粕

－21 C 59 G r 青磁 4．3 外／回転ナデ 外／淡緑灰色 密 良好 外面底部 を除き、

P 13 高台付

碗

内／回転ナデ 内／淡緑灰色

断／淡灰色

淡緑灰色に施粕

－22 C 57G r 平瓦 外／ナデ 外／淡灰褐色 密 普通

SK 39 内／布目 内／灰色

断／灰褐色

1m m 大の白色砂粒 ・

石英・雲母を含む

－23 C 60G r

P O3

土師器

？

外／ナデ 淡褐色 密

1m m 大の白色砂粒・

石英・雲母を含む

良好 片端 に貼 り付 け
部が剥離 した痕
跡あ り
径 1．05 cm の孔あ
り、貫通は しない

－24 C 55G r

S D 35

土師器

管状土錘

ナデ 淡褐色 密

1 m m 以下の白色砂
粒 ・石英 ・雲母を含

む

良好 朱塗 りの痕跡 あ
り

－25 C 55G r

P O4

土師器

土製支脚

ナデ にぷい橙褐色 やや粗い

1 m m 大の白色 ・橙
色砂粒 ・石英 ・雲母

を含む

良好 スス付着

24－ 1 B 55G r

遺構面

土師器

嚢

外／縦方向パケ

内／横方向パケ

褐色 密

1m m 大の白色砂粒・

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

－　2 B 55G r 土師器 日録部内外面ナデ 淡橙褐色 密 良好 口緑部内外面にス

2層 嚢 頸部下 内！ケズリ 1 m m 大の砂粒 ・石

英・雲母を含む

ス付着

－　3 排土中 土師器

確
二瓦

口緑部内外面ナデ

頸部下 外／ナデ

内／ケズリ

褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

－　4 C 55 G r

2層

土師器

嚢

口緑部内外面ナデ

頸部下 内／ケズリ

淡褐色 やや粗い

石英 ・雲母を含む

良好

－　5 B 59 G r 土師器

賓

ロ緑部内外面ナデ 淡橙褐色 密

石英・雲母を含む

良好

－　6 B 63 G r

1層

C 59G r

1層

土師器

杯

13．3 7．4 3．4 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／糸切り後、ナデ

淡褐色 密 良好

－　7 B 61G r 土師器 11．4 6．6 3．6 外／回転ナデ 橙褐色 密 良好 外面底部を除き、

1層 杯 内／回転ナデ

底／糸切り後、ナデ

石英・雲母を含む 朱塗り痕あり

24－　8 C 60G r 土師器 12．6 6．5 4．5 外／回転ナデ 褐色 密 良好 外面体部にスス付着

1層 杯 内／回転ナデ

底／回転糸切り

1m m 以下の白色砂

粒 ・石英 ・雲母を含

む

外面体部に墨書あり

24－12と同一個体の

可能性あり

－　9 B 61G r

1層

遺構面

土師器

杯

13．5 4．6 4．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡橙褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

41



挿図番号 出土地点 器　 種

法　　　 量（cm）

形 態 ・手 法 の 特 徴 色　　　　 調 胎　　　　 土 焼　 成 備　　　 考

口　 径 底　 径 器　 高

24－10 C 60G r

1層

土師器

杯

12．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

淡橙褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

－11 C 59G r

遺構面

土師器

小皿

11．0 外／回転ナデ

内／回転ナデ

淡橙褐色 密

褐色粒子 ・石英 ・雲

母・金雲母を含む

良好

－12 C 60G r 土師器 11．4 外／回転ナデ 褐色 密 良好 外面体部に墨書あ

1層 杯 内／回転ナデ 石英を含む
り

24－8と同一個体

の可能性あり

－13 排土中 土師器

杯

6．4 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

良好

－14 C63Gr

1層

土師器

杯

6．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡橙褐色 密

石英・雲母を含む

良好

－15 C 63G r 土師器 10．3 5．4 3．35 外／回転ナデ 外／淡橙褐色 密 良好 外面体部にスス付

遺構面 杯 内／回転ナデ

底／糸切り後、ナデ

内／淡褐色

断／淡褐色

石英・雲母を含む
着

外面に朱塗りの痕

跡あり

－16 B 56G r 土師器

小皿

7．4 5．0 1．25 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡橙褐色 密

1m m 以下の白色砂
粒・石英・雲母 ・金雲

母を含む

良好

－17 B 56G r

1層

土師器

小皿

7．6 4．9 1．65 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密 良好 外面体部にスス付

着

－18 B 61G r 土師器

杯

5．7 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡褐色 密

1m m 以下の白色砂
粒 ・石英 ・雲母・金雲

母を含む

良好

－19 C 61G r 土師器 4．4 外／′回転ナデ 外／淡橙褐色 密 良好

1層 杯 内／回転ナデ

底／回転糸切り

内／淡褐色

断／淡褐色

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

－20 C60～C64

側溝

土師器

小皿

7．05 3．7 1．7 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

橙褐色 密

1m m 以下の白色砂

粒 ・石英 ・雲母を含

む

良好

－21 C63G r

1層

C60～C64
側溝

土師器

小皿

8．0 4．1 1．85 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

橙褐色 密

1m m 以下の白色砂
粒 ・石英 ・雲母を含

む

良好

－22 C55G r 土師器 4．2 外／回転ナデ 橙褐色 密 良好 内面底部に「水」

側溝 杯 内／回転ナデ

底／静止糸切り

1m m 以下の白色・褐

色砂粒 ・石英 ・雲母

を含む

の墨書あり

－23 C55G r

側溝

土師器

鉢

外／上位はナデ、下位は

斜め方向パケ

内／上位はナデ、下位は

横 ・斜め方向パケ

淡褐色 密

褐色砂粒 ・石英を含

む

良好 内面にスス付着

－24 C 59Gr 土師器 外／縦・横方向パケ 外／淡橙褐色 密 良好

1層 鉢 内／横方向パケ 内／淡褐色

断／淡褐色

石英 ・雲母 ・金雲母

を含む

－25 C 55G r

1層

須恵器

婆

内外面ナデ 灰色 密

1m m 以下の白色砂

粒・石英を含む

良好 外 面に自然粕が

かかる
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挿図番号 出土地点 器　 種

法　　　 量（cm）

形 態 ・手 法 の 特 徴 色　　　　 調 胎　　　　 土 焼　 成 備　　　 考

口　 径 底　 径 器　 高

24－26 B 56G r 須恵器

杯

6．6 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

淡灰色 密 良好

25－27 B 55G r

1層

須恵器

杯

6．3 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

灰色 密 良好

－28 C 55G r

1層

須恵器

高台付

杯

8．8 外／ナデ

内／ナデ

底／糸切り後、ナデ

灰色 密

1m m 以下の白色砂

粒を含む

良好

－29 排土中 須恵器

高台付

杯

11．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

灰色 密

1m m 以下の白色砂

粒を含む

良好

－30 B57G r

遺構面

須恵器

高台付

ゴ不

8．0 外／回転ナデ　　　 、へ

内／回転ナデ

底／回転糸切り

灰色 密

1m m 以下の白色砂

粒 ・石英を含む

良好

－31 B 56G r 須恵器 8．8 外／回転ナデ 淡灰色 密 良好 杯 部内外面 に淡

高台付

杯

内／回転ナデ

底／糸切り後、ナデ

1m m 以下の白色砂

粒 ・石英を含む

緑色の粕がかかる

－32 B61G r 須恵器

高台付

塊

9．8 外／回転ナデ

内／回転ナデ

底／糸切り後、ナデ

灰色 やや粗い

1m m 以下の白色砂

粒 ・石英を含む

良好

－33 C 60G r

遺構面

須恵器

杯

外／回転ナデ

内／回転ナデ

淡灰色 密 良好 ．軟質

－34 B 54G r 須恵器 杯部　 内外面ナデ 外／灰色 密 良好 脚 部に三角 形透

1層 高杯 脚部　 内外面ナデ 内／淡褐色

断／淡褐色

1m m 以下の白色砂

粒・石英を含む

かし孔 2カ所にあり

－35 B・C54Gr 須恵器

土玉？

外／へラ状工具による面

取り

内／ナデ、指頭圧痕残る

外／暗灰色

内／暗灰色

断／灰褐色

密 良好 両端欠損

－36 C 63G r 陶器 外／ナデ 外／淡赤褐色 密 良好 内外 面に自然 粕

1層 鉢 内／ナデ

底／ナデ

内／茶褐色

断／灰色

がかかる

－37 B 57G r

1層

青磁

皿

9．8 4．0 2．6 外／ナデ

内／ナデ

外／淡緑色

内／淡緑色

断／灰白色

密 良好

－38 C60～C64 青磁 7．2 外／回転ナデ 外／淡緑灰色 密 良好 内面底部に線、文

側溝 高台付

碗

内／回転ナデ

底／回転糸切り

内／淡緑灰色

断／淡灰色

様あり

－39 C 55G r 平瓦 外／タタキ 外／橙褐色 密 良好 部分破片

2層 内／ナデ 内／褐色

断／橙褐色

1m m 以下の白色・褐

色砂粒 ・石英 ・雲母

を含む

－40 C 60G r

1層

平瓦 外／ナデ

内／布目

淡灰褐色 密

石英を含む

良好 部分破片
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出土遣物観察表（その他の遣物）

挿 図 番 号 出 土 地 点 遺 存 状 況 製 品 名 材　　　　　　 質 最 大 長 最 大 幅 最 大 厚 重　 量 備　　　 考

2 3 － 2 6
C 5 5G r

P O 3
ほぼ 完 形 砥 石 細 粒 凝 灰 岩 6．9 3 ．9 1．9 63 両 面 に使 用 痕 残 る

－2 7

B 5 9G r

S K 28

下 層

片 端 欠 損 砥 石 流 紋 岩 質 細 粒 凝 灰 岩 5．5 5 ．7 2 ．5 106 4 面 に使 用 痕 残 る

－2 8
C 62 G r

P O 4

部 分 桂 根 杉 35 ．7 16 ．3 16 ．3

－2 9
C 60 G r

P O 5

部 分 桂 根 杉 3 1．5 9 ．1 9 ．1

－3 0
C 5 7 G r

S K 39
部 分 曲物 杉 23 ．5 5 ．6 0 ．4

鉄 器 による切 れ 込 み

が ある

2 5 －4 1

C 5 9 G r

1 層

両 端 欠 損 砥 石 流 紋 岩 5．6 4 ．9 2 ．9 10 7．5 4 面 に使 用 痕 残 る

－4 2
B 5 5 G r

遺 構 面
ほ ぼ 完 形 砥 石 緑 色 凝 灰 岩 12 ．1 3 ．4 1．7 104 5 面 に使 用 痕 残 る

－4 3

B 5 7 G r

1 層

両 端 欠損 砥 石 流 紋 岩 4．7 3．6 2 ．3 4 5 4 面 に使 用 痕 残 る

－4 4
C 6 3 G r

遺 構 面
部 分 砥 石 珪 長 岩 4．0 5 ．5 2 ．0 5 5 5 2 面 に使 用 痕 残 る

26 － 45
C 6 0 G r

1 層

両 端 欠 損 砥 石 石 英 安 山 岩 9．4 6 ．8 5 ．1 54 0 4 面 に使 用 痕 残 る

－4 6
C 5 9 G r

1 層

完 形 不 明 鉄 8．0 2 ．1 2 ．1 65 断 面 三 角 形

－4 7
C 5 9 G r

1 層

片 端 欠 損 不 明 鉄 7．3 1 ．0 0 ．6 5 15

2 7 － 1

C 5 4 G r

1 層

完 形 古 銭 鋼 2．4 2 ．4 0 ．1 3

表 ／ 皇 宋 通 賓

裏 ／ 無 文
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Ⅳ。5G『～53G『の発掘調査

瑠。発掘調査の概要

調査地は道路拡幅部分にあたり、これまでは水田として利用されていた地域である。調査に入る

前に、試掘調査によって確認されていた遺物包含層までの水田耕土を重機によって取り除き、排土

した。そして、東西、南北ともに5m間隔のグリッドを設定し、西から5Gr～53Grとした。なお、

調査地は一部に道路を挟んで南北にまたがっているが、この既設道路部分については1996年に宮松

地区圃場整備事業に伴って発掘調査が行われている。調査面積は、平成13年度が道路拡幅部分の南

側幅4m、北側が幅1m、長さ約150mの約750m？、平成14年度が道路新設部分の幅10mX55mの約

550I正であり、総発掘面積は約1300mデである。発掘調査は、平成13年（2001）8月6日に開始し、

平成14年（2002）8月2日に終了している。

腰　序（第28図。第31図～第33図）

調査区が東西に長いため、堆積土は一様ではなく、若干異なった様欄を示している。5Gr～31Gr

での基本的な層序は、耕作土を除くと上層から褐色粘質土、褐灰色土、褐色粘土と堆積して基盤層で

ある灰白色砂質土へと達している。また、12Gr～22Grにかけては盛土されているために上層に堆積

する層は大きく削平を受けている。

一方、32Gr～53Grにかけての基本的な層序は、耕作土を除くと上層から灰色土、暗灰色粘質土

と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達する。なお、堆積土中には褐色粒子を多く含み、基盤

層は西に向かって粗く、30Gr付近からは細かくなって黄褐色砂質土へと変化している。

遺構は、すべて基盤層の上面において検出しており、この面から時期の異なる遺構が検出されて

いる。このことから、基盤層の上面に堆積する以前にかなりの削平を受けているものと考えられる。

遺　構（第28図～第30図）

遺構は、溝状遺構33、土坑状遺構25のほかピット状の遺構を多数検出している。古墳時代前期前

葉から近世に至るまでのものが複雑な切合関係をもって検出されており、時代的にも多岐にわたっ

ている。中心となる時期は12～13世紀にかけての中世期であるが、そのほか古墳時代前期前葉、

奈良時代から平安時代初期頃、近世の遺構と時期的に区分できる。

古墳時代前期前葉頃の遺構としては、水路あるいは集落を囲擁する環濠と考えられるSn06があ

る。また、旧河道からも当該期の遺物が多く出土している。奈良時代から平安時代初期頃にかけて

の遺構には、水路あるいは旧河道と考えられる溝1～溝5、建物跡の区画を示すSり15～Sn17、井

戸と考えられるSK12やSK21などが検出されている。中世期の遺構は最も多く、水路と考えられる

ものにはSI）20・Sn2巨Sり25・Sn26がある。このうち、SI）20・Sり21・Sの26からは鉄棒が出土して

おり、鍛冶関連施設に伴う溝である可能性をもつ。井戸跡と考えられるものにはSK16・SK20、土

墳墓にはSK18などが検出されている。近世の遺構は少ないが、SKO5・SK07の土墳墓を検出してい

る。いずれも人骨とともに櫛や数珠玉を副葬するもので、当該期の墓制を知る上で貴重な資料と

なっている。そのほか、ピット状遺構には掘立柱建物跡であるSBOlや塀あるいは柵として機能して
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いたと考えられる柱穴列なども検出されている。

遣　物

遺物は基盤層上面に堆積しているすべての層に包含しており、中世土師器を中心として弥生土器、

古式土師器、土師器、須恵器、磁器、陶器などの土器のほか、石器や木製品も出土している。出土

量は多く、コンテナ50箱分にも及んでいる。

弥生土器には、嚢や壷の頚部にヘラ措直線文や胴部に斜軸木菓文を施した前期後莱頃のものが多

く出土しており、出雲平野では稀少な資料となっている。古式土師器は古墳時代前期前葉頃のもの

で、中には畿内系や西部瀬戸内系のものも出土している。

特異な遺物としては、古瓦や鉄淳、靖の羽口がある。古瓦には時期の異なるものが出土している

ことから、この近辺に古代から中世期にかけての古代寺院あるいは官衛施設の存在を示すとともに、

何回かの建て直しが行われた可能性がある。鉄棒は分析の結果、精錬鍛冶淳の可能性が強いものと

されており、近辺で小鍛冶が行われていたことが窺える。

2．褐色粘質土
3．栂灰色土

3：褐灰色土　黄褐色粗砂を多く含む

4．灰色粘土
4：灰色粘土　黄褐色粗砂を含む

5．褐灰色砂

6．褐色粘土
7．黄褐灰色砂層

7：黄褐灰色砂層　粒子やや粗い
9．黒褐色粘質土

10．褐灰色粘土

10：褐灰色粘砂土

第28図　5Gr～8Gr遺構配置図

12．暗灰色粘土

13．暗褐灰色粘砂土

14．暗黄褐色砂層

0
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2．遺構と遣物

旧河道（第34図・第35図）

調査区の西端、5Gr～8Grにかけて検出した溝状遺構で、遺構の基軸は南南東一北北西方向に伸び

ている。また、両端ともに調査区外へと達してさらに伸びるが、検出した状況からは溝の肩部は検

出できず、調査区全体が旧河道内にあたるものと考えられ、少なくとも15m以上の幅を有するもの

と推察される。

覆土には上層に褐色粘質土、褐灰色土、中層には褐灰色砂や褐色粘土、下層には黄褐灰色砂層や暗

黄褐色砂層が堆積して基盤層である灰白色砂質土へと達している。堆積土のうち7層とした層位よ

り下面が純粋な川跡で、その上層に堆積している砂質土や粘質土は、澱みの状態であったと考えら

れる。また、7層下面の荒砂は細砂と同じ川の流れで、この砂層中には三瓶の砂が混入していること

が注意される。これは、神戸川から直接流れてきたものではなく、古く縄文時代に三瓶山の噴火に

よって神戸川に堆積し、その当時の地山であった部分が流れによって削られたために含まれている

ものであろう。近辺の山の礫がほとんど含まれていないため、近辺の山から流れるような川または

神戸川の支流とかではなく、微高地の縁辺を雨または流水によって流れていたもので、この旧河道
（1）

は自然堤防と自然堤防の間の谷に流れていたものと考えられる。

遺物は、上層から下層までほぼ万遍なく出土している。検出レベルは地形と同様に東側よ′りも西

方に向かって低くなる傾向にあり、位置的には東西端での出土量が多く、古式土師器を中心として

弥生土器や土師器、須恵器のほか木製品なども出土している。このうち、古式土師器が最も多く出

土しており、器種にも壷、嚢、器台、高杯、鉢などがあり、バラエティーに富んでいる。これらは、古

墳時代前期前葉頃に相当する資料である。角田遺跡においては、後述するSD06を除けば当該期の

遺物がほとんど出土していないこと．から、南に位置する宮松遺跡との関連が指摘される。また、古

墳時代後期頃の遺物の出土量も多く、当該期についても同様である。その他、弥生土器は前期後葉

のものが数点検出されている。また、木製品には流木も混入しているものの、中にはしがらみ状に

配置されるものや杭、栃の実なども認められる。

以上のような遺物の出土状況から推察すれば、この旧河道は古墳時代前期前葉頃からしだいに埋

まり始め、その際にさまざまな時期の遣物を包含したものと推定され畠。なかでも古式土師器が中

心であることは、この時期に大規模な洪水が起きて流されてきた可能性もある。

旧河道の出土遺物（第36図～第45図）

第36図一1は、弥生土器壷である。頚部から口緑部にかけて緩く外反し、口緑端部は平坦におさ

めている。外面頚部には2条の凹線文が施され、その上位はパケ、内面はナデによる調整が行われて

いる。2は、弥生土器襲あるいは壷の胴部であろう。外面には2条の凹線文を施し、その下位はパケ、

内面はパケの後、ナデによる調整が行われている。3も弥生土器嚢あるいは壷の胴部で、外面には3

条以上からなる凹線文、その下位はパケ、内面はナデによる調整が行われている。4は、外面に斜軸

木菓文が施され、内外面ともにナデによる調整が行われている。以上のような弥生土器は、松本編

年I－3′～I－4様式に相当する資料と考えられ、弥生時代前期後某のものであろう。
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5。6は、弥生土器嚢あるいは壷の底部である。6は、外面の一部にはパケによる調整が認められ

る。7は、弥生土器鉢である。口緑端部は外方に突出して平坦におさめ、平坦面には3条の凹線文が

施されている。また、外面にも3条以上の凹線文が施され、内外面ともナデによる調整が行われてい

る。松本編年Ⅱ－1様式に相当する資料と考えられ、弥生時代中期前葉頃のものであろう。

8～17は、古式土師器の壷である。8は、複合日録の稜は水平方向に突出するが、やや鋭さを欠

いている。目線部は外傾して立ち上がり、目線端部はほぼ平坦におさめている。口綾部は内外面と

もにナデ、外面頚部はパケによる調整が行われている。9は、外面頚部にはへラ状工具によって斜線

文を施している。口緑端部は外反してほぼ平坦におさめ、内外面ともにナデによる調整が行われて

いる。10は、複合日経の稜は水平方向に鋭く突出し、目線端部は平坦におさめている。目線部は内
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外面ともにナデ、外面頚部には一条の凹線を挟んで綾杉文を巡らせている。頸部下内面はケズリに

よる調整が行われている。11は、複合口緑の稜は突出せず、目線端部は外傾して平坦におさめると

いう特異な壷である。口綾部は内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。

12は頚部付近の破片で、頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。13は、外面

頚部に一条の凹線を挟んでへラ状工具による綾杉文を施し、胴部はパケによる調整が行われている。

頸部下内面はケズリによる調整が行われている。14はやや長めの頚部を有し、外面はパケとナデ、

内面はケズリによる調整が行われている。15は、直口壷である。口綾部と頚部の境には明確な段を

有して日録部は直立して立ち上がり、端部は外反して平坦におさめている。口緑部外面は縦方向の

ミガキ、内面はナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。頸部下外面は上位に綾杉文、

その下にはクシ状工具によって凹線と波頂間の広い波状文が施され、その下位はパケによる調整が

行われている。16は長めの口頚部を有し、一条の突帯を貼り付けている。外面口綾部には貝殻腹緑

による綾杉文状の文様を巡らせ、目線端部は外反している。内外面ともナデによる調整が行われて

いる。17も同様な調整が行われ、同一個体の可能性をもつものである。以上のような古式土師器の

壷は、草田編年7期に相当する資料と考えられ古墳時代前期前葉頃のものであろう。

第37図－18～24も古式土師器壷である。18は頚部付近の破片で、外面には2条の凹線文を挟ん

で綾杉文を施している。内面頚部はミガキ、頸部下はケズリによる調整が行われている。19は、外

面に一条の凹線文を挟んで綾杉文を施し、内面はケズリによる調整が行われている。外面の綾杉文

が互いに交差していることが特徴である。20は、壷の胴部であろう。破片のために明確ではないが、

外面には竹管文とスタンプ状の文様が施され、内面はケズリによる調整が行われている。21は、器

壁の厚い大形の壷である。複合口緑の稜は鋭さを欠き、口縁端部はやや内傾して平坦におさめてい

る。口綾部は内外面ともナデ、外面頸部下には竹管文が認められる。頸部下内面はケズリによる調

整が行われている。22は内湾する口綾部を有し、口緑端部はほぼ平坦におさめている。内外面とも

にナデによる調整が行われている。器形から西部瀬戸内系の土器と考えられ、胎土も在地のものと

は異なっている。23は22と同様に内傾する口緑部を有し、内外面ともにナデによる調整が行われて

いる。なお、内面には焼成時の黒斑が認められる。24は、直口壷である。口綾部は直立し、口緑端

部は丸くおさめている。内外面ともナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。以上の

ような特徴をもつ壷は、古墳時代前期前葉頃に相当する資料と考えられ、このうち22e23について

は西部瀬戸内系の搬入品と考えられるものである。

25～36は、古式土師器楽である。25は複合日録の稜は水平方向に突出するが、やや鋭さを欠い

ている。口緑端部は丸くおさめ、内外面ともにナデによる調整が行われている。26は複合日録の稜

が水平方向に鋭く突出し、口緑端部は丸くおさめている。内外面ともにナデによる調整が行われて

いる。27も同様な調整が行われている。28は、複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑端部は丸く

おさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下外面はクシ措直線文とパケ、内面はケズリによ

る調整が行われている。29は、目線端部を外方に折り曲げて丸くおさめている。30は、複合日録の

稜は水平方向に鋭く突出し、口緑端部は外方に折り曲げて丸くおさめている。口綾部は内外面とも

にナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。31は、複合目線の稜は鋭さを欠き、日録
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端部はほぼ平坦におさめている。32は、複合口緑の稜が水平方向に鋭く突出し、口緑端部は外方に

折り曲げて平坦におさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行

われている。33は、口緑端部が外反して丸くおさめている。34は、複合目線の稜は水平方向に鋭く

突出し、口緑端部は外反して平坦におさめている。目線部は内外面ともにナデ、頸部下外面はパケ、

内面はケズリによる調整が行われている。35は、複合口縁の稜が水平方向に鋭く突出し、目線端部

は外方に折り曲げて平坦におさめている。日録部は内外面ともにナデ、頸部下外面はクシ措直線文、

内面はケズリによる調整が行われている。36は、口緑端部を平坦におさめるものである。以上のよ

うな古式土師器の嚢は、25～29については草田6期、30～36は草田7期に相当する資料と考えら

れ、古墳時代前期前葉頃のものであろう。

第38図－37～50も古式土師器嚢である。37は、複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑端部は

外方に折り曲げて平坦におさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下外面はクシ措直線文、

波状文とパケ、内面はケズリによる調整が行われている。38は、複合口緑の稜は水平方向に突出し、

目線端部は平坦におさめている。頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。39

は、複合日録の稜が水平方向に鋭く突出し、口緑端部は外方に折り曲げて平坦におさめている。頸

部下外面はクシ措直線文とパケ、内面はケズリによる調整が行われている。40は、日録端部は外方

に折り曲げて平坦におさめている。頸部下外面はクシ措直線文、内面はケズリによる調整が行われ

ている。41は、複合日録の稜が水平方向に鋭く突出し、口緑端部は平坦におさめている。目線部は

内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。42は、複合口緑の稜は水平方

向に突出するが、鋭さを欠いている。器壁は厚く、目線端部は平坦におさめている。43は、複合口

緑の稜は水平方向に突出し、日録端部は外方に折り曲げて平坦におさめている。44は小形の嚢で、

複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑端部は丸くおさめている。日録部は内外面ともにナデ、頚

部内面には指頭庄痕が認められ、下位はケズリによる調整が行われている。45も小形の嚢で、複合

口緑の稜は鋭さを欠き、口緑端部は丸くおさめている。46は胴部の器壁が厚い小形の嚢である。複

合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑端部は外方に折り曲げてほぼ平坦におさめている。口緑部は

内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。47は、古式土師器嚢あるいは

壷の口緑部であろう。複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑端部は平坦におさめている。外面は

ナデと縦方向のミガキ、内面はナデによる調整が行われている。このように目線部外面が縦方向の

ミガキによって調整されるものは、類例が少ない。48e49は同一個体と考えられるもので、複合日

録の稜は鋭さを欠き、口緑端部は先細りとなって丸くおさめている。口緑部は内外面ともナデ、頸

部下外面はクシ措直線文とパケ、内面はケズリによる調整が行われている。50は、複合口縁の稜は

鋭さを欠き、口緑端部は外方に向けて平坦面を作り出している。内外面ともにナデによる調整が行

われている。以上のような古式土師器の嚢は、44・45は草田6期、37～43、46・47は草田7期に

相当する資料と考えられ、古墳時代前期前葉頃のものであろう。49・50については複合口緑の稜が

形骸化した段階にあたるものと考えられ、古墳時代前期中葉頃に相当する資料であろう。

第39図－51～61は、嚢である。51は単純口緑で頚部から口緑部にかけて緩く屈曲し、目線端部

は平坦におさめている。口緑部は内外面ともナデ、頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が
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行われている。畿内布留式の系統を引くもので、搬入品と考えられる。52も単純口緑の嚢で、頚部

から口緑部にかけて「く」の字状に屈曲し、目線端部は丸くおさめている。目線部は内外面ともに

ナデ、頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。胎土は在地のものと違いが認

められないことから、畿内系の嚢を模倣したものであろう。53は、頚部から目線部にかけて内湾ぎ

みに立ち上がり、日録端部は丸くおさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリ

による調整が行われている。54は、頚部から目線部にかけて「く」の字状に屈曲し、口緑端部は外

方に折り曲げて平坦におさめている。目線部は内外面ともにナデ、頸部下外面はパケ、内面はケズ

リによる調整が行われている。胎土は在地のものと考えられるが、単純目線で畿内系の嚢を模倣し

たものであろう。55も54と調整は同様で、同一個体である可能性が強いものである。56は、頚部

から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、目線端部は平坦におさめている。日録部は内外面とも

にナデ、頸部下外面は細かなパケ、内面はケズリによる調整が行われている。57も56と調整は同様

で、同一個体である可能性が強いものである。58は、頚部から目線部にかけて内湾しながら立ち上

がり、ロ緑端部は平坦におさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調

整が行われている。56などと比べ、大きく内湾していることが特徴である。59は、頚部から目線部

にかけて内湾しながら立ち上がり、目線端部は平坦におさめている。目線部の外面はナデ、内面の

一部にはパケによる調整が認められる。頸部下外面は縦e斜め方向のパケ、内面はケズリによる調整

が行われている。60は、頚部から目線部にかけて内湾しながら立ち上がり、目線端部は平坦におさ

めている。目線部は内外面ともにナデ、頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われてい

る。61は、複合口緑の嚢である。複合目線の稜は水平方向に突出するが、やや鋭さを欠いている。

目線部は内外面ともにナデ、頸部下外面にはクシ措直線文と一条の凹線が施されている。頸部下内

面はケズリによる調整が行われ、外面にはススが付着している。

以上のように、旧河道からはさまざまな形態的特徴をもつ嚢が出土している。51e52・54・55に

ついては単純目線で畿内系の嚢と考えられるが、胎土や胴部の調整が在地の土器と相違が認められ

ないことから、人的交流により製作されたものと考えられる。このうち51については、搬入品の可

能性をもつものである。時期的には古墳時代前期前葉頃に相当する資料であろう。53・56～60につ

いては、頚部から日録部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、ロ緑中位にわずかな稜をもつもので、古墳

時代前期後葉頃に相当する資料と考えられる。このうち53は古い様相を示しており、やや先行する
（2）　　　（3）

ものであろう。当該期の遺物は、市内中野西遺跡や井原遺跡などからも出土している。また、61は

複合口緑を有する古式土師器であるが、当該期の嚢胴部に凹線を施すものは類例が少ない。

62～65は、嚢あるいは壷の胴部である。62は、胴部がかなり張り出して球形状を呈するものと

考えられ、外面上位は8本単位からなるクシ措直線文、下位はパケ、内面はケズリによる調整が行

われている。63は器壁が厚く、外面にはパケと波頂間が大きく開いた形骸化した波状文が施され、

内面はケズリによる調整が行われている。64は、外面はクシ措直線文とパケによる調整が行われ、

一条の凹線によって波状文を意識した曲線を施している。内面はケズリによる調整が行われ、外面

にはススが付着している。65は、外面は横方向のパケとへラ状工具による刺突文を巡らせ、内面は

ケズリによる調整が行われている。以上のような部分破片からは明確な時期について判断すること
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は難しいが、外面がクシ措直線文や波頂間の開いた波状文が施されるものについては、古墳時代前

期前葉から前期中葉にかけてのものと考えられる。

第40図－66は、前述した第39図－61と同一個体と考えられる古式土師器の嚢で、胴部外面上位

には一条の凹線が施され、下位はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。67も古式土師器

嚢の胴部と考えられ、外面にはパケと2本単位のクシ状工具によって波頂間の開いた波状文を施し、

内面はケズリによる調整が行われている。68は底部付近の破片で、外面はパケ、内面上位はケズリ、

下位には指頭庄痕が認められる。69は、平底を有する襲あるいは壷の底部である。外面はパケとナ

デによる調整が行われるが、内面の調整は風化が著しく不明である。旧河道からは少量ながら弥生

時代前期の遺物も出土していることから、当該期のものである可能性がある。70は、古式土師器嚢

の底部であろう。かすかに平底を意識したものと考えられ、外面は細かなパケ、内面はケズリと指

頭庄痕が認められる。71は平底を有する嚢で、外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われてい

る。以上のような嚢あるいは壷は部分破片であるが、69については弥生時代前期、66～68、70・71

については外面の調整や器壁の薄さなどから古墳時代前期前葉頃に相当する資料と考えられる。な

お、71は平底を有するもので、やや後出するものであろう。

72は、古式土師器高杯の杯部である。体部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上がり、目線部

はやや外反して目線端部は丸くおさめている。風化が著しいが、外面はナデ、内面はミガキによる

調整が一部に認められる。73e74は、高杯の杯底部付近の破片である。73は、内外面ともに丁寧な

ミガキによる調整が行われ、杯部と脚部とは円盤充填法によって接合されている。74は、外面はナ

デと細かなパケ、内面はミガキによる調整が行われている。杯部と脚部とは円盤充填法によって接

合され、円盤には小孔が穿たれている。72～74の高杯は部分破片であり、時期的な判断をすること

は難しいが形態的特徴とその他の出土遺物から推察すれば、おおよそ古墳時代前期頃に相当する資

料と考えられる。

75～78は、高杯の脚部から裾部にかけての破片である。75は裾部が大きく開き、脚端部はやや

内傾して平坦におさめている。裾部から脚部にかけての外面は縦方向の細かなパケ、裾部と脚部の

間には、径7mmの透かし孔が認められる。裾部内面は横方向のパケ、脚部はケズリによる調整が行

われている。杯部と脚部とは円盤充填法によって接合され、円盤には小孔が穿たれている。76は、

裾部が大きく開き、脚端部は丸くおさめている。裾部から脚部にかけての外面は縦方向の細かなパ

ケによる調整が行われ、裾部と脚部の間には径9mmほどの透かし孔が4ヶ所に認められる。裾部内

面は横方向のパケ、脚部内面はケズリによる調整が行われている。77は裾部が大きく開き、脚端部

はやや内傾して平坦におさめている。外面裾部は横方向、脚部は縦方向のミガキによる調整が行わ

れている。内面裾部はナデ、脚部はケズリによる調整が行われている。78は裾部の開きが非常に大

きく、脚端部は内傾して平坦におさめている。外面裾部から脚部にかけては全面に縦方向のパケ、

内面裾部は横方向のパケ、脚部はケズリによる調整が行われている。以上のような高杯は、外面の

調整がパケにより行われるものとミガキにより調整されるものが存在するものの、おおよそ草田6

期から7期に相当する資料と考えられ、古墳時代前期前葉頃のものであろう。

79～81は、高杯の脚部破片である。79は、脚部外面は縦方向のミガキ、内面はケズリによる調
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整が行われ、杯部と脚部とは円盤充填法によって接合されている。80は外面が縦方向のミガキ、脚

部内面上位はケズリ、下位はナデによる調整が行われている。82は、高杯の杯部破片で、外面はパ

ケとミガキ、内面はミガキによる調整が行われている。83は脚部と杯部付近の破片で、杯部と脚部

とは付加法によって接合されている。杯部外面はパケとナデ、杯部内面と脚部外面はミガキによる

調整が行われている。以上の高杯についても、古墳時代前期前葉頃に相当する資料と考えられる。

84は、低脚杯であろうか。脚部は大きく開き、外面は縦方向のミガキ、内面はナデによる調整が

行われている。85は、低脚杯の脚部であろう。脚端部はやや内傾して平坦におさめ、内外面ともに

ナデによる調整が行われている。86は、低脚杯である。内湾しながら立ち上がる深めの杯部を有し、

口縁端部は丸くおさめている。杯部外面はナデとパケ、内面上位は横、下位は縦方向のミガキによ

る調整が行われている。脚部は短く外傾して開いて脚端部は丸くおさめ、内外面ともにナデによる

調整が行われている。このような低脚杯は古墳時代前期前葉頃の資料と考えられるが、器壁が厚く、
（4）

杯部が深いという在地的な特徴をもつものである。市内では天神遺跡や井原遺跡からも同じような

特徴をもつ低脚杯が出土している。

第41図－87～92は、古式土師器の低脚杯である。81は、杯部が外方に向けて扁平に大きく開き、

口緑端部は丸くおさめている。杯部外面は縦方向のミガキ、内面は縦・横方向のミガキによって丁寧

に仕上げられている。脚部は短く外傾して脚端部は丸くおさめ、内外面ともナデによる調整が行わ

れている。このようなプロポーションをもつ低脚杯は、出雲地方では一般的なもので、市内では山
（5）

持川川岸遺跡などからも出土している。88は杯部の破片で、内湾しながら立ち上がり、口緑端部は

丸くおさめている。第40図－86と同様に深めの杯部を有するもので、外面はナデ、内面は縦e横方

向のミガキによる調整が行われている。89は脚部と杯部との破片で、杯部は内外面ともにミガキ、

脚部は内外面ともにナデによる調整が行われている。90は、87と同様に杯部が扇平に大きく広がる

タイプのもので、杯部外面はナデ、内面はミガキによる調整が行われている。また、脚部は内外面と

もにナデによる調整が行われている。91e92はいずれも脚部で、脚端部は丸くおさめ、内外面とも

ナデによる調整が行われている。以上のような低脚杯は、古墳時代前期前葉頃に相当する資料と考

えられ、杯部には在地的な特徴をもつものも認められるが、脚部は内外面ともにナデによる調整が

行われている。

93～98は、鼓形器台の受部破片である。93は、口緑端部が外反して平坦におさめている。外面

上位は縦方向のミガキ、下位はナデ、内面は縦・横方向のミガキによる調整が行われている。94は、

口緑端部を外方に折り曲げて丸くおさめている。外面はナデ、内面は横方向のミガキによる調整が

行われている。95は、目線端部が外反して丸くおさめている。外面はナデ、内面は縦e横方向の丁

寧なミガキによって仕上げられている。96も95と調整はほぼ同様であるが、外面の稜は鋭さを欠い

ている。97は、94と同様に口緑端部を外方に折り曲げて丸くおさめている。外面はナデ、内面はケ

ズリの後にミガキによる調整が行われている。98は外面の稜が水平方向に鋭く突出し、外面はナデ、

内面は丁寧なミガキによる調整が行われている。以上のような鼓形器台の受部については、日録端

部のおさめ方にはさまざまな特徴があるが、外面はナデ、内面はミガキによって調整されるのが一

般的である。
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99elOOは、鼓形器台の筒部付近の破片である。99は短い筒部を有し、受部内面はミガキ、脚部

内面はケズリ、外面はナデによる調整が行われている。100も筒部は短く同様の調整が行われるが、

外面の稜は鋭さを欠いている。101は鼓形器台の脚部破片で、脚端部は外反して丸くおさめている。

外面はナデ、内面はケズリによる調整が行われている。102は、やや小形な鼓形器台の受部である。

目線端部は外方に折り曲げて丸くおさめている。外面は縦方向のミガキ、内面は縦e横方向のミガキ

による調整が行われている。このように内外面ともミガキによって調整されるものは、市内天神遺

跡からも出土している。93～102のような鼓形器台は、筒部が短縮する草田6期から7期に相当す

る資料と考えられ、古墳時代前期前葉頃のものであろう。

103は、台付の小形壷である。低脚杯と同様に内外面ともナデによる調整が行われ、脚端部は丸く

おさめている。壷の胴部は大きく張り出して外面はパケとミガキ、内面は丁寧なナデによる調整が

行われている。このような壷は、時期的には古墳時代前期前葉頃のものと考えられるが、類例は少

ない。104は、単純口緑の小形嚢である。頚部から口緑部にかけて緩く屈曲し、口緑端部は丸くおさ

めている。外面は全面が横方向の丁寧なミガキ、内面口緑部はナデ、頸部下はケズリによる調整が

行われている。105は、小形壷であろうか。内外面ともナデによる調整が行われている。焼成不良

で胎土が緻密なことから、中世期の遺物である可能性もある。106は、小形の嚢あるいは壷であろう。

外面は細かなパケとへラ状工具によって特異なリボン状の文様を措いている。内面はケズリによる

調整が行われている。

107e108は、壷の胴部であろうか。いずれも内外面ともに赤色塗彩されている。107は外面にス

スが付着し、108の内面にはケズリによる調整が認められる。なお、いずれも高杯の杯部である可能

性がある。109は、土師器直口壷である。単純口緑で頚部から口緑部にかけてやや外傾して立ち上

がり、目線端部は先細りとなって丸くおさめている。また、内外面ともに赤色塗彩されている。110

は、土師器無頸壷であろう。外面全面と内面の口緑部から頚部付近までは赤色塗彩されている。外

面は縦方向の粗いパケ、内面頸部下はケズリによる調整が行われている。111は、土師器鉢であろう。

口緑端部は内外に拡張して凹面を作り出している。内外面ともにナデによる調整が行われている。

107～111については特異な遺物であり、器種とともに時期的な判断はできない。

第42図－112は、甑形土器である。外面上位にはタガ状の突帯を貼り付け、その下位には把手を

貼り付けている。上端部は平坦におさめ、外面上位はナデ、下位は縦方向のパケによる調整が行わ

れている。内面突帯上位はナデ、突帯貼り付け部には指頭庄痕が認められ、下位はケズリによる調

整が行われている。手捏ねで半環状の突帯には、指頭庄痕が顕著に認められる。113は、甑形土器の

下方部にあたるものと考えられ、外面は縦方向のパケ、内面は横方向のケズリによる調整が行われ

ている。112．113は同じ層位からの出土であり、同一個体である可能性が強い。このような甑形土
（6）　　　　（7）

器については、出雲平野を中心とする地域に報告例が多く、市内古志本郷遺跡や下古志遺跡などか

らも出土しているが、その用途については明らかとなっていない。時期的には弥生時代終末期から

古墳時代前期前葉にかけての短期間に使用されたものと考えられている。

第43図一114は、土師器壷である。頚部から口緑部にかけてほぼ直立して立ち上がり、口緑端部

は平坦におさめている。口緑部の外面中位にはやや膨らみを有し、内外面ともナデによる調整が行
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われている。外面頚部は縦方向のパケ、頸部下外面はナデ、内面はケズリによる調整が行われてい

る。115は、土師器嚢である。頚部から口緑部にかけて「く」の字状に屈折し、口緑端部は外反して

丸くおさめている。口綾部は内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われ、外面に
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はススが付着している。116は頚部から日録部にかけて緩く屈曲し、日録端部は外反して丸くおさ

めている。口緑部は内外面ともナデ、頸部下外面は細かなパケ、内面はケズリによる調整が行われ

ている。117は、土師器嚢である。頸部から口緑部にかけてやや外傾して立ち上がり、口緑端部は外

反して先細りとなり丸くおさめている。外面中位には膨らみを有して稜を作り出し、内外面ともに

ナデによる調整が行われている。118も土師器嚢で、目線部外面中位にかすかに稜をなすものであ

る。口緑部は内外面ともナデ、頸部下外面は縦方向のパケ、内面はケズリによる調整が行われてい

る。119は、土師器壷である。頚部から口緑部にかけてほぼ直立して立ち上がり、口緑端部は外反し

て先細りとなって丸くおさめている。口緑部外面はナデ、内面は細かなパケとナデによる調整が行

われ、外面にはススが付着している。頸部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。

120は、土師器嚢である。頚部から口緑部にかけて「く」の字状に屈曲し、口緑端部は丸くおさめ

ている。口緑部外面はナデ、内面はパケとナデによる調整が行われ、外面にはススが付着している。

頸部下外面は縦方向のパケ、内面はケズリによる調整が行われている。121は、土師器壷である。頚

部から口緑部にかけてほぼ直立して立ち上がり、口緑端部は外反して丸くおさめている。口緑部は

内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。122は、土師器嚢あるいは壷の

底部である。かすかな平底を有し、外面の一部はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。

以上のような土師器は、さまざまな形態的特徴をもつものであるが、目線部中位に稜をなす114弓16

のような嚢は、古墳時代前期後葉から中期前葉頃にかけての資料と考えられる。その他は、これよ

りもやや先行するものと考えられ、古墳時代前期後葉頃の資料であろう。

123は、土師器高杯である。内外面ともに放射状の丁寧なミガキによる調整が行われ、外面の一部

にはパケによる調整が認められる。杯部と脚部とは付加法によって接合されている。124は、ほぼ

完形の土師器高杯である。杯部は2段に作られ、外面中位には明確な段をもち、目線端部は外反して

丸くおさめている。杯部はやや浅く、2段に作られる上位は内外面ともナデ、下位外面はミガキと

カキメ、内面はミガキによる調整が行われている。裾部の開きはさほど大きくなく、脚端部はナデ

とパケ、内面はケズリによる調整が行われ、全面が赤色塗彩されている。125～132は、高杯の杯部

付近の破片である。125は、内外面ともに赤色塗彩され、目線部中位には稜をなし、目線端部は丸く

おさめている。126は、体部から日録部にかけて内湾しながら立ち上がり、外面中位にかすかに稜を

作り出している。内外面とも赤色塗彩され、ミガキによる調整が認められる。127は、目線部はほぼ

10c邑
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直立し、外面中位には稜をなして口緑端部は丸くおさめている。内外面とも赤色塗彩され、ナデに

よる調整が行われている。128は、体部から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、口緑端部は丸く

おさめている。外面はパケ、内面はミガキによる調整が行われ、脚部は内外面ともナデによる調整

が行われている。129は、内外面ともに丁寧なミガキによって仕上げられている。130は、脚部と杯

部とは円盤充填法によって接合されている。杯部は2段に作られ、外面下位には明確な段を有し、体

部から口綾部にかけて大きく開くものと考えられる。杯部内面はミガキと一部にパケ、外面下位は

ミガキ、上位は放射状のパケによる調整が行われている。131は高杯の杯部破片で、外面には明確な

段を有し、2段に作られるタイプのものであろう。外面下位はパケ、上位はナデ、内面はナデによる

調整が行われている。132は風化が著しいが、杯部外面下位にはパケによる調整が認められる。以

上のような高杯は、杯部が2段に作られるものと境をもたないものとに大別することができる。こ

れらは並存する時期があると考えられ、古墳時代前期後菓頃のものであろう。なお、123e129弓32

などのような部分破片からは、時期的な判断はできない。

133～135は、土師器高杯の脚部破片である。133は、裾部が末広がりに開き、脚端部は内傾して

平坦におさめている。外面はミガキ、内面裾部はパケ、脚部はケズリによる調整が行われている。

脚端部の特徴から、古墳時代前期前葉頃の資料と考えられる。134は、外面は縦方向のミガキ、内面

はケズリによる調整が行われ、杯部と脚部とは円盤充填法によって接合されている。135は、外面が

赤色塗彩されている。内外面ともにナデによる調整が行われ、脚端部は丸くおさめている。低脚杯

の脚部の可能性をもつものである。

第44図一136は、土師器高杯の杯部であろう。外面はナデ、内面はミガキによる調整が行われ、

内面には放射状の暗文が施されている。他の出土遺物から考えれば、古墳時代前期後菓頃の資料で

あろう。137は、土師器塊であろうか。底部から体部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、内外面は回転

ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。中世期の資料と考えられるものである。

138～141は、土師器高台付杯である。138は、高台はほぼ直立している。杯部内外面とも回転ナ

デ、底部には回転糸切り痕が認められる。139は高台がほぼ直立し、端部は丸くおさめている。杯部

は内外面ともにナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。140は高台部が外傾し、端

部は丸くおさめている。杯部内面は回転ナデ、底部には回転糸切り痕が認められる。141もほぼ同

様の形態的特徴をもち、ナデによる調整が認められる。以上のような高台付杯は高台部が直立する

もの（138e139）と外傾するもの（140・141）に類別することができる。11世紀後半以降の遺物で

あるが、明確な時期的判断については難しい。

142は、須恵器杯蓋である。目線部から天井部にかけて内湾しながら立ち上がり、口緑端部は丸く

おさめている。外面中位には2条、目線部内面にも1条の凹線が施され、外面上位は回転へラケズ

リ、下位と内面は回転ナデによる調整が行われている。143も杯蓋で、ほぼ同様の調整が行われてい

る。このような須恵器杯蓋は、高広編年I期に相当する資料と考えられ、6世紀後半から7世紀初頭

頃のものであろう。144は須恵器杯身で、内側にかえりを有するものである。内外面ともにナデに

よる調整が行われている。145は、須恵器杯蓋あるいは杯身である。外面は回転へラケズリによる

調整が行われている。146は、須恵器杯である。内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切
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り離されている。奈良時代以降の資料であろう。147は、須恵器の高台付杯である。高台は短く直

立し、端部は平坦におさめている。奈良時代以降の資料であろう。148は、須恵器長頸壷である。大

形品で、口緑端部は内傾して平坦面を作り出している。外面は上位に三角形の突帯を有し、その下

位は3条の凹線文によって2区画に分けられ、その間にクシ状工具による波状文を巡らせている。内

外面ともナデによる調整が行われている。6世紀後半から7世紀前半にかけての資料と考えられる。
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149は、須恵器嚢の口緑部である。日録端部は丸くおさめ、2cmほど下位には明確な段を有し、内

外面ともにナデによる調整が行われている。古墳時代後期に相当する資料であろう。150・151は、

須恵器嚢あるいは壷の胴部であろう。外面は格子状のタタキ、内面はパケによる調整が行われてい

る。152は、須恵器提瓶である。胴部は扇平で、外面は円形状にナデ調整されている。高広編年IA

期に相当する資料と考えられ、6世紀後菓頃のものであろう。

153は、青磁碗である。高台が付くものと考えられ、底部から体部にかけて内湾しながら立ち上が

る。全面が淡緑灰色に施粕されている。15世紀以降の資料であろう。154は、丸瓦である。外面は

ナデ、内面には布目庄痕が認められる。また、内面には1本の切れ込み状の線が認められる。54Gr

10皿
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以東においても古瓦が出土しており、この付近に古代から中世期にかけての寺院が存在したことを

窺わせる資料である。155は、黒曜石の剥片である。良質な黒曜石で、調査区内ではこの1点のみの

出土である。

第45図－156～159は、旧河道から出土した木製品である。156は欠損しているが、残存する3

両が平滑に加工されている。また、片端が斜めに削り出されている。157は、片端が斜めに削り出さ

れ、中央部がくびれて細くなっている。広い面は平滑に仕上げられるが、狭い面は部分的に租く加

工されている。いずれも用途不明であるが、何かの部材として利用されたものであろう。158は、1

面のみが平滑に加工されている。片端を尖らせており、杭として利用されたものであろう。159は

杭で、4面がほぼ平滑に仕上げられ、先端は削り出して尖ら

せている。

SDの瑠（第46図）

C13Gr～C17Gr、A。B21Gr～22Gyにかけての灰白色砂質

土上面で検出した溝状遺構で、西南西一東北東方向に伸びて

いる。調査区が途中で分断されているが、検出した状況から

推察すれば、長さ46．0m以上、幅4．0以上を測る。なお、こ

の遺構の上面は後世に何回かの削平を受け、新しい時期の水

路が築かれているのが確認されている。

覆土には、上層に褐灰色土、中層に暗褐灰色土、下層には

暗褐灰色粘砂層、暗褐灰色粘質土が堆積して基盤層である灰

白色砂質土へと達している。なお、東側では後世の撹乱を受

けている。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて

底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約70cmを測る。

また、遺構底面のレベルは東側よりも西側が10cm程度低く、

西方に向かって緩やかに傾斜していることが注意される。

遺物の出土状況をみると、遺構の肩部から底面直上にかけ

て出土しているが、特に底面直上からの出土量が多くなって

いる。また、時期的には弥生時代前期から近世に至るまでの

ものが混在して出土している。これは、遺構上面が後世に何

回かの削平を受けていることに起因するものと考えられる。

その中でも古墳時代終末期から奈良・平安時代初期にかけて

の遺物の出土量が最も多く、遺構が築かれた時期については

当該期である可能性が強い。器種的にも須恵器蓋杯、高杯、

壷、土師器嚢、壷、高杯、杯などがあり、バラエティーに富

んでいる。機能としては、覆土の状況や底面のレベルなどか

ら水路として機能していたことが想定され、西方に向かって
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流れていたものと考えられる。

SD鋸の出土遺物（第47図～第50図）

第47図－1は、低脚杯である。脚部と杯部とは貼り付けられている。2は、鼓形器台の受部であ

ろう。外面はナデ、内面上位はナデ、中位からは横方向のミガキによる調整が行われている。1．2

とも弥生時代終末期から古墳時代前期前葉頃に相当する資料であろう。

3は、土師器嚢である。単純口緑で頚部から口緑部にかけて「く」の字状に屈曲している。外面は

ナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われ、外面にはススが付着している。3・4は古墳時代中

期以降に相当する資料であろう。

5は、土師器高杯の杯部破片である。内面はミガキ、外面はパケによる調整が行われ、杯部と脚部

とは円盤充填法により接合されている。6は、土師器高杯の脚部である。外面はナデ、内面裾部はナ

デ、筒部はケズリによる調整が行われ、外面には朱塗りの痕跡が認められる。5．6の高杯は古墳時

代中期以降に相当する資料であろう。

7．8は、須恵器杯身である。短く内傾する返りを有し、外面上位は回転ナデ、下位は回転へラケ

ズリ、内面は回転ナデによる調整が行われている。8は須恵器杯蓋で、短く内傾する返りを有し、天

井部にはつまみをもつものであろう。外面は回転へラケズリ、内面は回転ナデによる調整が行われ

ている。7・8ともに高広編年Ⅱ期に相当する資料と考えられ、7世紀初頭から中葉にかけてのもの

であろう。

9は、須恵器高台付塊である。やや外傾する高台を有し、端部は拡張して平坦におさめている。塊

部は内外面ともに回転ナデ、底部には回転糸切り痕が認められる。高広編年Ⅳ期に相当する資料と

考えられ、7世紀中葉から8世紀前葉にかけてのものであろう。10は、須恵器嚢の目線部である。外

面には一条の突帯を貼り付け、沈線との間に5本単位からなる波状文を施している。口緑端部は丸

くおさめ、内外面ともにナデによる調整が行われている。11は、須恵器高杯である。脚部の透かし

は線状の切れ込みで、2ヶ所に認められる。外面はヘラケズリ、内面はナデによる調整が行われてい

る。7世紀以降の資料であろう。

12は、陶器の蓋であろうか。外面は淡緑灰色に施和され、貼り付けて花弁状の文様を作り出して

いる。下部には円形の突起を有し、口径の小さな壷の蓋として利用されたものと考えられる。調査

区内からは古瓦なども出土していることから、寺院関連の遺物である可能性もある。

13は、須恵器杯である。無高台で、外面は回転へラケズリ、内面は回転ナデ、底部はナデによる

調整が行われている。また、外面底部にはへラ状工具によって製作地あるいは集落の記号と考えら・

れる「×」印が刻まれている。14は、須恵器高杯の脚部である。脚端部は上下に拡張して段を作り

出し、平坦におさめている。内外面ともにナデによる調整が行われている。

15は、土製支脚である。背面に楕円形状の穴を穿つもので、欠損しているものの2本の突起を有
（8）

している。このように背面に穴を穿ったものは、市内壱丁田遺跡や古志本郷遺跡からも出土してい

る。

16は、磁器の高台付碗である。内面見込みと外面には文様が染め付けられている。17は、唐津焼
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の高台付塊で、露台を除き黄灰色に施粕されている。また、内面には砂目積の痕跡が認められる。

18は、弥生土器嚢であろう。目線部は緩く外反し、目線端部は丸くおさめて刻目文を施している。

また、頚部下位には一条の沈線が認められている。このような嚢は、松本編年I－4様式に相当する

資料と考えられ、弥生時代前期後葉頃のものであろう。19は、弥生土器壷の胴部であろう。外面に

はクシ状工具によって7条の沈線が施され、内面はミガキとパケによる調整が行われている。20は、

弥生土器嚢である。外面にはへラ状工具によって3条以上の沈線と刺突による山形文を施し、内面

はナデによる調整が行われている。18と同様に弥生時代前期後菓頃に相当する資料であろう。21は、

弥生時代後期の嚢である。目線端部はやや内傾して丸くおさめ、外面には4条の凹線文が施され、内

外面ともナデによる調整が行われている。22は、低脚杯である。外傾する脚端部は丸くおさめ、内

外面ともナデによる調整が行われている。弥生時代終末期から古墳時代前期前葉頃にかけてのもの

であろう。23は、高杯の脚部である。裾部は大きく開いて脚端部は丸くおさめている。外面裾部は

横・斜め方向のパケ、筒部は縦方向のミガキ、裾部内面は横方向のパケによる調整が行われている。

25は、高杯の裾部であろう。外面筒部は縦方向のパケ、内面裾部は横方向のパケによる調整が行わ

れている。

26は、古式土師器の嚢である。頚部から口綾部にかけてやや外傾して立ち上がり、複合口緑の稜

は水平方向に突出して口緑端部は平坦におさめている。目線部は内外面ともナデ、頸部下内面はケ

ズリによる調整が行われている。このような特徴をもつ嚢は、草田7期に相当する資料と考えられ、

古墳時代前期前葉頃のものであろう。27は、単純口緑の嚢である。頚部から口縁部にかけて「く」

の字状に屈曲し、口緑端部は内側に折り曲げて平坦におさめている。口緑部は内外面ともナデ、頸

部下外面は縦方向のパケ、内面はケズリによる調整が行われている。胎土は在地のものと違いは認

められないが、畿内布留式の土器を模倣したものであろう。28e29は土師器嚢である。いずれも頚

部から目線部にかけて直立して立ち上がり、外面中位に稜をなしている。28は目線端部を平坦に、

29は端部がやや外反して丸くおさめている。いずれも目線部内外面はナデによる調整が行われてい

る。古墳時代前期中葉から中期前葉頃にかけての資料であろう。

30。31は、鼓形器台である。いずれも筒部から脚部にかけての破片で、外面はナデ、内面はケズ

リによる調整が行われている。32は鼓形器台の脚部破片で、脚端部は外反して丸くおさめている。

外面はナデ、内面はケズリによる調整が行われている。以上のような鼓形器台は、筒部が短縮化さ

れた段階のもので、弥生時代終末期から古墳時代前期前葉頃にかけての資料であろう。

33は、須恵器杯身である。底部はわずかに平底を意識し、目線下位には稜をなして目線端部は丸

くおさめている。内外面とも回転ナデ、底部はへラ切り後、ナデによる調整が行われている。34e

35は目線部にかえりを有する須恵器杯身である。立ち上がりは短く内傾し、内外面は回転ナデ、底

部はへラ切り後、ナデによる調整が行われている。36e37は、擬宝珠状のつまみを有する須恵器杯

蓋である。いずれも内面には短く内傾するかえりを有し、内外面とも回転ナデによる調整が行われ

ている。33～37のような須恵器蓋杯は、高広編年ⅡA－ⅢB期に相当する資料と考えられ、7世紀

初頭から中葉にかけてのものであろう。

第48図－38は、須恵器杯蓋である。短く内傾するかえりを有し、外面上位は回転へラケズリ、下
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位は回転ナデ、内面は回転ナデによる調整が行われている。

擬宝珠状のつまみを有するものと考えられ、35などと同様な

時期の資料であろう。39は、須恵器杯である。底部から内湾

しながら立ち上がり、日録端部は外反して丸くおさめている。

内外面とも回転ナデ、底部はへラ切り後、ナデによる調整が

行われている。33などよりもやや後出する資料であろう。

40e41は、底部が回転糸切りによって切り離される須恵器

杯である。41は底部から内湾しながら立ち上がり、焼成は不

良である。いずれも内外面とも回転ナデによる調整が行わ

れている。奈良時代頃に相当する資料であろう。42は、須恵

t‘輝くr　　頂

の　　　　　　　　　　　　5cm

L r「・－TTJ j

第50図　SDOl出土遺物実測図（4）

器高台付杯である。高台は短く外傾し、脚端部は平坦におさめている。内外面ともにナデによる調

整が行われている。8世紀中葉以降の資料であろう。43は、須恵器壷の底部であろうか。器壁は厚

く、底部はへラ切りによって切り離されている。外面上位はナデ、下位は回転へラケズリ、内面は回

転ナデによる調整が行われている。

44～47は、須恵器楽の胴部破片である。44は、外面は格子状のタタキ、内面は当て具による青

海渡文が施されている。45・46も調整はほぼ同様であるが、外面の一部はタタキ痕を磨り消してい

る。47は、外面に緑灰色の自然粕がかかっている。外面の調整は不明であるが、内面には当て具に

よる青海渡文が認められる。

48は、須恵器高杯である。脚端部は上方に拡張して平坦におさめ、一条の凹線を施している。内

外面ともに回転ナデによる調整が行われている。49は、須恵器杯であろうか。内外面とも回転ナデ

による調整が行われ、口緑端部は丸くおさめている。50は、須恵器魅の胴部であろう。外面には2

条の凹線との間に貝殻腹緑による刻目文を巡らせている。内外面ともに回転ナデによる調整が行わ

れている。51も須恵器魅である。50と調整方法は同様であるが、外面胴部には2条の凹線文が施さ

れている。52は、須恵器壷の底部であろう。底部から内湾しながら立ち上がり、底部はへラ切りに

よって切り離されている。外面上位は回転ナデ、下位は回転へラケズリ、内面は回転ナデによる調

整が行われている。

第49図－53は、土師器直口壷である。体部は球形状を呈し、頚部から目線部にかけてはほぼ直立

して立ち上がっている。目線部は内外面ともナデ、頸部下外面は縦・横方向のパケ、内面はケズリ

による調整が行われている。古墳時代前期頃に相当する資料であろう。

54～56は、土師器皿であろう。いずれも全面が赤色塗彩され、底部から体部にかけては内湾しな

がら立ち上がり、口緑端部は外反して丸くおさめている。内外面とも回転ナデ、底部はへラ切り後、

ナデとミガキによる調整が行われている。奈良時代から平安時代頃に相当する資料であろう。57。

58は、土師器高杯の杯部であろう。いずれも体部から内湾しながら立ち上がり、杯部中位に稜をな

し、口緑端部にかけてはほぼ直立し、口緑端部は先細りとなって丸くおさめている。また、内外面と

もに赤色塗彩されている。

59は、土師器杯の底部であろう。器壁が厚く、底部は回転糸切りによって切り離されている。中
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世期のものであろう。60は、土師器嚢である。頚部から口緑部にかけて「く」の字状に屈曲し、口

緑端部は丸くおさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸部下外面はナデ、内面はケズリによる

調整が行われている。また、外面全体にススが付着している。60．61は胎土も粗く、その器形から

第51図　SDO3実測図
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も奈良時代以降の資料であろう。

62～67は、土師器高杯の杯部である。62は、全体に粗い作りで杯部内面はナデ、外面下位には

パケによる調整が認められる。杯部と脚部とは円盤充填法により接合されている。63もほぼ同様の

調整が行われるものである。64は胎土が非常に赦密で、内外面ともナデによる調整が行われている。

65は、内面はミガキ、外面上位は細かなパケによる調整が行われている。66は内外面とも赤色塗彩

され、外面には稜をなして杯部が2段に作られている。また、内外面ともに放射状の暗文が施されて

いる。67も内外面ともに赤色塗彩され、杯部内面には放射状の暗文が施されるものである。これら

の高杯は部分的な破片であり、時期的な判断は難しい。このうち、64はやや新しい様相を示すもの

である。

68は、高杯の脚部である。外面と杯部内面は赤色塗彩され、脚部外面はナデ、内面はケズリによ

る調整が行われている。69も高杯の脚部で、外面と杯部内面は赤色塗彩されている。内外面ともに

ナデによる調整が行われている。70はやや小形の高杯で、外面と杯部内面は赤色塗彩されている。

脚部外面はナデ、内面はケズリによる調整が行われている。

71・72は、低脚杯である。71は内外面ともナデによる調整が行われ、脚端部は丸くおさめている。

72は外面がナデ、内面は細かなパケによる調整が行われている。脚端部はほぼ平坦におさめている。

なお、外面杯部にはわずかながら赤色塗彩された痕跡が残っている。以上のような低脚杯は、弥生

時代終末期から古墳時代前期前葉頃にかけての資料と考えられる。

73は、製塩土器である。六連式と呼ばれる砲弾状を呈するもので、内外面ともに指頭庄痕列が認

められる。在地的な特徴としては、内面に布目庄痕が認められないことが注意される。74は、土製

支脚である。2本の突起を有し、粗いナデと一部パケによる調整が行われている。75は、移動式竃の

庇部である。庇は上方に向いて貼り付けられ、口綾部は内外面ともナデ、頸部下内面はケズリによ

る調整が行われている。76も移動式竃の庇部で、庇は水平方向に貼り付けられ、焚口部は丸くおさ

めている。外面は粗いナデ、内面はケズリによる調整が行われている。75。76のような移動式竃は、
（9）

6世紀後半から8世紀初頭にかけてのものと考えられ、市内では壱丁田遺跡や三田谷遺跡などからも

出土している。

77は、木製の漆椀である。直立するはめ込み式の高台を有し、底部から体部にかけて内湾しなが

ら立ち上がる。内外面ともにベンガラを混和した赤漆が塗られている。樹種にはバンノキ属が用い

、＼し＝∃＝＝プ／去

第52図　SDO3出土遺物実測図
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られている。器形や塗膜構造から推察すれば、近世の漆椀である可能性が強い。78は、用途不明の板

材である。欠損しているが長さ14．5cm、幅4．2cm、厚さ0．6cmを測り、樹種には杉を用いている。

第50図－1は、「寛永通賓」である。新寛永銭と呼ばれるもので、裏面は無文である。1668年以

降に鋳造されたものである。

S田の3（第51図）

C19GrへノC20Grにかけての灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、東北東一西南西方向に伸び

ている。両端ともに調査区外へと達しているが、現状からは長さ6．0m以上、最大幅80cmを測る。な

お、検出高は標高8．13mである。また、この溝状遺

構は東西の隣接する調査区には連続していないこ

とから、調査区外において南北どちらかの方向に屈

曲しているものと推察される。

覆土には、上層から茶褐色土、暗褐灰色粘質土、

暗黄褐色砂質土と堆積して基盤層である灰白色砂

質土へと達している。断面の形状は、東側と西側で

は若干異なっている。東側では両肩から鋭角に落

ちて底面はほぼ平坦に作り出している。一方西側

では、両肩から約45度の角度で落ちて北側に偏っ

て位置する底面は狭く平坦に作り出している。ま

た、遺構底面におけるレベルは、東側で標高7．75m

であるのに対し、西側では7．70mと低くなっており、

西方に向かって緩やかに傾斜していることが注意

される。

遺物には、土師器杯や陶器鉢、布目瓦などのほか、

人頭大の石が遺構底面で数個検出されている。出

土量としては少なく、これらの遺物から遺構が築か

れた時期について断定することは難しいが、およそ

平安時代後期から中世期にかけての遺構である可

能性が強い。機能については、覆土の状況や底面に

おけるレベルの違いから水路などが想定され、西方

に向かって流れていたものと考えられる。

Sm03の出土遺物（第52図）

1e2は、土師器杯である。内外面とも回転ナデ、

底部は回転糸切りによって切り離されている。3は、

土師器壷の底部であろうか。ナデによる調整が行
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1．暗褐色土　　　　4．時灰褐色粘質土

2．時褐灰色土　　　5．暗褐色粘土

3．暗褐色粘質土　　6．暗褐色砂質土

0

第53図　SDO6実測図
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第54図　SDO6出土遺物実測図（1）
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われている。4は、常滑系陶器である。胴部の破片と考えられ、内外面ともにナデによる調整が行わ

れている。5は、平瓦である。内面には布筒の細かな布目痕が認められ、外面は縄目文状の押型具に

よるタタキ痕が残っている。端面は面取りされ、ナデによる調整が行われている。外面のタタキ痕

は他の瓦片とは異なっており、時期的な違いが認められるものである。これらの遺物からは明確な

時期について判断することはできないが、およそ13～14世紀頃に相当する資料であろう。

Sり06（第53図）

C21GrへノC22Gr、A・迅23Gr～24Grにかけての灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西南西一

東北東方向に伸びている。両端ともに調査区外へと達しているが、検出長15．0m以上、最大幅3．3m

を測る。なお、検出高は標高7．96mである。

覆土には上層に暗褐色土、暗褐灰色土、中層に暗褐色粘質土、暗灰褐色粘質土、最下層には粘性

の非常に強い暗褐色粘土が堆積して基盤層である灰白色砂質土へと達している。断面の形状は、両

肩から比較的緩やかに落ちて一度平坦面を作り出し、そこから最深部に向かって鋭角に落ちて、中

央に位置する底面はほぼ平坦に作り出し、深さは約1．1mを測る。

遺物には、弥生時代前期後葉頃に相当する土器のほか古式土師器、須恵器もわずかながら出土し

ている。その中でも古墳時代前期前葉頃に相当する資料と考えられる古式土師器の出土量が圧倒的

に多く、遺物の出土状況からは上層に古式土師器、下層に弥生時代前期後葉の遺物が多く認められ

ている。この状況から推察すれば、遺構が築かれた時期は古墳時代前期前葉頃で、その際に弥生時

代前期後葉頃の遺構を削平しているものと考えられる。また、遺構南側の最下層からは土留め板と

考えられる木製品が検出されていることが注意される。機能としては、規模や形状から推察すれば、

水路あるいは集落を囲擁する環濠である可能性をもつものである。当該期の確実な遺構は、当調査

区では検出されていないことを考えると、南に位置し、大集落遺跡と目される宮松遺跡との関連が

注目される。なお、当該期の環濠は、市内天神遺跡や下古志遺跡などからも検出されている。

SDの6の出土遺物（第54図・第55図）

第55図－1は、弥生土器壷である。外面には刻目文を施した2条以上の貼付突帯文を有している。

頚部あるいは胴部破片と考えられるものである。2は、弥生土器嚢である。頚部から口緑部にかけ

て「く」の字状に屈曲し、口緑端部は丸くおさめている。目線部は内外面ともにナデ、頸部下外面

には5条のヘラ措直線文が施され、その下位は細かな縦方向のパケ、内面は横方向のパケによる調整

が行われている。3は、頚部から口緑部にかけて緩く屈曲し、目線端部には刻目文を施して丸くおさ

めている。頸部下外面には2条以上のへラ措直線文が施され、口縁部、頸部下の内外面ともにナデに

ょる調整が行われている。4は、頚部から目線部にかけて緩く屈曲し、日録端部に刻目文を施して丸

くおさめている。外面頸部下には1条以上のヘラ措直線文が施され、内外面ともにナデによる調整

が行われている。5もほぼ同様な調整が行われるものである。6は、頸部下外面には5条のへラ措直

線文を施し、その下位は縦方向のパケ、内面はナデによる調整が行われている。以上のような嚢や

壷は、松本編年I－2～I－3様式に相当する資料と考えられ、弥生時代前期後葉頃のものであろ
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う。

7は、弥生土器嚢あるいは壷の下方部の破片で、外面は縦方向のミガキ、内面は斜め方向のミガキ

による調整が行われている。8～10は、弥生土器の底部付近の破片である。8は外面がパケ、内面

はナデ、底部はパケ調整によって仕上げられている。9は内外面、底部ともナデによる調整が行われ

ている。10は、風化が著しく調整は不明である。このような底部破片から時期的な判断をすること

は難しいが、他の出土遺物から推察すれば、弥生時代後期後菓頃のものである可能性が強い。

11は、古式土師器壷である。複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑部はやや外傾して立ち上が

り、口緑端部は平坦におさめている。内外面ともナデによる調整が行われている。12もほぼ同様な

調整が行われる壷で、複合日録の稜は水平方向に突出するが、やや鋭さを欠いている。13は、単純

口緑の直日義と考えられる。外面はナデと縦方向のパケ、内面はナデによる調整が行われている。

14は、ほぼ完形の古式土師器嚢である。頚部から口緑部にかけてやや外傾して立ち上がり、口緑端

部は外方に折り曲げてほぼ平坦におさめている。複合口緑の稜は水平方向に突出し、口緑部は内外

面ともにナデによる調整が行われている。頸部下外面はクシ措直線文のほか縦横のパケによる調整

が行われ、底部は丸底となっている。頸部下内面はケズリ、底部付近には指頭庄痕が認められる。

15～17は、古式土師器嚢である。15は、複合口緑の稜が水平方向に突出し、口緑端部は平坦にお

さめている。目線部は内外面ともナデ、頸部下外面はナデと細かなパケ、内面はケズリによる調整

が行われている。16は、頚部から目線部にかけてほぼ直立して立ち上がり、口緑端部は平坦におさ

めている。複合口緑の稜は水平方向に鋭く突出し、口緑部は内外面ともにナデによる調整が行われ

ている。17は小片で、複合日経の稜は水平方向に鋭く突出し、口緑端部は内側に折り曲げて平坦に

おさめている。18は賓の底部で、かすかに平底を意識したものである。外面はクシ措直線文とパケ、

内面はケズリによる調整が行われ、底部付近には指頭庄痕が認められる。以上のような古式土師器

の嚢や壷は、草田6期～7期に相当する資料と考えられ、古墳時代前期前葉頃のものであろう。こ

のうち、14についてはやや古い様相を示し、13は後出するものであろう。

19～21は、単純口緑の土師器嚢である。19は、頚部から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、

′〝 子、、26 刀
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口緑端部は丸くおさめている。口緑部は内外面ともナデ、頸部下外面はパケ、内面はケズリによる

調整が行われている。20は、頚部から目線中位にかけては「く」の字状に屈曲し、中位には稜を作

り出してそこから内湾ぎみに立ち上がる。日録端部はやや内傾して平坦におさめている。口緑部は

内外面ともにナデ、頸部下内面はケズリによる調整が行われている。21は、やや外傾して立ち上が

り、目線部中位には膨らみを有して口緑端部は丸くおさめている。口緑部は内外面ともにナデ、頸

部下外面はパケ、内面はケズリによる調整が行われている。以上のような土師器嚢は、古墳時代前

期後葉から中期前葉頃に相当する資料と考えられる。

第55図－22～29は、土師器高杯である。22は杯部の破片で、口緑部はやや外反し、口緑端部は

先細りとなって丸くおさめている。上位は内外面ともナデ、外面下位は縦方向のパケ、内面下位は

横方向のパケによる調整が認められる。23は深さのある杯部で、底部から日録部にかけて内湾しな

がら立ち上がり、日録端部は外反して丸くおさめている。外面上位はナデ、下位はミガキ、内面はミ

ガキによる調整が行われている。また、杯部と脚部とは付加法によって接合されている。24は、脚

部と裾部の境3方向に円形の透かし孔を有するものである。裾部は大きく開き、脚端部は丸くおさ

めている。外面脚部は縦方向のミガキ、内面裾部はパケ、脚部はケズリによる調整が行われている。

杯部と脚部とは円盤充填法によって接合されている。25は杯部の小片で、外面はパケ、内面は放射

状のミガキによる調整が行われている。26は脚部で、外面は縦方向のミガキ、内面はヘラ状工具を

押し当てたような調整が行われている。27は脚部片で、脚端部は平坦におさめ、内外面ともナデに

よる調整が行われている。28は杯部で、内外面ともに赤色塗彩されている。目線部中位に稜をなし、

口縁端部は丸くおさめている。内外面ともナデによる調整が行われている。29は杯部が2段に作ら

れるもので、外面は縦方向のパケとナデ、内面は横方向のパケによる調整が行われている。これら

の高杯のうち、22e24については古墳時代前期前葉頃、23・28については古墳時代前期後葉から中

期前葉頃に相当する資料と考えられる。

Smの7（第56図）

C24Gr～C30Grにかけての灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西南西一東北東方向に伸び

ている。両端ともに調査区外へと達しているが、現状からは長さ40．75m以上、幅50～90cmを測る。

また、この溝は何条もの溝がお互いに切り合うように形成されており、Sり09。Sm10・Sり11ととも

に一連のものと考えられる。

覆土には上層から暗褐灰色土、暗茶褐灰色土、植物を含む暗灰褐色粘質土と堆積して基盤層であ

る灰白色砂質土へと達している。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に

作り出しており、深さは約36cmを測る。なお、底面のレベルは西方に向かって低くなっていること

が注意される。

遺物は少量であるが、土師器や須恵器片のほか管状土錘などが出土している。これらの中には、

弥生土器や近世の遺物も混在しているが、その多くが平安時代後期から中世期にかけてのものであ

ることから、遺構が築かれた時期も当該期である可能性が強い。機能としては、形状や覆土から、水

路などが想定される。
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1．暗灰褐色土　SDO7　　　　4．褐灰色土　鉄分を含む

2．淡褐灰色土　　　　　　　　　5．褐灰色土　植物を含む

3．褐灰色粘質土

3．暗褐灰色土　SDlO、2層より暗い

4．暗褐灰色土　SDO7

－D′　　　　　　　　　E

第56図　23Gr～31Gr溝状遺構実測図
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第57図　SDO7出土遺物実測図

SDの8（第56図）

C24GrへJC25Grにかけての灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、両端ともに調査区外へと達

している。西端では屈曲しながら南西一北東方向に伸び、そこから基軸を変化させて西南西一東北

東方向に伸びて現状では長さ8．0m以上を測る。なお、検出高は標高8．24mである。

覆土には上層から褐灰色土、淡橙褐灰色土、植物を含む褐灰色土と堆積して基盤層である灰白色

砂質土へと達している。北側が調査区外へと達しているために断面の形状は明らかではないが、南

肩部からは緩やかに落ちて一度平坦面を作り出し、そこから約45度の角度でさらに落ちて底面はほ

ぼ平坦に作り出し、深さは約36cmを測る。

遺物は少量であるが、土師器や須恵器片が出土している。これらの遺物から遺構が築かれた時期

について判断することは難しいが、Sり07と基軸を同一にして配置されることから、平安時代後期か

ら中世期にかけての遺構である可能性が強く、水路などとして機能していたことが想定される。

SD瑠2（第56図）

C23Grの灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南北方向に伸びている。両端とも調査区外へ

と達しているが、検出した状況からは長さ3．0m以上、最大幅70cmを測る。また、この溝状遺構の

下面には掘立柱建物跡であるSBOlが存在し、切合関係にある。なお、検出高は標高8．22mである。

覆土には褐灰色土が一様に堆積している。断面の形状は、両肩から緩やかに落ちて底面は丸くレ

ンズ状に作り出しており、深さは約28cmを測る。

遺物は少量ではあるが、奈良時代から平安時代初期頃に相当する朱塗り土師器が出土しているこ

とから、遺構が築かれたのも当該期であろう。形状から機能としては、水路などが想定される。
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Smの7の出土遺物（第57図）

1は弥生土器の底部破片で、ナデに

よる調整が行われている。混入品と考

えられるものである。2は、須恵器嚢

の胴部である。外面はタタキ、内面は

当て具による青海渡文が認められる。

軟質で焼成は不良である。3は、須恵

器高台付杯である。高台部は直立し、

端部は内傾して平坦におさめている。

内外面ともナデによる調整が行われて

いる。2・3については部分破片のため

時期的判断は難しいが、平安時代以降

の資料であろう。

4は、土師器高台付の杯である。高

台部はほぼ直立し、端部はやや外反し

て丸くおさめている。底部は糸切り後、

ナデによる調整が行われている。5は、

土師器杯である。底部から体部にかけ

て内湾しながら立ち上がり、底径に比

して口径がかなり大きくなるものであ

ろう。内外面とも回転ナデ、底部は回

転糸切りによって切り離されている。

6も土師器杯で、体部と底部には明瞭

な境をもたない。底部から体部にかけ

て内湾しながら立ち上がり、内外面と

も回転ナデ、底部は回転糸切りによっ

て切り離されている。7は土師器杯の

小片で、内外面とも回転ナデ、底部は

回転糸切りによって切り離されている。

以上のような土師器杯からは時期的判

断は難しいが、5．6のように内湾しな

がら立ち上がるものについては、12世

紀後半以降の資料であろう。

8は、土師器措鉢である。外面は縦

方向のパケ、内面は横方向のカキメと

措目が認められる。中世期の資料であ 第58図　SD15～SD17実測図
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ろう。9は須恵質で、小形杯であろうか。底部には重ね焼きの際の胎土日が3方向に認められる。内

外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。10は、唐津焼の魂である。体部

から口綾部にかけて内湾しながら立ち上がり、口緑端部は丸くおさめている。内外面ともに淡黄色

に施粕されている。13～14世紀頃にかけての資料であろう。11は、管状土錘である。ほぼ完形で、

径6mmほどの孔を穿ち、ナデによる調整が行われている。

Sm15（第58図）

C32Gr～C34Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西南西一東北東方向に伸びている。

西側は調査区外へと達しているが、現状では長さ8．70m以上、幅28cm～48cmを測る。なお、検出

高は標高8．22mである。

覆土には、暗褐灰色粘質土が一様に堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の

形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約8cmと浅いも

のである。

遺物は少量ではあるが、土師器や須恵器の細片が出土している。土師器には奈良時代から平安時

代初期頃に相当する朱塗りされたものが出土していることから、遺構が築かれたのも当該期である

可能性が強い。機能については、南側で柱穴列が確認されていることから、建物跡を区画する溝で

ある可能性が強い。54Gr以東においても基軸を同一にする溝が検出されており、時期的に若干の開

きが生じるものの、当該地に何軒かの建物跡が存在していたことが窺える。

Sり頂6（第58図）

C32Gr～C34Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、Sn15と平行して西南西一東北東方向

に伸びている。長さ3．40m、幅22cm～70cmを測る。なお、検出高は標高8．24mである。

覆土には、Sn15と同様に暗褐灰色粘質土が一様に堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達して

いる。断面の形状は、両肩から鋭角に落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約8cmを測る。

遺物は出土していないが、Sn15と平行して配置されていることから考えると奈良時代から平安時
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第59図　SD20出土遺物実測図
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代初期頃にかけて築かれ、建物を区画する溝として機能していた可能性が強い。

Sm17（第58図）

C24GrへノC25Grにかけての灰白色砂質土上面で検出した溝状遺構で、西南西一東北東方向に伸び

ている。東端は調査区外へと達しているが、検出長3．40m以上、幅約38cmを測る。なお、検出高は

標高8．20mである。

覆土には橙褐灰色土と褐灰色土がレンズ状に堆積し、基盤層である灰白色砂質土へと達している。

断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面は丸くレンズ状に作り出しており、深さは約

14cmを測る。

遺物は出土していないが、Sり15と一直線上に配置されることから、奈良時代から平安時代初期頃

にかけて築かれ、建物を区画する溝として機能していた可能性が強い。なお、Sn15とSり17の間に

は約70cmの開きがあることから、別の建物あるいは木戸口などが存在する可能性もある。

SD20

C44GrへノC45Grにかけての黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、ほぼ東西方向に基軸を向け

て伸びている。東側は既設道路、西側は用水路によって分断され、南側は調査区外へと達している

が、本来は東側に位置するSり21と連続するものと考えられる。。なお、検出高は標高8．04mである。

覆土には上層から灰褐色土、黄褐色砂、灰褐色粘質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと

達している。断面の形状は、北肩部からは緩やかに落ちて一度平坦面を有し、そこからさらに落ち

て底面はほぼ平坦に作り出し、深さは約34cmを測る。

遺物には、土師器小皿や青磁碗などが出土していることから、遺構が築かれた時期については中

世期と考えられる。また、特異な遺物として鉄棒が出土している。連続するSn21からも鉄淳が出

土しており、これらは分析の結果、精錬鍛冶淳である可能性が強いものとされている。Sの20の機能

については、水路または建物の区画を示す溝などが想定されるが、鍛冶関連施設に伴う遺構である

可能性もある。

Sm20の出土遺物（第59図）

1は、土師器小皿である。底部から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、口緑端部は丸くおさめ

ている。内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。11世紀後半以降の資

料であろう。2は、青磁椀である。高台が付くもので、底部から体部にかけて内湾しながら立ち上が

る。内面体部には草花文が措かれ、内外面とも淡緑色に施粕されている。13～15世紀にかけての資

料であろう。3は、陶器鉢である。厚みがあり、全面にナデによる調整が行われている。4～9は、鉄

淳である。これらについては分析の結果、精錬鍛冶淳の可能性が高いものとされている。Sり20は、

中世期の溝状遺構であると考えられることから、当該期に付近で小鍛冶が行われていたことを窺わ

せる資料として注意すべき遺物である。
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SD21

C46GrへノC52Gr、B51Grへ一B52Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構である。遺構の基軸は、
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第60図　SD21出土遺物実測図（1）



46Gr～51Grにかけてはほぼ東西方向

に向いているが、52Grで基軸を変化

させて屈曲し、南北方向に伸びている。

また、南北ともに調査区外へと達し、

西側は既設道路によって分断されてい

る。SD21は前述したSn20と連続する

溝状遺構と考えられることから、少な

くとも延長45．0m以上、最大幅3．40m

程度を測るものと推察される。なお、

検出高は標高8．14mである。
第61図　SD21出土遺物実測図（2）

覆土には上層から褐灰色土、暗褐灰色土、黄褐灰色土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと

達している。断面の形状は、両肩から緩やかに落ちて北側では一度平坦面を作り出し、そこからさ

らに落ちて底面はほぼ平坦に作り出している。深さは約36cmを測り、底面のレベルはほぼ一様であ

る。

遺物には、土師器杯や小皿を中心として須恵器や陶器、古瓦、古銭なども出土している。これらの

遺物の中には混入品も含まれるが、その多くは12～13世紀頃に相当する資料であり、遺構が築か

れた時期も当該期であろう。また、Sり20でも検出された鉄棒のほか靖の羽口も出土しており、建物

の区画を示す溝あるいは鍛冶関連施設に伴う溝である可能性もある。

Sm21の出土遺物（第60図・第61図）

第60図－1・2は、須恵器高台付の杯である。1は、高台部は短くやや外傾し、端部は平坦におさ

めている。底部には回転糸切り痕が認められる。2は高台部が短く直立し、端部は平坦におさめて

いる。いずれも平安時代頃の資料であろう。3e4は、無高台の須恵器杯である。底部には回転糸切

り痕が認められる。5は、須恵器杯身であろうか。底部はへラ切り後にナデ、上位は回転ナデによる

調整が行われている。

6は、土師器の高台付杯である。高台部はやや外傾し、端部は丸くおさめている。内外面ともナデ

による調整が行われている。11世紀後半以降の資料であろう。8・9は、同一個体と考えられる土師

器皿である。底部から目線部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、口緑端部はやや外反して丸くおさめ

ている。底径が口径に比して大きく、内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離され

ている。11世紀後半以降の資料と考えられる。10は、土師器嚢である。頚部から口緑部にかけて強

く外反し、口緑端部はやや内傾して丸くおさめている。日録部は内外面ともにナデ、頸部下外面は

パケ、内面はケズリによる調整が行われている。胎土は粗く、平安時代以降の資料であろう。11は、

土師器措鉢である。口緑端部は平坦におさめ、外面上位は横方向のパケとナデ、下位は縦方向のパ

ケによる調整が行われている。内面上位は横方向のパケ、下位には横・斜め方向のパケと措目が認め

られる。このような土師器措鉢は、54Gr以東からも出土しており、13世紀頃に相当する資料であろ

う。12は、土師器捏鉢であろう。底部に孔が穿たれているのが観察できる。外面体部はパケ、底部
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はナデによる調整が行われている。14・15は、製塩土器である。14は口緑端部がやや内傾し、丸く

おさめている。内外面とも指頭庄痕が顕著に認められる。15は、口緑端部は直立して丸くおさめて

いる。このような製塩土器は六連式と呼ばれ砲弾状を呈す持ち運び用の土器で、市内各地の遺跡か

ら検出されている。16・17は、平瓦である。16は、表面は刺突具による列点文状のタタキ、裏面は

粗いナデによる調整が行われている。17は、表面が縄目文状のタタキ、裏面はナデによる調整が行

われている。古瓦は調査区内から10点余り出土しているが、このうちには形態的特徴が異なるもの

が存在する。これらの古瓦からは、この周辺に古代から中世期にかけての寺院が存在したものと考えられる

が、何回か建て直しが行われたことを窺わせる資料である。　　　4＼

18は、輔の羽口である。先端部にあたるものと考えられ、炉
如）

壁の粘土塊が付着している。靖の羽口は、市内大井谷Ⅱ遺跡や
⑩

上長浜貝塚などからも出土している。19～22は、鉄棒である。

鉄津はSD21と連続するSD20からも出土しており、精錬鍛冶津

と考えられるものである。なお、19は分析に出した資料である。

23は、金属浮が付着した土器片である。とりべあるいは柑桐な

ど精錬関連の遺物であろう。

24は、管状土錘である。完形で、径3mmほどの孔が穿たれて

いる。25・26は、用途不明の木製品である。長さ19cm、幅2cm、

厚さ0．9cmを測り、ほぼ中央には径3mmほどの小孔を穿ってい

る。樹種には杉を使用している。26は一部欠損しているが、長

さ11cm、幅3．5cm、厚さ1．7cmを測る。片端は段を有して平滑

に仕上げられている。また、2つの小孔は平行せず、ややずれ

た位置に穿たれている。樹種には杉を使用している。

第61図－1～3は、古銭である。1は「太平通賓」で、裏面

は無文である。北宋時代の976年初鋳とされている。2は「治平

元賓」で、裏面は無文である。北宋時代の1064年初鋳とされる

ものである。3は、表裏とも無文の無文銭である。以上のよう

な古銭は、平安時代より鎌倉・室町時代にかけて幕府または民

間貿易によって輸入された渡来銭で、伝世期間などを考慮すれ

ば、ほぼ遺跡が営まれた時代と一致するものである。

SD22（第62図）

C51Gr～C53Gr、B53Gr～B54Grの黄褐色砂質土上面で検出

した溝状遺構で、西南西一東北東方向に伸びている。東西とも

に調査区外へと達しているが、検出長19．5m以上、幅60cm～

94cmを測る。なお、検出高は標高8．04mである。

覆土には上層から暗褐灰色粘砂土、暗灰褐色粘質土、暗灰褐

プ
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色砂質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、両肩から約45度の

角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約40cmを測る。なお、底面におけるレベル

は東方に向かって緩やかに傾斜していることが注意される。

遺物は出土していないが、Sり22は中世期に築かれた遺構と考えられるSI）21・Sり25eSり26eSK23

などと切合関係にあり、これらの遺構よりも古い時期に築かれたことが明らかである。機能につい

ては、形状や覆土から水路などが想定され、東方に向かって流れていたものと考えられる。

SD23

迅eC48Grの黄褐色砂質土上

面で検出した溝状遺構で、ほぼ

南北方向に基軸を向けて伸びて

いる。北側は調査区外へと達し

ているが、現状では長さ7．20m

以上、幅28cm～46cmを測る。

なお、検出高は標高8．17mであ

る。

覆土には、褐灰色土が一様に

堆積している。断面の形状は、

両肩から約45度の角度で落ち

て底面は丸くレンズ状に作り出

しており、深さは約25cmを測

る。なお、底面におけるレベル

は南方に向かって緩やかに傾斜

していることが注意される。

遺物は、中世土師器を中心と

して須恵器や製塩土器などが出

土している。これらの遺物から、

遺構が築かれた時期については

中世期と考えられる。54Gr以

東においても同様の形状をもつ

溝状遺構が検出されている。ま

た、Sm23はSり21と直交するよ

うに配置されていることなどか

ら推察すると、建物の区画を示

す溝あるいは塀や柵などとして

機能していた可能性が強い。

1．灰褐色粘質土　　　　　　　　　　　4．灰褐色粘土　地山砂を多く含む
2．灰褐色粘質土　砂粒子を多く含む　5．灰褐色粘砂土

3．灰褐色粘土　　　　　　　　　　　　　6．暗黄褐色砂層

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

第63図　SD25・26実測図
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Sm25（第63図）

B・C52Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、基軸をほぼ南北方向に向けて伸びている。

南北ともに調査区外へと達しているが、現状では長さ7．80m以上、幅約1．30mを測る。なお、検出

高は標高8．18mである。

覆土には上層に褐灰色土、下層に黄褐灰色土が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達してい

る。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約

35cmを測る。なお、底面におけるレベルは北方に向かって緩やかに傾斜していることが注意される。

遺物には、中世土師器を中心として須恵器小片などが出土している。これらの遺物から、遺構が

築かれた時期については中世期と考えられる。機能としては、形状から水路などが想定される。
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第64図　SD23～SD26。SD28出土遺物実測図

99



Sm26（第63図）

B52Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、Sn25と並行するようにほぼ南北方向に基軸を

向けて伸びている。南北ともに調査区外へと達しているが、現状では7．90m以上、幅84cm～1．14m

を測る。なお、検出高は標高8．00mである。

覆土には上層から灰褐色粘質土、暗黄褐色砂層、灰褐色粘土と堆積して基盤層である黄褐色砂質

土へと達している。断面の形状は、西肩部から約45度の角度で落ちて一度平坦面を作り出し、そこ

からさらに落ちて狭い最深部は丸く作り出している。東肩部からは鋭角に落ちて最深部へと達し、

深さは約46cmを測る。なお、底面のレベルは北方に向かって緩やかに傾斜している。

遺物は、中世土師器を中心として須恵器や鉄淳なども出土している。これらの出土遺物から、遺

構が築かれた時期については中世期と考えられる。機能としては、水路などが想定される。また、

Sの25やSり21とも関連をもつものと考えられ、鍛冶関連施設に伴う溝である可能性もある。

SD28

C53Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南側は調査区外へと達しているが、南西一北

東方向に基軸を向けて伸びている。なお、東側ではSn26と切合関係にあり、これよりも古い時期に

築かれた遺構であることが明らかである。

遺物は少量で、土師器捏鉢や須恵器が出土している。これらの遺物から遺構が築かれた時期につ

いて判断することは難しく、機能についても部分的な検出であることから不明である。

SD23へノSD26っSD28の出土遣物（第糾図）

1は、土師器捨鉢である。体部から目線部にかけて大きく逆「ハ」の字状に立ち上がるもので、口

緑端部は平坦におさめている。外面は縦方向のパケ、内面はナデと5本単位からなる措目が認めら

れる。13世紀頃に相当する資料であろう。Sり23からの出土である。2は、Sの24から出土した須恵

器杯である。やや軟質で、内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。奈

良時代以降の資料であろう。3は、須恵器嚢の頚部付近の破片である。外面は1条の凹線の上位にク

シ状工具によって波状文が施され、内面はナデによる調整が行われている。4は、外面は1条の凹線

の上位に2本からなるクシ状工具によって粗雑な波状文が施されている。内面はナデによる調整が

行われ、器壁は厚くなっている。5は、須恵器嚢の頚部から胴部にかけての破片であろう。内外面と

も回転ナデによる調整が行われている。3～5は、いずれもSり25からの出土であり、古墳時代後期

以降の資料であろう。6は、土師器鉢である。体部から目線部にかけて逆「ハ」の字状に大きく開く

ものと考えられ、日録端部は平坦におさめている。外面はナデ、内面上位は横方向、下位は斜め方向

のパケによる調整が行われている。Sり25からの出土で、13世紀頃に相当する資料であろう。

7～16は、Sり26から出土したものである。7は、陶器の高台付魂で、高台部はやや外傾し、端部

は平坦におさめている。内外面とも回転ナデ、底部には回転糸切り痕が認められる。8は、土師器捨

鉢である。外面は粗いパケ、内面はパケと5本単位からなる揺目が認められる。9～11は、鉄淳で

ある。西に配置されるSり20・Sり21などからも多くの鉄棒が出土しており、調査区内でもこの周辺
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に集中して検出されていることが注意される。分析の結果、精錬鍛冶淳である可能性が強い遺物で

ある。

12は、Sり28から出土した土師器捨鉢である。体部から口緑部にかけて逆「ハ」の字状に大きく

開き、口緑端部はやや雑に丸みを帯びておさめている。外面上位はナデ、下位は縦方向のパケ、内面

は横・斜め方向のパケによる調整が行われている。13世紀頃に相当する資料であろう。

溝瑠

C38Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、ほぼ南北方向に基軸を向けて伸びている。南

北ともに調査区外へと達しているが、現状では長さ3．34m以上、幅約2．90mを測る。なお、検出高

は標高7．95mである。
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覆土には上層から暗褐灰色土、暗褐灰色粘質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達して

いる。断面の形状は、西肩部から約45度の角度で落ちて一度広い平坦面を有し、そこからさらに落

ちて最深部は丸く作り出している。東肩部からは約45度の角度で落ちて最深部へと達し、深さは約

30cmを測る。なお、底面のレベルは南方に向かって緩やかに傾斜していることが注意される。

遺物には、土師器嚢や須恵器杯蓋、杯身などが出土している。これらは、奈良時代から平安時代初

期頃に相当する資料と考えられ、遺構が築かれたのも当該期であろう。機能としては、規模や形状

などから旧河道であった可能性が強い。

満2

C38Gr～C39Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南南東一北北東方向に基軸を向けて

伸びている。南北ともに調査区外へと達しているが、現状では長さ2．92m以上、幅1．60m～2．27m

を測る。なお、検出高は標高7．95mである。

覆土には上層から暗褐灰色粘質土、暗灰褐色粘質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達

している。断面の形状は、両肩から約45度の角度で落ちて底面は丸く作り出しており、深さは約

30cmを測る。なお、底面のレベルはほぼ一様である。

遺物は少量であるが朱塗りされた土師器が出土していることから、奈良時代から平安時代初期頃

にかけて築かれた遺構と考えられる。機能としては、溝1と同様に旧河道であった可能性が強い。

満3

C39Gr～C40Grの黄褐色砂質土上面

で検出した溝状遺構で、基軸をほぼ南北

方向に向けて伸びている。南北ともに調

査区外へと達しているが、現状では長さ

2．90m以上、幅3．30m～3．50mを測る。

なお、検出高は標高7．95mである。

覆土には上層から暗灰褐色土、黒褐色

粘質土が堆積して基盤層である黄褐色砂

質土へと達している。断面の形状は、両

肩から約45度の角度で落ちて底面はほ

ぼ平坦に作り出しており、深さは約

35cmを測る。なお、底面のレベルはほ

ぼ一様である。

遺物は少量であるが朱塗りされた土師

器などが出土していることから、奈良時

代から平安時代初期頃にかけて築かれた

遺構と考えられる。機能としては、規模
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や形状などから旧河道であった可能性

が強い。

溝4

C40Gr～C41Grの黄褐色砂質土上面

で検出した溝状遺構で、南南西一北北

東方向に基軸を向けて伸びている。南

北ともに調査区外へと達しているが、

現状では長さ3．10m以上、幅75cm～

1．10mを測る。なお、検出高は標高

8．04mである。

覆土には上層から褐灰色土、褐色粘

質土と堆積して基盤層である黄褐色砂

質土へと達している。断面の形状は、

西肩部からは鋭角に、東肩部からは約

45度の角度で落ちて底面は丸く作り出

しており、深さは約60cmを測る。な

お、底面のレベルはほぼ一様である。

遺物は、回転糸切り痕の残る土師器

小片が出土していることから、奈良時

代以降に築かれた遺構と考えられるが、

明確な時期については判断し難い。機

能としては、水路あるいは建物を区画

する溝などが想定される。

溝1～溝4の出土遺物（第65図）

1～6は、溝1から出土した須恵器で

ある。1は、須恵器杯蓋である。端部

は上下に拡張して平坦におさめ、

内外面とも回転ナデによる調整

が行われている。天井に擬宝珠

状のつまみを有するもので、8

世紀後半以降の資料であろう。

2は須恵器杯である。底部から

口緑部にかけて内湾しながら立

ち上がり、口緑端部は上方に向
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第68図　SKO5出土遺物実測図（1）



いて内側に肥厚し、丸くおさめている。内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離さ

れている。高広編年Ⅳ－A期に相当する資料と考えられ、8世紀中葉から後半にかけてのものであ

ろう。3は須恵器杯で、内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されるものである。

4も須恵器杯であるが雑な作りで、底部と体部には明瞭な境をもたないものである。内外面は回転

ナデ、底部は回転糸切り後、ナデによる調整が行われている。5・6は、須恵器嚢の胴部である。5

はやや軟質で、外面は格子状のタタキと一部にパケによる調整が行われている。内面は当て具によ

る半円形の青海渡文が認められる。6は外面がタタキ、内面は半円形の青海渡文が認められる。以

上のような須恵器は、若干の前後関係はあるものと考えられるが、およそ奈良時代頃に相当する資

料と考えられる。

7～9は、溝1から出土している全面が

赤色塗彩された土師器・である。7は杯で、

底部はやや丸みを帯びて体部にかけては

ほぼ直立し、目線端部は外反して丸くお

さめている。8は高台が付く皿で、高台

部はやや外傾するものと考えられる。底

部から目線部にかけては直線的に逆「ハ」

の字状に開き、目線端部は丸くおさめて

いる。9は無高台の杯で、内外面とも回

転ナデによる調整が行われている。以上

のような土師器杯や皿は、奈良時代から

平安時代初期頃に相当する資料と考えら

れる。10は、土師器嚢である。器壁はや

や厚く、頚部から口緑部にかけて「く」

の字状に屈曲し、ロ緑端部は丸くおさめ

ている。口緑部外面はナデ、内面はナデ

とパケによる調整が行われている。頸部

下外面は縦方向のパケ、内面はケズリに

よる調整が行われている。

11は、平瓦である。外面は縄目文状の

タタキ、内面は布目筒による庄痕が認め

られる。12は、ほぼ完形の管状土錘であ

る。径4mmの孔を穿ち、ナデによる調

整が行われている。11e12は、溝1から

の出土である。

13e14は、溝2から出土した須恵器で

ある。13は杯蓋で、端部は下方に拡張し

二‥　　＿　　　　　三二二
0

第69図　SKO5出土遺物実測図（2）
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て平坦におさめ、内面には沈線が施されている。外面天井部

はへラケズリ、その他は回転ナデによる調整が行われている。

高広編年Ⅳ－B期に相当する資料と考えられ、8世紀末以降

のものであろう。14はやや軟質な杯で、内外面とも回転ナデ、

底部は回転糸切りによって切り離されている。

15e16は、溝3から出土した須恵器楽の胴部である。15

は、外面が格子状のタタキ、内面は当て具による円形の青海

渡文が認められる。16の外面はタタキと部分的にパケによ

る調整が行われている。内面には円形の青海渡文が認めら

れる。いずれも古墳時代後期以降の資料であろう。

17は、溝4から出土した土師器杯である。器壁は厚く、内

外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されて

いる。全体の器形は不明であるが、胎土や焼成から推察すれ

ば、中世期の資料である可能性の強いものである。

腎高一野

第70図　SKO5出土遺物実測図（3）

SKの5（第66図e第67図）

C29Grの灰白色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。平面プランは、径約1．0mを測るほぼ円

形状を呈している。なお、検出高は標高8．23mである。

覆土には、上層から褐灰色土、褐灰色粘質土、灰黄褐色粘質土と堆積して基盤層である灰白色砂質

土へと達している。このうち灰黄褐色粘質土は、木棺を固定するために人為的に埋められたものと

考えられる。断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約

45cmを測る。

遺構の南側に偏って据え置かれている木棺は、径約45cmを測る杉材を使用した組み合わせ式の桶

で、深さは約30cmを測る。木棺内の覆土には暗褐灰色土、暗黄褐色砂質土が堆積しており、この覆

土中には藁を多量に含んでいる。これは、木棺を据え置いた後に上から藁で覆ったものと考えられる。

遺物には、副葬品として土師器小皿、古銭、数珠玉、櫛などのほか、人骨や歯なども出土してい

る。出土状況は木棺底面からの出土がほとんどで、土師器小皿が西側に重なるようにして2枚置か

れ、中央部には櫛が2枚重なった状態、数珠玉がその間で検出され、人骨と歯は棺内南側から出土

している。また、木棺外には遺構底面から約20cm浮いた状態で折敷が1点検出されている。

以上のような出土状況から推察すれば、近世墓であることは明らかであり、埋葬状態は座葬で比
（1功

較的小柄な人物が埋葬されたものと考えられる。なお近世墓は、市内では蔵小路西遺跡や井原遺跡

などからも検出されている。

＄瞳の5の出立遣物（第68図～第71図）

第68図－1は、土師器小皿である。底部から日録部にかけて直線的に開き、日録端部は丸くおさ

めている。内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。2も土師器小皿で、1
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よりもやや開きが大きく、日録

端部は丸くおさめている。内外

面とも回転ナデ、底部は静止糸

切りによって切り離されている。

3は、土師器の足高高台付の杯

で、棺外の上層からの出土であ

る。1・2については近世、3は

11世紀後半以降の資料と考え

られ、3は混入品であろう。

第69図－1は、折数である。 第72図　SKO5出土遺物実測図（5）

欠損しているが、現状から推察すれば四隅が角張っ

た八角形を呈するものと考えられ、推定幅30cmを

測る。杉材を使用しており、7箇所に釘孔が認めら

れる。棺外に浮いて1枚立てたような状態で出土し

ていることから、埋葬の際に同時に納められたもの

であろう。

第70図－1・2は黄楊製の櫛である。1は幅9．5cm、

長さ4．5cmを測り、一部欠損しているものの粗目で

30本の歯を有している。髪杭き用であろう。2も櫛

で、幅9。5cm、長さ4．5cmを測り、細目で71本の歯

を有している。髪漉き用であろう。いずれも木棺

底部から2枚が重なった状態で出土している。生前

に被葬者が使用していたものと考えられることか

ら、この棺内に埋葬されていた人物は女性と推察さ

れる。

第71図は、木棺底部から出土した数珠玉である。

木製で径7mm～1．0cmを測るものが60点、径5mm

～6mmの小形のものが31点出土している。断面の

形状は球形または胴張りの楕円形で、ほぼ中央に径

1mm程度の孔を穿っている。また、径1．0cm程度を

測る水晶玉も2点出土しており、おそらく2つの数

珠を副葬していたものと推察される。

第72図－1～3は、古銭である。いずれも「寛

永通賓」の新寛永と呼ばれるもので、径2．4cmを測

り、裏面は無文である。

1．褐灰色土　　　　　　　　　　　3．暗黄褐色砂質土

1て褐灰色土　黄褐色砂を多く含む　4．時黄褐色砂

2．暗灰褐色粘質土

第73図　SKO7実測図
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SKO7（第73図・第74図）

C30Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、基軸は南南東一北北西方向に向いている。

南側は調査区外へと達しているために明らかではないが、現状から推察すれば長軸1．50m、短軸

85cmの隅丸方形状を呈すものと考えられる。なお、検出高は標高8．19mである。

覆土には、上層から褐灰色土、暗黄褐色砂質土、最下層には暗黄褐色砂が人為的に敷かれ、基盤

層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面はほぼ平坦に作

り出しており、深さは約39cmを測る。

遺構底部の暗黄褐色砂が敷かれた上面には

木棺が据え置かれている。箱式の木棺で、長

軸80cm、短軸45cm、深さ約30cmを測り、5

枚の杉板を使用して底板と側板とは木釘に

よって接合されている。また、内部で杉板が

検出されているが、これは本来、蓋として機

能していたものが内部に落ち込んだものと考

えられる。

遺物の出土状況は、木棺底部南側に木製の

櫛が2点置かれており、北側には数珠玉66点

のほか頭蓋骨と屈曲した状態の腕骨が検出さ

れている。また、木棺の蓋と考えられる木材

の上と木棺の下面にそれぞれ1点ずつの小皿

が出土している。これら人骨や副葬品の出土
け

状況などから、SK05と同様に近世墓で、頭位

を北側に向けて屈葬した状態で葬られたもの

と考えられる。また、櫛や数珠が副葬されて

いることもSK05と同様であり、被葬者は女

性であった可能性が強い。

SK07の出土遺物（第75図～第77図）

第75図一1は、木棺の蓋上から出土した土

師器小皿である。底部から口縁部にかけて直

線的に立ち上がり、内外面とも回転ナデ、底

部は静止糸切りによって切り離されている。

2は、木棺下面から出土した土師器小皿であ

る。1よりもやや大きく、底部からロ緑部に

かけて直線的に立ち上がり、内外面ともに回

転ナデ、底部は静止糸切りによって切り離さ
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れている。1・2は、成形とともに胎土や色調、焼成などが非常によく似ていることから、同じ粘土

塊から同じ窯で焼成されたものと考えられる。3は、黄楊製の櫛である。幅9．8cm、長さ4．5cmを測

り、粗目で30本の歯を有している。髪杭き用であろう。4も黄楊製の櫛で、幅10cm、長さ4．8cmを

測る。細目で80本の歯を有しており、髪漉き用であろう。なお、3・4ともに塗彩された痕跡は認め

られない。

第76図は、木製の数珠玉である。66点が出土しているが、SK05から出土したものに比べると胴

長で裏玉状のものが多いことが特徴である。径5mm～9mmを測り、径1mm程度の孔を穿っている。

出土点数が多いことを考えると、2種類の数珠を副葬している可能性が強い。

SKO8（第77回）

45Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。平面プランは、長軸3．95m、短軸0．95m

～1．8mを測り、南側がすぼまったいびつな形状を呈し、基軸は南南東一北北西方向を向いている。

なお、検出高は標高8．18mである。

覆土には、上層から暗褐灰色粘質土、暗灰褐色粘質土、黄灰褐色粘質土と堆積しており、基盤層

である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、肩部から緩やかに落ちて底面はほぼ平坦に作

り出しており、深さは約15cmを測る。

遺物には小片のものが多いが、中世土師器のほか須恵器などが出土している。また、遺構の北側

には10cm大の石が数点検出されている。これらの遺物からは、時期を断定することは難しいが、土

ノ師器の器形から推察すると、12世紀頃の遺構である可能性が強い。機能については不明であるが、

覆土には粘質土が堆積し、規模が大きいことやSn20と直交する位置に配置されていることが注意

される。

SK08の出土遺物（第78図）

1．2は、土師器杯あるいは塊である。1は、底部から体部にかけて内湾しながら立ち上がり、内

外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。また、底部と体部との境は明

瞭である。2は、底部付近の小片であるが、

内外面ともに回転ナデ、底部は回転糸切り

によって切り離されている。3は、体部か

ら口緑部にかけての破片で、直線的に立ち

上がり、口緑端部は内側に折り曲げて丸く

おさめている。内外面とも回転ナデによ

る調整が行われている。4は底部と体部と

の境に段を有し、内湾しながら立ち上がっ

ている。内外面ともに回転ナデ、底部は回

転糸切りによって切り離されている。以

上のような特徴をもつ土師器杯あるいは碗

∈

第75図　SKO7出土遺物実測図（1）
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如）

は、12世紀頃に相当する資料と考えられ、1e4に類似したものは松江市黒田畦遺跡や三刀屋町京殿
㈹

遺跡などからも出土している。

5は、須恵器杯の底部である。内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。

奈良時代以降の資料であろう。6は、土師器鉢であろう。目線部は内湾して端部は平坦におさめて

いる。口緑端部の外面下位には3本の沈線と長方形のスタンプ文が巡らされている。奈良火鉢系の

資料と考えられる。

SKの9（第79図）

B45Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。平面プランは、北側に張り出し部を

2ヶ所にもっているが、径約80cmを測るほぼ円形状を呈している。

⑳◎の⑳◎⑳ l善言　芸‡三　三三三‡＿

：二二二　二二l‡

享子享子三三圭子三三三三

◎の◎◎◎◎◎

二二二二二∵二二

㊧◎㊨◎⑳◎◎◎◎
二二二二二二二二二

‡圭子圭三三三三三三三三三三

第76図　SKO7出土遺物実測図（2）



また、南に位置するSKlOと切合関係にあり、SKlOよりも古い時期に築かれたことが明らかである。

なお、検出高は標高8．20mである。

覆土には、全体に暗褐色粘質土が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形

状は、肩部から比較的緩やかに落ちて底面はやや丸みを帯びて作り出しており、深さは約42cmを測

る。

遺物は小片のものが多いが、朱塗りの土師器が数点検出されている。これらの遣物から、遺構が

築かれた時期は奈良時代から平安時代初期頃にかけてと考えられるが、機能については不明である。

SK瑠の（第79図）

45GrのSKO9南側で

検出した土坑状遺構で

ある。平面プランは、

南と南西部に張り出し

た部分を有しているが、

径約90cmを測る円形　A－

状を呈している。なお、

検出高は標高8．06mで

ある。

覆土には、上層から

黄褐灰色土、灰褐色粘

質土、中層には暗褐色

粘土、下層には茶褐色

粘土が堆積して基盤層

である黄褐色砂質土へ

と達している。このう

ち中層から下層にかけ

111

1．暗褐灰色粘質土

2．時褐灰色粘質土　1層より暗い

3．時灰褐色粘質土

4．黄灰褐色粘質土
0

⊆［一　一　一！　　＿　」

第77図　SKO8実測図

第78図　SKO8出土遺物実測図
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ては人頭大の石が6個検出されているとともに、腐食した植物が多く認められることが注意される。

断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面は平坦に作り出しており、深さは約1．12mを測る。

遺物は少量ではあるが、土師器や須恵器のほか漆椀や木製品などが出土している。SK09との切合

関係や出土遺物、他の遺構の配置状況から推察すれば、12～13世紀頃に築かれたものと考えられる。

機能としては、形状や深さなどから素掘りの井戸と考えられ、中層から下層にかけて検出されてい

る人頭大の石は、井戸の浄化あるいは埋め戻しの際に使用されたものであろう。

SKlOの出土遺物（第80図）

1は、木製の漆椀である。底部から体部にかけて内湾しながら立ち上がり、内面見込みには鶴と見

1．黄褐灰色土

2．灰褐色粘質土　　　責褐色砂含む

3．黒灰褐色粘質土　　炭化物を含み、粘性強い

4．暗褐色粘土　　　　粘性強く、しまりがない

5．茶褐色粘土　　　　砂粒・植物を含む

6．暗褐色地質土　　SKO9

F＝8．2m
A

112

第79図　SKO9・SKlO実測図



られる模様が朱で措かれている。2は加工した木製品で、片端は欠損しているが幅2．5cmを測り、断

面は長方形状を呈している。何かの部材として使用されたものであろう。これらの遣物からは明確

な時期について判断することはできないが、漆椀は中世期のものである可能性が強い。

SKll（第81図）

C45Grの東端、黄褐色砂質土上面で検出した

土坑状遺構で、東側は一部調査区外へと達して

いる。平面プランは、長軸1．05m、短軸90cmを

測るややいびつな楕円形状を呈し、基軸は南東

一北西方向に向いている。なお、検出高は標高

8．05mである。

覆土には、上層に暗灰褐色土、中層には暗黄

褐色土、暗灰褐色粘砂土、下層には暗灰褐色粘土

が堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達し

ている。このうち中層には腐食した植物を多く

含むとともに拳大から人頭大の石が多く認めら

ることが注意される。断面の形状は、肩部から

鋭角に落ちて底面は東側がやや低く傾斜がある

もののほぼ平坦に作り出しており、深さは約

98cmを測る。

遣物は少量ではあるが、土師器、須恵器などが

出土している。これらの遺物から時期的な判断

をすることは難しいが、周辺に配置される遺構

から推察すれば、中世期（12～13世紀）頃に築

かれた遺構である可能性が強い。機能としては

形状や深さなどから井戸と考えられ、中層で検

出されている石は、井戸の浄化あるいは埋め戻

しの際に使用されたものであろう。

SKllの出土遺物（第82図）

1は、土師器杯である。小片であり形状は把握

できないが、内外面ともに回転ナデ、底部は回転

糸切りによって切り離されている。2は、須恵器

嚢の胴部であろう。外面はタタキ、内面には当

て具による青海渡文が認められる。古墳時代後

期頃に相当する資料であろう。3は、土師器捨鉢

113
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叫　　第80図　SKlO出土遺物実測図

1．培灰褐色土

2．暗灰褐色粘砂土

3．暗黄褐色土

4．暗灰褐色粘砂土　　植物を多く含む

5．暗灰褐色粘土　　粘性強く、しまりがない

0

第81図　SK11実測図
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第82図　SK11出土遺物実測図

である。

口緑端部は平坦におさめ、外面はナデ、内面にはやや間隔の広い措目が認められる。13世紀頃に
（16）　　　　　師

相当する資料と考えられ、市内では矢野遺跡や藤ケ森遺跡などからも同様な捨鉢が出土している。5

は、東播系須恵器の破片であろう。外面は格子状のタタキによる調整が行われている。12～13世紀
（1瑚

頃にかけての資料と考えられ、市内では大井谷I遺跡などからも同様な須恵器が出土している。

SK臓（第83図）

49Gr～50Grにかけての黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、基軸は東西方向に向いている。

平面プランは、長軸1．60m、短軸60cmを測る隅丸長方形状を呈している。なお、検出高は標高8．06m

である。

覆土には、暗褐色土、暗褐灰色粘質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へと達している。断

面の形状は、肩部から約45度の角度で落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約40cmを

測る。なお、遺構東側には小さなステップ状のテラスを有している。

遺物は少量ではあるが、土師器や須恵器のほか鉄淳などが出土している。これらの遺物から時期

的な判断をすることは難しいが、中世期に築かれた溝状遺構であるSり21と平行していることや周

辺の遺構配置から推察すれば、中世期に築かれた遺構である可能性が強い。機能としては、形状や

規模などから土墳墓などが想定される。

■

1．時褐灰色土

1：嗜褐灰色土　粘性強い

2．暗褐灰色粘質土

0 1m

ヒコ　日「“　－」

第83図　SK13実測図
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馴m針の出土遺物（第84図）

1は土師器杯の底部で、厚みがあるのが特徴である。2

三Z

＝＿誰 2◎

は、須恵器壷の

底部と考えられ、

内外面、底部と

3　　もナデによる調

10cIn

第84図　SK13出土遺物実測図

整が行われてい

る。平安時代以

降に相当する資

料であろう。3



は、鉄淳である。調査区内からは10点余り検出されており、一部の分析結果から、精錬鍛冶津と推

定されている。調査区内では明確な鍛冶遺構は検出されてはいないが、周辺に鍛冶関連施設の存在

を窺わせる資料である。

SK16（第85図）

B56drの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構で、北側は調査区外へと達し、南西部の一部は

新しい時期の遺構であるSK17によって切られている。

平面プランは、現状から推察すれば長軸1．80m、短軸1．05mを測る楕円形状を呈するものと考えら

れ、基軸は南北方向を向いている。なお、検出高は標高8．18mである。

覆土には、上層から褐灰色土、暗褐灰色粘質土、暗褐灰色粘土と堆積して基盤層である黄褐色砂質

土へと達している。断面の形状は、肩部から約45度の角度で掘り込み、中位からは鋭角に落ちて底

面は丸くレンズ状に作り出しており、深さは約1．40mを測る。なお、遺構北側の中層から下層にか

けては人頭大の石が数個検出されて

いる。

遺物には土師器や須恵器のほか、鉄

釘などが出土している。土師器の中

には12世紀後半から13世紀頃に相当

する資料が出土していることから、遺

構が築かれた時期も当該期であろう。

機能としては、形状や深さなどから井

戸と考えられる。また、SKlOやSKll

でも検出されている石は、井戸の浄化

あるいは埋め戻しの際に使用された

ものと考えられる。

SK17（第85図）

B50Grの黄褐色砂質土上面で検出され

た土坑状遺構である。SK16と切合関

係にあり、SK16よりも新しい時期の

遺構であることが明らかである。平

面プランは、長軸95cm、短軸75cmを

測る楕円形状を呈し、基軸は南西一北

東方向に向いている。なお、検出高は

標高8．25mである。

覆土には、上層から褐灰色土、褐灰

色粘質土、灰褐色粘土と堆積して基盤

1．褐灰色土

2．暗褐灰色粘質土

3．暗黄褐色砂層

4．暗褐灰色枯賓土　しまりがある

5．時穐灰色粘土　　粘性非常に強い

0

第85図　SK16・SK17実測図
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層である黄褐色砂質土へと達している。なお、
1

上層には暗黄褐色砂層がブロック状に混入して　、、七二二二土こ∃′1

いる。断面の形状は、西肩部からは約45度の角　　　　　，

＿＿三∴l
度で掘り込み、一旦ステップ状のテラスを有し

てさらに底面へと落ち、東肩部からは鋭角に落

ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは

約40cmを測る。

遺物には中世期の土師器が出土していること

から、SK16よりも新しく13世紀以降に築かれた

ものと考えられるが、機能については不明であ

る。

5

0　　　　　　　　　　　　　　　10cm

第86図　SK16・SK17出土遺物実測図

SK柑◎SK膵の出土遺物（第86図）

1は、土師器杯の底部破片である。やや厚みがあり、底部は回転糸切りによって切り離されている。

2は、土師器足高高台付の杯である。底部からやや外形して伸びる長めの高台を有し、端部は丸くお

さめている。内外面は回転ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。このような足

高高台をもつ杯は、11世紀後半以降の資料と考えられる。3は、土師器措鉢である。外面はカキメに

よる調整が行われ、内面には幅3mm程度の措目が認められる。13世紀頃に相当する資料であろう。

4は、鉄釘である。釘頭を折り曲げた平頭と呼ばれるもので、近世半ば以前に常用されたもので、

長さ4．5cmを測る。1～4は、SK16からの出土である。

5は、SK17から出土した土師器杯である。体部から口緑部にかけて逆「ハ」の字状に開くタイプ

のものと考えられ、内外面ともにナデによる調整が行われている。12世紀以降の資料であろう。

1．褐灰色粘質土

2．褐灰色土

3．灰褐色粘質土

第87図　SK18実測図
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＄K瑠8（第87図）

49Grの黄褐色砂質土上面

で検出した土坑状遺構であ

る。平面プランは、長軸

3．10m、短軸90cmを測り、

南南東一北北西方向に基軸

をもつ長方形状を里してい

？＿　　＿1＿＿　＿三？tm

第88図　SK18出土遺物実測図
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る。なお、検出高は標高7．98mである。

覆土には、上層から褐灰色粘質土、褐灰色土、灰褐色粘質土と堆積しており、基盤層である黄褐

色砂質土へと達している。断面の形状は、南肩部からは緩やかに、北肩部からは約45度の角度で落

ちており、底面は北側で高く南側を低く作り出しており、深さは約24cmを測る。

遺物には土師器や須恵器の小片が多く、これらの遺物からは時期的な判断は難しい。しかしなが

ら、周辺に配置される遺構から考えると中世期に築かれた遺構である可能性が強い。機能について

は形状や規模から土墳墓などが想定される。

馴m8の出土遺物（第88図）

1は、須恵器杯である。底部から日録部にかけて逆「ハ」の字状に開き、内外面は回転ナデ、底部

は回転糸切りによって切り離されている。やや軟質で、平安時代頃に相当する資料であろう。

SK2の（第89図）

迅48Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。東西にそれぞれ張り出した部分を有し

ているが、平面プランは長軸1．50m、短軸1．0mを測り、東西

方向に基軸をもったいびつな形状を呈している。なお、検出

高は標高8．20mである。

覆土には、上層に炭化物を含む暗褐灰色土、中層に暗褐灰
A

色粘質土、下層には暗黄褐色粘砂土が堆積して基盤層である

黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、東西肩部から

鋭角に落ちてステップ状のテラスを有し、そこからさらに落A竺空

ちて底面へと達しており、深さは約64cmを測る。

遺物には、土師器杯や措鉢が出土している。これらの遺物

は、12世紀後半から13世紀頃の資料と考えられることから、

当該期に築かれた遺構であろう。機能については不明であ

るが、建物跡の区画を示す溝と考えられるSの23と接してお

り、何らかの関連をもつものと考えられる。

＄K2のの出立遺物（第90図）

1は、土師器小皿である。器壁がや

や厚く、底部から口緑部にかけて内湾

しながら立ち上がり、口緑端部は丸く

おさめている。内外面は回転ナデ、底

部は回転糸切りによって切り離されて

いる。11世紀後半以降の資料であろ

う。2は、土師器措鉢である。器壁が

117

1．時褐灰色土　　　　炭化物を含む

2．時黄褐色砂

3．暗褐灰色粘質土

4．時黄褐色粘砂土

0 1m
L⊥⊥⊥L＿＿＿＿」L＿＿＿＿　　！

第89図　SK20実測図
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第90図　SK20出土遺物実測図



厚く、外面は縦方向のパケとナデ、内面は横・斜め方向のパ

ケと5本単位からなる措目が認められる。13世紀頃に相当す

る資料であろう。

SK21（第91図）

48Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。

平面プランは、長軸1．44m、短軸90cm～1．20mを測り、西　A

側が南北に張り出したいびつな形状を呈している。また、中

世期の溝状遺構であるSり23と切合関係にあり、これよりも

古い時期の遺構であることが明らかである。なお、検出高は

標高8．20mである。

覆土には、上層に炭化物を含む褐灰色土や黄褐灰色土、

中層には灰褐色粘砂土、下層には灰褐色粘質土が堆積して基

盤層である黄褐色砂質土へと達している。断面の形状は、肩

1．褐灰色土　　　炭化物を含む　　　　　4．灰褐色粘砂土

2．黄褐灰色土　　地山砂多く含む　　　　5．灰褐色粘質土

2二乗褐灰色土　　地山砂少し含む

3．褐灰色粘質土

0 1m

Lll　一　一；　　二∃

部から鋭角に落ちて東側では一度平坦面を有してさらに最　　　第91図　SK21実測図

深部へと落ちている。西側に偏る最深部は丸く作り出しており、深さは約76cmを測る。

遺物は少量であるが、朱塗りの土師器や須恵器が出土している。これらの遺物とともにSり23よ

りも古い時期の遺構であることから、奈良時代から平安時代初期頃にかけて築かれた可能性が強い○

機能については井戸としてはやや浅く、不明である。

SK24（第92図）

53Grの黄褐色砂質土上面で検出した土坑状遺構である。西側は中世期の溝状遺構であるSり26と

切合関係にあり、Sり26よりも新しい時期に築かれた遺構であることが明らかである。平面プランは、

西側では長さ約3．8m、東側では長さ約2．0mを測り、西側の辺が長い台形状を呈している。なお、

検出高は標高8．00mである。

覆土には、上層から褐灰色土、灰褐色粘質土、黄灰褐色砂質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質

土へと達している。断面の形状は、西肩部からは鋭角に、東肩部からは約45度の角度で落ちている○

底面は東側が低く、西側が高く作り出しており、最深部では54cmの深さを測る。

遺物は少量ではあるが、土師器、須恵器のほか布目瓦や製塩土器などが出土している－。これらの

遺物には混入品もあると思われるが、Sり26との切合関係を考えると中世期に築かれた遺構である可

能性が強い。機能については不明であるが、遺構の北側に3個の人頭大の石が置かれていることが

注意される。

SK24の出土遺物（第93図）

1は、土師器杯である。内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。2は、

須恵器嚢の口緑部あるいは胴部の破片と考えられ、外面には一条の沈線を挟んで2列以上の波状文
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を巡らせ、内面はナデによる調整が行われている。古墳時代後期頃の資料であろう。3は、青磁碗で

ある。口緑端部は外反し、丸くおさめている。内外面ともに淡緑灰色に施粕されている。15世紀以

降の資料であろう。4は、製塩土器である。六連式と呼ばれる砲弾状を呈するもので、内外面ともに

指頭庄痕が認められる。5は、古瓦である。平瓦で表面はナデとカキメ、裏面は成形型の細かな布目
舶）

庄痕が認められる。古瓦は第2次発掘調査の際にも数点検出されており、文献に記載されていない

古代から中世期にかけての寺院が存在していたことを窺わせる資料である。

その他の丑坑状遺構につ附で

SD18

C37Grの黄褐色砂質土上面で検出した溝状遺構で、南東一北西方向に伸びている。南北ともに調

査区外へと達しているが、検出長3．80m以上、幅70cm～90cmを測る。なお、検出高は標高8．18mである。

覆土には上層から茶褐色土、暗灰褐色土、暗褐色粘質土と堆積して基盤層である黄褐色砂質土へ

と達している。断面の形状は、両肩から鋭角に落ちて底面はほぼ平坦に作り出しており、深さは約

20cmを測る。なお、底面におけるレベルは、

北方に向かって低くなっていることが注意

される。遺物は出土しておらず、遺構が築

かれた時期や機能については不明である。

SKO4

C26Grの灰白色砂質土上面で検出した土

坑状遺構である。平面プランは、長軸

1．90m、短軸1．75mを測り、南西一北東方向

に基軸をもつ楕円形状を呈している。なお、

検出高は標高7．95mである。

覆土には粘質土が一様に堆積している。

断面の形状は、肩部から鋭角に落ちて底面

は丸く作り出しており、深さは約1．20mを

測る。

遺物は中世土師器や砥石などが出土して

おり、遺構が築かれた時期は中世期と考え

られる。なお、SK04は平安時代後期から

中世期にかけて築かれたと考えられる

Sn07と切合関係にあり、Sり07よりも新し

い時期の遺構であることが明らかである。

機能としては、形状や覆土などから井戸と

考えられる。

5．灰褐色粘質土　地山砂多く含む

2．時黄褐色砂質土　　　　　　　　　　　6．灰褐色粘質土

3．時黄灰褐色砂質土　　　　　　　　　　7．黄灰褐色砂質土

4．灰褐色粘質土　　砂粒子を多く含む

0 2m

」＿」＿＿＿＿」＿」＿＿＿＿」＿－　　　　」

第92図　SK24実測図
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SBOI

C23Gr～C24Grの灰白色砂質土上面で検出し

た掘立柱建物跡である。調査区が限られている

ために規模は判断できないが、現状では1間×2

間、梁間約1。70m、桁行約4．0mを測り、ほぼ東

西方向に基軸を向けている。また、妻側の4穴は

直径約1．0mを測るが、中央の2穴は直径60cm

～70cmと規模が小さくなっている。

遺物は土師器や須恵器の小片のみであり、遺

構が築かれた時期について判断することは難し

い。しかし、SBOlは奈良時代から平安時代初期

頃に築かれたと考えられるSり12と切合関係にあ

り、これよりも古い時期の遺構であることが明

らかである。
護玄≡忽

ノ　　　　　　　　　　　　　＼

5

10cm

第93図　SK24出土遺物実測図

櫨派別

調査区内では多数の柱穴と考えられるピット状遺構が検出されているが、SBOl以外には明確な建

物跡となるような配置は認められない。しかしながら、溝1～溝5の西側ではSり15（－S濫拍7に並行

して若干規模の大きいピット状遺構が列をなして検出されている。

これらの溝は、建物跡の区画を示す溝と考えられることから、この柱穴列は建物跡の一部あるい

は塀や柵などの機能をもつ可能性が強い。また、C34GrのP03では直径約15cmの桂根が検出されて

いる。

ぽッ紅肉からの出立遺物（第94図e第95図）

第94図－1は、須恵器杯蓋である。扁平でつまみを有すものと考えられ、外面は回転へラケズリ、

内面は回転ナデによる調整が行われている。C24GrのPOlからの出土で、8世紀以降の資料であろう。

2は、土師器杯である。全面が赤色塗彩され、内外面は回転ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調

整が行われている。C32GrのPOlからの出土で、8世紀以降の資料であろう。

3～5は、C32GrのP02から出土した土師器杯である。3は、目線端部は丸くおさめている。4ほ、

底部から体部にかけて逆「ハ」の字状に開き、内外面は回転ナデによる調整が行われている。5は、

高台付の杯である。高台部は短く外傾し、端部は丸くおさめている。内外面とも回転ナデ、底部に

は回転糸切り痕が認められる。いずれも奈良時代以降の資料と考えられるものである。

6は、須恵器高台付の杯である。高台部は短く直立し、端部は内傾して平坦におさめている。内外

面とも回転ナデ、底部はヘラ切り後、ナデによる調整が行われている。7は、製塩土器である。日録

端部は直立し、丸くおさめている。手捏ねで六連式と呼ばれる砲弾状を呈すもので、内外面ともに

指頭庄痕が顕著に認められている。6・7はC33GrのPOlからの出土で、6の器形から平安時代初期
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第94図　P沌内出土遺物実測図（1）
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頃の資料と考えられる。

8は、C33GrのP02から出土した管状土錘である。完形で径5mmの孔を穿ち、全面がナデ調整さ

れている。9は、C34GrのP05から出土した須恵器嚢の胴部である。外面はタタキ、内面には筋状

の当て具痕が認められる。10は、唐津焼の魂である。体部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上

がり、口緑端部は直立して丸くおさめている。C35GrのP02からの出土で、全面が乳白色に施粕され

ている。

11は、須恵器長頸壷の頚部付近の破片であろう。外面には1条の沈線が施され、内外面とも回転

ナデによる調整が行われている。7世紀末以降の資料であろう。12は、灰粕陶器の碗あるいは皿と

目されるものである。口緑端部は丸くおさめ、内外面ともに緑灰色に施粕されている。13は、木製

の漆椀である。高台が付き、端部はほぼ平坦におさめている。底部から体部にかけて内湾しながら

立ち上がり、外面は黒漆、内面は赤漆塗りで仕上げられている。また、外面体部には赤漆により文様

が措かれているのが認められる。11～13はC35GrのP03から出土しており、およそ奈良時代頃に

相当する資料と考えられる。

14は、須恵器杯である。内外面は回転ナデ、内面底部はパケ、外面底部は回転糸切りによって切

り離されている。C35GrのP04からの出土で、奈良時代以降の資料であろう。15は、土師器杯であ

る。器壁はやや厚く、内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。16は、

土師器小皿である。底部から口縁部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、体部には稜を有して日録端部

は丸くおさめている。内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。15・16は

B43GrのPOlからの出土で、11世紀後半以降の資料であろう。

17～20は、B43GrのP06から出土した土師器である。17・18は杯で、17は底部から体部にかけ

て逆「ハ」に字状に開き、18は内湾ぎみに立ち上がっている。いずれも内外面は回転ナデ、底部は

回転糸切りによって切り離されている。19・20は小皿で、19は底部から口緑部にかけて直線的に開

き、20は内湾ぎみに立ち上がっている。いずれも内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切

り離されている。17～20は、11世紀後半以降の資料と考えられる。

21は、B43GrのPllから出土した土師器杯である。器壁は厚く、底部は回転糸切りによって切り

離されている。中世期の資料であろう。22は、B44GrのP03から出土した土師器小皿である。底部

から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、口緑端部は丸くおさめている。内外面とも回転ナデ、

底部は回転糸切りによって切り離されている。11世紀後半以降の資料であろう。23は、土師器高台

付の杯である。高台部が外傾するもので、杯部は内外面ともナデによる調整が行われている。

B44GrのP09からの出土で、奈良時代頃の資料であろう。24は、土師器皿であろうか。体部から口

緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、目線端部は先細りとなって丸くおさめている。内外面ともナ

デによる調整が行われている。C44GrのP02からの出土で、奈良時代以降の資料であろう。25は、

備前焼壷の口緑部である。大きな玉線状の口緑部を有し、内外面ともナデによる調整が行われてい

る。B45GrのP08からの出土で、中世末以降の資料であろう。

26～30は、B46GrのPOlから出土した遺物である。このうち26～28は、土師器杯である。26

は、底部から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、口緑端部は丸くおさめている。内外面とも回
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転ナデ、底部は回転糸切りによって

切り離されている。27は、底部から

口縁部にかけて逆「ハ」の字状に開き、

口緑端部付近はやや内湾ぎみとなっ

て丸くおさめている。内外面は回転

ナデ、底部は回転糸切りによって切

り離されている。28は、器形や調整

は27とほぼ同様である。このよう

な土師器杯は、底部と体部との境が

≡二王芝
34

去7
L　　＿　一／ 37

二二クノ　38

10cm

第95図　Pit内出土遺物実測図（2）

明瞭ではなく、底径に比して口径が大きくなるもので、12世紀後半から13世紀にかけての資料と考

えられる。また、これらは胎土や焼成が酷似していることから、同じ粘土塊から同じ窯で焼成され

たものと考えられる。松江市黒田畦遺跡や天満谷遺跡などから類似した杯が出土している。29は、

土師器措鉢である。底部から体部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、器壁が厚いものである。外面は

パケとナデ、内面はパケと5本単位からなる措目が数ヶ所に認められる。30は、金属棒が付着した

炉壁あるいは鯖の羽口と考えられるものである。29・30も遺構内から出土している土師器の器形か

ら推察すれば、12世紀後半から13世紀代にかけてのものである可能性が強い。

31は、須恵器杯である。やや軟質で、底部から体部にかけて直線的に開く。内外面は回転ナデ、

底部は回転糸切りによって切り離されている。C46GrのP02からの出土で、奈良時代以降の資料で

あろう。33は、B47G－rのP07から出土した管状土錘である。片端が欠損しているが、径4mmほど

の孔を穿ち、ナデ調整により仕上げられている。

第95図－34は、C47GrのP03から出土した土師器杯である。底部から口緑部にかけて大きく開

くタイプのもので、内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。このような

杯は、第94図－26などと同じような器形をもつものと考えられ、12世紀後半から13世紀にかけて

のものであろう。35は、B48GrのP07から出土した土師器措鉢である。口緑端部は平坦におさめ、

外面は縦方向の粗いパケ、内面はナデと揺目が認められる。器形から推察すると、13世紀頃の資料

であろう。36e37は、C48GrのP03から出土した土師器である。36は杯で、底部から体部にかけて

直線的に開く。内外面とも回転ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。底部と体

部との境が明瞭ではなく、体部下方に稜をなすのが特徴である。37は、嚢であろうか。日録端部は

やや内傾して丸くおさめ、内側に凹面を作り出している。内外面ともナデによる調整が行われてい

る。いずれも奈良時代頃の資料であろう。38は、B49GrのP02から出土した土師器杯である。内外

面ともナデによる調整が行われている。

遺構肉出土石器（第96図～第98図）

第96図－1は、平安時代の井戸であるSK04から出土した砥石である。欠損しているが4面に使

用痕が認められ、石材には安山岩を用いている。2～5は、中世期の井戸であるSKllから出土した

磨石である。楕円形状に加工され、石材には安山岩を用いている。3は、1面が平滑に加工されてい
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る。2次的に焼成を受け、全面がススに覆われている。建物関連の部材である可能性もあり、石材に

は安山岩を用いている。4は砥石で2面が使用され、筋状の使用痕が認められる。石材には流紋岩を

用いている。5も砥石で、現存する3両に使用痕が認められる。これらは井戸の浄化あるいは廃棄す

る際の祭祀として投棄されたものと考えられる。

6は、近世の井戸であるSK19から出土した砥石で、2両に使用痕が認められる。石材には珪長石

を用いている。7。8は、SK24から出土したものである。7は、1両が滑らかに丸く加工され、建物

関連の部材として利用された可能性がある。石材には安山岩を用いている。8は砥石で、2面が使用

され、筋状の使用痕が認められる。9は、古墳時代終末期から奈良時代にかけての溝状遺構である

Sり01から出土した砥石である。3面が使用され、石材には流紋岩が用いられている。

第97図－10は、磨製蛤刃石斧である。長さ17．5cmを測り、片端が鋭利に加工されている。中世

の溝状遺構であるSn03からの出土で、混入品であろう。石材には変成岩を用いている。11は、中世

の溝状遺構であるSの21から出土した砥石である。1両のみに使用した痕跡が認められ、石材には安

山岩を用いている。12は、中世の溝状遺構であるSり23から出土した赤堀塙である。製品として加

工した際の剥片と考えられる。13・14は、Sの26から出土した用途不明の石製品である。砲弾状に

丸みを帯びて片端を尖らせている。石材には花崗斑岩を用いている。14は、3面が平滑に加工され

ている。かなり大形であるが、砥石として利用された可能性もある。石材には花崗斑岩を用いてい

る。15は、Sり28から出土した用途不明の石製品である。大部分が欠損しているが、表面は滑らかに

加工されており、一部に筋状の使用痕が認められる。何かの部材を砥石に転用した可能性もある。

16。17は、B43G・rのP03から出土した砥石である。4面に使用痕が認められ、石材には安山岩を

用いている。17は、用途不明であるが1両が平滑に仕上げられている。また、2次的な焼成を受け

ており、石材には安山岩を用いている。18は、B44GrのP07から出土した砥石である。欠損してい

るが2面が使用され、そのうち1面には幅4mmの筋状の使用痕が認められる。石材には酸性凝灰岩

が使用されている。19は、旧河道から出土した砥石である。ほぼ完形で4両が使用され、かなり磨

り減っている。石材には流紋岩質極細粧凝灰岩を用いている。

遣構外の出土遺物（第99図～第101図）

第99図－1は、弥生土器嚢の胴部破片である。外面はパケと2条のへラ措直線文が施され、内面

はナデによる調整が行われている。2は、弥生土器壷の胴部破片であろう。外面には5条以上のヘラ

措直線文が施され、内面はナデによる調整が行われている。3．4は、弥生土器嚢あるいは壷の底部

である。3は器壁が厚く、全面がナデによる調整が行われている。4は器壁がやや薄く、外面は縦方

向のミガキ、内面はナデによる調整が行われている。以上のような弥生土器は、遺構内から出土し

ている遺物から推察すれば、松本編年I－3～I－4様式に相当する資料と考えられ、弥生時代前

期後菓頃のものである可能性が強い。

5は、須恵器杯蓋である。端部はやや下方に拡張して平坦におさめ、内外面は回転ナデによる調整

が行われている。扇平で擬宝珠状のつまみを有するもので、7世紀末以降の資料であろう。6・7は、

須恵器杯である。6は、底部から体部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、内外面は回転ナデ、底部は回
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転糸切りによって切り離されている。7も調整は同様で、いずれも奈良時代以降の資料であろう。8

は、須恵器の高台付杯である。焼成は不良で高台部は短く直立し、端部は平坦におさめている。9は、

二二、
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須恵器皿である。底部と体部には明瞭な境をもたず、底部から目線部にかけて内湾ぎみに立ち上が

る。口緑端部はほぼ平坦におさめ、内外面は回転ナデによる調整が行われている。10は、須恵器高

台付の杯である。高台部は短く直立し、端部はやや内傾して平坦におさめている。内外面とも回転

ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。11は、高台付の須恵器皿である。底部か

ら口綾部にかけて直線的に開き、日録端部はやや外反して丸くおさめている。高台部はやや内傾し

て平坦におさめている。内外面は回転ナデ、底部はへラ切り後、ナデによる調整が行われている。
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第98図　遺構内出土石器（3）

扮

12は、須恵器高台付の杯である。高台部はやや外傾し、端部は平坦におさめている。内外面ともナ

デによる調整が行われている。以上のような須恵器杯や皿は、8世紀末以降の資料と考えられる。

13は、須恵器壷の目線部であろう。日経端部は丸くおさめ、外面にはクシ状工具によるパケのよ

うな沈線が粗く施されている。また、口緑端部の1cmほど下位には稜を作り出している。14は、須

恵器直口壷の口緑部である。内外面とも回転ナデ、内面頸部下には指頭庄痕が認められる。いずれ

も7世紀末以降の資料であろう。15～17は、須恵器高杯である。15は、杯部は内外面とも回転ナ

デによる調整が行われ、脚部から杯部にかけて切れ込み状の透かしが2ヶ所に認められる。16も調

整はほぼ同様で、切れ込み状の透かしが1ヶ所に認められる。17は焼成が不良で、透かしが入らな

いものである。以上のような高杯は、7世紀以降のものと考えられる。18は、須恵器嚢の頚部付近の

破片である。外面はタタキによる調整が行われ、部分的に磨り消している。内面頚部付近には指頭

庄痕、下位は当て具による円形の青海渡文が認められる。

19・20は、全面が赤色塗彩された土師器皿である。19は、底部と体部の境が明瞭ではない。底部

から口綾部にかけて内湾しながら立ち上がり、口緑端部は外反して丸くおさめている。内外面とも

回転ナデによる調整が行われている。20は、底部から体部にかけて直線的に開いている。内外面は

回転ナデ、底部は糸切り後、ナデによる調整が行われている。いずれも8世紀中葉以降の資料と考え

られ、20はやや後出するものであろう。

21～28は、土師器杯である。21は、底部から体部にかけて逆「ハ」の字状に開いている。内外

面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。23もほぼ同様の調整が行われている。

127



いずれも焼成は不良で、近世の遺物である可能性が強いものである。24は厚みのある底部破片で、

回転糸切りによって切り離されている。25は底径が小さく、内外面とも回転ナデ、底部は回転糸切

りによって切り離されている。26は、底部から体部にかけてやや内湾ぎみに立ち上がっている。内

外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。27は底部に厚みがあり、体部にか

けて直線的に大きく開くタイプである。内外面はナデ、底部は回転糸切りによって切り離され、へ

ラ状工具で押さえつけたような痕が認められる。28は、底部から体部にかけて内湾ぎみに立ち上が

り、内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。以上のような土師器杯は小

片で時期的判断をすることは難しいが、22e23を除けばおよそ中世期の資料と考えられる。

29～31は、土師器足高高台付の杯である。29は高台部がやや外傾し、端部は丸くおさめている。

30は器壁が厚く、高台部はやや外傾して端部は丸くおさめている。杯部は内外面とも回転ナデによ

る調整が行われている。31は器壁が厚く、高台部が外傾するものである。以上のような足高高台を

もつ土師器杯は、11世紀後半以降に出現する器形である。

33は、土師器小皿である。底部から口緑部にかけて内湾ぎみに立ち上がり、日録端部は丸くおさ

めている。内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離され、底部と体部の境は明瞭では

ない。小皿についても11世紀後半以降に出現する器形である。34～36は、小形の土師器杯である。

いずれも内外面は回転ナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。

37は、台付の土師器杯である。台部外面はナデ、底部は回転糸切りによって切り離されている。

台付の杯は、12世紀後半以降に出現する器形である。当遺跡からは台付の杯はこの1点のみの出土

であり、遺跡としての中心は、台付の杯が出現する以前にあると考えられる。38は、土師器土鍋で

あろう。体部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上がり、日録端部は水平方向に突出してフラッ

トな面を作り出している。外面は縦方向の粗いパケとナデ、内面は横方向のパケとナデによる調整

が行われ、外面にはススが付着している。中世期の資料と考えられるものである。

第100図－39～44は、土師器措鉢である。39は、体部から日録部にかけて逆「ハ」の字状に開

き、口緑端部は平坦におさめている。外面上位はナデ、下位は縦方向のパケによる調整が行われて

いる。内面上位はナデ、下位は斜め方向の細かいパケと措目が認められる。40は胴部の破片で、外

面が細かいパケ、内面はパケと間隔の異なる2種類の措目が認められる。41は、底部から体部にか

けて大きく開いている。外面はパケとナデ、内面は横方向のパケと4本単位からなる幅の広い措目

が2ヶ所に認められる。43・44は、底部と体部との境が明瞭ではなく、体部にかけて逆「ハ」の字

状に開いている。外面体部と底部はナデ、内面には措目が認められる。以上のような措鉢は、13世

紀代の資料と考えられるものである。

45は、土師器壷であろうか。外面はパケとナデ、内面はケズリによる調整が行われている。近世

の遺物である可能性をもつものである。46は、東播系須恵器である。外面は格子状のタタキ、内面

はパケによる調整が行われている。平安時代末期から鎌倉時代にかけての資料であろう。

47・48は、白磁碗である。47は口緑部に玉線状の突帯が付くもので、内外面とも淡灰白色に施粕

されている。48は底部付近の破片で、高台部は短く直立し、端部は平坦におさめている。高台部を
励

除いて乳白色に施粕されている。47のような白磁碗は、市内天神遺跡からも出土しており、11世紀
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後半から12世紀代にかけてのものであろう。

49～51は、青磁碗である。49は、口緑端部は先細りとなって丸くおさめている。外面は幅の広

い鏑達弁文が施され、内外面とも淡緑色に施粕されている。50は口緑端部を丸くおさめ、内外面と
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第99図　遺構外出土遺物実測図（1）



も淡緑灰色に施粕されている。51は高台部が直立し、端部は内傾して丸くおさめている。外面体部

を除いて淡緑色に施粕されている。52は、青磁皿である。体部から口緑部にかけてやや外反しなが

ら立ち上がり、口緑部は直立して口緑端部は太くなって丸くおさめている。内面上位にはフラット

な面を有してその下方には放射状の暗文が施され、内外面とも淡緑色に施粕されている。53は、青

磁碗である。体部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上がり、目線端部は外反して丸くおさめて

いる。内外面とも緑灰色に施粕されている。以上のような青磁は、49・52については13世紀頃、そ

の他は15世紀頃の資料と考えられる。

54～59は磁器の碗あるいは皿である。54は目線端部を丸くおさめ、内外面とも淡緑灰色に施粕さ

れている。55は、口緑端部がやや外反して丸くおさめている。内外面とも淡青白色に施粕されてい

る。56は皿で、口緑部は外反して口緑端部は内傾して丸くおさめている。内面口緑部には稜をなし、

内外面とも淡緑灰色に施粕されている。57は、体部から口緑部にかけて内湾しながら立ち上がり、

目線端部は丸くおさめている。外面口緑部と底部付近には2重の直線、体部には文様が青灰色に染

め付けられている。内外面ともに淡青白色に施粕されている。58は内湾しながら立ち上がる碗の体

部で、外面には青灰色の文様が染め付けられている。内外面とも淡灰白色に施粕されている。59は、

口緑端部を丸くおさめ、内外面とも灰色に施粕されている。外面口緑部には2条の直線とその間に

斜格子文状の文様が染め付けられている。

60は、肥前系陶器の皿である。体部から口緑部にかけて大きく開き、口緑部は外傾してフラット

な面を有し、口緑端部は平坦におさめている。内外面とも口緑部から体部上位にかけて淡緑灰色に

施粕されている。61は、瀬戸焼の高台付碗である。高台は短く直立し、外面底部を除いて淡緑色に

施粕されている。62は、瀬戸焼の皿である。高台部は短く直立し、外面底部を除いて淡緑灰色に施

粕されている。

63は、備前焼の嚢である。頚部から口綾部にかけて緩く屈曲し、口緑端部には太い玉線状の突帯

が付いている。内外面ともナデによる調整が行われ、ごま塩状の粕薬がかかっている。64は、陶器

鉢である。口緑端部は上下に拡張してフラットな面を有し、内外面ともナデによる調整が行われて

いる。65も陶器鉢で、口緑部は逆「く」の字状に屈曲し、平坦面を作り出している。内外面ともナ

デによる調整が行われている。目線部の特徴から、室町期（14世紀頃）の資料と考えられる。66は、

陶器措鉢である。内外面ともナデによる調整が行われ、内面には9本単位からなる措目が放射状に

施されている。67は、常滑系陶器であろう。嚢の胴部と考えられ、外面はタタキ、内面はナデによ

る調整が行われている。68は、陶器鉢である。口緑部は逆「く」の字状に屈曲し、口緑端部に平坦

面を作り出している。外面には突帯を2条以上巡らせ、内外面ともナデによる調整が行われている。

69も陶器鉢で、口縁端部を外方に折り曲げて丸くおさめている。外面には突帯を1条貼り付け、内

外面ともナデによる調整が行われている。

第101図－70e71は、瓦質土器の嚢であろう。70は、頚部から目線部にかけて内湾ぎみに立ち上

がり、外面の口緑部中位に膨らみを有して日録端部は平坦におさめている。内外面はナデによる調

整が行われている。71もほぼ同様．の調整が行われており、同一個体である可能性が強いものである。

72は、瓦質土器鉢である。体部から口縁部にかけて逆「ハ」の字状に開き、口緑端部は平坦におさ
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