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序

 本書は、 財団法人山形県埋蔵文化財セ ンターが発掘調査し

 た、 一ノ坪・梅ノ木遺跡の調査成果をまとめたものです。

 一ノ坪・梅ノ木遺跡は、 山形市の北部、 天童市と隣接する

 大字漆山に位置しています。 果樹園や水田の広がる農業地帯

 であったこの地域も、 流通セ ンターの建設に始まって山形県

 立保健医療短期大学の開校、 更には県立中央病院の移転等 と

 大きく その様相 を変えつつあります。

 この度、 主要地方道山形天童線道路改良事業に伴い、 工事

 に先立っ て一ノ坪・梅ノ木遺跡の発掘調査を実施しました。

 調査では、 両遺跡で奈良・平安時代の掘立柱建物跡、 竪穴

 住居跡、 溝跡などが検出され、 特に梅ノ木遺跡では古墳時代

 の円墳も確認され、 当時の生活を物語る貴重な資料を得る事

 ができました。

 近年、 高速自動車道やバイパス、 農業基盤整備事業など国

 県等の事業が増加していますが。 これに伴い、 事業区域内で

 発掘調査を必要とする遺跡が増加の傾向にあります。 これら

 の埋蔵文化財は、 祖先が長い歴史の中で創造し、 育んできた

 貴重な国民的財産といえます。 この祖先から伝えられた文化

 財を大切に保護するとともに、 祖先の足跡を学び、 子孫へと

 伝えていくことが、 わたしたちの重要な責務と考えます。 そ

 の意味で、 本書が文化財保護活動の啓発・普及、. 学術研究、

 教育活動な どの一助 となれば幸いです。

 最後になりましたが調査において御 協力いただいた関係各

 位に心から感謝申し上げます。

 平成 12年 3月

 財団法人 山形県埋蔵文化財センター

理事長 木場清耕



例言

 1 本書は平成10年度主要地報道山形天童地方特定道路整備事業に係る 「一ノ坪遺跡・梅ノ木

 遺跡の発掘調査報告書である。

 2 調査は山形県土木部の委託により、 財団法人山形県埋蔵文化財センターが実施した。

 3 調査要項は下記の通りである。

 遺 跡 名 一ノ坪遺跡 (CYGIT) 遺跡番号 平成8年度登録

 梅ノ木遺跡 (CYGUM) 遺跡番号 平成8年度登録

 所 在 地 一ノ坪遺跡 山形県山形市大字漆山字一ノ坪

 梅ノ木遺跡 山形県山形市大字漆山字梅ノ木

 調査主体 財団法人山形県埋蔵文化財センター

 調査期間 一ノ坪遺跡 発掘調査 平成11年4月1日～平成12年3月31日

 現地調査 平成11年5月11日～平成11年6月23日

 梅ノ木遺跡 発掘調査 平成11年4月1日～平成12年3月31日

 現地調査 平成11年7月5日～平成11年9月17日

調査担当者 調査第二課長 尾形 與典

 調査研究員 植松 暁彦(調査主任)

調査員 高柳健一

 4 発掘調査及び本書を作成するにあたり、 山形県山形建設事務所道路計画課、 山形市教育委

 員会、 東南村山教育事務所等の関係諸機関の協力を得た。 また発掘調査にあたって、 遺跡の

 地形環境については、 阿子島 功氏 (山形大学人文学部) からご指導を賜った。 比較資料の

 実見については、 村田晃一氏 (宮城県教育庁)、 石川俊英氏 (多賀城市埋蔵文化財セ ンター)、

 塩田達也氏 (東北歴史博物館) からご協力を賜った。 ここに記して感謝申し上げる。

 5 本書の作成・執筆は、 植松暁彦・高柳健一が担当した。 編集は尾形與典・須賀井新人・菅

 原哲文・豊野潤子が担当し、 全体については野尻 侃が監修した。

 6 委託業務は下記の通りである。

 遺構の写真測量・実測 株式会社パスコ

 資料の理化学分析 (土壌分析) パリノ・サーヴェイ株式会社

 鉄製品の保存処理 元興寺文化財研究所 (原図 藤井章徳)

 7 出土遺物・調査記録類については、 財団法人山形県埋蔵文化財センターが一括保管してい

 る。



凡例

 1 本書で使用した遺構・遺物の分類記号は次の通りである。

 ST…竪穴住居跡 SB…掘立柱建物跡 SA…柱列

 SK…土坑 SD…溝跡 SP…ピット

 SX…性格不明の落ち込み EK…遺構内土坑 EP…遺構内柱跡

 EL…遺構内炉跡 RP…土器・土製品 RQ…石製品
 P…土器 S…石

 2 遺構番号は、 現地調査段階での番号をそのまま報告書の番号として踏襲した。
 3 報告書執筆基準は下記の通りである。

 (1) 遺跡概要図・遺構配置図・遺構実測図中の方位は磁北を示している。

 (2) グリッドの南北軸は、 一ノ坪遺跡がN-180 -Eを測る。

 梅ノ木遺跡がN -200 -E を測る。

 (3) 遺構実測図は1/60～1/200他の縮図で採録し、 各々スケールを付した。 なお、 実測
 図中の焼土は砂目のスクリーン トー ンで表す。

 (4) 遺物実測図・拓影図は、 原則的に1/3、 1/4で採録し、 各々スケールを付した。 な

 お、 土師器は断面白抜き、 須恵器は黒 ドッ ト、 赤焼土器は白抜きドットを各々 断面右下
 に付 した。

 (5) 遺物観察表中の計測値欄は現存値を示す。 ( ) は推定値である。 出土地点欄の層位

 では 「F」 は遺構覆土内出土、 「Y」 は遺構底面出土を各示し、 ローマ数字 「1～IV」
 等は遺跡を覆う土層 (基本層序) を表している。

 (6) 遺物図版については、 任意の縮尺とした。

 (7) 遺物番号は、 遺物実測図を基に遺物観察表・遺物図版ともに共通したものである。 遺
 構挿図中に図示している遺物も同様である。

 (8) 遺構覆土の色調の記載については、 1987年度農林水産省農林水産技術会議事務局監修
 の 「新版標準土色帳」 に拠った。
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 1 調査の経緯

 1 調査に至る経過

 一ノ坪・梅ノ木遺跡は山形市北東部の漆山地区に位置 し、 村山高瀬川と立谷川左岸の自然堤

 防上の果樹・水田地帯に立地する。 周辺には学史的にも著名な衛守塚古墳群や平成9年度に発

 掘調査が実施された奈良～平安時代の漆山長表遺跡が位置し、 遺跡の多い地域として知られて

 い る。

 今回の発掘調査は、 主要地方道山形天童線道路改良事業に伴って実施されたものである。

 両遺跡とも、 同事業に係る平成9年11月7日に遺跡詳細分布調査によって遺跡の存在が確認

 され、 同年12月26日に県教育委員会による路線区内の試掘調査が行われた。

 試掘調査では奈良～平安時代と考えられる竪穴住居跡・柱穴・土坑・溝跡等の遺構や土師

 器・須恵器・赤焼土器などの遺物が検出された。 その結果一ノ坪遺跡は東西100m (路線外は

 未調査により推定)、 南北85m、 梅ノ木遺跡は東西推定130m、 南北170mの分布範囲を呈する

 集落跡であることを確認、 平成9年度新規発見遺跡として登録された。 両遺跡は約300mに近

 接 して位置する。

 調査結果をもとに関係機関による協議が行われた結果、 主要地方道 山形天童線道路改良事業

 区内について緊急発掘調査を実施して記録保存を図ることにな り、 財団法人山形県埋蔵文化財

 セ ンターが県の委託を受けて一ノ坪遺跡・梅ノ木遺跡の順で発掘調査を実施することになった

 ものである。

 2 調査の方法と経過

 一ノ坪遺跡の発掘調査は平成11年5月11日から6月23日までの期間で実施した。 調査面積

 は約8,500㎡の遺跡範囲のうち、 主要地方道山形天童線道路改良事業に係る1,600nfである。

 5月11日に発掘器材の搬入、 鍬入れ式を行う。 遺構検出面の深さ等を確認するために試掘を

 行い、 重機を用いて表土を除去し、 南側より面整理を行った。

 調査区を覆う座標は、 調査区の中央を南北に走る主要地方道山形天童線の建設予定道路内の

 中央を南北に走るセンター用測量杭を (M280・281) を南北の基準とし、 それと直交する

 線を東西軸とした。 これを起点として5m四方の方眼 (グリッド) を設定した。 東西軸は西

 から東にA～Eまで、 南北軸は南から北に0～17まで付番して 「A- 1」 のように表記した。

 方眼の南北軸はN-18。 一Eを測る。

 調査は表土除去終了後南側から開始し、 面整理を繰り返しながら遺構検出・マーキング・遺

 構登録・遺構精査を行った。 遺構の精査に合わせ、 遺構の平面図・断面図の作成・遺物の検出

 および登録、 写真撮影、 土層注記等記録作業、 遺物取り上げ等を行った。 その後、 空中撮影に
 よる写真測量を行った。

 6月 18日、 関係者を含め多数の市民の参加を得て現地説明会を開催 し、 6月23日調査事務所

 の撤収を行って、 現場における調査を終了した。



 梅ノ木遺跡の発掘調査は平成11年7月 5日から9月 17日までの期間で実施した。 調査面積は

 約22,100nf の遺跡範囲のうち、 主要地方道山形天童線道路改良事業に係る3,400nf である。

 7月5日に発掘器材の搬入、 鍬入れ式を行う。 遺構検出面の深さ等を確認するために試掘を

 行い、 重機を用いて表土を除去 し、 北側より面整理を行った。

 調査区を覆う座標は、 調査区の中央を南北に走る主要地方道山形天童線の建設予定道路内の

 中央を南北に走るセンター用測量杭を (M266・267) を南北の基準とし、 それと直交する線

 を東西軸とした。 これを起点として5m四方の方眼 (グリッ ド) を設定した。 東西軸は西から

 東にA～Eまで、 南北軸は南から北に0～38まで付番して 「A-1」 のように表記した。 方眼

 の南 北軸 はN-20。 一Eを測 る。

 調査は表土除去終了後北側から開始 し、 面整理を繰り返しながら遺構検出・マーキング・遺

 構登録・遺構精査を行った。 遺構の精査に合わせ、 遺構の平面図・断面図の作成・遺物の検出

 および登録、 写真撮影、 土層注記等記録作業、 遺物取り上げ等を行った。 空中撮影による写真

 測量を行った。 9月10日、 関係者を含め多数の市民の参加を得て現地説明会を開催 し、 9月17

 日調査事務所の撤収を行って、 現場における調査を終了した。





 Ⅱ 遺跡の立地と環境

 1 地理的環境

 一・ノ坪遺跡・梅ノ木遺跡の所在地は、 山形市の北部、 天童市に近接した山形市大字漆山字一

 ノ坪・字梅ノ木である。 JR奥羽本線・漆山駅の東約500mの両遺跡一帯は果樹園と水田になっ

 ている。 その標高は約113mを測る。

 この付近は奥羽山脈の西麓、 山形盆地東縁を西へ流れる立谷川によって形成された扇状地の

 扇端部に当たる。 現在の果樹園として利用される一帯が自然堤防 (微高地) と推定され、 微高

 地が終わるとす ぐ西側には水田の低湿地帯が広がっている。 一ノ坪遺跡の北東側に深さ数mの

 湧水があり、 現在も下流の水田の水源となっている。

 両遺跡とも立谷川の左岸に位置する。 調査区の地山層には各々河床礫層が確認され、 現在で

 は堤防によって河道が固定されたが、 以前にはかなり南北に流路を変えていた事が推定される。

 両遺跡は立谷川の自然堤防 (微高地) 上に立地している。 一ノ坪遺跡では微高地上に奈良～

 平安時代の竪穴住居跡や掘立柱建物跡等の遺構群があ り、 その北側にほぼ同時期の河川跡があ

 り、 9世紀後葉には埋もれ切ったようであ る。 埋没河道の確認面からの深さは約1.5mを測る。

 梅ノ木遺跡では調査区南半部等で、 縄文時代晩期から古墳・奈良～平安時代の遺構が地表下

 0.4m未満のほぼ同一レベルで検出される。 微高地は長期間に渡り洪水によって埋没する事なく

 居住地等 に利用 されていた と判 断さ れ る。

 2 歴史的環境

 両遺跡周辺には立谷川扇状地や村山高瀬川扇状地の自然湧水の豊富な扇端部付近に遺跡が集

 中して立地 している。 本格的な稲作が営まれる弥生時代以降の遺跡は扇状地の扇端部付近に多

 く見られ、 低湿地を利用した水田経営に伴う平野部への進出という形で展開する。

 本遺跡に近い北柳1遺跡では縄文晩期終末～弥生中期初頭の土器が出土 し、 漆山遺跡では弥

 生中期の桝形囲式の土器、 七浦遺跡では弥生後期の桜井1式の土器や石包丁が、 江俣遺跡では

 桜井Ⅱ式の籾痕を持つ土器が出土する。

 古墳時代に入ると明治12年に道路工事の際に発見された学史的にも著名な衛守塚古墳群が

 ある。 墳丘の周囲を木柱が立ち並ぶ割竹形木棺の円墳や、 箱式石棺が確認されている。

 また6世紀から7世紀末に位置づけられるお花山古墳群、 7世紀後半と考えられる風間古墳{

 七浦古墳群等も近くに位置し、 盛んな生産活動が行われていたものと考えられる。

 奈良～平安時代の遺跡は、 本遺跡南側の村山高瀬川右岸地域に、 南北方向に主軸を取る

 建物跡が検出された8世紀後半～9世紀代を主体とする漆山長表遺跡、 また白川左岸の境

 田C・C'・D遺跡では9世紀～10世紀末の倉庫群が確認さ れる。

 特に白川左岸で境田A・B・C・C 〆・ D遺跡、 見崎、 天神、 新井田の各遺跡が密に分布する。

 古代に至り、 後背湿地を利用 した水田経営が一段と安定 し、 条里制の施行や河川の利用等も窺
 わせる。



  Ⅲ一ノ坪遺跡の概観

  1調 査区と層序

  今回の一ノ坪遺跡の調査区は遺跡の全体から見れば 東西に伸びる遺跡

  範囲のほぼ中央にあたっている。 遺跡は現在の立谷川から西に100m程に

  近接して、 奥羽山脈から急勾配で流れる河川やその支流の洪水が予測され、
  氾濫原の一端も調査区に表出している。 具体的には、 調査区の南北両端の

  地山を形成する河床礫層で、 上面には古代の倉庫が検出されてお り、 集落

  形成以前の河道であった事が理解される。 また、 調査区北端で検出された

 河川跡 (SG17) は立谷川の支流と考えられ、 出土遺物等から集落と同時期の河川跡と推測さ

 れる。 集落の構築される安定 した自然堤防は周辺の地形等か ら河川跡に沿って併走 していると

 理解され、 本遺跡の範囲は概ね南北端の河床礫層に挟まれた自然堤防の広がる範囲であろう。

 基本層序は1層が暗褐色シルトの耕作土、 ■層が暗褐色シル ト層、 皿層が黒色微砂質シルト

 層 (包含層)、 IV層が褐色砂質シルトである。 皿層下部から遺物の包蔵が認められ、 遺構の検

 出面は IV層直上面であっ た。

 本地域は立谷川、 高瀬川の扇状地扇端部で水位が高いことで知られる。 調査区の北東には現

 在も湧水が流出してお り、 周辺の果樹栽培に利用されているな ど、 遺跡の立地に適 した状況を

 示 している。 遺構覆土は若干砂を含むものもあることか ら、 遺構の埋没にも河川の氾濫が作用

 し、 廃絶の一つの要因とも推測される。

 2 遺構と遺物の分布

 調査で検出された主な遺構は竪穴住居跡5軒、 掘立柱建物跡9棟、 大形の周溝跡1基、 河川

 跡1条等である。 これらの遺構は時期的に奈良～平安時代に属する。

 調査区の南北が旧河床礫層の地山となるため、 遺構の構築には適さなかったようで、 遺構の

 分布は、 礫層を外した中央部にほぼ集中し、 遺跡範囲の南北端もこれらが要因であろう。

 奈良～平安時代は本遺跡の主体を占めてお り、 掘立柱建物跡と竪穴住居跡を中心とした集落

 構成が窺える。 掘立柱建物跡と竪穴住居跡は、 調査区の中央部に集中し、 いずれもほぼ南北方

 向かそれに直交し、 重複関係から3時期以上の変遷が認められ、 出土遺物から奈良時代後半～

 平安時代前半頃があてられる。

 特に建物跡は柱穴の平面形が方形と円形を呈する2群に大別され、 後者の建物が前者に比し

 て東に傾く傾向が窺える。 出土遺物から前者が古く、 後者が新しく、 竪穴住居跡がそれにやや

 後続する様相が窺える。

 出土遺物は土器が大半であ り、 竪穴住居跡や河川跡を中心に出土している。 河川跡からは、 古

 代の土器の他に、 縄文時代後期や古墳時代前期の土器片も散見され、 周辺に当該期の遺構の存

 在も考 えられる。



 lV 検出された遺構

 1 掘立柱建物跡

 掘立柱建物跡として確認できたものは9棟である。 この他にも多く の小ピットを検出したが、

 積極的に建物跡とするまでには至らなかっ た。 以下に各建物跡について概述する。

 SB5 (第5図) 調査区中央部A～B-7～8グリッ ドで検出された。 SBIOと重複関係にある

 3×4問の南北棟の建物跡である。 梁行約5.2m (約17尺)、 桁行約8.5m (約28尺) を測る。

 柱間距離は梁行が175cm (約5.8尺)、 桁行が約210cm (約7尺) 前後である。 主軸方位はN一

 40-Wを測る。 柱穴の平面形は概ね方形を呈する。 柱穴の径は約50～85cm、 確認面からの深

 さ約8～40cmを測る。 柱穴の全てから柱痕跡が検出された。 出土遺物はEP4より国分寺下層式
 期後半の平底で鉢状を呈する法量が大きい土師器圷が出土した。

 SB10 (第5図) 調査区中央部B～C-7～8グリッドに位置し、 SB5と重複関係にあり、 ま

 たST13と南西隅で重複している。 梁行約5.5m (約18尺)、 桁行約8.5m (約28尺) の3×4間

 の南北棟の建物跡である。 柱間距離は梁行が約180cm (6 尺)、 桁行が約210cm (7尺) で主軸
 方位はN-3◎一Eを測る。 柱穴の平面形は円形または楕円形を呈する。 柱穴の径は約50～

 130cm、 確認面からの深さ約5～35cmを測る。 柱穴跡の大半から柱痕が検出されている。 出土
 遺物は未検出である。

 SB3 (第6図) 調査区中央部C～D-9～10グリッドに検出された建物跡でSB6と重複関係

 にある。 梁行が4.4m (約15尺)、 桁行が約6.4m (約21尺) で2×3間の南北に主軸を持つ。

 柱間距離は梁行が220cm (約7尺)、 桁行が約210cm (7尺) で主軸方位はN- 5。一Eである。
 柱穴の平面形は円形で径約20～45cm、 確認面からの深さは18～25cmを測る。 柱穴の全てから柱
 痕が検出された。 出土遺物は未検出である。

 SB6 (第6図) 調査区中央部C～D-10～11グリッ ドで検出された。 SB3と重複関係にある。

 梁行が約4.3m (約14尺)、 桁行が約6.2m (約21尺) で2×3間の南北棟の建物跡である。 柱

 間距離は梁行が約220cm (約7尺)、 桁行が約210cm (7尺) で主軸方位はN-2。一Wである。

 柱穴の掘り方の平面形は隅丸方形を呈してお り、 径約45～80cm、 確認面からの深さは18～35cm

 である。 全ての柱穴跡から柱痕が検出された。 出土遺物はEP4からヘラ切の須恵器片が出土した。

 SB9 (第7図) 調査区南東部C～D-4～5グリッドに位置する。 ST7、 SB11・72と重複

 し、 SB72→SB9→ST7の新旧関係が窺えた。 梁行約5m (約17尺)、 桁行約9m (30尺) の

 2×4間の南北棟の建物跡で主軸方位はN- 3◎30' 一Wを測る。 柱間距離は梁行が250cm (約

 8尺)、 桁行が230cm (約7.5尺) である。 柱穴の平面形が方形や円形を呈し、 径50～90cm、 深

 さ20～45cmを測る。 柱痕は、 EP3・8・9・13で確認され、 他は未検出である。 EP2・3は

 建て替えの可能性も推測された。 出土遺物は未検出である。

 SB72 (第7図) 調査区南東部D-4グリッドに位置する。 SB9EP5に切られる。 梁行3.2m

 (約10.5尺)、 桁行約3.4m (約11尺)、 2×2間の総柱の建物跡である。 主軸方位はN-200 一

 Wである。 柱間距離は梁行約160cm (約5尺)、 桁行約170cm (約5.5尺) である。 柱穴の平面形





 は円形で径約30～70cm と小さ く、 確認面からの深さ は20～45cmを測る。 出土遺物は未検出である。

 SB2 (第8図) 調査区中央部A～B-9～10グリッドで検出された。 北西隅は調査区外とな

 るが、 2×3問の掘立柱建物跡である。 梁行4m (約13尺)、 桁行約5m (約17尺) である。

 主軸方位はN- 2。一Wである。 柱間距離は梁行が約200cm (約6.7尺)、 桁行が約170cm (約5.5

 尺) 前後を測る。 柱穴の平面形は隅丸方形を呈 し、 径約45～80cm、 確認面からの深さは20～30cm

 である。 柱痕は全て検出され、 EP7は焼土を多く含む。 出土遺物はEP7の埋土上層から内外

 面ハケメ 調整の土師器甕片や赤焼土器甕片が出土した。

 SB11 (第8図) 調査区中央部D-5～6グリッ ドに位置 し、 SD23、 ST14と重複関係にある。

 当初EP1～3の柱列としたが、 SD23、 ST14の下から柱穴 (SP75～79) を検出し、 建物跡と

 判断した。 梁行4.7m (約15尺)、 桁行約7.2m (24尺) の2×3間の南北棟の建物跡で、 主軸

 方位はN-4030' 一Wを測る。 柱間距離は梁行が約230cm (約7.7尺)、 桁行が約360cm (約12

 尺) である。 柱穴の掘り方の平面形は方形を基調とし、 径約45～80cm、 確認面からの深さは20～

 45cmである。 柱痕は未検出である。 出土遺物は未検出であるる

 SB8 (第9図) 調査区南西部B-2グリッドで検出された。 梁行、 桁行とも3.4m (約11尺)

 の総柱建物跡で主軸方位はN-110 -Eである。 柱間距離は160cm (約5尺) ～180cm (6 尺)

 である。 柱穴の掘り方は平面形が小形の円形を呈し、 柱痕は検出されなかった。 覆土は黒褐色

 シルトの単層である。 出土遺物は未検出である。

 2 竪穴住居跡

 本調査区では竪穴状遺構も含め竪穴住居跡が5軒確認された。 時期は全て奈良～平安時代に

 帰属する。 以下に概述する。

 ST12 (第9図) ST7の西、 C-4～5グリッドに位置する。 上部が削平されているため北東

 部のみの検出にとどまる。 壁は緩やかに立ち上がり、 主軸方位は東辺でN-26。 一Eを測る。 床

 面はほぼ平坦で、 地山土と黒褐色シル トにより貼床がなされている。

 北東隅に炉跡及び貯蔵穴が検出された。 炉跡は平面形が楕円形で長軸約54cm、 検出面からの

 深さ約10cmを測る。 貯蔵穴は須恵器の丸底の大甕が体部最大径の肩部まで埋設されており、 掘

 り方は甕とほぼ同規模で確認面から40cm程掘り込む。 出土遺物は床面から逆位で、 底部糸切の

 赤焼土器圷、 貼床土より赤焼土器圷、 土師器甕片が出土した。

 ST14 (第10図) 調査区中央部D-6～7グリッドに位置する。 東辺は上部削平のためプラン

 は不明であるが平面形はほぼ方形をなす。 南北3.9m、 東西4.6mを測る。 主軸方位は南北軸で

 N- go -Wである。 床面は平坦で壁は緩やかに立ち上がっている。 床は灰黄褐色シル トと地山

 土とを混ぜて貼床と している。

 北東隅に炉跡が検出される。 炉跡は平面形が不整円形を呈 し、 直径48cm、 検出面からの深さ

 は約10cmを測る。 出土遺物は床面直上より赤焼土器圷 (RP2)、 貼床より赤焼土器甕片が出土

 し た。

 ST7 (第10図) 調査区中央部ST12の東に位置する。 SB 9、 SD19と重複関係にあ り、 SD19



 に切られている。 平面形は方形で南北3.9m、 東西4.4mを測り、 主軸方位はN-14。 一Wである。

 床面はほぼ平坦で、 貼床が地山土と黒褐色シルトとの混合土でなされている。 壁は緩やかに立

 ち上がり、 南壁面でテラス状の段をもつ。 EK1とした浅い掘り込みが東面ほぼ中央壁よりに

 検出されている。 炉跡等は検出されなかっ た。 出土遺物は床面直上と覆土下位より小型の赤焼
 土器甕片 (RP4・7) が出土した。

 ST13 (第11図) 調査区中央部B～C-5～6グリッ ドで検出される。 平面形は長方形を呈 し、 南

 北6m、 東西4.1mを測 り、 主軸方位はN- 5。一Wである。 断面U字形の周溝状の掘り方で、

 中央部に不整方形の地山が表出する。 覆土は黒褐色シルトで、 床面が削平された竪穴住居の掘

 り方と判断した。 北西角に西側に延びる溝跡が付属 し、 当初煙道と考えていたが、 炉跡は未検

 出である。 内部にSP33・34とした小ピッ トが検出されたが、 住居との関連は不明である。 南

 東部か らRP24・25 と した須恵器甕片が出土 した。

 SD23 (第11図) 調査区中央部B～D-6 ～7グリッドで検出された大形の周溝である。 平面

 形は小判形を呈し、 長軸 (東西) 9.3m、 短軸 (南北) 5.6mを測る。 周溝の幅O.5～1.3m、 検出

 面からの深さは24～36cmを測る。 覆土は2層に大別され、 1層は黒褐色シル トに部分的に焼土

 や炭化物を含む。 2層は地山土と黒褐色シルトの混合土で貼床状に埋め戻されている。 覆土の

 上層から底部ヘラ切、 糸切の須恵器圷、 高台付圷片や甕片が出土した5 時期的には9世紀後半
 頃と判断さ れる。

 SB11→SD23→ST13の新旧が認められ、 全体に9世紀後半以降の時期が当てられ、 本遺跡

 で最も新しい遺構群と考えられる。

 ST15 (第12図) 調査区中央B～C-12～13グリッ ドで検出された竪穴状遺構である。 西半部

 が撹乱を受けているが、 平面形は方形をなす事からSTとして登録した。 南北5.1m、 東西は残

 存部分で3.3mを測る。 主軸方位は南北軸でN-12。 一Eである。 床面は平坦で壁はほぼ垂直の

 立ち上がりを示す。 貼床は施されていない。 床面からは小ピッ トが幾つか検出されたものの柱

 穴と認定するには至らなかった。 出土遺物は床面より須恵器甕 (RP12・29) が出土した。

 3 河川跡

 SG 17 (第 12図) 調査 区北部A～E-13～15グリッ ドに位置する東西に延 びる河川 跡である。 幅

 約5.5m前後、 検出面からの深さは76～190cmを測る。 西側にかけて急激に深くな り、 平面でも

 西端で北側に強く屈曲し、 土砂が厚く堆積する。

 覆土は、 全体で3層に大別され、 2層目に砂礫の洪水層を挟み、 上層では浅い窪地状の流路
 に変遷する。

 出土遺物は本遺跡の出土土器の半分程の割合で最も出土している。 覆土2層より糸切の須恵

 器圷や高台付圷、 内黒土師器圷、 赤焼土器圷等を主に9世紀中～後半代の土器群が出土し、 覆

 土3層からは上層より古相の小形でやや身の深い9世紀前半頃の赤焼土器圷等が出土し、 他に

 古墳時代前期の土師器壷片や、 縄文時代後期末葉の瘤付土器の深鉢片が出土している。



















 V 出土した遺物

 本遺跡から出土 した遺物は整理箱にして約11箱である。 種別的には土器が中心である。 これ

 らは掘立柱建物跡や竪穴住居跡、 溝跡等の遺構からも若干出土したが、 大半が河川跡や包含層

 からの出土である。 土器は縄文土器や弥生土器、 古式土師器が散見されたが、 主体は土師器・

 須恵器・赤焼土器の奈良時代～平安時代に帰属する土器群である。 以下にこれら土器について
 概述する。

 縄文時代の土器 (第16図11)

 SG17河川跡下層より出土し、 縄文時代後期末の東北南部に顕著な 「瘤付土器」 と称される

 ものである。 平縁の口縁から胴部に至る深鉢で、 頚部がやや括れる器形である。 文様の主体文
 様は弧線連結文で、 連結部を主にボタン状の貼り瘤が施される。

 弥生時代の土器 (第17図7・8・10・11)

 遺構検出時の包含層等から大半が出土 し、 弥生時代後期の天王山式に属する土器群である。

 17-7は緩やかな波状口縁の胴部がやや膨らむ壷である。 口縁部に弧状重沈線文を施 し、 頚部
 は幅広の無文体で、 口縁部と胴部に細かいRしの地文を施す。

 17-8は平縁の壷の口縁部片で口縁部に撚糸文、 頚部に円形の交互刺突文を施す。

 17-10はやや大形で平縁の複合口縁を呈する壷か甕で、 口縁部はRL、 頚部は無文帯である。

 17-11は壷の胴部で底部から緩やかに立ち上がる器形である。 地文は非常に細く 短い原体 を用
 いたLRで、 胴部中位に沈線で区画する無文帯を廻らす。

 これら土器群は一定の割合で接合・復元できた資料が多く、 調査区周辺に本時期の遺構の存
 在が推測される。

 古墳時代の土器 (第16図10)

 SG17河川跡下層より出土し、 二重口縁の壷である。 二重口縁の貼り出し端部に棒状工具に

 よる刻みが連続して施される。 古墳時代前期の塩釜式期の所産と考えられる。

 奈良～平安時代の土器

 調査区で主体を示す奈良～平安時代の土器群は主に竪穴住居跡や河川跡から出土し、 その特
 徴を概観すれば 「土師器・須恵器の優位性、 赤焼土器の量的増加」 等が指摘できる。 主な遺構
 毎に列記する。

 SB5掘立柱建物跡出土土器 (第13図 1)

 掘立柱建物跡を構成する柱穴跡の出土で、 2/3以上復元できた土師器圷である。 土師器圷

 (13- 1) はやや丸底風平底で、 底部から口縁部にかけて内蛮して立ち上がる器形である。 ロ
 クロ未使用で、 内外面に丁寧なミガキを施し、 内面は黒色処理される。 外面のミガキは体部下

 端のヘラケズリの後に施され、 口縁部の横ナデにも一部及んでいる。 所謂 「国分寺下層式」 期
 の新相の土器であろ う。



 SB2掘立柱建物跡出土土器 (第13図2・ 3)

 建物跡を構成するEP4柱穴跡の覆土上面からは、 土師器甕、 赤焼土器甕が出土した。 土師器

 甕 (13-2) は内面に横ハケメ、 外面に縦ハケメ調整する長胴形である。 赤焼土器甕 (13一

 3) も長胴形で、 口縁部の口唇と口唇下端をやや肥厚させ、 内外面はロクロ痕にナデ調整を施

 している。

 SB6掘立柱建物跡出土土器 (第13図4)

 建物跡のEP4柱穴跡からの出土で、 図化できたものは須恵器圷の底部片である。 ヘラ切で、 底

 径が広く緩やかな立ち上がりを示す。 8世紀後葉から9世紀前葉頃のものであろう。

 ST7竪穴住居跡出土土器 (第13図 5)

 竪穴住居跡の覆土下位からの出土で、 小形の赤焼土器甕である。 口縁部は口唇部を弱くつま

 み上げ、 下端はほとんど膨らまない形態である。

 ST14竪穴住居跡出土土器 (第13図6～8)

 床面直上や覆土からの出土で、 図化した資料は赤焼土器圷・甕である。 13-6の圷はロクロ

 痕が明瞭で、 底部は欠損するが傾き等から小径と考えられる。

 13-7は小型の甕で、 口縁部をほぼ垂直でやや長めに立ち上げるが、 下端の膨らみはほとん

 ど認められない。 12-8は長胴甕の口縁部である。 土器形態や組成から9世紀後半代が推測さ

 れ る。

 ST15竪穴状遺構出土土器 (第13図9・10)

 遺構の床面から出土したのは須恵器甕類である。 外面は平行のタタキ、 内面は無文のアテで

 ある。 13-9は甕の口縁部の下位に幅広の沈線を施す。

 ST12竪穴住居跡出土土器 (第14図1～4)

 竪穴住居跡の床面や貼床土からの出土で、 図化できたのは赤焼土器圷・須恵器甕・土師器甕

 である。 床面からは赤焼土器圷 (14-1) が出土し、 底径が小さく口縁部がやや外反する器高

 の低い形態であ る。

 炉跡近くに埋設されたやや大型の須恵器甕 (14- 4) は丸底で体部上半に最大径をもつ器形

 である。 器高は口縁部を欠損するが、 残存部で44cm前後を測り、 最大径で43cmを測る。 頚部は

 無文で、 体部は外面が平行のタタキ、 内面は同心円のアテである。

 貼床土からは赤焼土器圷 (14-2)、 外面ハケメ調整の土師器甕 (14- 3) 片が出土した。

 土器形態から9世紀後半代の時期が推定される。

 ST13竪穴住居跡出土土器 (第15図1～ 3)

 須恵器の甕片が若干出土し、 15-2は体部上半に幅広の二条の平行沈線が施される。

 SD23周溝状遺構出土土器 (第15図4～8)

 須恵器の圷・高台付圷片が覆土上層から散発的に出土 し、 ヘラ切り形態の古手の形態も確認

 されたが、 主体は糸切の底径が小さい一群 (15-4) である。

 出土状況や全て破片資料である事から流れ込みと推測され、 最も新しい形態からは少なくと

 も9世紀後半以降の時期 と判 断される。



 SK32土坑跡出土土器 (第15図10)

 土坑覆土中から須恵器の圷片が出土した。 底径が9.7cm前後を測る大きめであるが、 切り離し

 は回転糸切である。 形態は所謂ヘラ切りの 「逆台形」 を呈すると推測され、 概ね8世紀後半代

 の所産 と考えられる。

 SK64土坑跡出土土器 (第15図11・12)

 土師器圷と赤焼土器高台付圷が覆土中より破片で出土した。 土師器圷 (15-11) は、 ロクロ

 未使用の内面黒色処理された平底で、 底径等から身の浅い圷形態と考えられる。 内面体部が横

 ミガキ、 下部が放射状のミガキで、 外面は底部付近をケズリ調整を施す。 国分寺下層式期の新

 相 と推測さ れる。

 赤焼土器高台付圷 (15-12) は、 やや長い高台と口径が15cm前後を測 り、 器高が高い法量

 の大きい形態で、 明らかに土師器圷とは時期を異に し、 9世紀後半代が比定されよう。

 SG17河川跡出土土器 (第16図)

 河川跡は覆土が3層に大別され、 2、 3層を中心に油脂箱で8箱ほどが出土した。 破片が多

 いが図化できた資料は須恵器、 赤焼土器、 土師器等の圷類である。

 2層出土の須恵器圷類 (16-1～ 3) は底径が5～6cm大の底径が小さい糸切形態が主体を

 占め、 一部古相の須恵器高台付圷 (16-5) も混入するが、 9世紀中～後半が比定される。

 3層 出土土器は16-9のやや小型で身の深 い赤焼土器圷や、 16-8 の高台 を短く 引き 出す内

 面黒色処理の土師器高台付圷などに代表されるよう に、 総じて上層より古い様相が看取される。

 9世紀前～中葉代の所産であろ う。

 他に古墳時代前期の二重口縁下端に刻目を施す古式土師器壷や縄文時代後期末の所謂瘤付土

 器の深鉢片が出土 している。

 遺構外出土土器 (第17図)

 17-2・3は面整理時の出土であるが、 検出グリッ ドからSG17の最上層の土器群と推測さ

 れ、 底径が小さく、 器高がやや高い形態の須恵器圷である。 9世紀後半頃の所産と考えられ、

 SG17も概ね本時期には埋没 していたもの と推測される。

 17-4は国分寺下層式期の新相で、 ロクロ未使用の土師器圷で丸底風の平底を呈する。 外面

 体部下半をケズリ、 口縁部を横ナデで整え、 内面は丁寧なミガキを施し、 黒色処理される。

 同様な時期の須恵器圷類としては、 底径が大きく 逆台形をを呈する 17-1等があてられよ う。

 17-5は、 やや底径が大きく器高の低い浅身の赤焼土器圷で、 やや内湾気味に立ち上がり、 口

 縁部下端で強く横ナデする事により段を有する。 内面に丹塗りを施 し、 形態的にも一般的な赤

 焼土器圷類とは異なるタイ プと判断され、 9世紀前半頃のものと考えられる。

 他に、 図版12-1は土師器の小～中形の甕で、 外面体部にハケメを施す。 口縁部はやや長く

 口端部で強く外反し、 横ナデにより体部との境に明瞭な段を有する。 一般的な 「く」 の字口縁

 の甕類とは様相を異に し、 やや古相 と考えられる。













             表1 一ノ坪遺跡出土遺物観察表

             計 測 値(㎜)調整技法

             挿図番号遺物番号種別器種口径底径器高底部切離 調整外面内面遺構番号登録番号備考
             1土師器圷1567474ケズリ ・ミガキ ・ナデミガキSB5-EP14内面黒色

             2土師器甕(64)ハケメ・ナデハケメSB2 - EP7

             3赤焼土器甕(136)ロクロ・ナデロクロ・ナデSB2 - EP7

             4須恵器圷(80)(8)ヘラ切りロクロロクロSB6- EP4

             5赤焼土器甕(140)(78)ロクロ・ナデナデST7RP3・4・7             第  13  図6赤焼土器圷(128)(32)ロクロロクロST14             7赤焼土器甕(139)(86)ロクロロクロ・ナデST14内面に炭化物

             8赤焼土器甕(28)ロクロロクロST14貼床

             9須恵器甕(54)ロクロ・タタキロクロST15RP29

             10須恵器甕(2 64)(140)ロクロ・タタキロクロ・アテST15RP12

             1赤焼土器杯(130)5051回転糸切りロクロロクロST12RP6

             2赤焼土器圷(56)(34)回転糸切りロクロロクロST12RP39             第14図3土師器甕(58)ハケメナデST12RP39炭化物
             4須恵器甕(430)ロクロ・タタキロクロ・アテST12RP5

             1須恵器甕(36)ロクロ・ 櫛描波状文ロクロST13

             2須恵器壺(38)ロクロロクロST13

             3須恵器甕(68)タタキアテST13RP26

             4須恵器圷(50)(14)回転糸切りロクロロクロSD23

             5須恵器高台付圷(80)(18)回転糸切りロクロロクロSD23

             6須恵器高台付圷(90)(18)ヘラ切りロクロロクロSD23RP50

             第  15  図7須恵器甕(36)タタキアテSD23             8須恵器高台付圷(78)(22)ヘラ切りロクロロクロSD23RP47

             9土師器甕(58)ハケメハケメSP29

             10須恵器圷(97)(1 2)回転糸切りロクロロクロSK32

             11土師器」不(75)(14)ケズリミガキSK64内面黒色

             12赤焼土器高台付圷(154)(72)(58)回転糸切りロクロロクロSK64RP31

             13須恵器甕(165)(114)ロクロロクロSP65RP32

             1須恵器圷64(24)回転糸切りロクロロクロSG17-F2RP19

             2須恵器圷(140)5041.5回転糸切りロクロロクロSG17RP11

             3須恵器圷(128)5445回転糸切りロクロロクロSG17-F2RP14粗砂混

             4須恵器高台付圷(66)(38)回転糸切りロクロロクロSG17 -F2RP16内面付着物有り
             5須恵器高台付圷(88)(30)ヘラ切りロクロロクロSG17 - F2RP17

             第  16  図6赤焼土器圷59(42)回転糸切りロクロロクロSG17-F2RP35             7須恵器高台付圷(132)6848回転糸切りロクロロクロSG17-F3RP23

             8土師器圷(130)5859回転糸切りロクロミガキSG17-F3RP22内面黒色、

             9赤焼土器圷(108)(56)45回転糸切りロクロロクロSG17-F3RP34

             10土師器壺(255)(62)ハケメSG17 -F3RP36古式土師器

             11縄文土器深鉢(1 94)SG17-F3RP33後期瘤付
             1須恵器圷1418632ヘラ切りロクロロクロC- 14RP1

             2須恵器圷(1 32)(57)(43)回転糸切りロクロロクロC- 14

             3須恵器圷(137)5042回転糸切りロクロロクロD-15

             4土師器圷(122)(46)(43)ナデ・ケズリミガキC-6一内面黒色

             5赤焼土器圷(129)(72)42回転糸切りロクロ・ナデロクロC- 14丹塗り旧縁沈線有り             第  17  図6須恵器壺(106)(73)ロクロロクロB- 13             7弥生土器壺(160)(149)弧状沈線+無文帯ナデA-8地文RL

             8弥生土器壺(32)交互刺突+撚糸文ナデSX4撚系文R
             9須恵器壺(102)(102)ロクロロクロA- 14

             10弥生土器甕(260)(96)ミガキC- 10地文RL

             11弥生土器鉢54(60)体部無文帯+LRナデSX70地文LR

             1土師器甕(40)ハケメ ・ナデナデC- 14図版12-1

             2須恵器圷糸切りロクロロクロST7図版12-2             参考資料3須恵器壺(50)ロクロロクロSX24図版12-3
             4土師器圷(27)ケズリ ・ナデミガキSB5EP14図版12-4



 VI まとめ

 調査では奈良～平安時代の掘立柱建物跡、 竪穴住居跡、 溝跡、 小ピット群、 河川跡等を検出

 した。 遺構分布からは遺跡の全体が調査区の東西に広がる様相を示している。 遺物は、 竪穴住

 居跡からまとまった土器類が出土したものの、 多くは散発的で、 大半が河川跡や包含層からの

 出土であっ た。 以下 に遺構と遺物につ いて整理 してまとめ る。

 本遺跡で出土したもつ とも古い遺物としては、 縄文時代後期末葉の瘤付土器が1点あげられ

 る。 次に弥生時代後期末葉の天王山式期の土器群が散見され、 古墳時代前期の古式土師器が僅

 かに確認される。 これらは確実に遺構に伴うものではなく、 同時期の周辺遺跡からの流れ込み

 等が考えられる。

 本遺跡で主体を占める奈良～平安時代では掘立柱建物跡や竪穴住居跡を中心とした遺構が検

 出された。 この中で掘立柱建物跡は出土遺物等から概ね古い時期に属すると判断され、 重複関

 係か ら、 更に時間差が認められる。 具体的には建物跡の主軸方向が磁北からやや西に傾く一群

 (SB2・5・6・9・11) と、 主軸方向がほぼ磁北を示す一群 (SB3・10) とに大別される。

 概して前者は柱穴跡の掘り方の平面形が、 方形でやや大形を示し、 後者は平面形が円形を主と

 し、 小型化する傾向が窺え、 出土遺物や竪穴住居と類似する覆土等から後者がより後出するも

 のと判断される。 具体的には建物跡の位置や規模が同じSB5→SB10 (3 ×4問) ・SB3→SB

 6 (2×3間) の立て替え等が例としてあげられる。 年代的には出土遺物は少ないが8世紀後

 半～9世紀前半代と考えられる。

 竪穴住居跡は床面等の出土遺物や建物跡との新旧関係から全体に新しい様相が窺える。 重複関係

 でもSB11→ST 14・ SB9→ST7等が確認さ れ、 年代的には9世紀後半代を中心 とするようであ る。

 さて、 調査区中央に楕円形のSD23とした周溝跡がある。 周溝内部に柱穴跡等もない事から

 建物跡に関わるものなのか判然としないが、 周溝下層の貼床状の意図的な埋土から特異な遺構

 である事が窺える。 SD23を切るST13は他の竪穴住居跡より大形で、 方形の周溝状の掘り方が

 特徴的であり、 重複関係等から調査区の中で最も新しい遺構である事が推測される。

 これら遺構配置や変遷を概括すれば、 「当初、 主軸を同じくする建物跡が数棟単位で立ち並

 ぶが、 その後、 竪穴住居跡等に推移する。 集落の最終段階には大形のSD23周溝跡やST13竪穴

 住居跡が散発的に存在する」 集落構成の変遷が窺える。

 一方、 遺物相では掘立柱建物跡等から出土する国分寺下層式期新相の土師器圷類が散見され

 るが、 竪穴住居跡や河川跡から量的にまとまって出土 し、 主体となる底径が小さい回転糸切の

 須恵器・赤焼土器の圷類は、 建物跡群とは明らかに時期を異にしている。 これらを基に奈良～

 平安時代の主だった遺構の変遷と年代観は、 1期:SB2・5・6・11 (8 世紀後葉～9世紀

 初頭)、 ■期:SB3・9・10 (9世紀前半)、 皿期:ST7・12・14・SB8 (9世紀後半)、 IV

 期:SD23・ST13 (9 世紀後半以降) に比定されよう。

 本遺跡は上記のように少なく とも縄文時代後期末葉には立谷川の自然堤防が整い、 集落が断

 続的に営まれ、 奈良～平安時代に本格的な集落が形成されると推測される。



 V皿 梅ノ木遺跡の概観

 1 調査区と層序

 今回の梅ノ木遺跡の調査区は遺跡の全体から見れば、 南北に伸びる遺跡

 範囲のほぼ中央に当たっている。 調査区の中央部には河床礫と推定される

 砂礫層が2条横断 し、 地山を形成する。 平成8年度に実施された試掘調査や

 周辺の地形等 も含めて立地環境を概観する と、 遺構の構築される安定した自

 然堤防 (シル ト層) が旧立谷川や支流に沿って併走していると理解さ れ、 本

 遺跡の範囲は概ねこのシル ト層を主に広がる自然堤防の範囲と判 断される。

 基本層序は1層が暗褐色砂質シル トの耕作土、 II 層が明褐色砂質シル ト、

 質シル ト、 IV層が黄褐色細砂質シルトである。

 皿層下部から遺物の包蔵が認められ、 遺構の検出面はIV層直上面であった。 IV層の一部は河

 床礫層で、 中央北側で平安時代前半のST16・17が、 中央南側で古墳時代中～後期頃のSU27等

 が構築されて いる事から形成期 もそれ以前の年代が当て られ る。

 調査区中央部～南半にかけては県教育委員会の分布調査でも指摘されるように土取り によ

 り地山がかなり削平されている。 しかし、 調査区南端では倉庫群や掘立柱建物跡、 土坑等が

 確認されてお り、 それらの結果を考慮すると中央部～南半部は元来、 遺構等が希薄であるこ

 とも考え られる。

 2 遺構と遺物の分布

 調査で検出さ れた主な遺構は奈良～平安時代の竪穴住居跡13軒、 掘立柱建物跡1 1棟を主に溝跡、

 ピット群等である。 他に古墳時代の円墳3基、 縄文時代の埋設土器遺構が6基等確認された。

 縄文時代の埋設土器遺構は調査区南端西側に集中して分布 し、 概ね粗製土器を主とする。 周

 囲の包含層等から晩期後葉の工字文系の土器片が出土 し、 同様の時期 と考えられる。

 古墳時代は調査区中央部に大小の円墳3基が近接して検出され、 古墳時代の遺物が出土する

 土坑や落ち込み状遺構もその周辺に限定さ れ、 調査 区外 に広がる様相 を示す。

 本遺跡の特記される奈良時代前半は、 調査区北端と中央部に単発的に大型の竪穴住居跡が確

 認され、 散発的な様相が窺え、 前代の円墳を外して構築している事も考えられる。

 奈良時代後半～平安時代前半の9世紀 前半までは調査区南半を主に掘立柱建物跡や倉庫群、

 土坑等が検出されるが、 調査区全体を通じてみれば不明瞭である。 SU27の円墳墳丘部にある

 SU56は奈良時代後半と考えられる墓坑で、 円墳の構築とは時期を異にし、 本時期の円墳周辺

 の土地利用の一端が窺える。 9世紀後半に至 り、 竪穴住居群や土坑跡が調査区全体に展開する。

 出土遺物では土器が大半であり、 竪穴住居跡や土坑等の遺構からの出土が主で、 包含層出土

 土器の傾向は北半部に集中し、 竪穴住居減等の分布との相関が強いと理解される。 他に弥生土

 器片がわずかだが出土しており、 本遺跡が縄文時代晩期後葉から弥生、 古墳、 奈良～平安時代

 に渡り、 断続的に利用されていた事が窺える。



 、皿 検出された遺構

 1 掘立柱建物跡

 掘立柱建物跡として確認できたものは大半が奈良～平安時代と考えられる11棟である。 この

 他にも多くの小ピッ トを検出したが、 積極的に建物跡とするまでには至らなかっ た。 以下に各

 建物跡について概述する。

 SB110 (第26図) A～B-9グリッ ドに位置し、 SB111・112・120とほぼ等間隔で4棟が並

 列する。 梁行4.Om (約13.5尺)、 桁行4.2m (14尺) の2×2間の総柱の建物跡である。 方位は

 N- 30-Eである。 柱間距離は梁行約200cm (約7尺)、 桁行約210cm (7尺) を測る。 柱穴の

 平面形は隅丸方形を呈し、 径約30～90cm、 確認面からの深さ6～26cmである。 全ての柱穴か

 ら柱痕跡が確認され、 規模は約12～20cmである。

 SB111 (第26図) B～C-9～10グリッドに位置する。 梁行3.8m (約13尺)、 桁行4.1m (約

 14尺) の2×2問の総柱の建物跡である。 主軸方位はN- 4。 一Eである。 柱間距離は梁行190cm

 (約6尺)、 桁行207cm (約7尺) を測る。 柱穴の平面形は隅丸方形で、 径68～94cm、 確認面か

 らの深さは16～40cmである。 土層断面等からEP7・8は建て替えが行われ、 EP3・7・8よ

 り国分寺下層式の土師器片や赤焼土器甕片が出土する。 断面から確認された柱痕跡は約20cm前

 後を測る。

 SB112 (第26図) C～D-9～10グリッドに位置する。 梁行約3.2m (約11尺)、 桁行3.9m

 (約13尺) の2×2間の総柱の建物跡である。 方位はN-3。一Eである。 柱間距離は梁行約

 160cm (約5.5尺)、 桁行約190cm (約6.5尺) を測る。 柱穴の平面形は隅丸方形で、 径36～90cm、

 確認面からの深さは6～36cmである。 断面から確認された柱痕跡は18cm前後を測る。 EP3・

 5・9で柱の沈下を防ぐ根固石が配置される。

 SB120 (第26図) 調査区東端で検出された。 東側が調査区外となり全体の規模は不明である

 ものの、 主軸方向は、 N- 2。 一EとほぼSB110～112と主軸を同じく し、 同様の建物跡と推定

 される。 規模は南北の現存長で3.4m (約11尺) を測る。 柱穴の平面形は隅丸方形で、 径約65cm

 である。 断面から確認された柱痕跡は10cm前後である。

 SB118 (第25図) B～C-7～8グリッ ドで検出された。 SB119と重複関係にあ り、 SB119

 を切られる。 また暗渠に柱穴の一部を切られている。 梁行5.2m (約17尺)、 桁行6.5m (約22

 尺) の2×3間の南北棟の建物跡で主軸方位はN-3。一Eである。 柱間距離は梁行260cm (約

 8.5尺)、 桁行約217cm (約7尺) を測る。 柱穴の掘り方は平面形が隅丸方形を呈 し、 径60～100、

 確認面からの深さは8～20cmである。 柱穴の大半から柱痕跡が確認された。

 SB119 (第25図) A～B-7～8グリッドで検出された。 SB118を切り、 西半は調査区外と

 なり全体の規模は不明である。 南北約4.7m (約16尺)、 東西約1.9m (約6.5尺) の2×1間以

 上の建物跡で主軸方位はN- 30 -Eを測る。 柱間距離が南北が北から226cm (約7.5尺)、 244cm

 (約8尺)、 東西が194cm (約6.5尺) である。 柱穴の平面形は隅丸方形を呈し、 径68～100cm、

 深さ5～25cmを測る。 大半で柱痕跡が確認された。





 SB121 (第27図) D-7グリッドに位置する。 SB122と重複する。 梁行2.Om (約7尺)、 桁

 行5.Om (約17尺) の1×2問のやや不整形な東西棟の建物跡である。 主軸方位はN-11。30〆 一

 Eである。 柱間距離は梁行約204cm (約7尺)、 桁行が東から228cm (約7.6尺)、 272cm (約9

 尺) である。 柱穴の平面形は円形や不整円形で、 径約30～60cm、 確認面からの深さは約4～30cm

 を測る。 柱痕跡が大半で確認された。

 SB122 (第27図) D～E-6～7グリッドで検出された。 2×3間のやや不整形な南北棟の建物

 跡である。 梁行が北面約3.5m (11.5尺)、 南面約4m (約13尺)、 桁行約6.9m (約23尺) を測る。

 主軸方位は西辺でN-12。 一Eである。 柱間距離は南面の梁行が東から244cm (約8尺)、 172cm (約

 5.5尺)、 桁行が230cm (約7.5尺) 前後を測る。 柱穴の平面形は円形及び楕円形を呈し、 径約45～

 80cm、 確認面からの深さは5～30cmである。 ほぼ全ての柱穴で柱痕跡が確認され、 15cm前後を測る。

 SB183 (第28図) 調査区東端E-28～29グリッ ドで検出された。 当初4基のSP群として登録

 したが、 規模や等間尺等からSB183として再登録した。 SDε4を切 り、 東半は調査区外となる

 ため全体の規模は不明である。 南北6.5m (約22尺)、 方位は南北軸でN-130 -Eを測る。 柱間

 距離は梁行が約217cm (約7尺) である。 柱穴の掘り方の平面形は円形や楕円形を呈 し、 径90～

 130cm、 確認面からの深さ45～60cmである。 EP83・97で柱痕跡が検出され、 20～30cmを測る。

 SB94 (第28図) B～C-18～19グリッ ドで検出された。 SD34、 SD32の交差点にある1×1

 間の建物跡である。 梁行約2.8m (約9尺)、 桁行約3.2m (約11尺) を測る。 主軸方位はN一

 460 -Eである。 柱穴の平面形は円形または楕円形を呈する。 柱穴の径は約40～60cm、 確認面

 からの深さ約20～40cmを測る。 全ての柱穴で柱痕跡が確認された。

 SB184 (第24図) 調査区東端B-25～26グリッドに位置する。 当初SP群として登録したが、 規

 模や間尺等か ら判断し、 SB184として再登録した。 ST19を切る。 東側が調査区外に延び、 2×3

 間以上を測り、 主軸3位はN-450 -Eを測る。 現存長で東西約2.4m以上、 南北5.2m以上を測る。

 柱間距離は東西244cm (約8尺)、 南北260cm (約8.5尺) である。 柱穴の平面形は円形で径45～

 76cm、 確認面からの深さは約40～50cmを測る。 断面から確認された大半の柱痕跡は20cm前後である。

 2 竪穴住居跡

 本調査区では竪穴住居跡が13軒確認された。 時期は全て奈良～平安時代に帰属する。 以下に

 概述す る。

 ST5 (第20図) B～C-35～36グリッ ドに位置する。 平面形は方形で南北約5.2m、 東西約5.5m

 を測る。 方位は南北軸でN-180 -Eを測る。 床面は平坦で貼床がなされており、 壁はほぼ垂直

 に立ち上がる。 確認面か ら床面までの深さは約10c皿である。 周溝は北壁西側を除きほぼ全周す

 る。 幅10～25cm、 床面からの深さは約10cmを測る。 主柱穴は4基 (EP3・4・5・6) と判

 断され、 平面形は直径約30～40cmの円形で、 床面からの深さは15cm前後を測る。 他にも小ピッ

 トが確認され、 支柱穴等と推測される。

 北壁中央にカマ ドが設置されている。 煙道部は短い張り出し状を呈 し、 燃焼部は全長約80cm、

 幅約70cm、 焼土の広がりは径34～38cmである。



 カマド周辺の壁際を中心に国分寺下層式期の土師器有段圷や鉢、 高坏、 甕類が出土し、 須恵

 器 の高台付圷も出土 した。

 ST21 (第20図) C～D-26～27グリッドに位置する。 南西隅をSD5に切られている。 平面

 形は方形をなし、 南北5.1m、 東西4.8mを測る。 主軸方位は南北軸でN-19。 一Eである。 床面

 は平坦で壁は緩やかに立ち上がっている。

 床は貼床がなされてお り、 確認面か ら床面までの深さは5cm前後である。 周溝はカマ ド部分、

 北東部分を除き検出された。 幅15cm前後、 床面からの深さは5cmである。

 主柱穴は4基 (EP1・2・3・6) 検出され、 平面形は直径約40cmの円形で、 床面からの

 深さ は35～40cmを測る。

 北壁中央やや東よりにカマドが設置される。 煙道部は短い張り出し状を呈し、 燃焼部は全長

 約140cm、 幅約100cmを測 り、 カマ ドの袖は地山土によっ て構築される。 焼土の広がりは径37～

 45cmであ り、 よく焼けている。 焚口部の前庭に焼土と炭の広がりも検出された。 また、 周溝に

 沿っ て幾つかの小ピッ トが検出されてお り、 支柱穴の可能性も考えられる。

 出土遺物はカマド周辺からST5同様の有段土師器圷や、 甕、 甑等が出土し、 須恵器高台付圷

 も出土 した。

 ST24 (第21図) C～D-24～25グリッ ド、 ST25の北に位置する。 ST25を切 り、 SD34に切

 られる。 南半部に暗渠による撹乱を受け、 南東辺のプランは不明確である。 平面形は不整方形

 で南北42m、 東西4.4mを測り、 主軸方位は南北軸でN-19。 一Eである。

 床面はほぼ平坦で、 貼床がなされている。 壁は緩やかに立ち上がり、 柱穴や周溝等は判然としない。

 西壁中央やや北よりにカマドが設置されている。 カマ ドは上部削平を受けてお り、 遺存状況

 はあまりよくない。 カマ ドの袖部は地山造り出しである。 焼土は径約20cmの広がりで検出され

 た。 カマ ドの北隣に貯蔵穴が確認され、 径約50cmの円形で床面からの深さは約20cmで、 底面か

 ら小形の土師器甕が出土した。 覆土を主に国分寺下層期の土師器圷や甕類が出土した。

 ST25 (第21図) B～C-24～25グリッドに位置する。 ST24の南西に位置 し、 暗渠による撹乱及

 び上部削平 を受 けている。 平面形 は方形で、 南北3.8m前後、 東 西4.3mを測る。 主軸方位は西辺で

 N- 3030' 一Eを測る。 床面はほぼ平坦で貼床がなされている。 壁はほぼ垂直に立ち上がる。 EP

 1・2が柱穴と考えられるが、 他は未検出である。 カマ ドは撹乱が著しく未検出だが、 床面北寄り

 の中央部に炉跡と考えられる径約50cmの焼土の広がりが検出された。 出土遺物は未検出である。

 ST6 (第23図) 調査区西端D-34～35グリッ ドに位置する。 重複するSK7から切られる。

 西側が調査区外となり、 全体の規模は不明である。 平面形は方形で南北約4.3m、 東西現存長で

 2.7mを測る。 主軸方位は南北軸でN-150 -Eである。 床面は平坦で部分的に貼床がなされて

 いる。 カマド等は未検出だが、 南壁に焼土粒を含む。 北側の調査区床面直上から土師器や須恵

 器の高台付圷片が出土 した。

 ST 8a (第23図) C～D-34グリッドに位置し、 ST8bを切り、 SK7、 ST9に切られる。 平

 面形は不整方形をな し、 南北4.3m、 東西4.8mを測る。 テラス状の中に、 長軸3m程の方形を

 主体とする掘り込みを有する。 主軸方位は南北軸でN-13。 一Eである。 床面はほぼ平坦で貼床



 がなされている。 壁面はほぼ垂直に立ち上がる。 カマドが南東隅の東側に設置される。 煙道部

 は短く凸状を呈する。 燃焼部は全長65cm、 幅約90cmを測り、 焼土が径48～55cmの範囲に検出

 された。 床面には幾つかの柱穴が検出されたものの、 明らかな主柱穴と判断するには至らな

 かった。 出土遺物は床面から鉄鎌、 覆土中から須恵器蓋、 土師器圷が出土した。

 ST 8b (第23図) ST8aの西隣、 ST9の南に位置する。 ST8a、 ST9に切られているため全

 体の規模は不明である。 平面形は方形をなすと思われ、 現存長で南北約2.5m以上、 東西3.2m

 以上を測る。 主軸方位は南辺でN-15。 一Eである。 床面はほぼ平坦で貼床がなされている。 壁

 面は緩やかに立ち上がる。 カマド、 遺物等は未検出である。

 ST9 (第23図) C～D-34～35グリッドに位置する。 ST8a、 ST8bを切り、 SK32に切ら

 れる。 竪穴住居群では最も新しい。 平面形は方形をなし、 南北4.6m、 東西約4.2mを測る。 主

 軸方位は南北軸でN- 7◎ 一Eである。 床面はほぼ平坦で貼床を施 し、 確認面から床までの深さは約

 15cmを測る。 壁は緩やかに立ち上がる。 小ピットは確認されたが、 主柱穴等は、 判然としない。

 カマ ドは南東隅の南側に設置されている。 煙道部は全長74cmを測り、 南から北へ緩く傾斜し

 ている。 燃焼部は全長55cm、 幅約110cm、 焼土は28×40cmの範囲に検出された。 カマ ドの西隣

 に貯蔵穴 (EK 1) が検出された。 EK1は径約60cmの円形で床面からの深さは約30cmで、 覆土

 中からRP36・75・76・103・118が出土した。 カマ ド周辺からも土師器、 須恵器、 赤焼土器

 の供膳具を主として 出土 した。

 ST11 (第23図) B-32グリッ ド、 ST8a及びST8bの南東に位置する。 SK10、 SD29に切ら

 れる。 上部削平により西側のプランは不明確であるものの、 平面形は方形をなすと考えられ、 南

 北3.4m、 東西約4.5mを測る。 主軸方位は南北軸でN-170 -Eである。 床面はやや凹凸があ り、 部

 分的に貼床が施されている。 壁面は緩やかに立ち上がる。

 床面から幾つかの柱穴が検出されたが、 主柱穴と判断するには至らなかった。 西壁中央径

 20cm程の円形の焼土と北側にカマ ド袖の一部 と考えられる粘土の広がりを検出した。 出土遺物

 は少量で土師器、 須恵器、 赤焼土器の圷類である。

 ST16 (第22図) C-30グリッ ド、 ST17の北東に位置する。 重複するSD15に切られる。

 平面形は不整方形をなし、 南北、 東西とも4.Omを測る。 主軸方位は南北軸でN-19。 一Eで

 ある。 床面はやや凹凸があり、 壁は緩やかな立ち上がりを示す。 床は浅い貼床がなされている。

 南西隅に径25cm前後の炉跡が検出された。 床面にピット等は検出されなかった。

 出土遺物は床面直上で、 須恵器の供膳具を中心し、 土師器の鉢や甕類が出土した。

 ST17 (第22図) B-29グリッ ド、 ST16の南西に位置する。 北東部に撹乱を受ける。

 平面形は方形で南北3.3m、 東西2.9mを測る。 主軸方位は南北軸でN-20。 一Eである。 床面

 はほぼ平坦で壁は緩やかに立ち上がる。 床は部分的に貼床がなされている。

 南西隅にカマドが設置されている。 煙道部は小ピットに切られ、 未検出である。 燃焼部は全

 長約60cm、 幅約90cmを測 り、 径約30cmの焼土面が広がっている。 また床面中央にも径50cm程

 の焼土 の広 がり が一部検 出さ れた。

 遺物はカマ ドと床面中央部から須恵器の蓋土師器や赤焼土器甕が出土 した。



 ST4 (第24図) 調査区西端で検出された。 東側は調査区外となり、 全体の規模は不明である

 ものの平面形は方形で、 南北2.4m、 東西が現存長で1.7mを測る。 主軸方位は南北軸でN-180 -E

 である。 床面はほぼ平坦で、 貼床がなされており、 床は堅くしまっている。 壁はほぼ垂直に立

 ち上がる。 小ピットが南壁で検出された。 南壁東寄りにカマドが設置される。 煙道部は全長約

 90cmを測り南から北へ緩く傾斜している。 燃焼部は全長約70cm、 幅約80cmを測る。 焚口部は

 径20cm大の河原石で囲み、 構築している。 カマ ドからは2点の圷が逆位に配置して出土した。

 出土遺物はカマ ドや覆土を中心に埋没中に廃棄された赤焼土器の圷類が多く 出土 した。

 ST19 (第24図) B～C-26～27グリッドに位置する。 SB184、 SD38に切られる。 平面形が

 方 形を呈する南北約4.3m、東西約3.9mを測る竪穴状遺構である。主軸方位は南北軸

 でN- 5030〆 一Wである。 床面はほぼ平坦で貼床はされていない。 壁は緩やかに立ち上がる。

 主柱穴は明瞭でないが、 配置、 床面か らの深さな どか らEP 2、 4～6等が推測された。 径45～

 85cm、 床面からの深さ20～40cmである。 カマ ド、 遺物等は未検出である。

 3 土坑跡

 土坑は大小を含めて数10基が確認された。 分布は調査区の南半を中心に検出され、 概ね掘立

 柱建物跡等の周辺に集中して分布し重複するものもある。 以下に主な土坑について概述する。

 SK88 (第31図) A-8グリッドに位置し、 SK86・87に近接する。 当初、 単独の遺構と考え

 ていたが、 土層断面等から新旧の土坑が重複している事が判断され、 その段階で土坑を分割し

 て北側をSK88古・南側を新 と登録 した。

 SK88古とした土坑は平面形が直径1.3m前後を測る不整円形で、 床面は平坦、 壁は急斜で確

 認面からの深さは20cmを測る。 覆土は黒褐色シルトに地山土を縞状に含む。

 SK88古を切るSK88新は平面形が不整形な長方形を呈し、 長軸2.3m、 短軸1.3mを測り、 南

 東角にテラス状の段が付く。 床面はほぼ平坦で、 壁はほぼ垂直で、 確認面からの深さは25～30cm

 を測る。 覆土はSK88古と類似するが、 炭化物を多く含む。

 両者とも最下層に自然堆積の砂を多く含み、 その上層から土師器の多様な形態の高坏や甕、
 甑が出土した。

 SK2 (第31図) A-7グリッドに位置する。 SK86・87・88に南接し、 一部調査区外に伸び

 る。 平面形は直径2m前後を測る不整円形である。 床面は平坦で、 壁は急斜し、 確認面からの

 深さは12cmほどを測る。 覆土は黒褐色シル トの単層で多量の土器や炭化物を含み、 赤焼土器の

 墨書土器を含む圷類を主 とした土器群が20点以上登録された。

 SK86・87 (第31図) A-8グリッドに位置し、 SK88に西接する。 規模が大きく土器がまと

 まって出土 したSK86をSK87土坑が切る。 SK86は平面形が直径1.5m前後の不整円形を呈 し、

 床面はほぼ平坦で、 壁はほぼ垂直に立ち上がり、 確認面からの深さは約40cmを測る。 覆土は黒
 褐色シルトで、 遺物は須恵器や赤焼土器の圷類を主に、 1層と2層の境目から出土した。

 SK87は直径1m程の楕円形の浅い土坑で、 確認面からの深さは8cmを測る。 覆土は灰黄褐

 色シルト単層である。 赤焼土器片等が出土した。



 4 落ち込み遺構

 平面形が不整で確認面からの深さが比較的浅いものを落ち込み (SX) と判断して登録した。 本

 遺跡では調査区中央部で検出された南北に延 びる溝状の落ち込み遺構SX26等 が相当する。

 SX26落ち込み遺構 (第32図) E-22～24グリッドで確認された。 溝状の落ち込みが北東方

 向に、 長軸12m以上、 幅2～3mで、 やや弧状に走行しながら調査区外に延び、 主に自然堆

 積と推定される黒褐色 シル トの覆土中から古墳時代前期や奈良～平安時代の時間幅のある遺

 物が出土した。

 当初、 溝跡として登録したが、 不定形なプラ ンや確認面からの深さが数cm～20cmと非常に浅

 い事、 周辺の地山の状況から溝状の落ち込みと判断した。 成因的には微高地が部分的に侵食さ

 れてできた凹部や傾斜変換線域の低地等が考えられ、 SX26落ち込み遺構を境に東側が旧河床

 礫層、 西側が砂～シル ト層の地山に変化する事が証左となろう。 また、 床面からは落ち込み遺

 構形成以前の小ピッ ト群やSX180・181等の撹乱が検 出された。

 5 円墳 (円墳出土の土器)

 調査区中央部か ら大小の円形の周溝が3基検出された。 出土遺物や円墳1基には周溝内部に主体

 部が残存する事等か ら、 墳丘は全て削平を受けているが、 古墳時代の円墳に伴う周溝 と判断された。

 今調査では、 最大規模のSU27円墳跡 と、 近接 して確認された大小のSU30・31円墳跡が確認

 され、 以下に各円墳毎に概述し、 円墳出土の土器についても層序との関連から併せて列記する。

 SU27円墳跡 (第30図) 調査区中央部西側のA～C-20～23グリッドに位置 し、 IV層上面で周

 溝を主に検出された。 調査区の中では最も規模が大きいが、 西半部が調査区外に延びており詳

 細は不明である。 周溝の北東部をSD36溝跡、 東部を暗渠群、 南東部を撹乱に壊されている。

 SU30 ・31 とは約20m離れて存在す る。

 墳丘は調査前から認められず、 調査区西壁の土層観察からも、 現耕作土直下がほぼ地山と

 なっており、 墳丘の大半が削平されている事が確認された。 しか し、 墳丘部北側にSX55とし

 た浅い落ち込みが認められ、 覆土が周溝覆土の墳丘崩落土と推測された土質と同様である事か

 ら墳丘構築 に係わる もの と考 えられた。

 周溝の平面形は円形を呈する と考えられ、 確認できる南北軸での外法が15.8m、 内法が10.4m、

 調査区外に延びる東西軸の外法が10.48m以上、 内法が7.56m以上の規模である。 周溝の全体で

 は外法で直径16m内外の円墳 と推定さ れた。

 周溝の幅は確認面で、 2.56～3.Omで、 主体的な溝幅は2.7m前後で全周する。 確認面からの

 深さは0.30～0.42mである。 周溝の壁の立ち上がりは北東部でほぼ垂直か急斜で、 底面は平坦

 である。 南西部で緩やかな立ち上がりで底面はU字状を呈する。 確認面からの深さは前者が全
 体的に浅い。

 周溝の覆土は大きく 5層に大別され、 1層が周溝内側の崩落土、 2層が堆積土、 3層が周溝

 内側の崩落土、 4層が溝状の掘り込みの埋土、 5層は周溝外側の崩落土と推測された。 堆積土

 は黒褐色土で、 それ以外は地山土や砂質を多く含み、 汚れた様相を示す。 土層断面からの層順



 は古い順に3→4→2→1・5→2となる事が考えられた。 4層を除き、 1～5層は周溝全体

 で確認されたが、 堆積の多少は一様ではないが、 2層が覆土の主体を示すことは一致する。

 古墳構築時期は出土遺物に破片資料が多い事か ら判断に窮するが、 少なく とも覆土か らは有

 段土師器片が出土 し、 平安時代の遺物を含まない事から、 それ以前の時期が推定され、 周溝が

 ほぼ埋没したのが 「国分寺下層式」 期と考えられる。

 特記する ものに墳丘部の周溝内側の立ち 上がり周辺に小ピッ トが概ね3m前後の間隔で10

 数基 (EP1～15・21・22) 検出された。

 柱痕跡は不明瞭であるが形態や規模から柱穴跡と推定され、 平面形は30～40cm程の円形や楕

 円形を呈し、 確認面からの深さは20～28cmである。 EP6には根固め石も設置されている。

 覆土は周溝の内側崩落土と類似し、 時期的には調査区西壁の土層断面から、 周溝の覆土以

 前～古墳構築段 階のものと推定された。

 また、 周溝の底面に、 覆土4層とした幅44～50cmの浅い溝跡が底面の最下部に周溝に沿って

 ほぼ弧状に掘り込まれ、 走行する。

 溝跡は北から南東まで弧状に続くが南側で浅く途切れる。 南側にはそれに変わるように小

 ピット群が掘り込まれている。 溝跡には平面形が円形、 半円形の直径10～20cm弱の柵木列状の

 痕跡が二重、 もしくは不整に点々と認められた。

 この柵木列状の痕跡は確認面からの深さが総 じて10cm弱と非常に浅く、 一部平面形規模の大

 きいものの中に深さ15cm前後の若干深い掘り込みが確認できるものもあった。 柵木等の構築物

 を周溝に沿っ て弧状に並べた可能性も窺えた。

 この溝跡は意識的に掘り込まれてお り、 時期的には覆土層との新旧関係や溝に連なる南半を

 主とする他の小ピット (EP24～29) が覆土の崩落土 (覆土3層) との境に掘り込まれている

 事等から、 崩落土に伴う土留めや墳丘区画、 祭祀等に関わる構築物の下部と考えられる。

 SU27円墳跡の出土土器 (第42図)

 SU27円墳 跡か らは周溝の堆積土と推測さ れる覆土2層中を主に土師器片が散見された。 図

 上復元 した した ものも含め実測できた もの は4点である。

 有段土師器 (42-6・8) も出土したが、 大半が小破片で、 重複する近代の暗渠により散壊

 したと考えられる未黒色の42-7が一個体復元された。 有段土師器は外面段上が横ナデ、 段下

 がケズリで、 内面は横ミガキを主として調整を施している。 他に内外面ミガキを施 し、 内面黒

 色処理する鉢状を呈するもの (42-9) や体部球形であろう壷の底部片 (42-12) も同様に

 覆土2層中より小破片で出土した。

 時期的には破片資料のため不明な点が多く、 器形や形態が判断できる有段土師器類は概ね国

 分寺下層 式期 の古相の範疇に収まる ものであろ う。

 しかし、 出土土器はいずれも覆土上層からの出土であり、 小破片でもある事から円墳構築時

 期を表すものとは考えにく い。 調査区西壁で覆土1～2層に挟まれて検出された10世紀初頭の

 火山灰層からも、 周溝出土の土器群は、 古代に至っても完全に埋没する事がなかった周溝の窪

 地部分の堆積土に混入した土器群と推測さ れる。



 SU30円墳跡 (第29図)

 B～C-15～16グリッドに位置 し、 IV層上面で周溝等が検出された。 周溝の北東部をSD60溝

 跡に縦断される。 小型のSU31が北東側に1.4m程離れて近接する。

 墳丘は調査前から認められず、 表土除去時の土層観察からも、 現耕作土直下がほぼ地山と

 なっており、 墳丘の大半が削平されている事が確認された。 しかし、 墳丘部西側に浅い落ち込

 みが周溝に沿って認められ、 周溝覆土と同様な土質である事から墳丘の構築に伴うものと考え

 られた。 墳丘部にはその他に小ピットが若干検出されたが、 規模や形態から明確に円墳に関わ

 るピッ トとは判断できなかった。

 周溝は南東部にテラス状の張り出しがあるが、 明瞭な掘り方のある平面形はほぼ円形である。

 長径 (東西) の外法が9.6m、 内法が6.2m、 短径 (南北) の外法が8.6m、 内法が6.6mの規模で

                           '∫ある。 周溝の幅は確認面で、 2.6～0.64mであるが、 主体的な溝幅はL3m前後で南西部で幅広
 く、 北東部が比較的狭い。 確認面からの深さは22～44cmである。 周溝の壁の立ち上がりは北東

 部でほぼ垂直か急斜で、 底面は平坦である。 南西部で緩やかな立ち上がりで底面はU字状を呈

 する。 確認面からの深さは前者が全体的に浅い。

 周溝の覆土は大きく4層に大別され、 1層が堆積土、 2層が周溝内側の崩落土、 3層が周溝外側

 の崩落土、 4層が周溝内側の崩落土と判断された。 堆積土は黒褐色土で、 それ以外は地山土や砂

 質を多く含み、 汚れた様相を示す。 土層断面から層順は後者ほど古い事が確認された。 1～3

 層は周溝全体で確認されたが、 堆積の多少は一様ではなく、 4層は周溝西側でのみ認められた。

 SU30円墳跡の出土土器 (第42図)

 SU30円墳跡からは周溝内から地点毎に単体若しくは複数の完形土器や破片が出土した。 し

 かし、 出土土器には地点毎に明らかな時間差が認められ、 出土層位からも概ね実証された。 以

 下に各出土地点毎に、 覆土の古い層順で出土土器の概略を記す。

 周溝東部の覆土最古層の4層上面よりRP124とした土師器圷 (42- 7) が正位で出土した。 口

 縁部が屈曲して内傾する丸底を呈 し、 内外面に丁寧なミガキを施す。 形態などから南小泉式期

 の時期 が推測される。

 また、 RP124の周囲の覆土中より古墳時代の須恵器蓋 (42- 1)・圷 (42-5) が出土 し、 SU30

 を切るSD60溝跡の覆土中からも同時期の須恵器蓋 (42-3) が出土している。 須恵器蓋は両

 者ともやや小型で、 天井がやや丸みをおび、 中位に稜を形成し、 天井部の上部1/2程まで回転

 ヘラケズリを施す。 更に42-1は口縁部下端に段状の凹部を有する。 須恵器圷 (42- 5) はや

 や小型で、 底部はやや扁平で体部下端に回転ヘラケズリを施す。 これら須恵器蓋・圷は形態等

 からほぼ同時期の所産と推測され、 TK23～47型式が比定されよ う。

 上記の周溝東部から出土 した 土師器圷・須恵器蓋・圷類は 出土状況や土器の年代観等か ら古

 墳時代中期頃のほぼ同時期 に周溝内に配置され、 須恵器類はSD60が構築された際に散在した

 可能性が考えられる。

 周溝北部の覆土中層の2層中よりRP120とした土師器壺 (42-10) で、 扁平な凝灰岩と共

 に横位で倒壊して半完形で出土した。 口縁部中位で直立気味に屈曲外傾し、 体部中程に最大経



 を有するほぼ球胴形を呈 し、 内外面にハケメ調整が施される。 出土状況半完形である事から墳
 丘の崩落に伴い、 周溝内に埋没した事も推測された。 隣接して出土した凝灰岩の扁平石は主体

 部石棺の一部の可能性もあるが、 破片で未加工のため判然としなかった。 時期は形態などから

 南小泉式期頃の所産と推定され、 前述周溝東部で検出された土器群とほぼ同時期と考えられる。

 出土層位や出土状況から円墳構築時期かそれに近い時期の一群と考えられる。

 周溝南部の2層上より出土した土師器圷・鉢 (RP196・197) は、 隣接して両者とも正位の

 状態で検出された。 RP196 (42-2) は須恵器模倣と推測され、 口径に比して器高が低く、 器

 高の2/3程の部分に明瞭な段を有 し、 短い受け部をもつ丸底を呈する形態である。 内外面の調

 整は磨耗が著しく調整等が不明瞭だが、 概ね外面の受け部は横ナデ、 幅広のケズリで成形した

 後、 横や放射状のミガキにより器面を整えている。 内面も口縁部は横、 体部は放射状の丁寧な

 ミガキを施す。 底面に箆状工具で 「×」 の線刻が施されている。

 RP197 (42-4) は底部から口縁部にかけて内湾する丸底の鉢状を呈する器形で、 金属器の

 模倣と考えられる。 口縁部では特に強く内傾し、 内外面は横ミガキにより口唇を整える。 体部

 外面は磨耗著しいが、 やや幅広のケズリで成形した後、 放射状のミガキを施すようで、 内面も
 放射状のミガキを施す。

 時期的にはRP196が丁寧な造作か ら忠実な模倣品と判断すれば、 扁平な器形や短く 直線的に

 立ち 上がる口縁形態からTK43～209前後が判断され、 隣接 して出土 したRP197も同様の時期

 が考えられ、 古墳時代後期末頃が推測される。 前述した土器群とは明らかに時期差を有し、 断
 続的な古墳祭祀の状況が看取される。

 SU31円墳跡 (第29図)

 C～D-16～17グリッ ドに位置 し、 皿層上面で主体部や周溝等が検出された。 周溝は東西に

 走行する畝状溝跡群 とSK74に重複している。

 墳丘は調査前から確認されず、 表土除去時の土層観察からも、 現耕作土直下がほぼ地山で、 墳
 丘の大半が削平されている と推測された。

 周溝は北東部で約1/4が途切れ、 平面形はほぼ円形の 「C」 字状を呈する。 長径 (南北) の

 外法が4.96m、 内法が3.96m、 短径 (主体部主軸) の外法が452m、 内法が3.8mの規模である。

 周溝の幅は確認面で、 O.20～0.64mであるが、 主体的な溝幅は04m前後で、 南北で幅広く、

 西部が比較的狭い。 北東部では周溝は未検出であり、 周溝が途切れる部分の掘り方が急激に立

 ち上がる事等から元来周溝が掘られていない可能性も窺えた。 確認面からの深さは0.12～

 0.16mである。 周溝の壁の立ち上がりはほぼ垂直か急斜で、 底面は平坦で、 全体的には断面形
 が 「U」 字状を呈する。

 周溝の覆土は黒色土単層で、 地山粒や炭化物を若干含む堆積土と推定された。

 主体部は、 墳丘部のほぼ中央に位置し、 その主軸方向はN-560 -Wを測る。 主体部の検出面

 は周溝と同じ地山直上で、 墳丘と同じく削平を受けている。 そのため、 平面形では地山に掘り

 込まれた長方形の主体部掘り方の内部に、 小型の長方形の主体部が配置された状態で検出された。

 主体部掘り方は長方形を呈し、 長軸方向で1.4m、 短軸方向で0.76～0.80mを測り、 確認面



 からの深さは長軸南東側で16cm、 長軸北西側で8cmになり、 底面は長軸北西側で平坦で、 長軸

 南東側の中央部に緩やかに傾斜する。 掘り方の壁は長軸の両端辺がほぼ垂直か急斜して掘り込

 まれ、 短軸の両端辺は緩やかな立ち上がりを示す。 主体部掘り方の覆土は灰黄褐色シルトで地

 山土を塊や斑状に多く含み、 貼床様の明瞭な一括埋土である。

 墳丘が未検出のため、 封土との新旧は不明であるが、 主体部の長軸方向とほぼ同軸方向に、 非

 常に浅い落ち込みが、 主体部掘り方を挟み帯状に周溝まで続いて検出された。 浅い落ち込みは

 掘り方覆土に切られ、 幅O.4m前後で、 深さが約0.02mを測る。 覆土は汚れた地山様の粘質シル

 トである。 浅い落ち込みは検出状況や方向性、 周辺の遺構に同様の覆土類が見当たらない事か
 らも主体部掘り方の構築の際に関連 した落ち込みと推測さ れた。

 主体部は長方形を呈 し、 長軸方向で1.24m、 短軸方向で0.46mを測 り、 検出状況や掘り方等
 から木棺直葬と推定され、 その下部を検出していると判断した。

 確認面からの深さは80cmを測 り、 底面はほぼ平坦である。 壁は長軸の両端辺がほぼ垂直、 短

 軸の両端辺は緩やかな丸みをもつ立ち上がりを示し、 断面形では全体に緩やかな 「U」 字状を
 呈する。 主体部覆土は地山粒を微量に含む黒褐色砂質シルトの単層である。

 出土遺物は主体部から器種不明の土師器小片が出土したのみで、 主体部掘り方及び、 周溝か

 らも未検出である。 構築時期も判然としないが、 SU30との近接した立地状況や規模からほぼ
 同時代の可能性が高い。

 6 埋設土器

 本調査では縄文時代の埋設土器と推測される遺構が全部で6基検出された。 全て調査区南端
 の一角に集中して確認され、 土坑中に横～斜位で粗製深鉢を主に設置 し、 断続的に利用されて
 いる事が窺えた。

 SK113・114 (古・新) ・115・117・179 (第32図)

 調査 区南 半A～C-9グリッ ドの IV 層上面で約15mの範囲に集中 して6 基の埋設土器 が検 出さ

 れ、 更に西側の調査区外に延びる事が推定される。 遺存状態は全体に確認面で既に上部が削平さ

 れたものが大半で、 埋設土器とほぼ同規模の浅い掘り込みに概ね横～斜位に土器を設置している。

 SK113・114はC-9グリッドで重複して検出され、 直径50cm程のSK113 (RP175) が直径

 約34cmのSK114 (RP174) を切る。 確認面からの深さは両者とも10cm前後を測る。 やや斜位

 に設置されたRP174を取り上げた所、 底部付近の下から小型の深鉢が出土 し、 前者をRP174新、

 後者をRP174古とした。 供伴関係は不明である。

 SK115・117・179はA～B-9グリッ ドで3m内外に近接 して検出され、 SK117・179は調

 査区外に延びる。 概ね直径40～60cmの不整円形で、 確認面からの深さは上部削平が著 しく5cm

 にも満たない。 横位に設置された土器には順にRP176・178・200と番号を付したが、 RP176

 は上部欠損、 RP179は下部欠損する。

 時期的には口縁形態等から縄文時代晩期後葉の時期が推測され、 埋設土器周辺の包含層等か

 らも工 字 文・変形工字文を有する 大洞A～A' 式期 の同時期 の土 器片が散見されている。





























 IX 出土した遺物

 1 縄文・弥生・古墳時代の土器

 縄文時代の土器

 調査区南端のA～C-9グリッ ドを中心に埋設土器を含む縄文土器が散見された。 埋設土器

 は6基確認され、 全て粗製土器で、 凄めの土坑に横・斜位で設置される。

 SK113・114・115・117・ 179 (第45図9・ 10・46図)

 SK113 (RP175) と114 (RP174新・古) は重複関係にあり、 SK114を切るSK113のRP175

 (46-6) は口径245cm、 器高38.6cmを測る深鉢で、 口縁部は弱く外反 し、 細波状を呈する。

 SK114ではRP174新 (46- 3) とした波状目縁で頚部に沈線が廻る深鉢が斜位に設置され、 更に

 土器の下にRP174古とした口縁が細波状で頚部に沈線が廻る小型の深鉢 (46- 1) が出土した。

 SK115 (RP176) ・117 (RP178) ・179 (RP200) はA-9グリッ ドに集中して検出さ れ、 RP176

 (46-4) は、 上部欠損するが、 粗製の壷と推測され、 最大径は胴部上半で24.4cmを測る。 SK117・

 179は一部調査区外にかかり、 RP178 (46- 5) は口縁部細波状で、 頚部に沈線を廻らす。 磨耗等

 が著 しく 接合部分は不明瞭だが、 口径は27cm、 器高は35cm以上を測る深鉢と推測される。 RP200 (46

 一2) は、 ほぼ直立して立ち上がる口縁部中位に稜線を有 し、 口唇部細波状を呈する深鉢である。

 これら埋設土器群は所謂粗製土器で、 時期的な判断に窮するが、 出土地点が集中する事や出

 土状況等から近接 した時期と判断され、 64-3の目縁形態から縄文時代晩期後葉の時期が推測

 される。 また、 埋設土器周辺の包含層等から工字文 (45-9) ・変形工字文 (45-10) の縄文

 時代晩期後葉の土器片が散見されており、 上記の時期の証左となろう。

 弥生時代の土器

 SU27円墳の周溝覆土中から弥生時代と推測される細口壷の口縁部片 (45-8) が出土する。

 外面は口縁から頚部にかけてのRしの縄文が施され、 頚部は無文である。

 古墳時代の土器

 古墳時代の土器は、 調査区中央部の円墳群とその周辺で散見された。 しかし、 円墳群とそれ

 以外の周辺の遺構から出土した土器群は、 明らかに時期差が認められ、 後者は概ね古墳時代前

 期の範疇に収まる。 後者について概述する。

 SK46土坑跡出土土器 (第45図7)

 調査区中央部の暗渠に切られる土坑の覆土中位から半完形で出土した土師器高坏 (45- 7)

 がある。 脚部はラッパ状に裾が開く形態で、 脚部上半に穿孔される。 外面はミガキ、 内面はケ

 ズリやナデが施され、 朱塗りされる。 古墳時代前期の所産であろう◎

 SX26とした地山の傾斜変換点に沿って形成された浅い溝状の落ち込み遺構からも同時期の

 土器片が出土した。 土師器堆 (41-7) ・器台 (41-9) ・壷 (41-8) ・小型鉢 (41-6) が

 床面に近い覆土から 散見された。 41-7 は内外面ミガキを施しているが、 磨耗著しく調整は不

 明瞭である。 41-8は丸底で球形の壷と考えられ、 外面はケズリ調整され、 底部付近はオサエ

 等で器形を整える。 41-9は内外面ミガキ調整の器台圷部で、 脚部等は不明である。



 2 奈良・平安時代の土器

 調査区で主体を占めるのは奈良・平安時代の土器で、 竪穴住居跡や土坑等を中心にまとまっ

 た資料が得られた。 これらの土器群は所謂国分寺下層式期の古相を示す一群と所謂 「土師器・

 須恵器の優位性、 赤焼土器の量的増加」 等が指摘される新相の一群、 その中間的様相を持つ土

 器群に分けられる。 以下に遺構毎に古い順に主たる土器群について概述 し、 器種については圷

 類を主に他の器種について特徴的なものを列記する。

 ST5竪穴住居跡出土土器 (第33図4～9・34図)

 竪穴住居跡のカマ ド周辺や床面から出土した土器群で、 器種構成は須恵器・土師器の圷・甕

 等を主とする。

 土師器の有段圷 (33-4・5) は体部下端に段を形成し、 所謂 「国分寺下層式」 期の土器群

 で、 口縁部は内傾しながら外反する器形である。 外面は底部～体部段下をケズリ、 体部段上～

 口縁部を横ナデを施す。 内面は口縁部を横ミガキし、 底部は放射状 (33-4) と直線状 (33一

 5) のミガキ調整を施すものがあり、 両者とも黒色処理する。 33-5は口縁端部を主にナデ調

 整され、 口唇部は玉縁状をなす。

 33-6は須恵器の高台付圷は、 口径17.Ocm、 底径11.3cm、 器高3.9cmを測 り、 底径が大きく

 口径に比して器高が低い、 短い高台が付く形態である。

 33-7は土師器高坏の扁平な皿部と推測され、 脚部は中空であろうが、 形態は不明である。

 甕類で復元実測できたものは33-8～9・34-1～5である。 口径が15cm内外の小～中型、 20cm

 前後の大型品に分けられる。 器形は体部中央で膨らむやや球形を呈する古相の一群 (34-1・3・

 5) と長胴形を呈する一群 (33-9・34-4) がある。 調整は口縁部は両者とも横ナデで口唇部を

 整えるが、 体部は前者がハケメ調整後、 体部上半や下端にやや幅広のケズリ等を施すもの (34-3・

 5) を主とし、 後者は内外面ハケメ調整である。 また、 頚部に沈線様の段を有するもの (33-9・

 34- 5) もある。 33-9は長胴形を呈する斌 口縁部が直立的に外傾するやや長めの口縁を有し、

 主体的な甕類の口縁形態である短く外反する もの (34-2～4) と比べて特異である。 これらの土

 器群は有段土師器等から 「国分寺下層式」 期の古い段階、 8世紀前葉から中葉頃の時期 と考えられる。

 ST21竪穴住居跡出土土器 (第35・36図1～4)

 ST5と同様にカマ ド周辺や床面から出土した土器群で、 須恵器・土師器の圷類や甕、 甑等が

 実測できた。

 35-1・4 は土師器圷で、 35-1は下端に段を有 し、 口唇部は横ナデによりやや玉縁状を呈する。

 外面は体部段下半はケズリ、 段上半は口唇部を主としナデが施され、 内面はミガキ調整で、 黒色処理

 される。 35-4はやや大振りな丸底状を呈 し、 外面はケズリ、 内面はミガキ を施す爪 黒色処理さ れな い。

 35-2は土師器の鉢類と推定され、 体部から口縁部は直線的な立ち上がりを示す。 内外面共

 に口縁部周辺を横ミガキした後、 体部に縦ミガキを施し、 口縁部と体部の境に緩やかな段を形

 成する。 内面は黒色処理される。

 その他に小型の鉢類として、 口径15cm内外の小～中型品 (35-6・7) がある。 35-6は丸底

 風の平底で、 体部外面は幅広のヘラケズリがを施した後、 口縁部を横ナデし、 口唇部を整える。 内面



 はハケメ やナデを施す。 35-7は頚部 を横ナデする事によ り体部と口縁部の境に明瞭な稜を作出する。

 須恵器の供膳具としては蓋 (35- 3) と高台付圷 一(35- 5) がある。 35-5は底径11.9cm

 を測り、 短い高台が付き、 圷部の傾き等から33-6と同様な形態と推測される。

 甕類では破片資料が多く判然としないが、 35-8・36-3の中型のものや36-1の目縁破

 片等から推測されるやや大型のものがあ り、 形態的にも多様な様相を示す。

 口縁部では単純に口縁が短く外反するもの (35- 9)、 口縁部が長く口唇部で強く外反 し、

 外面にハケメを施すもの (36- 1) が認められ、 頚部には沈線状の段を有するもの (36-1・

 36-2) もある。 体部では前述同様にやや細長の球形 (35-8) や長胴形 (35-10・36-2)

 があるが、 36-3は器厚が全体厚く内面には明瞭な輪積痕を残す。 調整においてもハケメを施

 すものが主体であるが、 35-8は外面をやや幅広の縦ミガキを施 し、 内面は輪積痕を残す形態

 である。 36-4は土師器甑で、 胴部でやや膨らみをもちながら底部から緩やかに立ち上がる器

 形である。 内外面にハケメ調整し、 孔部分は若干欠損するが、 単孔と推測される。

 これらは前述ST5と同じ土器組成や形態から同様の8世紀前～中葉頃の時期 が比定されよう。

 ST24竪穴住跡出土土器 (第36図5～9)

 カマ ド周辺や床面、 貯蔵穴から出土の土器群で、 土師器の圷類や甕、 甑等が検出された。

 土師器圷では破片ながら体部下端に段を有するもの (36- 5) が確認される。 段下半はケズリ、

 段上半はナデを施すが、 段は緩やかで痕跡的であ り、 「国分寺下層式」 期の古～新相と推測される。

 内面は黒色処理される。 36-6.は鉢状を呈するやや深みの圷で、 外面は体部上半までケズリが

 施され、 口縁部が横ナデされる。 内面はミガキ調整されるが、 黒色処理は確認できなかった。

 甕類で は貯蔵穴より 出土 した球形の体部を呈する36-7や長胴形の36-9があ る。 両者 とも

 内外面にハケメ調整を施す。 36-8は体部下半が欠損するが、 土師器甑と推定され、 ラッパ状

 に口縁部が開く形態である。 外面体部をヘラケズリ し、 口縁部を横ナデする。 内面は口縁部を

 横ミガキした後、 体部に縦ミガキを加えている。 これらの土器群は土師器圷類の形態から上記

 の土器群よりやや後出と推測され、 8世紀中～後葉の所産と考えられる。

 ST6竪穴住跡出土土器 (第38図4・6)

 竪穴住居の床面近くの覆土中の土器群で、 須恵器と土師器の高台付圷片が出土した。

 土師器高台付圷 (38-4) は深い椀状の圷身に、 ナデツケで短い高台がを付す形態で、 内面

 にミガキを施すが黒色処理されない。 須恵器高台付圷 (38-6) は底部切り離しがヘラ切りの

 逆台形状の圷部片で、 高台は欠ける。 須恵器の形態から全体的に後述するST4等よりは古い様

 相 を含む一群と判 断さ れる。

 ST8a竪穴住跡出土土器 (第38図7・8・12)

 覆土中から須恵器蓋・赤焼土器高台付圷が検出され、 床面から有茎の鉄族が出土した。 床面

 近くの覆土中から出土した赤焼土器高台付圷は法量が大きく、 やや長めの高台が付す。

 鉄族 (38-12) は一部破断、 劣化が著しく判然としないが、 全体の残存長は14.4cmで、 身～頭

 部で7cmを測る。 尖根で頭部と身が一体となる身の長い形態で、 頭部は長さが約6㎜、 断面形が

 扁平な三角形を呈し幅5㎜、 厚さ3㎜前後を測 り、 身の長さは6.4cm、 断面形は長方形で幅5～



 8㎜、 厚さ4㎜を測る。 茎は厚さ3㎜程の断面方形の長茎で、 若干の木質が付着する。

 ST17竪穴住跡出土土器 (第41図1～ 3)

 床面出土の土器資料で、 須恵器の蓋、 土師器甕がある。 須恵器蓋 (41-1) は完形品で口径

 13.8cmを測 り、 上半部にケズリを施 し、 リング状のつまみが付く。

 土師器甕の41-3は大形で口径22cm前後、 底径15cm、 器高は34.3cmを測る。 ロクロ成形で、

 外面胴部中位からハケメ調整した後に、 縦ケズリを施し、 内面はハケメ調整が施される。 口縁

 部は立ち上がりがが弱く、 下端はあまり肥厚しない。 41-2の土師器甕も上部欠損 し、 底径も

 7cmと中型だが、 外面ケズリ、 内面ハケメ調整を施す形態である。

 供膳形態は少量であるが、 蓋や甕等の形態から9世紀中～後葉の時期が比定されよう。

 他に、 大形の甕としてはSU30円墳の周溝 を切るSD73溝状遺構からは土師器長胴甕 (45- 6)

 が散見される。 やや長めの目縁が直線的に外傾し、 頚部にはナデにより幅広の沈線状の凹部を

 廻らし、 内外面はハケメ調整である。 供半遺物がなく時期は不明だが、 上記の甕と同時期か口

 縁・頚部形態から若干古い段階のものとも考えられる。

 近接するST16も須恵器の供膳形態から同時期と推定され、 施粕陶器の模倣であろう須恵器

 高台付圷 (40- 5) や鉄鉢模倣の内外面に丁寧なミガキを施す土師器鉢 (40-6) が出土した。

 ST9竪穴住跡出土土器 (第38図9～11・39図)

 重複関係から前述ST8aを切る竪穴住居のカマ ドや床面出土の一括土器群である。 器種は須

 恵器・土師器・赤焼土器の供膳形態をはじめ、 甕や壷、 砥石等も散見され、 実測し得た。

 38-9は内面黒色処理された土師器高台付圷で、 目縁径が17.4cmを測るやや法量の大きい器

 形である。 38-10は須恵器圷で、 底部切り離しが回転糸切りの底径が小さい緩やかな立ち上が

 りを示す器形で、 内面の底面全体に墨痕が付着し転用硯と使用 している。

 赤焼土器の供膳具では圷 (39-1・2) や高台付圷 (38-11) があり、 圷類は底径が最小

 化し器高が高く、 高台付圷はやや内湾ぎみの短い高台が付く法量の大きい形態である。

 煮炊具の甕類では、 口径26cmの大型で胴部上半に張りを持つ長胴形の土師器甕 (39-3) と

 口径123cm前後の赤焼土器甕がある。 前者は特に外面ハケメやナデ、 内面にはハケメ の後ケズリ

 やミガキを施している。 39-6 も土師器甕片で、 内外面ハケメ調整の長胴甕と推定される。

 39-7は砥石で長方形棒状を呈し凝灰岩製で、 表裏、 側面の3面が使用され、 端が欠折する。

 全体として本遺跡の中でも新しい一括土器群と考えられ、 9世紀後葉頃の時期と推定される。

 近接するST11も須恵器蓋 (40-3) や土師器圷 (40-4) の古い様相の土器片も混入する

 が、 床面出土の赤焼土器 (40-1・2) の供膳形態から概ねST9と同様の時期が判断される。

 ST4竪穴住跡出土土器 (第37・38図1～ 5)

 小型の竪穴住居の覆土中、 カマ ドや床面を中心に土器が出土した。 器種は土師器・須恵器・

 赤焼土器の供膳具が主体で、 全体的には底径がやや小さく口径に比して器高の高い赤焼土器群

 の優位性が窺え、 底部切り離しは高台付圷も含めて全て回転糸切り形態である。

 土師器の圷類は圷 (37-1) と高台付圷 (37-2・3) があり、 後者がやや法量が大きい。

 赤焼土器にも土師器同様に両器種あるが、 圷形態が主で、 圷の器形は底径が小さく器高が高



 いもの (37-7・10・11) と口径や底径がやや大きいのに比して器高が低いもの (37- 8)

 が認められ、 前者が主体を占める。 法量的には前者が口径13cm前後、 底径と器高が5cm内外

 を測る。 後者は口径が14cm以上、 底径7cm前後、 器高は5cm内外を測る。 38-2は底径と器高

 がが大きい深身の椀状でこれらの中ではやや古相 と推測される。 赤焼土器の高台付圷 (37-4・

 5) は圷類と比べ法量が大きく、 口縁部は強く外反し、 やや低い高台がつく。 38-5は土師器

 の長胴甕片で口唇部の立ち上がりは弱く、 内外面ハケメを施す。 カマ ドや床面出土と覆土中の

 土器群では明瞭な差異は認められず、 概ね9世紀後葉代と考えられる。

 SB111掘立柱建物跡出土土器 (第33図1～ 3)

 調査区南端で東西に軸を合わせて並立する倉庫群のうち の1棟の柱穴から出土した土器群で

 ある。 EP7 (33-1)・EP8 (33-2)・EP3 (33-3) から出土し、 概ね奈良～平安時代

 の土師器片で、 33-1は圷の口縁部片で、 外面口唇はナデ、 内面は黒色処理する。 33-2は有

 段の圷片で、 外面段下がケズリ、 段上を軽いナデ、 内面はミガキ調整で未黒色化である。 33一

 3は小形の甕片で、 内外面ハケメを施 し、 口唇部は強く立ち上げる。 時期は破片資料のため不

 明瞭であるが、 新相の土器も出土しない事から8世紀後半から9世紀代前半代としておく。

 SX26落ち込み状遺構出土土器 (第41図4～10)

 地山の傾斜変換点に沿って形成された浅い溝状の落ち込み遺構出土の土器群である。 古墳時

 代前期 と奈良～平安時代の明 らか に時期差のある土器群が床面 に近い覆土から出土 した。

 前述した古墳時代前期の土師器の他に、 奈良～平安時代の土器として須恵器高台付圷 (41一

 5)、 国分寺下層式期と推測される黒色処理の土師器圷 (41-4)・鉢 (41-10) 等がある。

 SK88古・新土坑跡出土土器 (第44図1～ 6)

 当初一つの土坑として調査を開始 し、 土層断面等から新旧二時期の土坑の重複している事が

 判断された煮炊具を主とした土器群である。 古い順にSK88古、 SK88新と区別 した。

 SK88古とした土坑の44-2は小形の土師器甕で、 目縁は短く直線的に外反 し、 外面ハケメ

 調整で、 口縁部は横ナデする。 44-4・5は土師器長胴甕の口縁破片である。 前者は長めの口

 縁部が直立気味に立ち上がり口唇部で急に外反する形態で、 内外面口縁部までハケメを施す。

 後者は口縁部が短く内傾気味に外形 し、 口唇にかけて細くなる形態で、 頚部に4㎜前後の幅広

 の沈線を有 し、 胴部は内外面ハケメ調整である。 44-6も目縁が単純に外反する差異はあるが、

 短く口唇が細くなる目縁形態や頚部の幅広の沈線等、 後者と同様形態が推測される。

 SK88新からは土師器の甕・甑が床面から出土した。 44-1は甕の口縁破片で、 長めの口縁

 部が直線的に外傾し、 口縁外面の中位までケズリが施された後、 外面中位に幅2㎜程の沈線を

 廻らす。 44-3は単孔の甑で、 外面下半はケズリ、 内面はハケメ、 内面下端はケズリを施す。

 これらの土器群の時期は供膳形態が不明のため判断に窮するが、 全体として新旧の土坑出土

 の土器とも長めの口縁部をもつ点や、 口縁部や頚部にに幅広の沈線を廻らす点等の共通した形

 態から近接した時期と推測できる。 これらは前述したST21の土師器甕 (36-1・2) にも同

 様の形態を認められるが、 甕の短い口縁部の形態は後述するSK86 (44-12) 等にも類似した

 形態をみる事ができる。 概ね8世紀後半～9世紀前葉頃の土器群と判断した。



 SK86土坑跡出土土器 (第44図7～13)

 SK88に近接する大形の土坑の覆土上層から出土した土器群を主とする。 一部古相の土師器

 (44-7・12) も混入するが、 概ね平安時代の土師器・須恵器・赤焼土器の土器群が出土した。

 土師器では椀状で短いケズリ高台が付く 内黒土器 (44-8)、 須恵器はやや底径の大きい底
 部回転糸切りの圷 (44-9) がある。

 赤焼土器は、 器高が低い皿状を呈する高台付圷 (44-10) で、 ケズリ出しの短い高台が付く。

 煮炊具としては44-11は小形の甕で、 44-13は口径30cm前後を測る鍋で、 口縁部下端がやや
 肥厚し、 口唇部を立ち上げる。 両者ともロクロ成形である。

 時期的には供膳具や煮炊具の様相から9世紀中～後葉と判断されよう。

 一方、 土師器の高坏 (44-7)、 甕 (44-12) 片は、 短い脚部、 目縁形態等から上記の一群

 より古い段階と考えられ、 両者ともハケメ調整を施す。

 SK3土坑跡出土土器 (第44図2・4)

 覆土上層から須恵器圷が2個体重なって出土した。 両者とも底部切り離しが回転糸切りだが、

 底径がやや大きく器高が低い形態である。 9世紀中葉頃と推定される。

 SK2土坑跡出土土器 (第43図)

 調査区南端の浅い土坑の床面、 覆土中から一括 して出土した土器群であ る。 器種は土師器・

 須恵器・赤焼土器の供膳形態を中心としたもので、 墨書土器も5点散見された。

 土師器は内面黒色処理された圷 (43-1). や高台付圷 (43-11) で、 高台付圷は椀状を呈

 し、 口径16.3cmと法量が大きく、 菊花状のナデツケにより短い高台を付す。

 須恵器は圷類 (43-2～ 5) を主に確認され、 底径が5cm前後と小さく器高が高い形態で、

 墨書土器も認められる。 墨書土器は全て外面で、 43-3が墨痕、 43-4・5 は 「巾」 と判断される。

 赤焼土器の圷 (43-6～10) は底径が小さく器高が高い形態で、 法量は口径13～14cm、 底

 径5～6cm、 器高5cm 内外で、 外面に墨書される43-8もあり、 「巾」 と考えられる。 高台付圷

 (43-12) はやや長めの高台が箆状の工具で菊花状にナデツケられ、 外面に 「巾」 と墨書される。

 43-13は土師器甕の目縁片で内外面ハケメ調整の長胴甕と推測され、 43-14は小型の土師

 器甕で、 内外面に軽いハケメを施す。 供膳形態等の特徴から9世紀後葉の時期と推定される。

 SU56墓坑跡出土土器 (第45図1・11)

 SU27円墳の周溝内側の西端地にある墓坑跡で、 出土遺物から明らかに円墳の構築時期より

 後出と考えられる。 床面中央部から完形の須恵器圷が逆位で出土し、 鉄製の刀子も墓坑の床面

 長軸に平行して出土した。 須恵器圷は口縁と底径が大きく器高が低い逆台形を呈 し、 底部はへ

 ラ切り無調整である。 法量は口径14.8cm、 底径10.4cm、 器高4cmを測る。

 刀子は残存長15.3cmで、 身長は9.2cm、 柄部は6.1cm以上を測る。 錆膨れが著しいが、 柄部に

 は木質が付着し、 一部身部にも木質が認められ鞘等の可能性も窺える。 身幅は柄の付け根で

 1.7cm、 身厚は0.2cm程である。 須恵器形態から8世紀後葉～9世紀初頭と考えられる。

 遺構外の出土遺物 (45-5)

 調査区南端付近から須恵器円面硯の脚部が出土し、 外面に縦の線刻が施される。































             表2 梅ノ木遺跡出土遺物観察表

             番挿号図番遺号物種別計測値調整技法             器種口径底径器高底部切離・調整外面内面遺構番号登録番号備考
             1土師器圷(20)ナデミガキSB111-EP7内面黒色
             2土師器圷(36)ケズリ ・ナデミガキSB111-EP8
             3赤焼土器甕(34)ロクロロクロSB111-EP3
             4土師器圷16343目縁ナデ・体下半ケズリミガキST5 -YRP38内面黒色

             第33図5土師器圷15340目縁ナデ 体下半ケズリミガキST5 - EP6RP36内面黒色             6須恵器高台付圷16811340ヘラ切りロクロロクロST5-YRP55
             7土師器高坏(22)ナデ・ケズリミガキST5-FRP39
             8土師器甕(88)(20)木葉痕ハケメハケメST5-EK1
             9土師器甕(1 34)ハケメ・ナデハケメST5-EK1・2RP83・82
             1土師器甕(28)ハケメナデST5-EK2RP83
             2土師器甕140(52)ハケメ ・ナデナデST5-YRP54

             第34図3土師器甕(212)(90)ナデ・ハケメ→ケズリナデST5RP106・107・108             4土師器甕(1 78)(82)ナデ・ハケメ→ケズリナデST5-YRP37
             5土師器甕90(296)木葉痕牡羊ハケメ・体下半ハケメ→ケズリナデST5-YRP53・83・81
             1土師器圷(156)(38)口縁ナデ・ 体下半ケズリミガキST21内面黒色
             2土師器鉢(1 42)(60)ミガキミガキST21RP126黒色土器
             3須恵器蓋(16)ロクロロクロST21RP87
             4土師器圷(40)ケズリミガキST21
             5須恵器高台付圷118(20)回転糸切りロクロロクロST21-YRP182             第35図6土師器鉢(150)6096ケズリ ・口縁ナデハケメ・ナデST21・RP91
             7土師器甕130(58)ナデナデST21RP81
             8土師器甕(98)ミガキナデST2LRP132
             9土師器甕(32)ハケメ →ナデハケメ・ナデST21F
             10土師器甕(96)ハケメハケメ ・ケズリST21RP90
             1土師器甕(46)ハケメ→ナデナデST21RP87
             2土師器甕(60)ハケメハケメST21RP87頸部沈線
             3土師器甕(88)ハケメナデST21-YRP181・89内面粘土紐痕
             4土師器甑191(143)ナデ・ハケメハケメST21RP86単孔か

             第36図5土師器圷(34)体下半ケズリ ・口縁ナデミガキST24内面黒色             6土師器圷12855ケズリ口縁ナデ 体下半ケズリミガキST5-EK2RP83
             7土師器甕(136)(86)ナデ・ハケメ目縁ナデ・体部ミガキST24-EP1RP121・105
             8土師器甑(175)(84)口縁ナデ 体下半ケズリミガキST24YRP104
             9土師器甕(112)ハケメハケメST24RPlO5
             1土師器高台付圷1325752回転糸切りロクロミガキST4-F1RP25・57・58内面黒色
             2土師器高台付圷(152)6767回転糸切りロクロミガキST4 -F1RP25・26・27内面黒色
             3土師器高台付圷(6 3)(22)回転糸切りロクロミガキST4-F1RP26内面黒色
             4赤焼土器高台付圷1547157回転糸切りロクロロクロST4-ELRP77・93炭化物付着
             5赤焼土器高台付圷76(30)回転糸切りロクロロクロST4RP7
             6赤焼土器圷1356946回転糸切りロクロロクロST4-YRP67             第  37 図7赤焼土器圷1285348回転糸切りロクロロクロST4RP9 ・ 10             8赤焼土器」不1427347回転糸切りロクロロクロST4RP110・78
             9赤焼土器圷(65)(41)回転糸切りロクロロクロST4RP8・23
             10赤焼土器圷1345651回転糸切りロクロロクロST4-YRP23・101・78・56
             11赤焼土器圷1275251回転糸切りロクロロクロST4RP79・ 22
             12赤焼土器圷1355045回転糸切りロクロロクロST4 -YRP57・102
             1赤焼土器圷(123)(62)43回転糸切りロクロロクロST4RP9・23
             2赤焼土器圷(130)(65)59回転糸切りロクロロクロST4RP23
             3赤焼土器圷(140)(53)48回転糸切りロクロロクロST4RP8・27
             4土師器高台付圷(140)(62)62菊花状ナデッケロクロミガキST6RP12内面未黒色化
             5土師器甕(90)ハケメ・ナデハケメST4-F2・Y
             6須恵器高台付圷(120)(40)ヘラ切りロクロロクロST6RP11             第  38 図7須恵器蓋(1 59)(20)ロクロロクロST8a             8赤焼土器高台付圷(1 50)(70)64回転糸切りロクロロクロST8aRP20・85
             9土師器高台付圷1746566回転糸切りロクロミガキST9-Y直・EP1RP75・118内面黒色
             10須恵器圷(139)5652回転糸切りロクロロクロST9-YRP30・31転用硯
             11赤焼土器高台付圷(156)(7 1)67菊花状ナデッケロクロロクロST9-YRP32
             12鉄製品鉄鎌長さm以上)幅8厚4ST8a-YRM184木質付着
             1赤焼土器圷(160)6055回転糸切りロクロロクロST9-YRP103
             2赤燐土器圷1486653回転糸切りロクロロクロST9-Y直RP76
             3土師器甕260(250)口縁ナデ・ハケメ噺鞠、ケメ→ミガキST9-EL-YRP73

             第39図4赤焼土器甕(123)(130)ロクロロクロST9 -EL -FRP84・ 72炭化物付着             5須恵器壺(162)(106)ロクロロクロ・カキメST9RP84
             6土師器甕(102)ナデ・ハケメハケメST9-EL-YRP73
             7石製品砥石長さ (130)幅58厚35ST9-Y直RQ14凝灰岩
             1赤焼土器圷(1 30)(54)(43)回転糸切りロクロロクロST11 -YRP15
             2赤焼土器高台付圷(1 34)(66)47菊花状ナデッケロクロロクロST11-YRP15

             第40図3須恵器蓋(142)(20)ロクロロクロST11-EP4             4土師器圷(18)ケズリミガキST11-EP5内面未黒色化
             5須恵器高台付皿(1 30)(7 1)(34)回転糸切りロクロロクロST16-F下RP43



             計測値調整技法
             番挿号図番遺号物種別器種口径底径器高底部切離・調整外面内面遺構番号登録番号備考

             6土師器鉢(219)(126)ミガキミガキST16-F下RP46・47
             7須恵器高台付圷(1 38)(78)58回転糸切りロクロロクロST16-F下RP45             第40図8土師器甕(174)ハ ケメハケメST16-F下RP40
             9須恵器圷(138)(42)回転糸切りロクロロクロST16-F上RP41
             1須恵器蓋13836ロクロ・ケズリロクロST17-F下RP52
             2土師器甕70(172)ケズリハケメST17 -FRP50
             3土師器甕(220)(1 5)(343)体上半ロクロ・倖下半'、ケメ綾ズリハケメST17-Y直RP51
             4土師器」不(68)(32)ケズリケズリミガキSX26 -FRP130内面黒色
             5須恵器高台付圷(120)(66)(43)ロクロロクロSX26             第41図6土師器甕(105)(40)ナデハケメ ・ナデSX26SD34と接合
             7土師器増(1 10)(68)ナデミガキSX26古式土師器
             8土師器壺(42)(38)ケズリ・オサエナデSX26 -YRP119凹底
             9土師器器台(90)(1 6)ミガキミガキSX26赤彩・孔有り
             10土師器鉢(215)(36)ミガキミガキSX26内面黒色
             1須恵器蓋(126)(38)ロクロ・ケズリロクロSU30SD60 と接合
             2土師器圷14577日計チ倖下判ケメ→恢リ→ミガキ・ナデ目縁ナデ・ミ体部ガキSU30RP196rx」 刻印
             3須恵器蓋(34)ロクロ・ケズリロクロSU30 -C
             4土師器鉢13945目縁ミが桝部ケズリ→ミ静ナデミガキSU30RP197
             5須恵器圷(80)(8)ヘラ切りロクロ・ケズリロクロSU30-C・SD60
             6土師器圷(1 67)(5 1)目縁ミガキ・体部ケズリ→ミガキミガキSU27内面未黒色             第  42 図7土師器圷14453.5晦ミガキ・体下半ケズリ→ミガキミガキSU30RP124             8土師器圷(34)ナデ・体下半ケズリミガキSU 27 -F中RP59内面黒色
             9土師器鉢(108)㈱、ケメ→ミガキ 旧尉デミガキSU27-A内面黒色
             10土師器壺(1 52)(60)(274)目縁ナデ・体部ハケメハケメSU30RP120
             11土師器壺(75)(32)ハケメナデSK37RP66
             12土師器壺(87)(18)ハケメSU27 -F
             1土師器圷(1 30)5649回転糸切りロクロミガキSK2-F上RP170内面黒色
             2須恵器圷(132)5447回転糸切りロクロロクロSK2RP4
             3須恵器圷50(28)回転糸切りロクロロクロSK2RP4・SK2RP墨書
             4須恵器圷(34)ロクロロクロSK2RP3墨書
             5須恵器圷(40)ロクロロクロSK2墨書
             6赤焼土器圷(154)6147.5回転糸切りロクロロクロSK2-F上RP164・SK2RP
             7赤焼土器圷(141)6045回転糸切りロクロロクロSK2RP5             第  43  図8赤焼土器圷(136)5550回転糸切りロクロロクロSK2RP6・RP1 37墨書             9赤焼土器圷1335346回転糸切りロクロロクロSK2-YRP168
             10赤焼土器圷(126)5046.5回転糸切りロクロロクロSK2-F上RP165・SK2RP
             11土師器高台付圷(168)7672.5ナデツケロクロミガキSK2-F上RP171・RP3内面黒色
             12赤焼土器高台付圷(145)7065ナデツケロクロロクロSK2-Y・F上RP168・170墨書
             13土師器甕(60)ハケメハケメSK2-F中RP140
             14土師器甕(100)(68)ナデ・ハケメハケメSK2
             1土師器甕(40)ナデ・ハケメ→ケズリナデSK88新 一YRP185口縁部沈線
             2土師器甕(96)(52)ハケメ・口縁ナデナデSK88古一F中RP190
             3土師器甑(74)(56)ケズリハケメ・ケズリSK88新一Y・F中RP187・185
             4土師器甕61ハケメハケメSK88古
             5土師器甕(60)ハケメハケメSK88古頸部沈線
             6土師器甕(40)ハケメハケメSK88頸部沈線

             第 必 図7土師器高坏(42)ハケメSK86-F1RP154             8土師器高台付圷(128)(70)52回転糸切りロクロミガキSK86-F1RP173内面黒色
             9須恵器圷6019回転糸切りロクロロクロSK86-F1RP134
             10赤焼土器高台付圷1328239回転糸切りロクロロクロSK86- F2RP153
             11赤焼土器甕(70)(96)回転糸切りロクロロクロSK86 -F1RP163
             12土師器甕(49)ハケメハケメSK86 -F1
             13赤焼土器塙(310)(166)ロクロロクロSK86 - F2RP155炭化物付着
             1須恵器圷14610440ヘラ切りロクロロクロSU56-YRP115
             2須恵器圷(140)6041回転糸切りロクロロクロSK3RP1
             3赤焼土器圷1255148回転糸切りロクロロクロSK129RP149
             4須恵器圷1345842回転糸切りロクロロクロSK3RP1線刻
             5須恵器硯(62)ロクロロクロE-3脚部

             第  45 図6土師器甕(225)(80)(350)木葉痕ハケメハケメSD73-F上RP123             7土師器高坏(46)ミガキナデ・ オサエSK46RP97・98・99赤彩・孔有り
             8弥生土器壺(88)SU27RP199地文RL
             9縄文土器浅鉢(2 1)工字文SD34
             10縄文土器浅鉢(50)口縁A突起+沈線・工字文口縁沈線F-9外面・ 内面赤彩
             11鉄製品刀子長さ (153)幅17厚16SU56YRM193柄部等木質付着
             1縄文土器深鉢11048134口:細波状 胴: 横位沈線SK113RP1 74地文LR
             2縄文土器深鉢211(222)口: 繊状⊥稜線 胴: 横位沈線SK179RP200地文LR
             3縄文土器深鉢227240口:A突起 胴: 横位沈線SK113RP174地文撚糸R+LR             第46図4縄文土器壷104(212)SK115RP176地文結節LR
             5縄文土器深鉢(274)(392)目縁:細波状 豚 横位沈繰SK117RP178地文LR
             6縄文土器深鉢24590386口:細波状SK114RP175地文LR



 X まとめ

 調査では縄文時代の埋設土器群、 古墳時代の円墳、 遺跡の主体となる奈良～平安時代の竪穴

 住居跡、 掘立柱建物跡、 土坑、 溝跡、 小ピット群、 落ち込み遺構等が検出された。

 遺物は各時代の遺構を主に縄文土器、 弥生土器、 古墳時代の土師器・須恵器、 奈良～平安時

 代の土師器・須恵器・赤焼土器・鉄製品・砥石等が出土し、 遺跡が長期間にわたり断続的に利

 用されている事が窺えた。 以下に時代の古い順に遺構と遺物の変遷を整理 してまとめ とする。

 本遺跡で最も古い遺構としては縄文時代晩期後葉の埋設土器群が上げられる。 調査 区南端の

 A～C-9グリッ ドの約10m程の狭い範囲に主に粗製深鉢を横～斜位に埋設する6基の遺構群

 が確認され、 更に調査区外に延びる様相を示す。 周辺の包含層等からも工字文や変形工字文を

 もつ縄文時代晩期の大洞A～A'式の土器片が散見され、 同時期の所産と考えられる。

 弥生時代では調査区中央部から壷片が1点出土 し、 調査区外に遺構の存在も推測される。

 古墳時代としては古墳時代前期の土器群の出土と、 調査区中央部に近接して構築された

 SU27・30・31とした3基の円墳群が特に上げられる。 円墳群は墳丘や主体部は既に削平等に

 より消失してお り、 SU31の木棺直葬の下部と推測される主体部を除き全て周溝のみの検出で

 ある。 これらは周溝外周の直径が約6～15mと小～中型で、 特にSU30・31は隣接して構築さ

 れ両者の関連性が窺える。 構築時期は全体に出土遺物が少なく、 大半が覆土中でもある事から

 明確にしえない。 唯一SU30の周溝床面近くより南小泉式期の土師器圷や古式須恵器等が出土

 し、 古墳時代中期頃と判断された。

 特記さ れるものとして、 最大規模のSU27周溝内側の墳丘裾部に直径30cm程の柱穴 が、 3m前

 後の間隔で墳丘を廻る事が上げられ、 土層断面や覆土から古墳構築時期に遡る事も推測された。

 周辺の衛守塚古墳群でも規模は異なるが、 同様の円墳が確認されてお り、 古墳祭祀や墳丘区画、

 墳丘の土留め等の用途が推測される。 また、 周溝底面にも浅い柵木列状の掘り込みが廻り、 同

 様の機能が窺える。

 本遺跡の主体となる奈良～平安時代では、 竪穴住居跡や掘立柱建物跡を中心に検出された。

 特に山形盆地では希少な8世紀前～中葉の竪穴住居群からは、 国分寺下層式期古相の土器群が

 一括出土 し、 住居形態においてもカマドの位置等の9世紀代の竪穴住居群とは、 異なる様相が

 看取された。 また、 調査区南端ではやや大形の掘立柱建物跡と主軸を同じくする2×2間の総

 柱の倉庫群が4棟以上並設し、 遺跡の性格の一端が窺える。

 これら奈良～平安時代の主な遺構群の変遷と年代観は、 出土土器等から1期:ST5・21・

 24・25 (8 世紀前～中葉)、 II 期:SK88 (8 世紀中～後葉)、 皿期:SB110～112・120・

 118・119・SU56 (8 世紀後～9世紀前葉)、 IV期:ST8a・ 16・17・SK3 (9 世紀前～中

 葉)、、 V期:ST4・9・SK2 (9世紀後半) が推測される。
 以上のように本遺跡は縄文時代晩期から断続的に墓域や集落として土地利用が行われ、 8世

 紀前葉から9世紀代に本格的な集落が営まれる。 8世紀後葉～9世紀前半の遺構分布が希薄で

 集落の一時的移転や廃棄等が考え られる。



 XI 総括と考察

 今回調査した山形市北部の漆山地区にある一ノ坪遺跡と梅ノ木遺跡は、 直線距離で約300m

 と近接し、 共に西流する立谷川左岸の自然堤防 (微高地) 上に立地し、 広義の馬見ケ崎川扇状

 地の扇端部に位置する。 遺跡が分布する自然堤防 (微高地) の成立は不明であるが、 一ノ坪遺

 跡のSG17河川跡や調査区両端の河床礫層、 梅ノ木遺跡の調査区中央部で認められた河床礫層

 は旧立谷川の支流等と考えられ、 旧河川が蛇行や氾濫を繰り返しながら両遺跡の立地する複雑

 な自然堤防 (微高地) を形成していったと推定される。 時期的にも縄文や弥生時代、 古墳時代

 の遺物が散見され、 奈良～平安時代の集落を主体とする点など遺跡の成立や成因には密接な関

 連があった事が推測される。 以下に両遺跡の調査から当地域の時代毎の変遷や特徴を古い順に
 概述し、 総括と考察にかえる。

 縄文・弥生・古墳時代

 梅ノ木遺跡の調査区南半に縄文時代晩期後葉の埋設土器群があ り、 少なくとも本時期には旧

 立谷川の幾つかの自然堤防 (微高地) が形成され、 縄文時代の集落の沖積平野への進出が窺え

 る。 近年、 周辺の北柳遺跡でも旧河川沿いの微高地から縄文晩期～弥生時代にかけての遺跡が

 確認されている。

 遺跡はその後、 弥生時代後期 (一ノ坪遺跡)、 古墳時代前期 (一ノ坪・梅ノ木遺跡) の遺物

 が散見され、 当地域周辺に断続的に集落が営まれた事が窺える。 本遺跡周辺には石包丁が出土

 した七浦遺跡や漆山遺跡等の当概期の遺跡が山形盆地内でも特に集中して分布しており、 扇状

 地扇端部の湧水を利用 した水田経営に適した地域であった事が推測される。

 古墳時代中期 頃には梅ノ 木遣 跡で確認さ れたSU27・30・31 と した大小の古墳群 が構 築され

 るようで周囲にも広がる様相を示す。 墳丘や主体部の削平、 少量の出土遺物から詳細は不明な

 点が多いが、 遺跡西方に近接する柴崎古墳群や衛守塚古墳群との立地や分布に関連性が窺える。

 特にSU27円墳跡で検出された墳丘を廻る柱穴群は、 明治時代に確認された衛守塚2号墳と

 の類似が指摘でき、 本地域の古墳構築の特質や地域性が考えられる。

 本遺跡から東に約1kmに位置する山形市大字漆山字道下付近の衛守塚古墳群は、 明治初年頃

 既に 「所々の地高低をなし」 と墳丘の残存も認められ、 12基の竪穴式石棺や木棺の古墳群が確認さ

 れている。 中でも衛守塚2号墳は墳丘構築上で極めて特異な例として古くから著明な円墳である。

 県史や市史によると明治12年の国道改修に伴い、 「塚の高さ5尺 (1.51m) 以上、 周囲約36m

 の円墳」 が発見され、 後年、 後藤守一博士の聴き取りにより 「墳丘の周囲際に長丸太が、 中心

 の木棺を囲んで垣をなすように打ち込まれていた」 と報告されている。 具体的には、 長さ2m

 を越す長丸太が、 墳丘と地表面との接線に60～70cmの間隔で、 柱頭が殆 ど没する程打ち込まれ

 ており、 後藤博士は古墳の地域を画すると共に、 多少とも木棺を守る役割や、 円筒埴輪を並べ

 立てる事な どにも共通する意図な どを推測さ れて いる。

 また、 衛守塚2号墳主体部は木棺で大丸太を縦に両断して身と蓋を作り、 長さ3.67m、 幅は

 中央で70cmを測 り、 正しく南北方向を向き、 蓋と身の合口は固着するように印籠蓋式を呈する



 と報告している。 出土遺物は弓、 土師器、 須恵器、 滑石製環状石製品、 竹櫛等が出土し、 構築

 時期は南 小泉式期を中心とした住社 式期 にかかる時期を推定する。

 本遺跡のSU27円墳跡の構築年代は 出土遺物が覆土中に限られる ことや破片資料が多いこと

 から判然としないが、 概ね衛守塚古墳群と同様の時期が比定されるかもしれない。

 一方、 SU30円墳跡は周溝床面近くの覆土から南小泉式期の圷等が単体で出土し、 古墳時代

 中期頃と判断されたが、 覆土上層からは時期的に後出の須恵器や金属器模倣の土師器供膳具が

 正位で配置され出土し、 古墳祭祀が断続的に長期間に渡り行われていた事が窺えた。

 これは、 遺跡の主体である次代の奈良～平安時代においても、 SU27円墳跡の周溝内側に小判

 型を呈するSU51墓坑跡 (8 世紀後半) が確認されてお り、 古墳群が古代に至っても墓域として

 意識されている事が推測される。 更に古墳群を外 して配置される奈良時代前半～中葉のST21・

 24・25竪穴住居跡、 SD6溝跡等の分布の有り様も上記の墓域を意識した結果と判断され、 周

 溝覆土中の新相の出土土器か らも墳丘や 周溝が古代まで原形を留めて いた可能性が推定さ れ る。

 奈良～平安時代

 両遺跡の主体となる奈良～平安時代では、 奈良時代前半 (8 世紀前～中葉) に梅ノ木遺跡の

 ST5や21 に代表さ れる 竪穴住居群 が最 も古 い段階の ものと して 出現する。

 当概期の資料は山形盆地では希少で、 両者の特徴としては竪穴住居の規模が大形、 4本の主

 柱穴が明瞭で、 カマ ドが北壁中央部に付き、 住居の主軸を南北方向に同じくする事があげられ

 る。 同遺跡のST24・25も撹乱が著しく柱穴等は一部未検出であるが、 規模がやや大型でカマ

 ドが壁中央部に設置される形態等はST5・21と類似し、 出土遺物からも近接した時期の所産

 と理解さ れる。

 出土遺物では山形盆地では最も古い寒河江市長岡山の須恵器窯と類似する須恵器の供膳具 と、

 所謂 「国分寺下層式」 期の古相の有段土師器が出土 し、 煮炊形態においては前代の系譜を引く

 体部球形を呈する甕や壺類が主体を占める特徴などがあげられる。 今年度調査が実施された山

 形盆地 西 端部の菅沢古墳群な どに近接する萩原遺跡でも 同様な 出土遺物が散見されて いる。

 本遺跡から南西約800mにある山形市漆山千手堂には、 本尊阿弥陀如来が奈良末～平安時代

 初頭の一木造りの良品として県の重文指定もうける吉祥院があ り、 奈良時代前半の和銅元年

 (738年) 創建が伝えられる。 時期的には上記の梅ノ木遺跡の竪穴住居群と重な り、 少なく とも

 古代寺 院を 設置できる下地が本地域 に既 にあっ た事が傍証さ れよ う。

 奈良時代後半～平安時時代初頭 (8世紀後葉～9世紀前葉) になると、 両遺跡で掘立柱建物

 跡や一部竪穴住居跡を主に検出された。 一ノ坪遺跡では掘立柱建物跡の重複関係から柱穴の平

 面形がやや大型で方形 (SB5・3) と円形 (SB10・6) を呈するものが認められ、 前者が概

 して古い様相を示すと考えられ、 8世紀後半～9世紀初頭頃が推測される。

 梅ノ 木遺跡でも破片資料ながらほぼ同時期 と推測される2×2間の総柱の倉庫群 (SB110・

 111・112・120) や倉庫群と主軸を同じくする大形の掘立柱建物跡 (SB118・119) が主軸方

 向を並べて配置される。 近年、 山形盆地でも中小河川に近接する境田C遺跡、 吉原遺跡等で同

 様の倉庫群 が確認されている。



 しかし、 両遺跡とも重複関係や主軸方向から2～3時期

 の変遷は認められるが、 建物配置等には官衛的な規則性は

 見出せず、 特に一ノ坪遺跡の建物群は3×5間、 2×4間

 の近接した建て替えが行われており、 母屋と付属施設と

 いっ た一般村落的な様相が窺える。

 さて、 9世紀中葉から後半に至り、 両遺跡とも竪穴住居

 群を主に遺構群が増加し、 梅ノ木遺跡では重複関係により

 最大で3時期以上の変遷が確 認さ れた。

 両遺跡とも竪穴住居跡の形態は8世紀前～中葉頃と比べ、 平面形が小～中形規模で柱穴跡が

 判然としないものが多い。 カマドは南壁を主に東西壁の角部付近に設置され、 全体的に不整で

 粗雑な印象をう ける等の特徴があげられる。

 出土遺物では概ね当概期の一般的な須恵器や土師器、 赤焼土器の土器群と共に、 梅ノ木遺跡

 では金属製品を模倣したと推測される内外面にミガキを施した丁寧な作りの鉢形土器 (40一

 6) や、 口縁部が長く頚部に段や沈線を有する土師器甕の一群 (SK88) など本時期の土器群

 とはやや様相 を異にする土器類も散見された。

 また、 梅ノ木遺跡のST4やSK2では墨書土器を含む供膳具を中心とした一括廃棄の状況も

 確認された。 他に一ノ坪遺跡ではST5の床面で丸底の須恵器甕が炉跡に近接して埋設された状

 態で出土 し、 貯蔵具としての丸底甕の使用方法が窺えた。

 両遺跡の最終段階は判然としないが、 出土遺物はほぼ9世紀後葉から10世紀を境 に消失する。

 一・ノ 坪遺跡では重複関係等か らST13やSD23が比較的新相の遺構と判断された。 これらは単発

 的な分布状況を示し、 比較的規模が大きい事が指摘できる。 梅ノ木遺跡でも重複する竪穴住居

 群の最も新しい住居 (ST9) が端的に規模が大きく同様の変遷も推測される。

 更に一ノ坪遺跡のST13を切るSD23とした大型で小判形を呈する周溝跡は、 周溝やその内部

 に柱穴等は検出できなかったが、 周溝の意図的な貼床状の覆土から周溝内部や上部に何らかの

 施設が存在した事も窺え、 特異な住居形態の一つとも考えられた。

 一・ノ 坪・梅ノ 木遣 跡の両道 跡は特 に主体 となる古代 にお いて時期的にも併行 して存 続する部

 分が多く、 上記のように遺構の様相にも類似する点が認められた。 「一ノ坪」 という小字名から

 は古代の条里制の存在も窺えたが、 遺構や遺物で明確に条里制を示すものは確認できなかった。

 しかし、 両遺跡を中心とした本地域が縄文から弥生、 古墳時代と断続的に集落が営まれ、 衛

 守塚古墳群や本遺跡古墳群に見られる多くの古墳を構築した在地勢力が存在した事、 次代の古

 代には山形盆地の中でも早い段階から須恵器が導入されている状況を考慮すれば、 条里制を施

 行するのに十分な素地があったと判断でき、 両遺跡の建物の主軸方向が合わせて配置される点

 な どは これを証左する可能性 があ る。

 これらは従来から指摘されるように、 和銅5年 (712年) の出羽国創建や以降の本格的古代

 律令制の施行にあたって、 山形盆地においては本地域や萩原遺跡に代表される有力な古墳群を

 形成する周辺の在地勢力が、 牽引的な役割を担っていたと考えられる。
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 一ノ坪遺跡の自然科学分析 (抜粋)

 パリノ・サーヴェイ 株式会社

はじめに

 一ノ坪遺跡では、 平安時代を中心とした遺構や遺物が検出されている。 今回は、 平安時代の

 集落が形成されていた当時に存在したと思われる河川 と、 平安時代の方形周溝ならびに住居出

 土土器に関する調査を行う。

 平安時代の旧流路 (SG17) は、 底部の試料を中心に、 珪藻分析、 花粉分析、 植物珪酸体分

 析を行い、 当時の古環境に関する情報を得る。 また、 流路底部にみられたテフラ状の物質につ

 いて分析を行い、 テフラに由来するかどうかを検討する。 平安時代の方形周溝墓 (SK75) は、

 リン・カルシウム分析を行い、 遺体埋納の痕跡がないかどうか検討する。 平安時代の住居

 (ST12) の底にめられていた土器に関しては、 土器内の土壌について珪藻分析、 植物珪酸体分

 析、 リン・カルシウム分析を実施し、 内容物に関する情報を得る。

考察

 ・溝埋積物からみた古環境

 歴史時代に本地域に飛来 している可能性のあるテフラには、 AD.915年に十和田カルデラよ

 り噴出した十和田aテフラ (To-a:町田ほか、 1981;町田・新井、 1992) と、 その長くと

 も数十年後に朝鮮半島北部に位置する白頭山より噴出した白頭山苫小牧テフラ (B-Tm:町田

 ほか、 1981) があげられる。 今回検出された火山ガラスは、 このいずれかに該当する可能性が

 高いが、 これは、 SG17の形成年代が9世紀後半と推定されていることと矛盾しない。

 平安時代の流路であるSG17のF3層は、 淡水浮遊性種を含む止水性種が多産し、 湖沼沼沢

 湿地指標種群を含む止水性種や中～下流性河川指標種群を含む好流水性種、 沼沢湿地付着生種

 群を含む流水不定性種を伴うことで特徴付けられる。 この群集組成か ら、 F3層の堆積環境は

 流水の影響の流れ込みのある沼沢～湿地のような水域環境で堆積したと推定される。 このよう

 に、 F3層は河道内の流れが穏やかな時期の堆積物であると考えられるが、 その後F2層にな

 ると流れが速くな り、 砂礫を含む淘汰の悪い堆積物が堆積するようになつ たと思われる。

 花粉分析では、 花粉化石が全く見られなかった。 珪藻分析の結果からすると花粉化石が取り

 込まれなかったとは考えにくく、 その後の環境変化によって分解したと考えられる。 なお、 植.

 物珪酸体分析の結果をみると、 タケ亜科やウシクサ族の割合が高い。 タケ亜科 (その中でも特

 にササ類) は、 冷温帯落葉広葉樹林の林床を覆う植物である。 また、 伐採や災害 (山火事・台

 風など)、 樹木の枯死などで生じた開けた空間に先駆的に進入してくる場合も多い。 今回多量

 に検出されたタケ亜科は、 山地に生育していたタケ亜科 (おそらくササ類) に由来するものと

 考えられる。 またススキ属は開けた草地を作ることから、 遺跡内や周辺などに草地を作ってい

 たものと推定される。 これらの種類は今回分析した どの遺構からも検出されてお り、 周辺に広

 く分布していたものと思われる。 一方、 ヨシ属も各遺構から検出されるが、 特に溝内で高い。

 珪藻化石からみた堆積環境や堆積物の状況から考えて、 溝内にはヨシ属が生育 し、 その遺体に



 よって腐植が形成されたと考えられる。 また、 検出されるイ ネ属の植物珪酸体は周辺での稲作

 に由来する と思われる。

 ・住居埋納甕の内容物 につ いて

 ST12遺構の甕内覆土の試料D (最下層) は、 竪穴住居跡床面に埋設された須恵器甕覆土の

 甕頚部から35cm下の所でほぼ最下層の土壌、 試料E (最下層;後期) はDよりも更に下で甕内

 の最も低部の試料である。 共に陸生珪藻が90%以上と優占することで特徴付けられる。 その値

 は、 試料が陸上の好気的環境で堆積したことを裏付けている (伊藤・堀内、 1991)。 よって、

 陸生珪藻の大部分は、 甕が埋没する際に短期間の内に陸生珪藻を含む住居床面の土壌やその周

 囲の土壌が甕内に二次的に混入したと覆われる。 植物珪酸体についても、 基本土層の平安時代

 包含層 (皿層) 層と比べて組成が類似することから、 当時の地表面から土壌が混入した可能性

 がある。 しかし、 甕内では、 基本土層の皿層やSG17に比べ、 組織片の量が多く、 特にイネ属

 の短細胞列がめだつ。 組織片とは、 植物の細胞組織がそのまま残っている状態で検出されるこ

 とをいい、 その中に植物珪酸体が列をなして認められる場合、 植物珪酸体の形状から種類が特

 定できる場合がある。 また、 組織片が検出される場合、 その現地性はきわめて高いと思われる

 ことから、 甕の内容物の一つとして、 稲藁が含まれていた可能性がある。 稲藁は、 生活資材と

 して古く か ら使われていたことか ら して も、 何らか の用 途で使われて いたものが埋められたと

 推測される。 一方、 リン・カルシウム分析の成果をみると、 基本土層やSK75と大きな差はな

 いが、 ST12のD層は他と比べてややリン酸の値が高い。 これが遺体な どの埋納に関するもの

 ならば、 豊島馬場遺跡の例にあるように (辻本、 小林、 1995)、 ある程度範囲をもって濃集部

 が存在する必要がある。 また、 土壌中に普通に含まれるリン酸量、 いわゆる天然賦存量につい

 ては、 いくつかの報告事例があるが (Bowen, 1983;Bolt・Bmggenwert, 1980;川崎ほか、

 1991;天野ほか、 1991)、 これらの事例から推定される天然賦存量の上限は約3.OP、05㎎/g程

 度である。 このことか ら、 D層の値は、 天然に含まれるリ ン酸量の範囲内である可能性が高く、

 甕 内に動植物遺体が存在した痕跡は確認されない。



 梅ノ木遺跡出土遺物などに関する自然科学分析調査 (抜粋)
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はじめに

 梅ノ木遺跡では、 縄文時代後・晩期、 古墳時代 (6～7世紀)、 古代 (8～9世紀) の遺構・

 遺物が検出されている。

 今回の分析調査は、 古墳 時代の円墳および古 代の貯蔵穴 について、 構築 時の 古植 生推定や 内

 容物の検証を目的として実施した。

 以下に、 調査結果を報告する。

 1. 円墳などの内容物に関する調査

 (1) 調査課題

 調査区内からは、 古墳時代の円墳数基が検出され、 主体部や周溝内から土器が出土している。

 そこで、 主体部や周溝内への遺体埋納を検証するために、 リン・カルシウム分析を行う。

 また、 古代の住居跡ST24内からは貯蔵穴RP21が検出され、 貯蔵物の痕跡の残留が期待され

 た。 そこで、 理化学成分について土壌理化学分析、 水や海塩について珪藻分析、 栽培植物につ

 いて植物珪酸体分析か ら、 内容物について検証する。

 (2) 試料

                            一調査対象は、 古墳時代の周溝墓3基 (SU27・SU30・SU31) と古代の貯蔵穴RP21である。

 このうち、 SU27は調査区中央部で検出され、 円形を呈する。 主体部として、 長方形を呈す

 る遺構 (SX55・SX56) が2ヶ所認められる。 試料は、 現地調査時に、 当社技師がこれらの遺

 構覆土から採取した。 また、 周溝内の埋積物中には火山灰に似た砂分が認められたので、 これ

 についても試料を採取 した。

 SU30はSU27の南方に位置し、 円形を呈する。 また、 周溝内より土器 (RP120) が出土し、

 その内部の土壌から試料を採取した。

 SU31はSU30に隣接し、 円形を呈するが、 SU30よりも主体部と周溝の規模が小さい。 試料

 は、 主体部の底面を中心に採取した。

 貯蔵穴RP21では、 内部に土器が認められた。 試料は、 土器内の底部から採取した。

 分析には、 リン・カルシウム分析14点、 土壌理化学分析1点、 珪藻分析1点、 植物珪酸体分

 析1点の試料を選択した。

考察

 各遺構の分析結果か ら、 周溝墓への遺体の埋納や土器内の内容物に関して検討する。

 a. 周溝墓

 調査した3基の周溝墓では、 覆土中に粘土分だけでなく、 砂分やシルト分が多かった。 土壌

 に供給された理化学成分は粘土分に保持されやすく、 粘土分の多い土壌では富化した成分が残

 留しやすい。 今回の試料では、 砂分やシルト分が多いために、 成分保持能力があまり高くない

 ことがうかがえ、 動物遺体が埋納されていた場合にも遺体成分が外部へ流亡・拡散しやすいこ



 とが考えられる。

 また、 SU27の主体部SX55の試料番号1は、 還元作用の影響を示唆する土色であった。 その

 ため、 還元作用 に伴う水分移動により、 リン酸やカルシウム成分などが流亡した可能性が予想

 される。

 3基の周溝墓試料と比較した場合、 リン酸・カルシウム含量ともに天然賦存量の範囲内にあ

 る。 そのため、 遺体成分が特に富化している場所を指摘することは困難である。

 なお、 SU31主体部の試料番号10・12で他の場所と比較して、 やや高いリ ン酸含量を示す。

 b. 貯蔵穴内土器

 土器内の土壌でのリン酸含量は、 前述した天然賦存量の範囲内にあり、 全炭素含量や全窒素

 含量も低い。 そのため、 動物遺体の成分が土器内に富化しているとは言えない。

 また、 陸生珪藻や水生珪藻の存在から、 土器内に富栄養水域や流水域の水が入れられたこと

 や、 周囲からそのような水域で堆積した土壌が混入した可能性がある。 さらにイ ネ属穎珪酸体

 の産出が特に目立ち、 稲籾殻が存在した可能性もある。

 しか し、 今回は周囲の土壌で珪藻化石や植物珪酸体の産状を把握していず、 また住居内の貯

 蔵穴の堆積状態や土器の出土状態などの検討を終えていないため、 検出された種類が周囲から

 の土壌の流入に伴って混入した可能性も否定できない。 今後、 発掘調査所見を含めて今回の結

 果を改めて検討 したい。

 2. 周溝墓構築時の古環境に関する調査

 (1) 調査課題

 周溝SU27の埋積物中には、 火山灰と思われる砂分が認められた。 その種類や埋績時期に関

 する情報を得るために、 テフラ分析を実施する。

 また、 古墳時代の周辺の古植生に関する情報を得るために、 周溝底部の堆積物について花粉

 分析を実施す る。

 (2) 試料

 テフラ分析試料は火山灰と思われる砂分1点、 花粉分析試料は周溝底部の覆土1点である。

考察

 a. 埋績時期の推定

 SU27周溝の覆土中にブロ ック状に見られた火 山灰 とされる砂分には、 火山ガ ラス が認めら

 れた。 このうち、 屈折率が1.502-1.507の範囲にあるものは、 形態と屈折率、 および町田ほか

 (1981)、 町田・新井 (1992) 等の記載から、 十和田aテフラ (To-a:町田ほか、 1981) に

 由来する と考えられる。 To-aはAn915年に十和田カルデラより噴出したとされ、 給源から

 南方の東北地方一帯に広く分布 している。 またTo-aの火山ガラスの屈折率は、 1.499-1.508

 とされている (町田ほか、 1981)。 このほか、 To-aの屈折率の範囲外にわずかに認められた

 火山ガラスは、 形態と屈折率、 町田ほか (1981) や町田・新井 (1992) 等の記載、 およびTo

 一aに混在することから、 白頭山苫小牧テフラ (B-Tm:町田ほか、 1981) に由来すると考え



 られる。 B-Tmの給源は朝鮮半島北部に位置する白頭山であり、 火山ガラスの屈折率は1.511

 一1.522とされる (町田・新井、 1992)。 このテフラは、 日本では東北地方北部から北海道に

 かけて分布 し、 東北地方北部ではTo-aの直上に薄層として確認されることが多い。 B-Tmの

 噴出年代は、 A.D947年と考えられており (早川・小山、 1998)、 To-aの噴出年代とは約30

 年の時間間隙しかないことか ら、 両テフラ層の間に形成される土壌層も薄いと考えられる。 今

 回検出さ れたB-Tmは、 植物根ある いはミミ ズやモグラな どの小動物 によっ て土層 が撹乱され

 ることにより、 To-aブロック中に混入した可能性がある。 周溝底部に比較的近い層位からTo

 一aが検出されたことは、 出土遺物な どからSU27周溝の構築年代が古墳時代であったとされる

 ことを考慮すれば、 周溝構築後の数百年間の埋積速度が遅く、 To-a降灰時には周溝の窪みが

 残って いた ことを示唆す る。

 b. 古植生

 検出された木本花粉のマツ属・サワグルミ属一クルミ属・コナラ属コナラ亜属、 草本花粉の

 イネ科・ヨモギ属、 シダ類胞子は、 当時の遺跡周辺に生育していた母植物に由来する可能性が

 あ る。

 しか し、 花粉化石の保存状態が著しく悪く、 検出個体数も少ないことから、 後代の乾燥化な

 どにより分解・消失した可能性がある。 そのため、 今回の分析結果か ら、 当時の古植生につい

 て詳細 に検討することはむずか しい。
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