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丸序
 本書は、財団法人山形県埋蔵文化財センターが発掘調査を

 実施した、太夫小屋1・2・3遺跡の調査成果をまとめたもの

 です。

 太夫小屋1・2・3遺跡は、チョウとトンボと古墳のまちと

 して名高い東置賜郡川西町に所在します。川西町は、古くか

 ら稲作を中心とする農業地帯として発展しており、近年では

 遅筆堂文庫を中核とするフレンドリープラザにおける意欲的

 な活動など、文化面での振興に著しいものがあります。

 この度、担い手育成基盤整備事業(諏訪江地区)に伴い、工
 事に先立って太夫小屋1・2・3遺跡の発掘調査を実施しま

 した。

 調査では、全国的にも類例の少ない大型の布掘筏地業建物

 跡が規則的に配置されているのが検出されたほか、それらの

 周囲から多数の墨書土器が出土しました。また、灰釉陶器や

 緑紬陶器、円面硯・風字硯が多く出土することから、何らかの
 官衙の存在が推定されます。

 太夫小屋1遺跡の建物跡群の範囲1,500㎡と太夫小屋2遺跡

 の農道部分の古墳時代遺構2,000r㎡は、関係公所との協議の結
 果現状保存され後世に託されることになりました。置賜平野
 土地改良事務所・米沢平野土地改良区・関係各位の埋蔵文化

 財保護に対する姿勢は高く評価されるべきです。

 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、私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、調査においてご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13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、担い手育成基盤整備事業(諏訪江地区)に係る、「太夫小屋1・2・3遺跡」の発
  掘調査報告書である。

  2調査は山形県置賜平野土地改良事務所の委託により、財団法人山形県埋蔵文化財センターが
  実施した。

  3遺跡名調査要項は下記のとおりである。、太夫小屋1遺跡遺跡番号平成9年度登録
  所在地山形県東置賜郡川西町大字時田字太夫小屋
  調査期間発掘調査平成10年4月1日～平成11年3月31日

  現地調査平成10年7月13日～平成10年12月4日

  資料整理平成12年4月1日～平成13年3月31日
  遺跡名太夫小屋2遺跡遺跡番号平成10年度登録

  太夫小屋3遺跡遺跡番号平成10年度登録

  所在地山形県東置賜郡川西町大字時田字太夫小屋他

  調査期間発掘調査平成11年4月1日～平成12年3月31日
  現地調査平成11年7月21日～平成11年12月14日

  資料整理平成12年4月1日～平成13年3月31日
  調査主体財団法人山形県埋蔵文化財センター

  調査担当者

  太夫小屋1遺跡現地調査調査第一課長野尻侃

  主任調査研究員尾形與典

  調査研究員高橋敏

  調査研究員岡部博

  調査員豊野潤子

  太夫小屋2・3遺跡現地調査調査第一課長野尻侃

  調査研究員高橋敏

  調査研究員黒沼昭夫

  調査員澁谷純子

  資料整理主任調査研究員黒坂雅人

  調査研究員高橋敏

  4発掘調査及び本書を作成するにあたり、山形県置賜平野土地改良事務所、川西町教育委員
  会、東南置賜教育事務所等関係機関の協力を得た。また、現地調査および資料整理にあたり、

  平川南氏(国立歴史民俗博物館教授)、宮本長二郎氏(東北芸術工科大学教授)、北野博司氏
  (東北芸術工科大学助教授)、荒木志伸氏(東北芸術工科大学講師)、井上喜久男氏(愛知県陶
  磁資料館)、松村・一良氏(福岡県久留米市教育委員会)、清藤一順氏((財)千葉県文化財セン
  ター)、柏原孝俊氏(福岡県小郡市教育委員会)、植田文雄氏(滋賀県能登川町教育委員会、)
  坂本範基氏(同県中主町教育委員会)、安中哲徳氏((財)石川県埋蔵文化財センター)、斉藤
  敏明氏(川西町教育委員会)からご指導賜った。記して感謝申し上げる。

 5本書の作成は高橋敏が担当し、齊藤主税、伊藤邦弘、黒沼昭夫が補佐した。編集は高桑弘
 美・犬飼透が担当し、全体について野尻侃が監修した。

 6委託業務は下記の通りである。
 遺構写真実測株式会社パスコ
遺物保存処理株式会社吉田生物研究所
理化学分析株式会社古環境研究所

 パリノ・サーヴェイ株式会社

 株式会社パレオ・ラボ

 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・遺物の分類記号は以下の通りである。

 ST…竪穴住居跡SB…掘立柱建物跡SK…土坑SD…溝跡
 SP…ピット・小穴SE…井戸跡SX…性格不明遺構
 SA…柵列EB…柱穴掘方EL…炉跡・カマド跡
 EP…遺構内ピットEK…遺構内土坑ED…遺構内溝
 RP…登録遺物RQ…登録石製品RM…登録金属製品
 RW…登録木製品P…土器S…石
 W…木

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

 (1)遺跡概要図・遺構配置図・遺構実測図中の方位は、太夫小屋1・2遺跡は座標北を、太
 夫小屋3遺跡は磁北を示している。

 (2)グリッドの南北軸は、太夫小屋1遺跡でN-4。33!26"一E、太夫小屋2遺跡でN一
 4。36'48"一Eを測る。

 (3)遺構実測図は1/40・1/60・1/80・1/100・1/200・1/300・1/600縮図で
 採録し、挿図毎にスケールを付した。なお、実測図中の灘ii萎i難は灰を、糞纈護は炭化物及び
 炭化材を、難灘騒は焼土を表す。

 (4)遺物実測図・拓影図は、原則として1/3を標準として採録し、それ以外の場合は個
 々 に表示した。

 (5)遺物図版については約1/3に揃えたが、任意縮尺の場合もある。
 (6)遺物実測図の土器は、土師器、灰釉・緑釉及び陶磁器は白抜き、須恵器は黒抜きで表
 示した。また、土器内外面の網点は黒色処理を、難羅難は漆を、糞譲護は煤を表している。

 (7)本文中の遺物番号は、遺物実測図・遺物観察表・遺物図版とも共通のものとした。
 (8)遺物について本文中で取り上げる場合は、r第○図△番」をrO一△」と略記した。
 (9)遺物観察表中の()内の数値は、図上復元による推定値であり、破片での現存値は
 省略している。

 (10)基本層序及び遺構覆土の色調の記載については、1997年版農林水産省農林水産技術
 会議事務局監修の「新版標準土色帖」に拠った。
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 Ⅰ調査の経緯

:

 Ⅰ調査の経緯
 1調査に至る経過

 太夫小屋1・2・3遺跡は、山形県南部の米沢盆地のほぼ中央に位置する川西町に所在し、

 JR米坂線羽前小松駅南東約1.5㎞の水田地帯に位置する。

 今回の発掘調査は、山形県農林部による平成10・11年度担い手育成基盤整備事業(諏訪江地

 区)に伴って実施されたものである。本遺跡は、同事業に係わる平成8年度遺跡詳細分布調査

 によって遺跡の存在が確認され、新規発見遺跡として登録された。太夫小屋1・2遺跡につい

 ては平成9年10月に、太夫小屋2・3遺跡については平成10年10月に山形県教育庁文化財課に

 よる事業区域内の試掘調査が行われた。その結果、太夫小屋1遺跡では試掘坑69箇所の内、23

 箇所で遺構・遺物が検出され、遺跡範囲は東西100m、南北200mに及ぶことが明らかになった。

 太夫小屋2遺跡では試掘坑109箇所の内、62箇所で遺構・遺物が検出された。また、平安時代の

 遺構確認面の下位に古墳時代の遺物包含層が存在することが確認された。遺跡範囲は東西100

 m、南北320mに及ぶことが明らかとなった。太夫小屋3遺跡では試掘坑28箇所の内、13箇所で

 遺構・遺物が検出され、遺跡範囲は東西40m、南北150mに及ぶことが明らかになった。時期

 は、太夫小屋1・3遺跡が平安時代、太夫小屋2遺跡では上層に平安時代、下層に古墳時代が

 存在することが明らかとなった。

 県教育庁文化財課では事業主体である置賜平野土地改良事務所との間で、遺跡の現状保存の

 可能性や工事施工方法の検討なども含めて調整協議を行った。その結果、それぞれの遺跡範囲

 のうち太夫小屋1遺跡は8,700㎡、太夫小屋2遺跡は5,500r㎡、太夫小屋3遺跡は600㎡につい

 て、工事に先立って、図面・写真などによる記録保存を目的とした緊急発掘調査で対応するこ

 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、発掘調査を実施すること

 になった。

 発掘調査に至るまでの協議等は、以下の通りである。

 《太夫小屋1遺跡》《太夫小屋2・3遺跡》

 ◆山形県置賜平野土地改良事務所長より県埋蔵文

 化財センター理事長あてに、埋蔵文化財発掘調

 査の依頼(H10/1/23)(Hll/3/1)

 ◆県埋蔵文化財センター理事長より山形県置賜平

 野土地改良事務所長あてに、発掘調査を実施す

 ること及び経費見積もりの回答(H10/2/17)(Hll/3/12)

 ◆山形県知事と県埋蔵文化財センターとで「埋蔵

 物発掘調査業務の委託契約」を締結(H10/4/1)(H11/4/1)

 一1一



 II立地と環境
 1地理的環境

 本遺跡は、町中心部から1.5㎞南東の大字時田字太夫小屋に所在し、標高は213mを測る。
 川西町が所在する米沢盆地は、東部は奥羽山脈に属する豪士山、駒ヶ岳や栗子山・西部は飯

 豊連峰より緩やかに連なる玉庭丘陵、南部は吾妻山系、北部は南陽市の山々によって挟まれた
 断層陥没盆地である。その形状は、北に広く開き南に狭い菱形状で周囲の山々と接している・
 南北の長さは約24㎞、巾は北部で約18㎞、南部で約6㎞である。中央部を・吾妻連峰を源とし・
 米沢、山形、新庄の各盆地を抜け、庄内平野を流れて日本海へ注ぐ母なる川最上川(白川合流
 までは松川)が北上し、これによって形成された広大な後背低湿地は、古くから豊かな穀倉地
 帯となっている。

 本遺跡周辺には、犬川、黒川、誕生川など本遺跡西部に位置する玉庭丘陵の高度分布と調和
 するように、南西から北東に流れ出る中小の河川が数多くある。本遺跡は、犬川・黒川氾濫原
 低地に立地し、西を黒川、東を誕生川に挟まれている。黒川は川西町大船地区に源を発し・川
 西町黒川で犬川に合流する。犬川は、川西町玉庭地区の竹駒山に源を発し、川西町東大塚で最
 上川に入る。誕生川は、米沢市小菅地区石切山丘陵から発し、下流で万福寺川を合わせ川西町
 吉島地区で最上川に合流する。

 太夫小屋という地名は、戦国時代の伊達家の文書に「太夫耕屋」と記されていることから、
 はやくから開田が行われ、当時から広い耕地があったことがうかがえる。周囲を流れるこれら
 の河川の流水と、鬼面川が形成する扇状地面からの湧水を利用して、この周囲の低くて平らな
 土地は、昔から水田として利用されていたと考えられる。

 また周囲には、低湿地を意味すると思われる「谷地」、「沼田」、「渓」や、高地を意味する「島」、
 r高田」、「高畑」等の地名も残っており、基盤整備事業が現在のように進行し、耕地が平坦化さ
 れる以前は、河川沿いに自然堤防や微高地、河岸段丘などが点在していたものと考えられる。
 河川の流水と扇状地面からの湧水を得られる地域は、古くから開拓が行われ水田が分布し、集
 落が形成されていったものと考えられる。

 しかし、その反面、河川によって運ばれた砂や泥が堆積する低地であったため、地盤が大変
 弱く、川の増水の度にその影響を受けてきたと考えられる。稲作には適していても居住のため
 の場所としては困難な土地であったことがうかがえる。
 太夫小屋1・2・3遺跡が所在する中郡地区は、時田、掘金、高山,在、下奥田の5つの大

 字が合併して、明治22年に中郡村となった。米沢盆地の中央にあたり、玉庭丘陵と鬼面川に挟
 まれた地域である。玉庭丘陵から東に広がる平野部は町の面積の30%を占める広大な田園地帯
 となっている。中郡の名は、江戸時代の中頃から地方行政単位の名として使われていたもので・
 古代、この地域が属していた郡の大きさを示すものとして使われていた名に由来するものと思
 われる。南西から北東にかけて続く、標高500～300mの玉庭丘陵は、肉牛の飼育が盛んに行
 われている。この丘陵地帯には、下小松古墳群や天神森古墳などに代表される数多くの古墳が
 分布していることが知られており、古くから開拓が進んでいたことがうかがえる。

 2歴史的環境

 太夫小屋1・2・3遺跡が所在する山形県東置賜郡川西町は、旧石器から近世にかけての多
 くの遺跡が分布しており、特に古墳時代の遺跡に特筆されるものが多い。

 旧石器時代では、尼力沢遺跡・千松寺遺跡で確認されている。いずれも旧石器時代後期に属
 するものである。

 縄文時代では、尼力沢遺跡・塩ノ沢遺跡・平谷地遺跡などが確認されているが、なかでも川
 西町下小松に所在する千松寺遺跡が重要とされている。県内でも検出例の少ない縄文時代早期
 の住居跡が検出され、住居内には周溝が廻るといわれる。

 古墳時代では、前期において米沢盆地平野部に比較的大型の古墳が分布している。中央部に
 前方後方墳の宝領塚古墳、盆地北部の南陽市に前方後円墳の稲荷森古墳、そして川西町では太
 夫小屋1遺跡の北西L5㎞には前方後方墳の天神森古墳が築かれている。さらに、川西町西部の
 玉庭丘陵には6支群約200基にわたる大古墳群である下小松古墳群が存在する。古墳時代前期で
 (文献1)は永松寺支群、中期では鷹待場支群・薬師沢支群・尼力沢支群、後期では小森山支群・陣が峰
 支群が継続して築造されている。川西町では明治大学の協力を得て、継続的に調査を行ってい
 る。7世紀から8世紀初めにかけて、高畠町を中心とする東部で横穴式石室を持つ古墳が築造
 され続ける。しかし、これら古墳の基盤となるべき集落遺跡に関しては調査例は少なく、集落
 全体を把握できるようなものはわずかであり、川西町内では、前期で治兵衛館遺跡、後期では
 カノウ壇遺跡の調査例があり、それぞれ竪穴住居跡などが検出されている。
 置賜の地名が初見されるのは、日本書紀持統天皇三年条(689)の「陸奥国優嗜雲郡城養蝦夷

 脂利古男麻呂云々・・」で、その内容から7世紀後半段階において、ある一定規模の城柵ある(文献21)いは郡衙の存在が推定される。最近、高畠町で7世紀代の須恵器窯である高安窯跡が発掘され
 たが、この窯跡と初期置賜郡衙との関連が注目されている。

 奈良・平安時代では、置賜郡衙の比定地の一つとして川西町下小松地内に所在する道伝遺跡

 が鈴9世紀後半から10世紀前半頃の置賜郡衙と考えられており・饒施設や大規模な建物群が検出され、風字硯のほかに大溝からは寛平八年(896)銘の木簡が出土している。中郡とい
 う旧村名は置賜郡に由来すると考えられている。本遺跡からまっすぐ南に3㎞の丘陵状には8

 世紀後葉頃から須恵器を焼成し始めた壇山窯跡・大神窯跡があり、10基余りの窯跡が検出され(文献31)(文献2)ている。これらの窯跡で焼成された須恵器は、米沢盆地内の官衙関連遺跡から多く出土してお
 り・置賜郡衙の官窯的な窯跡の可能性がある。他には、本遺跡から西へ500mの、黒川左岸の低
 位段丘状には穴塚墳丘群がある。未調査のため詳細は不明である賦終末期古墳の可能性も考
 えられている.

 中世にはいると、荘園経営の発展さらには地頭としての武士の進出とともに農地の拡大がは
 かられていった。・太夫小屋の地名も、永正十六年(1519)伊達植宗の安堵状にr太夫耕屋」と
 して出ているのが初見である。この時期に開墾が盛んに実施され、今日の原型が形成されたと
 思われる。



 Ⅲ太夫小屋1遺跡
 1調査の経過

 現地調査は平成10年7月13日から12月4日まで実質94日間で実施した。当初は11月20日まで
 の予定であったが、布掘筏地業建物跡の検出・精査のため延長となった・調査面積も当初の
 8,700n{に農道部分の調査が加わり・9・260㎡となっている・グリッドの設定については・調査
 区を南北に2分する農道のセンターラインを基準とし・任意に設定した・東側を南北に走る農
 道とはほぼ直交している。グリッドの大きさは5m方眼で・X軸は西から東にアルファベット
 を、Y軸は北から南にアラビア数字で座標を設定した。グリッドのX軸はN-4°33′26"一
 Eを測る。(N＝座標北)
 調査は、7月13日に調査事務所を設置し、機材の搬入と鍬入式を開催した。その後、重機を

 用いた表土除去と平行して面整理を行い、遺構検出・グリッド設定を行った。さらに・順次・
 遺構精査・諸記録作業を繰り返し実施した。その間、2度にわたって精査終了部分の先行引き
 渡しを行っている。調査説明会を11月7日に開催し、約100名の参加者を得た。9月17日・10月
 9日・11月9日・11月27日の4度にわたり空中写真測量を行っている。12月4日に調査を終了

 した。

 2遺跡の概観と層序

 太夫小屋1遺跡は、遺跡のすぐ西側を北東に流下する黒川と東側を北東に流下する誕生川に

 挟まれた河間低地中の微高地に立地する。

 遺跡の地目の大半は水田となっている。調査区の全域は昭和50年代前半の田面改修工事によ

 り相当削平を受けたと思われる。特に、Jラインの東側と25ラインの南側では削平とグライ化

 が激しいため、遺構はほとんど検出されず遺物の出土も僅かであった。調査区中央から西側に

 かけて遺構・遺物が多く検出されている。

 主な遺構としては、竪穴住居跡、布掘筏地業建物跡、掘立柱建物跡、溝跡、土坑、柱穴など

 総計1,100基程を数える。布掘筏地業建物跡などは、グリッド設定の基準の1つとした南北に走

 る農道と主軸線がほぼ一致している。また、米軍撮影の空中写真(図版2)には、この農道の

 延長線上に、直線に断続的にのびる古代道路あるいは条里痕跡とみられる直線が観察される。

 太夫小屋1遺跡の基本的な層序は第4図に示している。調査区を東西に横断する農道の北壁

 に4カ所設定し観察を行った。Ⅰ層は水田耕作土である。II層は遺構が多く検出された範囲に

 のみ確認できた。炭化物及び土器片が多く混入することから、整地層の可能性を考えている。

 このII層直下が遺構確認面(地山)となっている。遺構確認面は概ね灰黄褐色のシルトないし

 微砂で、遺構覆土が粘性を持つために、重機による表土除去の際には覆土が丸ごと抜け出るこ
 とがしばしばであった。東端の基本層序Dでは灰黄褐色の遺構検出面が観察されず、他の層序

 では下層に存在する黒褐色を呈する土層が耕作土直下で観察される。このことは、昔は調査区

 東側の田面は西側の田面より高かった、という古老の話を裏付けるものと思われる。









 3検出された遺構

 布掘筏地業建物跡(第5～ll図)

 太夫小屋1遺跡では、建物の桁行あるいは桁行梁行両方に布掘が施され、底面に板材が敷き

 詰められている建物跡が、規則的に配置されているのが検出された。この工法を用いた建物を
 ぬのぼりいかだちぎょうたてものあと本報告書では布掘筏地業建物跡と称した。類似した工法による建物跡は、近世をのぞけば全国
 でも数例のみで、弥生時代では新潟県佐渡の新穂村玉作遺跡群内に所在する蔵王遺跡で検出さ(文献18)
 れた5号掘立柱建物跡があり、「枕木を持つ建物跡」としている。付近からは内行花文鏡などが

 出土している。本遺跡と同時期では、石川県金沢市畝田・寺中遺跡で検出されたSBO1・SB(文献22)
 02がある。板材に関して「長い礎板」と称している。中世では、神奈川県鎌倉市の国指定史跡
 永福寺跡の苑池に張り出す左翼廊と苑池内の橋の遺構で検出されている。江戸時代でも、東京

 (文献12)都の都立文京盲学校建て替え工事の際に検出された、水戸藩小石川邸に隣接する武家屋敷跡の(文献25)
 「ソロバン地業」があるが、同一工法とできるか検討が必要である。太夫小屋1遺跡で検出され

 た布掘筏地業建物跡ほどの規模を持つものはない。、

 以下、太夫小屋1遺跡で検出された建物跡について、個別に概要を述べる。

 SB986(第5～6図)D～F-19～20グリッドで検出した。桁行全長7.7m、梁行全長7.7

 mを測る。断面観察などから桁行4間、梁行4間の正方形の建物と推定した。主軸方位はN一

 4°一Eを測る。東桁行・北梁行の布掘は長さ9m、幅0.6～1.1m、深さ0.5～0.6mを測り、

 L字に連結している。西桁行・南梁行・2,3列目布掘は長さ6～6.5m、幅0.7～1.35m、深

 さ0.6～0.9mを測り、それぞれ南梁行と連結している。東桁行・北梁行の底面には、長さ4～

 5m、幅0.15～0.3m、厚さ5～8cmを測る板材が2～3枚敷設される。西桁行・南梁行・2、

 3列目布掘の底面には、長さL2～4.3m、幅0.15～0.3m、厚さ5～8cmを測る板材が2～3枚

 敷設される。北梁行の西よりに直径25cm、西桁行の中央付近に直径18cmを測る柱根各1本が板

 材の上に遺存していた。2,3列目布掘の存在から間仕切りなどの存在が考えられ、居住施設

 ではない特殊な用途の建物と推定している。SK101、SK111に切られる。2,3列目布掘及

 び南梁行布掘の精査中に、板材の横から直径22～35cmを測る柱根6本と、2列目布掘南端から

 長さ0.5m、幅0.15m、厚さ8cmの礎板2枚が出土した。柱根・礎板ともに板材からずれてお

 り、柱根・礎板底部のレベルも板材より30cm程下位にある。また、布掘の精査中にアタリを検

 出したことなどから、SB986布掘筏地業建物跡に伴うものではなく、後続する建物跡(SB

 1110)であると判断した。SB1110の詳細については後述する。遺物は布掘覆土及び底面から

 403点出土し、墨書土器を含め38点図示した。55-1は須恵器坏である。2列目布掘南端の礎板

 付近から逆位で出土した。口縁部に人為的打ち欠きが観察される。回転糸切の底部と外面全域

 に墨書が見られる。地鎮などの呪いに関連すると考えられる。出土位置・レベルなどからSB

 1110に伴う可能性がある。

 SB985(第7～8図)F～G-19～21グリッドで検出した。桁行全長13.3m、梁行全長6.6

 mを測り、西2.7mに布掘筏地業の廟が付属する。断面観察などから身舎は桁行5間、梁行3間

 の長方形の建物と推定した。主軸方位はN-4。一Eを測る。東・西桁行布掘は長さ15m、幅

 0.84～2.4m、深さ0.32～0.5mを測る。南・北梁行布掘は長さ7.9～8.1?h、幅1.1～2.1m、深

 さ0.4～0.55mを測る。東桁行と北梁行の幅が広い。布掘はいずれも連結している。西廂布掘は

 長さ15m、幅0.56～0・92m、深さ0・22～0.38mを測り、身舎の布掘に比して浅く、連結しない。
 東・西桁行布掘の底面には、長さ2～6.5m、幅0.42～0.55m、厚さ6～12cmを測る板材が5～
 6枚程度敷設される。南・北梁行布掘の底面には、1.2～4m、幅0.32～0.4m、厚さ6～8cm

 を測る板材が1～2枚程度敷設される。西廂布掘の底面には、長さ1.7～3.6m、幅0.2～0.5m、

 厚さ4cm内外を測る板材が3枚遺存している。検出レベルが浅いためか、板材の残りは良くな
 い。東・西桁行南端を精査中に、直径30～35cmを測る柱根と長さ25cm内外、幅15cm内外を測る

 礎板が2～3枚遺存していた。また、南梁行では、板材の南端の上に長さ45cm内外、幅50cm、

 厚さ6～8cmを測る礎板が検出された。さらに、西廂を切る一定間隔で並ぶ4本の柱穴の存在

 などから、SB985に後続する大型掘立柱建物跡(SB1054)の存在を確認した。併せて、SB

 985の身舎内で検出される柱穴は、礎板を伴うことなどからSBlO54に伴うものと判断した。S

 B1054の詳細については後述する。遺物は布掘覆土及び底面から624点出土し、円面硯や墨書土

 器など63点を図示した。

 SBlO74(第9～10図)1～J-13～15グリッドで検出した。SX250、SX336上層、SX

 1056、SB1120に切られる。当初、検出できなかったが、SX250の完掘後、床面に土色変化を

 確認した。布掘筏地業建物跡が2棟検出されたことから、他の建物跡の存在も考えられた。そ

 のため、SB1036建物跡の東西桁行の北側延長地区に、ピンポールによる地中確認を実施した。

 その結果、材を確認したことから遺構確認に至った。SB1074は、完掘せず、半截のみに留め

 たことから全容は不明である。桁行全長9.6m、梁行全長5.2mを測る。主軸方位はN-4。一

 Eを測る。東・西桁行布掘は長さ10.5m、幅1m内外、深さ0.22～0.44mを測る。北梁行は長

 さ2m以上、幅1.2～1.42m、深さ0.57mを測る、短い布掘(大型の柱穴)である。南梁行は長

 さ1.8m以上、幅推定lm、深さ0.38mを測る、短い布掘(大型の柱穴)である。布掘はいずれ

 も連結していない。東・西桁行布掘の底面には、長さ0.35m～4.8m、幅0.16～0.3m、厚さ6

 ～8cmを測る板材が5～6枚程度敷設される。また、北梁行には、長さ0.5m以上、幅0.05～

 0・1m、厚さ4cm内外を測る板材が5～6枚敷設される。南梁行には、長さ1m、幅0.2m、厚
 さ6cmを測る板材が1枚敷設される。

 断面観察によれば、柱間距離はそれぞれ心々間で、東桁行は北から2.4m・L2m・1.95m・

 1・35m・1.5m、西桁行は北から1.5m以上・2.3m・L8m・1.6m・L6mとなり、間尺が合わ
 ない。南北梁行は2.6m等間である。同位置による建て替えなど考えられるが、今後詳細な検討
 が必要である。遺物は、覆土中から須恵器坏など14点出土した。坏類の底部は回転ヘラ切であ
 る。須恵器甕1点図示した。



 SB1036・SAllOO(第11・13図)1～J-17～19グリッドで検出した。後述するSB983

 と重複している。多くの柱穴がSB983に切られることからSB1036が先行すると判断される。

 身舎の桁行4間、梁行2間の掘立柱建物跡で、2.4m西に布掘の廟が付く。桁行全長は9.6m、梁

 行全長は5.2mを測り、東西、南北の柱穴列ともよく対応している。主軸方位はN-4。一Eを

 測る。桁行の柱間寸法は、南から3m、1.8m、1.8m、3mを測る。梁行の柱間寸法は、2.6m

 等問である。柱穴掘方は不整方形ないし不整円形で、長軸0.69～1.42m、短軸0.5～1m、深さ

 は0.5～0.6mを測る。ほとんどの柱穴底面から礎板が検出された。礎板は、長さ0.3～0.8m、幅

 0.13～0.45m、厚さ4～7cmを測る。概ね南北方向に敷設される。板材は良く調整されており、

 転用材と考えられる。EB973から直径20cmを測る柱根が礎板に乗る形で検出された。西廂布掘

 は、長さ10.4m、幅0.42～0.63m、深さ0.38～0.64mを測る。礎板は長さ0.55触0.78m、幅0.15

 ～0.3m、厚さ4cm内外を測る。残りはやや悪い。SA1100は、SB1036の南2mに位置する柵

 列である。すべての柱穴に柱根が依存する。三角の割材の先端を杭状に加工した打ち込み柱であ

 る。SB1036の目隠し塀と考えられる。遺物は柱穴・布掘覆土から218点出土し、14点図示した。

 SB983(第12・13図)1～J-17～19グリッドで検出した。SBlO36と重複している。多く

 の柱穴がSB1036を切ることからSB983が後続すると判断される。桁行4間、梁行2間の掘立

 柱建物跡で、2.4m西に布掘の廟が付く。身舎の桁行全長は7.5m、梁行全長5.2mを測り、東西、

 南北の柱穴列ともよく対応している。主軸方位はN-4。一Eを測る。桁行の柱間寸法は、L9

 m等間で、梁行の柱間寸法は、2.6m等間である。柱穴掘方は不整方形ないし不整円形で、長軸

 0.73～1.2m、短軸0.5～L17m、深さは0.5～0.6mを測る。ほとんどの柱穴底面から礎板が検出

 された。礎板は、長さ0.2～0.85m、幅0.12～0.28m、厚さ4～7cmを測る。概ね東西方向に敷

 設され、やや小振りである。板材は良く調整されており、転用材と考えられる。西廂布掘は、断

 面観察などから再利用されていると判断した。遺物は柱穴覆土から259点出土し、14点図示した。

 SB1036敷地内では、硬く締まった土間状の空間や、焼土・炭化物混じりの薄い整地層と考えら

 れる範囲が確認された。火災による焼失後の整地などに由来する可能性が考えられる。

 SBlO54(第14～15図)F～G-19～21グリッドで検出した。西桁行柱穴4本がSB985西廂

 布掘を切ることから、SB985に後続すると考えられる。桁行6間、梁行4間の掘立柱建物跡で

 ある。桁行全長は17m、梁行全長は10.8m、床面積は183.6㎡を測り、本調査区中最大である。

 主軸方位はN-7。一Eを測る。桁行の柱間寸法は、南から3.1m、3.1m、2.7m、2.5m、2.5

 m、3.1mを測る。梁行の柱間寸法は、西から3m、3m、2.4m、2.4mを測る。柱穴掘方は不

 整方形ないし不整円形で、長軸1～1.5m、短軸LO8～1.5m、深さは0.6～0.96mを測る。多く

 の柱穴底面から礎板及び柱根が検出された。礎板は、長さ0.7m内外、幅0.15～0.2m、厚さ7.9

 ～9.5cmを測る。概ね南北方向に敷設される。良く調整されており、一部にほぞが観察されるこ

 とから柱材の転用と考えられる。柱根は、長さ0.38～1.4m、直径0.3～0.4mを測る。遺物は柱
 穴覆土から436点出土し、24点図示した。

































 SBlO80(第16～17図)C～D-20～22グリッドで検出した。調査区の中央部西端に位置す

 る。大部分が調査区外にあたることから、検出は一部に留まり規模等は不明である。検出され

 たのは、東桁行の6基の柱穴である。調査終了後更に2本の柱根が掘り上げられており、南北

 7間までの規模は確実なものと考えられる。東西については不明であるが、桁行全長15m以上

 の南北棟と推定され、本調査区中最も大型の建物である可能性が高い。主軸方位はN-10一

 Eを測る。桁行の柱間寸法は、南から2.4m、2.4m、2.1m、2.1mを測る。北側の柱穴3基に

 ついての柱間寸法は不明であるが、南側2問(EB61・67・68間)が広く、3間目から(EB

 68・1075・1076間)狭くなることから、両端2間が広く取られ、中央部が狭く作られる構造で

 あることも考えられる。柱穴掘方は、ほぼ方形で一辺L4～1.8m、確認面からの深さは1m内

 外を測るが、南から3基目のEB68は1.2mとやや深い。礎板がずれていることから、沈下した

 ことも考えられる。隅柱穴の斜掘方以外は、掘方の面が建物軸にほぼ一致する。覆土は硬く締

 まっている。残存する柱根は円柱で、長さ0.6m内外、直径0.4～0.5mを測り、樹種はクリ材で

 ある。EB61以外には礎板が伴い、さらに柱穴底から約30cm上方に、長さlm前後の板材や丸

 材を柱根に巻くように、添え木が施される。なお、EB1076の掘方には北西角を切って、薄い

 礎板を伴う別の柱穴が掘りこまれている。確認面からの深さは0.5mを測る。詳細については不

 明である。遺物は柱穴覆土から62点出土し、4点図示した。

 SB984(第18図)G～H-18～19グリッドで検出した。SB1054を切る。身舎の桁行3間、

 梁行1間の掘立柱建物跡で、1.2m西に廟が付く東西棟である。桁行全長は4.5m、梁行全長は

 3.8mを測り、東西、南北の柱穴列ともよく対応している。主軸方位はN-89。一Wを測る。桁

 行の柱間寸法は、1.5m等聞である。柱穴掘方は不整円形で、長軸0.45～0.73m、短軸0.38～

 0.67m、深さは0.47～0.65mを測る。EB145から長さ0.3m、幅0.25m、厚さ0.08mを測る柱

 根が確認された。遺物は柱穴覆土から96点出土し、4点図示した。

 SB1050(第19図)H～1-11～12グリッドで検出した。SD442と重複するが、先後関係

 は不明である。桁行3間、梁行2間の掘立柱建物跡と推定した。桁行全長は7.2m、梁行全長は

 4.8mを測る。主軸方位はN-4。一Eを測る。桁行の柱間寸法は、2.4m等間、梁行の柱間寸

 法は2.4m等間と推定した。柱穴掘方は不整円形で、長軸0.43～0.8m、短軸0.38～0.8m、深さ

 は0.13～0.51mを測る。遺物は1点出土し、図示した。

 SB987(第20図)F～G-16～17グリッドで検出した。桁行3間、梁行2間の掘立柱建物

 跡で、東西棟である。桁行全長は6.3m、梁行全長は5.4mを測る。主軸方位はN-89。一Wを

 測る。桁行の柱間寸法は、2.1m等問、梁行の柱間寸法は2.7m等間である。柱穴掘方は不整円

 形で、長軸0.63～0.82m、短軸0.5～0.82m、深さは0.23～0.44mを測る。遺物は柱穴覆土から

 148点出土し、9点図示した。

 SB982(第21図)H～1-31～32グリッドで検出した。桁行3問、梁行2問の掘立柱建物

 跡である。桁行全長は7.2m、梁行全長は5.4mを測る。主軸方位はN-1。一Eを測る。桁行

 の柱間寸法は、2.4m等間、梁行の柱間寸法は2.7m等間である。柱穴掘方は不整円形で、長軸

 0.65～lm、短軸0.58～0.98m、深さは0.18～0.6mを測る。東桁行の3基の柱穴から礎板が検

 峨出されたが残りは良くない。遺物は柱穴覆土から33点出土した。
 SBl110(第52・6図)D～F-19～20グリッドで検出した。桁行3間、梁行3間の掘立柱

 建物跡である。桁行・梁行全長は5・25mで、主軸方位はN-4。一Eを測る。桁行・梁行の柱
 間寸法はL75m等間である・SB986の2・3列目布掘及び南梁行布掘を30cm程下げた地点でア
 タリを確認し、筏地業板材の横から長さ0.3～0.5m、直径0.22～0.35mを測る柱根6本と、長
 さ0.23～0.5m、幅0.15～0.38m、厚さ3～8cmの礎板を検出した。柱根・礎板ともに板材から

 ずれており、柱根・礎板底部のレベルも筏地業板材より30cm下位にある。これらのことから、
 SB986に後続すると判断した。

 SBl120(第53図)1～J-13～15グリッドに位置する。SB1074を切る。机上復元で確認

 した。桁行全長は9.6m、梁行全長は3m以上と推定される南北棟であるが、柱間寸法など詳細

 は不明である。主軸方位はN-3。一Wを測る。柱穴掘方はほぼ長方形で、長軸0.8～1m、短

 軸0.75～0.8m、深さは0.52～0.7mを測る。柱穴底面から礎板及び柱根が検出された。礎板は、

 長さ0.5～0.66m、幅0.15内外、厚さ9cm内外を測る。桁行の礎板は南北方向に、梁行の礎板は

 東西に敷設される。良く調整されており、板壁材などの転用の可能性がある。残存する柱根は、

 長さ0.2～0.5m、直径0.26～0.34mの円柱で、EB344の樹種はクリ材である。

竪穴住居跡

 ST718(第25図)C～D-24グリッドで検出した。長軸3.25m、短軸2.15mを測る隅丸長

 方形の竪穴住居跡で、確認面からの深さは北西部で0.2m、南東部で0.15mを測る。南西辺ほぼ

 中央に短い煙道を持つカマドがあり、袖が僅かに残存する。床面の北東部及び南東部が一段高
 く、ベッド状及び棚状遺構の可能性もある。床面は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。柱穴、

 周溝、貯蔵穴等は検出されず、貼床も確認できない。遺物は、覆土及び床面から円面硯2点、

 墨書土器5点など496点出土し、34点図示した。完形となる遺物は少なく、廃棄土坑として再利
 用された可能性がある。

 SK716(第25図)C～D-24グリッドで検出した。ST718に隣接する。長軸2.54m、短軸

 L9mを測る楕円形の土坑で、確認面からの深さは0.18mを測る。遺物は415点出土し、14点図
 示した。

 ST400(第24図)E-18グリッドで検出した。長軸3.03m、短軸2.8mを測る不整長方形の

 竪穴住居跡で、確認面からの深さは0.2m内外を測る。南辺は弧状に張り出す。東辺ほぼ中央と
 北西角に長さ1.lm、幅0.5～0.75mを測る張り出し部がある。特に、北西部張り出し部の覆土
 には、厚い明赤褐色の焼土層が入る。床面は概ね平坦で、北壁はほぼ垂直に立ち上がるが、他
 は緩やかに立ち上がる。柱穴、周溝、貯蔵穴等は検出されず、貼床も確認できない。遺物は、覆
 土及び床面から、香炉・香炉蓋各1点など1807点出土し、40点図示した。検出当初から竪穴住
 居跡として調査したが、断面観察及び遺物出土状況から単なる廃棄土坑の可能性も考えられる。



 区画溝(第26図)

 本調査区内には、東西に走る溝が数条検出されている。その中で、G～H-12グリッドに位
 置するSD442とF～H-33グリッドに位置するSD853に注目した。2条の溝の心々間は約
 mを測り、ほぼ1町にあたる。それぞれ1グリッド以東は削平のため、詳細は知り得ないが、
 方1町の大区画を構成する可能性がある。米軍撮影航空写真(図版2)の太夫小屋1遺跡の区
 域を詳細に観察すると、方形のソイルマークが白く確認されるが、ほぼSD442とSD853に区
 画される部分と合致する印象を受ける。以下、両溝の概要を述べる。

 SD442G～H-12グリッドに位置する。東西両端は削平のため確認できない。主軸方位は
 N-86。一Wを測り、布掘筏地業建物跡の東西軸と一致する。SX1001の北端を切る。幅0・66
 ～L2m、深さ0.1mを測る。柵列などの痕跡は確認されない。遺物は、覆土中から81点出土し
 たが、小破片のため図示し得なかった。

 SD853F～H-33グリッドに位置する。東西両端及び中央部は削平のため確認できない。

 主軸方位は、西側の部分がやや北に振れるものの、N-86。一Wを測り、布掘筏地業建物跡及
 びSD442の東西軸にほぼ一致する。幅0.6～0.8m、深さ0.1～0.2mを測る。柵列などの痕跡は
 確認されないが、一部にピット状の落ち込みが観察される。遺物は、覆土中から2点出土し、
 鞘の羽口1点を図示した。

 土坑(第27～31図)土坑は、Kグリッド以西の中央部から北半で多く検出されている。以
 下、特徴のある土坑や遺物がまとまって出土した土坑について、概要を述べる。

 SK586(第27図)G-3グリッドで検出した。長軸2.73m、短軸L8mを測る楕円形の土坑
 で、確認面からの深さは0.25mを測る。覆土は黒褐色シルトを基調とするが、炭化物粒と土器
 片を含む層が中位にはいる。遺物は、覆土中から土師器の甕を中心に184点出土し、6点図示し
 た。底部に木葉痕が残る土師器甕が多く、やや古い様相が窺え、8世紀後半代に遡る可能性も
 考えられる。

 SK954(第28図)D-12グリッドで検出した。農業用水路により西に切り離された調査区
 に所在する。長軸2.52m、短軸2.17mを測る隅丸長方形の土坑で、確認面からの深さは0・25m
 を測る。覆土は炭化物粒を多く含む黒褐色シルトを基調とする。遺物は、覆土中から土師器坏・
 甕を中心に305点出土し、9点図示した。

 SK328(第29図)G～H-15グリッドで検出した。SD256を切る。長軸2.7m、短軸2.64
 mを測る隅丸方形の土坑で、確認面からの深さは0.15mを測る。覆土の上層は微細な炭化物層
 が薄く幾層にも重なり、中層にサラサラした灰白色を呈する層が入る。草木灰と思われる。遺
 物は、覆土中から52点出土したが、小破片のため図示し得なかった。

 SK258(第29図)H-16グリッドで検出した。SK328のほぼ南に隣接する。長軸2.6m、短
 軸2.4mを測るほぼ円形の土坑で、確認面からの深さは0.3mで、底面は平坦である。覆土の上
 層は黒褐色シルトに大量の炭化物や焼土がブロックで混じり、下層及び底面にはサラサラした
 灰白色を呈する草木灰と思われるものが層をなして入る。多くの炭化材も底面で検出された・

 、1遺物は、覆土中から焼けた壁材の可能性も考えられるスサ入り粘土塊小片18点を含む168点出土
 し、墨書土器など4点図示した。

 SK191(第30図)F-18グリッドで検出した。長軸1.86m、短軸1.05mを測る楕円形の土
 坑で、確認面からの深さは0・19mを測る。褐灰色シルトを基調とするするが、2層下部に炭化
 物粒に混じり、土器片が多く確認される。遺物は、覆土及び底面から87点出土し、墨書土器な
 ど7点図示した。底部ヘラ切の須恵器坏などが多く、やや古い様相が窺える。

 SK192(第30図)F-18グリッドで検出した。SK191の西に隣接し、SK193を切る。長
 軸2.9m、短軸2.4mを測る不整楕円形の土坑で、確認面からの深さは0.3mを測る。底面は平坦
 である。褐灰色シルトを基調とするが、1層下部及び2層に炭化物粒に混じり、土器片が多く
 確認される。遺物は、覆土及び底面から221点出土し、墨書土器など9点図示した。

 SKlO1(第30図)D～E-19グリッドで検出した。SB986布掘筏地業建物跡の北梁行布掘
 を切る。長軸1.67m、短軸L61mを測る不整方形の土坑で、確認面からの深さは0.2mを測る。

 遺物は覆土及び底面から478点出土し、墨書土器など7点図示した。両黒土器の高台付坏(115
 一3)は底部に菊花状ナデ痕跡が残り、箆状工具で「分」と刻書される。底部糸切が主体とな
 り、9世紀中葉と判断される。

 SKl11・115・116(第31図)F-19グリッドで検出した。SB986布掘筏地業建物跡の東桁
 行布掘とSD40を切る。3基の土坑が切り合う状態で確認した。完掘時で長軸2.95m、短軸1.76
 mを測る不整楕円形で、確認面からの深さは0.25mを測る。覆土には炭化物が多く混入し、特
 に2層には薄い炭化物層が何枚も入る。遺物は、覆土及び底面から788点と非常に多く出土し、
 風字硯など14点図示した。須恵器の風字硯(70-14)は、中央に堤を有する二面の風字硯であ
 り、左前部が残存する。内面はよく使い込まれ、つるつるしている。底部に脚状のものが剥離
 した痕跡を残す。

 SK694(第31図)A～B-24グリッドで検出した。SD64に切られ、SD696を切る。遺構
 の西側が調査区外に延びることから、全容は不明である。長軸3.26m以上、短軸2.55mを測る
 不整楕円形の土坑で、確認面からの深さは0.2mを測る。底面は平坦である。覆土は褐灰色シル
 トを基調とするが、上層に炭化物粒と焼土粒が混入する。遺物は覆土及び底面から332点出土
 し・横瓶・こね鉢など9点図示した。こね鉢(71-8)は、見込み部が打突による摩滅が激し
 い。須恵器坏(71-3)は底部に「為」と思われる字が墨書される。

 EUlO37(第28図)H-2グリッドで検出した。長軸0.75m、短軸0.51mを測る楕円形の土
 坑で・確認面からの深さは0.17mを測る。土師器甕が横位で検出された力斗重機による表土除
 去の際、削平を受けた為か、半分ほどの遺存にとどまる。土師器甕(67-9)は外面は縦位の、
 内面は横位のハケメ調整が施され、体部中央が最大径を測る。甕内部の覆土について理化学分
 析を委託したが、リンの値は自然値と大差なく、甕棺などではない。



 性格不明遺構(第32～37図)太夫小屋1遺跡では、溝とも土坑とも判断の付きかねる遺構が
 一定数確認されている。本報告書ではこれらを性格不明遺構として一括した・これらの遺構は、
 多くが建物跡に隣接して検出され、遺物が多く出土することも特徴である・建物跡と何らかの
 関連のある遺構と考えられる。以下、主な遺構について概要を述べる・

 SX1001(第32図)H～1-12～13グリッドで検出した。SD442区画溝跡に北端を切られ
 る。SB1074布掘筏地業建物跡の北西に位置し、東7.5mには後述するSX336が位置する・長
 軸5.2m、短軸4mを測る不整長方形の遺構で、確認面からの深さは0・52mを測る・確認当初は・
 竪穴住居跡の可能性を考えたが、柱穴・カマドなど検出できず、SXとして登録したものであ
 る。覆土は概ね2層で、1層は堅く締まっており、土器片が混じる。2層は粘質のシルトで炭
 化物を含む。遺物は覆土及び底面から383点出土しているが、覆土中からは底部回転糸切坏が、
 底面からは底部回転ヘラ切の坏・内黒土器高台付坏などが主体となり出土する。このことから・
 比較的長い期間この遺構は開口していたと推測される。内黒土器高台付坏・蓋など17点図示し
 た。71-10・11・12は内黒土器の蓋、高台付坏で、いずれかの高台付坏とセットになると考え
 られる。高台付坏は口径に比して底径が大きく、器高は低く断面三角形の高台が付く。71-12
 の体部下半には回転ヘラケズリ調整が施される。8世紀後半代の可能性がある。
 SX336(第33図)J～K-12～14で検出した。SB1074布掘筏地業建物跡の北北東に位置

 する。西7.5mには前述したSX1001が位置する。両遺構の心々間はほぼ10mを測る。長軸7.84
 m、短軸2.1～3.72mを測る略J字形の遺構で、確認面からの深さは0.29mを測る。覆土は概ね
 4層からなり、2層目の灰白色層がほぼ遺構の全面を覆い、問層をなしている。上層は、にぶ
 い黄褐色シルトを基調とし、底部回転糸切坏の出土が多い。下層は、炭化物を少量含む暗褐色
 粘質シルトが主体となり、様相を異にする。含まれる遺物は底部回転ヘラ切坏が目立ち古相を
 示す。2層目は、サラサラした土壌で灰白色を呈することから、火山灰の可能性を考え分析を
 依頼した。その結果、火山灰ではなく草木灰との結果を得ている。詳細は付編に譲る。底面か
 らは、炭化材も検出されている。遺物は覆土及び底面から545点出土し、墨書土器、内黒土器高
 台付坏、土師器堝、須恵器稜境など39点図示した。内黒土器高台付坏(72-10)は、SXlOO1
 出土の71-11とプロフィールがほぼ同一である。また、土師器堀(73-1)は口縁端部が玉縁
 を呈し、体部外面は縦位、内面は横位及び斜位のハケメ調整が施され、器厚は薄い。.底部は木
 葉痕が明瞭に残る平底である。本遺構は草木灰による埋没後、再利用された可能性がある・

 SXlO56(第34図)H～1-13～14で検出した。SB1074布掘筏地業建物跡の北西に位置し・
 西桁行北端とSB1120西桁行の北端柱穴を切る。南L5mに後述するSX250が位置する・長軸
 8.55m、短軸3.45mを測る不整形の遺構で、確認面からの深さは0.2mを測る。遺物は覆土及び
 底面から360点出土し、墨書土器6点など16点図示した。坏類の底部は90%が回転糸切である・
 須恵器壷(77-1)は、焼成は甘いが頸部に環状凸帯が廻る3段接合の大形の壷である。

















 SX1067(第34図)G～H-17～18で検出した。SB1036の西5m、SB1054の北5mに位

 置する。面整理時は不明であったが、炭化物や土器片を含む薄い整地層のような、やや粘る層
 を掘り下げたところ確認したものである。長軸2.4m、短軸2.07mの不整形の遺構で、確認面か

 らの深さは0.25mを測る。遺物は覆土及び底面から520点出土し、墨書土器8点、灰釉長頸瓶体
 部、こね鉢など28点図示した。

 SX908(第35図)D～E-21～22で検出した。確認当初は竪穴住居跡としていたが、精査

 の結果、カマドが無いことや遺物出土状況などから性格不明遺構とした。長軸5m、短軸3.5m

 を測る不整形の遺構で、確認面からの深さは0.23mを測る。底面は概ね平坦である。覆土は3

 層からなり、2層には炭化物が薄い層をなして堆積し土器片を多く含んでいる。遺物は覆土及

 び底面から1443点出土し、墨書土器3点、風字硯など38点図示した。坏類の底部はほとんどが

 回転糸切である。土師器坏(79-12)は底部の全面に「道」の字が墨書されている。須恵器風

 字硯(82-1)は小破片であるが、右側堤部分と考えられる。ヘラケズリなど丁寧な調整痕が残

 る。

 SX250(第36図)H～1-14～16で検出した。SX1074布掘筏地業建物跡の南西に位置し、

 西桁行の南半分とSB1120西桁行の南端柱穴を切る。北1.5mに前述したSX1056が位置する。

 確認当初は、竪穴住居跡が南北に2～3棟切り合っていると考えたが、精査の結果、カマドが

 無いことや断面観察、遺物出土状況などから性格不明遺構とした。長軸13.25m、短軸6.78mを

 測る不整方形の遺構で、確認面からの深さは南側が0.45m、北側で0.20mを測る。底面は概ね

 平坦であるが、南にやや傾斜している。覆土は3層からなり、黒褐色粘質シルトを主体とする。

 遺物は遺構の西側底面から南北に列状に出土しており、SX1056と連結する可能性も考えられ

 る。総計2629点出土し、123点図示した。本遺跡中2番目に多く遺物が出土した遺構であり、完

 形及びほぼ完形に復元された遺物の割合が最も高い。坏類の底部は99%が回転糸切である。被

 熱した土器が目立っ。土師器坏87-2)と須恵器坏(87-1)は完形で、土師器坏を外側に、

 入れ子状に出土した。須恵器坏の体部には、正位で「富来」と墨書される。85-3は製塩土器で

 ある。外面は有機物が炭化し、墨書のように見える。北陸地方に類例がある。須恵器浄瓶(87

 -18)は、小型で注口部が欠損している。浄瓶は県内初出で、須恵器のものは珍しい。須恵器

 二面風字硯(90-8)は内堤が欠損している。使用痕が顕著である。他に、こね鉢、両黒土器

 壷・高台付坏などが出土している。

 SX944(第37図)F-13～15で検出した。SD496に切られる。精査の過程で拡張され、S

 X942など周辺の遺構を取り込んでいる。布掘筏地業建物跡などの南北軸と揃っている。長軸

 10.3m、短軸2.27～3.07mを測る不整形の遺構で、確認面からの深さは0.4mを測る。覆土は、

 4・5層と1層が黒褐色シルトで2層が暗褐色シルトとなり、ともに炭化物粒が混入する。4

 層には焼土ブロックが含まれる。遺物は上層及び覆土中から底部回転糸切坏が、底面には底部

 回転ヘラ切の坏・稜境が張り付くように出土する。このことから、8世紀後半と9世紀前半の

 時期差が想定できる。総数537点出土し、墨書土器、双耳坏など48点図示した。須恵器双耳坏

 (94-6)は、摘みが体部の下端に付くタイプで、古相を示す。須恵器稜境の一群は稜のはっき



 りしたもので、体部下半は回転ヘラケズリが施される。共伴の蓋とセヅトとなると思われる・
 他に、肩部に突帯の巡る小壷や「左」の墨書などが出土している。
 SXlO34・SXlO32・SK1031(第38・39図)E～F-2で検出した。面整理時に焼土及び

 炭化物が散在する地域を確認した。慎重に遺構確認を実施したが・炉跡・上屋などの明確な遺
 構は確認することができなかった・しかしながら・焼土および炭化物が広範囲に確認できるこ
 と、周囲の遺構から鉄津が出土することなどからSX1034・SX1032は鍛冶遺構の可能性があ
 るとしておく。SX1034は長軸6.85m、短軸6m、を測る不整形の遺構で{確認面からの深さ
 は0.37mを測る。SX1032・SK1031に切られる。覆土は概ね3層に分層されるが、黒褐色シ
 ルトを基調としている。そのいずれにも明赤褐色シルトの焼土が小ブロックあるいはマーブル

 状に混入する。SX1032は長軸6.4m、短軸2.6mを測る不整形の遺構で、確認面からの深さは
 0.5mを測る。覆土はSX1034とほぼ同様である。同一の遺構の可能性もある。遺物は、土師器

 の甕を中心に218点出土したが、小破片のため図示できたのは1点のみである。SK1031は長軸
 3.03m、短軸L75m、を測る楕円形の遺構で、確認面からの深さは0.41mを測る。SX1034を

 切る。覆土は黒褐色シルトを基調とし、焼土と考えられる赤褐色シルトが混入している。鍛冶

 遺構としたSX1034などと関連する可能性がある。遺物は覆土中から129点出土し、内黒土器坏

 など9点図示した。95-4の内黒土器坏は体部下端に段(稜)を有する坏で、丸底から平底に移

 行する過程にある段階に属すると考えられ、8世紀中葉と判断される。太夫小屋1遺跡では

 もっとも古い遺構の一つである。

 溝跡(第40～48図)溝跡は、Kグリッド以西の中央部から北半で多く検出されている。規

 模・方向・機能など多岐にわたる。以下、特徴のある溝跡や遺物がまとまって出土した溝跡に

 ついて、概要を述べる。

 SD147(第40図)H～J-17～19で検出した。SK236を切り、SK233に切られる。SB

 1036・SB983礎板建物跡の北梁行と西廂布掘に沿って直角に曲がっていることから、雨落ち溝

 の機能を有すると考えられる。さらに東側に延びると考えられるが、削平のため不明である。

 また、SB1036・SB983の東側で検出された南北に延びるSD382溝跡も、方位が一致するこ

 となどを考え合わせると、連結してSB1036・SB983の雨落ち溝となることも想定されるが、

 詳細は判然としない。長さ15m以上、幅0.2～0.93m、確認面からの深さは0.15～0.2mを測る。
 覆土は、褐灰色シルト及び灰黄褐色シルトを基調とする。a-a'では、建物側から焼土や炭
 化物が流れ込んだような堆積状況が観察される。建物跡の火災による焼失、建て替えを示唆す
 る可能性がある。遺物は、覆土中及び底面から776点出土している。坏類の底部の68%が回転糸
 切である。焼けた壁材のような粘土塊も出土している。墨書土器7点、円面硯1点、転用硯、
 こね鉢など31点図示した。円面硯(97-9)は、圏脚部に箆描きの斜格子が巡り、円孔が穿たれ
 ている。硯面には墨が濃く付着している。SK236で出土した円面硯(117-9)と同タイプであ
 る。

 SD815(第41図)1-29～31グリッドで検出した。SB982東桁行にほぼ沿って、さらに北



 側に延びる。SK832北端を切り、狭いSD849溝跡がSD815の南端を切り西に延び、SB982

 の中に入り込んでいるように見える。雨落ち溝とすれば、SB982建物跡はさらに北に延びる可

 能性が考えられるが、柱穴を検出することはできなかった。長さ10.4m、幅0.14～1.14mを測

 り、確認面からの深さは、0.35mを測る。覆土は、黒褐色シルト、褐灰色砂混シルト、灰黄褐

 色シルトの3層を基調とするが、上・中層には炭化物粒の混入が確認される。遺物は、覆土中

 及び底面から165点出土している。坏類の底部はほとんどが回転糸切である。灰釉段皿・羽口な

 ど8点図示した。灰釉段皿(98-2)は、見込みの段のエッジがはっきりしているタイプでK一

 14期に比定され、9世紀前半代である。他に、鞘の羽口(98-4)、鉄津(98-3)がある。

 SD383(第42図)J-17～19グリッドで検出した。SB1036・SB983とSD147に切られ

 る。南側は削平を受けたためか全容は不明である。長さ13m以上、幅0.95～1.66m、確認面か

 らの深さは0.15mを測る。覆土は黒褐色シルトを基調とする。遺物は覆土及び底面から418点出

 土し、墨書土器、こね鉢など12点図示した。

 SD427(第42図)F～G-13～14グリッドで検出した。SD442を切るが、それ以北は検出

 できなかった。長さ6.8m以上、幅0.53～0.76m、確認面からの深さは0.25mを測る。覆土は黒

 褐色シルトを基調とし、炭化物粒を含んでいる。遺物は覆土及び底面から297点出土している。

 焼けた壁材のような粘土塊3点もみられる。墨書土器を含め6点を図示した。土師器坏は内外

 面とも煤が付着し、被熱している。布掘筏地業建物跡群の主軸方位とほぼ一致している。付近

 に建物跡が存在する可能性も考えられるが、周辺からは布掘や柱穴列を検出することはできな

 かった。

 SD697・SD749(第43図)B～H-24～25グリッドで検出した。SD697とSD749は平行

 して東西に直線に延びる溝跡で、その心々間は1.8mを測る。SD697はD-24グリッドの過半

 で確認できなくなるが、SD749はH-25グリッドの過半まで延びている。西側はSD64に切ら

 れ、さらに西に延びる可能性があるが調査区外のため判然としない。

 SD697は、長さ13.25m、幅0.4～1m、確認面からの深さは0.38～0.4mを測る。覆土は褐

 灰色及び灰黄褐色シルトを基調とし、炭化物・土器片を含んでいる。遺物は、覆土及び底面か

 ら389点出土し、墨書土器4点を含む18点図示した。坏類の67%が底部回転糸切である。SD

 749は、長さ31.8m、幅0.8～L5m、確認面からの深さは西側で0.2m、東側で0.43mを測る。覆

 土は灰黄褐色及び褐灰色シルトを基調とし、炭化物・土器片を含んでいる。遺物は、覆土及び

 底面から764点出土し、灰釉壷体部、風字硯、香炉蓋、墨書土器3点など30点図示した。坏類の

 74%が底部回転糸切である。香炉蓋(103-8)は、3段の摘みとその周囲のみの遺存である。

 胎土は灰白色を呈している。

 出土遺物などの検討から、両溝跡はほぼ同時期、9世紀前半代に機能していたと考えられる。

 また方位はE-4°一S(N-86°一W)を測り、布掘筏地業建物跡の梁行方位とほぼ一致し

 ている。建物群と密接な関連があると判断される。平行する溝跡としての機能は、道路側溝が

 考えられる。しかし、心々間の距離が1.8mと狭いことから道路側溝とするには問題がある。柵

 あるいは築地塀を挟む溝跡の可能性もあるが、両溝間には柱穴列や版築の痕跡は確認できな

 かった。区画溝の可能性も考えられ・前述している区画溝を外郭とすればぐ内郭を区画するもの
 とも考えることができる・SD697・SD749両溝の機能については今後検討が必要である・
 SD734・SD737(第44図)E～F-22～24グリッドで検出した。SD734とSD737は平行

 して南北に直線に延びる溝跡で、その心々間ば5mを測る。北側ではSD734はE-23グリッド
 の過半で確認できなくなるが、SD737はF-22グリッドの過半まで延びて、SB1054のEB
 659・EB1053を切る。南側は両溝ともE～F-25グリッド付近で確認できなくなる。

 SD734は、長さ7.1m、幅1.13～2m、確認面からの深さは0.35mを測る。覆土は黒褐色及

 び褐色シルトを基調とし、炭化物を含んでいる。遺物は、覆土及び底面から200点出土し、墨書
 土器1点・風字硯など12点図示した。坏類のほとんどが底部回転糸切である。風字硯(104-4)
 は、縁辺部のみの出土である。須恵器高台付坏(104-1)は底部に墨書されるが字種は不明で

 ある。体部はロクロ目が際だっている。SD737は長さ13.3m、幅0.8～2.33m、確認面からの
 深さは0.4mを測る。覆土は灰黄褐色及び褐色の砂質シルトを基調とし、炭化物を含んでいる。
 遺物は、覆土及び底面から302点出土し、墨書土器・風字硯など7点図示した。坏類の68%が底
 部回転糸切である。風字硯(105-1)は、中央に山形の内堤を有する二面風字硯である。左側

 の外提端部には、筆置き状の浅い抉りが2つ並ぶ。底部には、脚の剥離痕が明瞭に残る。内外

 面とも自然釉がみられる。県内最大級である。

 両溝は、若干底部回転糸切坏類の出土量に差はみられるものの、ほぼ同時期として良いと思

 われる。平行することから道路遺構の可能性も考えられるが、一部の検出にとどまることから

 断定はできない。また、前述したSD697・SD749両溝とほぼ直交する可能性もあり、何らか

 の関連があるものと思われる。

 SD176(第45図)E～G-18～19グリッドで検出した。SB986北梁行を切る。東西の両端

 は削平のためか検出できなかった。長さ12m以上、幅0.5～0.83m、確認面からの深さは0.25～

 0.35mを測る。遺物は、覆土及び底面から554点出土し、円面硯2点・墨書土器など10点図示し

 た。105-10は圏脚部に斜格子の箆描沈線が巡る、圏脚円面硯である。105-11は圏脚部に縦位

 の箆描沈線が巡る圏脚円面硯である。いずれも硯面の形態は不明である。

 SD382(第45図)J-18～19で検出した。SB1036・SB983東桁行の東側1.5mに平行し

 て位置し、桁行の中間付近まで確認できたが、北側は不明である。長さ5m以上、幅0.75m、

 確認面からの深さは0.22mを測る。遺物は、覆土及び底面から196点出土し、1点のみ図示した。
 SB1036・SB983掘立柱建物跡に何らかの関連を持つものと考えられる。
 SD496(第46図)F～1-5～14グリッドで検出した。1-5グリッドでSD545に切られ、

 それより北では検出されない。南側はF-14グリッドでSK944を切るが、それより南では検出
 されない。長さ47m、幅0.5～0.65m、確認面からの深さは0.07～0.13mを測り、全体的に浅い。
 遺物は、覆土及び底面から247点出土し、2点図示した。
 SD64(第46図)A～E-16～26グリッドで検出した。長さ56m、幅0.7～1.2m、確認面か

 らの深さは0.17～0.26mを測る。E-16グリッド以北では検出されず、A-26グリッドでやや
 西に向きを変え調査区外へ延びる。SD83、SB1080、SK694、SD697、SD749などを切

















 る。覆土は、上層が灰黄褐色シルト及び褐色シルトで黒褐色シルトが帯状あるいはブロックで
 混入する。下層は黒褐色粘質シルトがやや薄く入る・人為的な埋没の可能性がある・遺物は・
 覆土及び底面から3524点出土し・円面硯1点・灰釉碗1点・灰釉壷1点・墨書土器3点など32
 点図示した。調査区内でもっとも多くの遺物が出土した遺構である賦完形となるものは多く
 ない。灰釉碗(107-11)は、K-90期に比定される。円面硯(107-9)は圏脚円面硯と考えら
 れ、圏脚部端部の破片である・

 その他の溝跡(第49～51図)

 SD83・SK96(第49図)C-20～21グリッドで検出した。確認当初はSD83をSK69が切

 ると判断されたが、精査の過程でSK69の存在は不明確となった。SBlO80に沿う南北の溝で

 ある。C-20グリッドでSD64に切られ、以北は調査区外のため不明である。SK70を切って
 いる。長さ6.23m以上、幅1.2～2.24m、確認面からの深さは0.28mを測る。覆土は、上層黒褐

 色シルト、中層にぶい黄色微砂、下層灰黄褐色シルトに分層される。中層に焼土ブロックが混
 入し、全体に炭化物粒が入っている。遺物は覆土及び底面から751点出土し、墨書土器11点、緑

 紬皿、土師器蓋など38点図示した。緑釉皿(110-2)は、軟質で灰白色の胎土を有する。内外
 面に浅黄色の緑釉の痕跡が確認される。京都洛北産で長岡京期のものとされ、県内で3例目で

 ある。SD83・SK69は、SB1080あるいは未確認の建物跡との関連があると考えられる。

 SD378・380(第50図)J～K-20～22グリッドで検出した。平行して南北に延びる溝跡で

 ある。方位はN-4。一Eを測り、周辺に位置する布掘筏地業建物跡などの建物群とほぼ一致

 している。心々間は3.2mを測る。南北の両端ともに削平され、全容は不明である。SD378は、

 長さ6.7m、幅0.17～0.3m、確認面からの深さは0.1mを測る。SD380は、長さ4.7m、幅0.22

 ～0.38m、確認面からの深さは0.18mを測る。布掘筏地業建物跡の痕跡、道路遺構など考えら

 れるが、詳細は不明である。

 SD545(第51図)E～1-5グリッドで検出した。SD496を切る。西側は北西方向に延び

 るが調査区外のため不明である。東側は削平のため検出されない。長さ23m以上、幅0.8～L38

 m、確認面からの深さは0.22～0.28mを測る。遺物は、覆土中及び底面から282点出土し、円面

 硯1点を図示した。







 織4出土した遺物
 出土した遺物はコンテナにして148箱、点数にして75・000点余りを数える・その内1・473点図

 示した。出土遺物は、須恵器・土師器・黒色土器など土器類が最も多くなっている。貯蔵●煮
 沸形態の壷・甕類に比して供膳形態が卓越する・器種は・坏・皿・鉢・壷●甕の他に・円面硯●
 風字硯、こね鉢、香炉・浄瓶など多様な土器が存在している・また・壷G・突帯付壷・灰釉●
 緑紬の施釉陶器、製塩土器はもとより・須恵器高台付坏などにも搬入品が多いことも特徴であ
 る。以下、種別ごとに概要を述べる・
 1土師器・黒色土器

 土師器は全出土量の36.79%を占めている。調査区のJグリッド以西、特に建物跡群及びその
 周辺の遺構から多く出土している。器種は坏・高台付坏・甕・堀・羽釜などである。なかでも
 坏類は全出土量の23%、坏類の30.9%を占めている。坏には無高台と高台付が存在する・これ
 らは、いずれもロクロ成形によるもので、比較的低温で酸化焔焼成された土器である・
 無高台の坏には、口径に比して底径がやや大きく器高が低いもの(71-1・114-6等)がある。

 底部切り離しは回転ヘラ切と回転糸切があり、ほとんどが無調整である。これらは、出土量は
 少なく主体とはならない。主体となすものは、口径に比して底径が小さく器高が高く逆台形を
 呈するもの(54-9・83-13等)である。底部切り離しは回転糸切で、ほとんどが無調整である・
 いずれも体部がシャープに立ち上がるものや内蛮しながら立ち上がるもの、口唇部の形状など
 で細分化が可能である。また、SB985EB984から逆位で出土した坏(57-10)は明赤褐色で、
 底部と体部下半が回転ヘラケズリ調整を受ける。出土状況から地鎮などの祭祀に関わる可能性
 がある。内面に漆を塗布した坏(84-8等)も一定量存在する。また、内面に柿渋を塗布した可
 能性のある土器も若干含まれている。高台付(65-8・85-1等)は、ほとんどが口径に比して
 底径が小さく器高が高く逆台形を呈するものである。付高台である。136-7は内外面に漆が塗
 布されている。

 甕は、全出土量の12.8%、甕類では6L9%を占める。破片での出土が主で、全形を知りうる
 ものは少ない。非ロクロ成形で、外面縦位ハケメ・内面横位ハケメ調整が施され口縁部が最大
 径を有するもの、体部外面手持ちヘラケズリ・内面横位ハケメ調整が施されるもの、体部に最
 大径を有するもの等がある。ロクロ成形は主体となり、体部内外面にナデ調整や内面ハケメ調
 整が施されるものである。口縁部形態は多様で、強く外反するもの、外反の度合いが弱いもの、

 外反の後口縁端部が直立気味に立つもの、外反の後口縁端部が玉縁状を呈するものなどがある。
 底部は木葉痕が明瞭に残るもの、網代痕、スノコ状圧痕、回転糸切などがある。それぞれの組
 み合わせと法量等から分類が可能である。

 堝の出土は極めて少量に留まる。73-1は体部外面縦位ハケメ、内面横および斜位ハケメ、口

 縁部外面ナデ調整が施され、底部は平底で木葉痕が明瞭に残る。口縁端部は玉縁状を呈する。
 器厚は薄く、外面にはカマドに掛けられたように煤が付着する。共伴する須恵器などから8世
 紀後半代と考えられる。
 他の土師器では、香炉の蓋(64-15・103-7等)がある。103-7は、摘みが三段になるもの



 で、千葉県など関東地方の寺院関連遺跡や福岡県久留米市ヘボノ木遺跡などで出土している。
 県内では遊佐町北目長田遺跡や寒河江市三条遺跡でも出土している。羽釜(85-5・126-24)、
 蓋などがある・火舎の蓋(108-7)は平野山古窯跡群第12地点灰原に類例がある。136-14は火
 舎あるいは台付き鉢の底部と考えられ・142-8は火舎あるいは台付き鉢の脚部の可能性もある。
 黒色土器は全出土量の11.1%でさほど多くない。内黒土器と両黒土器に大別され、器種は坏

 高台付坏・蓋・甕・壷などがある。坏などの供膳形態が91.6%を占める。

 主体となる内黒土器坏は無高台と高台付があり、内面はヘラミガキされる。無高台には、①
 非ロクロ成形のやや丸底で体部下半に段(稜)を有するもの、②ロクロ成形で口径に比して底
 径が大きく体部が直線的に立ち上がり底部回転ヘラ切のもの、③ロクロ成形で口径に比して底
 径が大きく器高が高く体部がやや直線的に立ち上がり底部回転ヘラ切のもの、④ロクロ成形で
 口径に比して底径が大きく器高が高く体部がやや直線的に立ち上がり底部が網代痕ないしスノ

 コ状圧痕のもの、⑤口径に比して底径がやや小さく体部が内蛮しながら立ち上がり外面手持ち
 ヘラケズリされるもの、⑥口径に比して底径が小さく器高が高く底部回転糸切のものがある。
 高台付には、①口径に比して底径が大きく器高が低く体部がやや直線的に立ち上がり底部回転
 ヘラ切のもので付高台のもの、②口径に比して底径が小さく器高が高く底部回転糸切のもので
 付高台や摘み出し高台のものなどがある。蓋はやや大振りで、高台付の①とセットになると考
 えられる。

 甕は少数で、破片のため全形を知りうるものはない。口径が最大径を有するもの、体部が球
 胴状を呈し最大径を有するものがあり、口縁部は強く外反するものと緩やかに外反するものな
 どに分けることが可能である。

 他の内黒土器では、双耳坏(57-9)、香炉蓋と考えられるもの(142-5)、高台坏皿などがあ
 る。

 両黒土器坏は、無高台と高台付があり、内外面はヘラミガキされる。無高台は、①体部が緩
 やかに内蛮し口縁端部が直立するもの、②口径に比して底径がやや小さく器高が高く小振りな

 もの・③口径に比して底径が小さく器高が高いものなどがある.高台付は、口径に比して底径
 が小さく体部が内蛮しながら立ち上がり器高が高く付高台で、高台は強く張り出すものや輪高
 台、断面三角などがある。

 他の両黒土器では、灰釉長頸瓶写と考えられるもの(83-6)、蓋などがある。北野博司氏は
 太夫小屋1遺跡の両黒土器のセット(SX250出土)について、仏具の可能性を示唆している。
 2須恵器

 須恵器は全出土量の52・17%を占めている。調査区の」グリッド以西、特に建物跡群及びその
 周辺の遺構から多く出土している。器種は坏・高台付坏・稜腕・双耳坏・皿類・蓋・甕・壷・
 鉢・円面硯・風字硯・こね鉢などである。なかでも坏類は全出土量の41.1%、坏類の55.3%を
 占める。坏には無高台と高台付が存在する。これらは、いずれもロクロ成形である。
 無高台の坏には、①口径に比して底径が大きく器高が低いもの(73-5等)、②口径に比して

 底径がやや大きく器高が低いもの(57-16・61-9等)、③口径に比して底径が大きく器高が高

 く小振りなもの(128-2等)があり、底部切り離しは回転ヘラ切と回転糸切でほとんどが無調
 整であるが、一部に回転ヘラケズリ調整されるものがある・また・④口径に比して底径が小さ
 く器高が高く逆台形を呈するもの(55-1・2等)があり・やや多く出土する・底部切り離しは
 回転糸切で、ほとんどが無調整である。口縁部の外反度・法量・器高などで細分化される・高
 台付には、①大振りで口径と底径の差が少ないもの(116-16等)・②口径に比して底径がやや
 小さいもの(59-9等)があり、底部は回転ヘラ切である・また・③口径に比して底径が小さく
 器高が高く底部回転糸切のもの(87-16・109-12・104-1等)があり・付高台や摘出高台・擬
 似高台などがある。
 体部が略S字状に屈曲する一群(96-14・15、125-11・12等)がある・口縁部の破片での出

 土で全形は知り得ない。福島県会津大戸窯跡群の南原33号窯・上雨屋12号窯・南原19号窯に類
 似するものがあり、高台が付く。搬入品と考えられる・
 稜腕は、仏具の佐波理鏡を須恵器で写したものと考えられる。SX944で主体となり出土し・

 他では少ない。①体部下半に回転ヘラケズリにより明瞭な稜を形成し体部上半は外反気味に立
 ち上がりやや浅いもの(94-1)、②①に似るが底部に回転ヘラケズリを施し平底となるもの(93
 一15)、③緩やかな稜を有するもの(93-14)、④やや小振りで体部上半が外反気味に高く立ち
 上がるもの(117-1)などがあり、口縁端部・高台形状・高台位置・法量などにより細分され
 る。稜塊は、福島県会津大戸窯跡群で多く焼成されている。山形県内では置賜地方での出土が
 多い。太夫小屋1遺跡の真南3㎞に所在する川西町壇山窯跡(米沢市大神窯跡)や高畠町合津
 窯跡で焼成されており、主として官衙や官衙関連遺跡で出土する。本遺跡出土の稜腕は、プロ
 フィールが似ることから壇山窯跡と関連があると思われる。

 蓋は、大振りなものと小振りなものに大別され、それぞれ①天井部から肩部は回転ヘラケズ
 リでドーム状を呈するもの、②天井部から肩部は回転ヘラケズリで、口縁部との間に明瞭な変
 換部を有するもの、③変換部が明瞭でなくなで肩なもの、④比較的直線的に口縁部まで延びる
 もの、⑤扁平なもの等がある。摘み部の形状は宝珠型・擬宝珠型・釦型・円筒型が見られ・口
 縁部形状・法量との組み合わせにより細分される。多くは稜境や高台付坏とセットになる。口
 径27cmを測る蓋(143-1)や短頸壷の蓋も出土している。
 皿は高台付皿のみの出土である。①体部がやや直線的に立ち上がるもの(59-8・119-4等)、

 ②体部が僅かに内弩気味に立ち上がり口縁端部が横に摘み出されるもの(55-13・116-15等)
 がある。口縁端部が横に摘み出されるタイプがやや多い。硯として転用される例も見られる・
 K-90期の灰釉写と考えられる。

 甕は全出土量の7%で、甕の33.8%を占める。Jグリッド以西で出土するが破片での出土の
 ため全形を知りうるものはない。大型品もあるが中型品が主体となる。底部形状は平底が主体
 となるが、丸底も見られる。外面のタタキ、内面のアテ痕は多様で、これらの組み合わせと法
 量、口縁部の形態などにより細分化される。口縁部には櫛描波状文が巡るものも一定量存在す
 る。



 壷は全出土量の2.3%で少ないが、長頸壷・短頸壷・環状凸帯付長頸瓶・双耳壷・三耳壷・小
 壷・突帯付瓶・平瓶等多様である。長頸壷の頸部接合は3段接合と2段接合があり数的に拮抗
 している。体部調整はタタキの後ナデ・ヘラケズリを施すもの、タタキの後ナデ・平行カキメ

 を施すもの等がある。底部は主に高台付であるが、小壷は回転糸切痕を残す無高台のものが主
 となる。環状凸帯付長頸瓶(77-1・97-6等)は頸部と体部の接合部に断面四角や半円状の凸
 帯が巡るものである。太夫小屋1遺跡では比較的多く出土している。城柵や官衙遺跡に関連す

 るとの指摘もある。双耳壷(56-4等)は口縁部が直立するものと、くの字状に屈曲するものが(文献37)
 あり、耳の形状は多様である。また、双耳壷の体部下半に耳が付く三耳壷(144-7)や平瓶(94
 一10)も存在するが破片のため器形は不明である。突帯付瓶(l19-2・94-2)は遊佐町筋田遺
 跡に次ぎ県内2例目である。119-2の突帯にはいくつかの貫通孔が穿たれている。北陸地方で

 も生産されているが、信濃地方に源流があるといわれる。小壷は短頸壷(141-6等)と長頸壷(文献20)(132-8等)があり、長頸壷は高台が付き、短頸壷は無台で回転糸切痕が明瞭に残る。水滴など
 文房具として使用した可能性がある。

 壷Gは2点(132-9・14)図示した。長く外反し細い頸部と胴部、内面の凹凸、平底で糸切
 無調整を特徴とする。静岡県藤枝市助宗窯産の可能性がある。鶴岡市後田遺跡に次ぎ県内2例
 目である。後田遺跡出土例は、報文によると液体痕跡が確認されている。壷Gは、8世紀後半
 に出現し、9世紀前半で消滅する。平城京などの宮都や国府・郡衙などの官衙遺跡で主に出土

 している。東北での出土は少なく、城柵・官衙遺跡から少量出土している。従来より、堅魚煮
 汁の運搬容器と称されるが、仏具の花瓶とする見解もある。

 (文献24)鉢は、①体部が緩やかに内変しながら立ち上がり口縁部が最大径を有するもの(59-15・80
 一16等)、②体部が球胴状を呈するもの(62-4・66-8等)がある。口縁部はくの字状に外反す
 る。底部は平底で、体部内面にカキメを施すものがやや多く、外面にカキメを施すものもある。

 双耳坏は摘み部(把手・耳)の出土がほとんどで全形を知るものは1点(94-6)である。口
 径に比して底径がやや小さく体部が直線的に立ち上がる。体部下端に貼り付けられる摘み部は、
 やや肉厚で手持ちヘラケズリ調整され端部はやや丸みを帯びる。底部は回転ヘラ切で、付け高

r

 台である。口縁端部が欠損している。双耳坏は摘み部の接合位置が、体部下端から口縁端部に
 移るに従い新しくなると理解されている。摘み部の形状は多様で、①平面形が四角形のもの、

 ②平面形がやや丸みを帯びるもの、③平面形が五角形のものがあり、大小・断面形状などによ
 り細分される。太夫小屋1遺跡では他の遺跡に比して出現率が極めて高い。城柵や官衙遺跡と
 関連するという指摘もある。

 (文献37)

 3その他の須恵器

 こね鉢は、粉砕具の機能を有する土器である。このため底部は厚手で特徴的な形態を有して
 いる。また、粉砕具としての機能のため見込み部を中心として摩滅が激しく、底部剥離なども
 見られ完形品はほとんど無い。太夫小屋1遺跡では23点出土し、すべて図示した。出土地点は、
 建物跡及びその周辺の溝跡・土坑・性格不明遺構などが多い。器形は多様で、①断面四角形の
 突帯が1条巡るもの(90-7・117-8等)、②断面三角形の突帯が1条巡るもの(139-7)、③断

 面三角形の突帯が2条巡るもの(141-10)・④突帯が無く体部中央に弱G・稜が巡るもの(99一
 2)がある。また、底部形態も①円柱状を呈するもの・②円盤状を呈するもの・③円盤状で底面
 に刺突痕があるもの、④円盤状で端部がやや上反するものがあり・これらの組み合わせにより
 細分化される。消費遺跡でこれほどこね鉢が出土する例は・東北でも少なく特異である。
 横瓶は1点(71-9)図示した。閉塞部の破片のため全形は不明であるが・俵形を呈する可能

 性がある。
 托と考えられる土器が1点(137-18)出土している。1/3弱の出土であるが・口径1L8cm

 に復元される。良質な路上で、造りも丁寧で焼成も堅緻である。見込み部には内堤が無いが・
 器形から托と判断した。付け高台である。底部に箆状工具により・達筆な筆致で「躰」と刻書
 され,る。

 太夫小屋1遺跡で出土した須恵器の多くは、遺跡の真南3㎞に所在する壇山窯跡(米沢市大
 神窯跡を含む)出土土器とプロフィールが似るものが多い。また、米軍撮影の空中写真に・断
 続的に残る道路状痕跡が真っ直ぐ壇山窯跡に続くと推定されることなど、太夫小屋1遺跡で検
 出された、建物群を擁する施設と壇山窯跡群の関係を検討することが必要である・さらに・搬
 入品の多さ・多様さも大きな特徴となる。生産地と太夫小屋1遺跡との関わりや流通経路・搬
 入の経緯など、詳細な検討が今後必要である。

 4円面硯

 須恵器円面硯は、古代文房具の一つである。窯跡以外からでは、主として都城や地方官衙遺
 跡、寺院遺跡などから出土している。6世紀末頃に出現し、9世紀中葉には風字硯が主として
 使用されるようになる。

 太夫小屋1遺跡からは、円面硯が34個体分出土している。単一遺跡での出土としては県内で

 最も多い。米沢市西町田下遺跡で、8世紀後半代を中心とする円面硯が10個体出土している例

 があるが、太夫小屋1遺跡が群を抜いている。東北でも出土数の多い遺跡の一つである。

 以下、主要な円面硯について、概要を述べる。

 60-7はSB985西廂布掘覆土から出土した圏脚円面硯である。圏脚部破片のみの出土のため

 硯面形態は不明である。圏脚部径推定154mmを測る。透かし孔及び沈線の有無は不明である。圏

 脚部端部が僅かに外反する。60-8はSB985西廂布掘覆土から出土した圏脚円面硯である。圏

 脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明である。圏脚部径推定130mmを測る。圏脚部に縦長方
 形の透かし孔が穿たれた痕跡を残すが、単位は不明である。圏脚部が直立するタイプである。

 圏脚部端部が僅かに外反する。97-9はSB1036・SB983の北梁と西桁を囲むSD447から出土

 した圏脚円面硯である。硯面径113mmを測る。内堤と外提を有するタイプであるが、外提は突帯

 状に退化し海部もきわめて狭い。硯面形態は凸型で使用痕跡が顕著で、硯面全面には墨が付着
 している。圏脚部は破損しており全形は知り得ないが、開く形態をしていると推定される。箆
 描の斜格子状沈線文が巡る。円形の透かし孔が穿たれ、4単位と推定される。117-9はSD17
 に切られるSK236から出土した圏脚円面硯である。硯面径114㎜、圏脚部径154m皿、器高53㎜を
 測る。内堤と外提を有するタイプであるが、外提は突帯状に退化し海部もきわめて狭い。硯面



 形態は凸型である。箆描の斜格子状沈線文が巡る。円形の透かし孔が穿たれ、4単位と推定さ

 れる・97-9と同タイプである。133-8はG-17グリッドから出土した圏脚円面硯である。圏脚
 部破片のみの出土のため全形は不明である。二連円の透かし孔が穿たれると推定される。圏脚
 部に箆描で2条一単位の箆描の波状文が巡る。135-5はF-23グリッドで出土した圏脚円面硯
 である。圏脚部破片のみの出土のため全形は不明である。圏脚部に円形の透かし孔が穿たれた

 痕跡を残すが、単位は不明である。箆描で縦位沈線がある。139-11は北西地区で出土した圏脚
 円面硯である。圏脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明である。圏脚部径推定150㎜を測
 る。圏脚部に縦長方形の透かし孔が穿たれた痕跡を残すが、単位は不明である。沈線の有無は

 不明である。圏脚部端部が僅かに外反する。139-12は北西地区で出土した圏脚円面硯である。

 圏脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明である。圏脚部径推定156㎜を測る。圏脚部に縦長
 方形の透かし孔が穿たれた痕跡を残すが、単位は不明である。沈線の有無は不明である。139一

 13は北西地区で出土した圏脚円面硯である。圏脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明であ

 る。圏脚部径推定160mmを測る。圏脚部に箆描で縦位沈線、圏脚部下部に1条の横位沈線が巡

 る。透かし孔の有無は不明である。139-14は北西地区で出土した圏脚円面硯である。硯面部破

 片のみの出土のため全形は不明である。外堤は剥離しているが、外堤のみのタイプと考えられ

 る。硯面形態は平面型である。141-12は南西地区で出土した小型の圏脚円面硯である。硯面部

 破片のみの出土のため全形は不明である。硯面径推定74㎜を測る。外堤は剥離しているが、外

 堤のみのタイプと考えられる。硯面形態は平面型である。141-13は南西地区で出土した圏脚円

 面硯である。圏脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明である。圏脚部径推定216mmを測る。

 ・圏脚部に縦長方形の透かし孔が穿たれた痕跡を残すが、単位は不明である。圏脚部に箆描で格

 子状沈線が巡る。圏脚部端部は外反し、上部が挽き出される。141-14は南西地区で出土した小

 型の圏脚円面硯である。硯面部破片のみの出土のため全形は不明である。硯面径推定94㎜を測

 る。内堤と外提を有するタイプであるが、外提は剥離している。硯面形態は凸型と推定される。

 141-15は南西地区で出土した圏脚円面硯である。圏脚部破片のみの出土のため硯面形態は不明

 である。圏脚部径推定178㎜を測る。圏脚部に円形の透かし孔が穿たれた痕跡を残すが、単位は

 不明である。圏脚部に箆描で縦位沈線が巡る。圏脚部上部に突帯が巡るが、外堤の退化したも

 のの可能性もある。圏脚部端部は外反し、上部が2段に強く挽き出される。145-1は北東地区

 で出土した圏脚円面硯である。硯面部破片のみの出土のため全形は不明である。外堤は剥離し

 ているが、外堤のみのタイプと考えられる。硯面形態は平面型であるが、硯面端部に窪み部が

 あり墨溜まりの機能を有する可能性がある。

 その他、19個体の円面硯が出土している。いずれも圏脚円面硯の破片で、圏脚部に①縦位沈

 線文が巡るもの、②斜格子状沈線文が巡るもの、③無文のものがあり、圏脚部端部の形状・法

 量などにより細分される。

 5風字硯.

 須恵器風字硯は古代文房具の一つで、平面形が「風」の字に似ることから称される。8世紀
 後半に出現し、9世紀に入ると円面硯を凌駕し9世紀後半にはほとんどが風字硯となる。11世
 紀に入り急速に衰退する・長方硯が出現し、その後は石硯が主体となる。
 太夫小屋1遺跡からは、風字硯が14点出土している。単一遺跡での出土としては、県内で酒

 田市城輪柵跡に次いで多い。全体的に胎土の精製された、造りの丁寧な風字硯が多い。また、
 大型の二面硯が多いのも特徴である。

 以下、主要な風字硯について、概要を述べる。

 70-14はSB986布掘筏地業建物跡の東桁行を切る、SK111で出土した二面風字硯である。

 左硯頭部の出土で、断面四角形の内堤が硯面を縦に区画している。器面は内外面とも丁寧な手

 持ちヘラケズリ調整が施されている。いずれの硯面も使用痕は顕著である。底面には剥離痕が

 観察される。低い堤状の脚が付く可能性も考えられる。90-8はSBlO74布掘筏地業建物跡の西

 桁行を切るSX250で出土した縁脚二面風字硯である。復元長180mm(残存長174㎜)、幅160mmを

 測る大型品である。外面は手持ちヘラケズリ調整が施されている。硯面は、縦に内堤の剥離痕
 が残り二面硯であることがわかる。いずれの硯面も使用痕は顕著である。右の硯尻底面にはや

 や短い山形を呈する縁脚が付く。105-1はSD737から出土した提脚二面風字硯である。縦に硯

 面を区切る内提と左硯面部分が出土した。残存長154mm、残存幅142㎜を測る。厚手で重厚な造
 りの大型品である。一部に手持ちヘラケズリの痕跡が見られるが、全体に再調整が施されたの

 か器面は滑らかである。内堤は、頭頂部が丸い断面三角形を呈する。左外堤端部には筆置きと
 推測される、やや浅い抉りが2つ連なっている。硯尻に近い底面には、やや幅広の剥離痕が観・
 察される。塊状の脚が付いていたと考えられる。左側面と内堤の左側面には自然釉が観察され
 る。右側面を下にして焼成されたと考えられる。121-9はSB986の南に位置するSD60から出
 土した提脚二面風字硯である。右硯頭部の出土で、断面四角形の内堤が硯面を縦に区画してい
 る・右硯面は断面U字形を呈し狭く、左硯面は平面形である。内外面とも手持ちヘラケズリ調
 整の痕跡が明瞭に残り、武骨な印象を受ける。右底部に堤状の脚が縦に取り付けられている。
 左右両側に取り付けられていたと推測される。133-14はE-22グリッドで検出した提脚風字硯
 である。右硯尻部分のみの出土で、全形及び内堤の有無は不明である。一部に手持ちヘラケズ
 リの痕跡が見られるが、全体に再調整が施されたのか器面は滑らかで丁寧な造りである。硯尻
 と側縁の底面には堤状を呈する脚が巡ると推測され、コーナー部分は面取りされる。脚の.中央
 部にはそれぞれ円弧状の抉りが施される。硯面の使用痕は顕著である。酒田市城輪柵跡で類似
 するものが出土している。139-15は北西地区から出土した短脚風字硯である。左硯尻部分のみ
 の出土で、全形及び内堤の有無は不明である。底面には断面四角形の脚が貼り付けられる。脚
 端部は丸みを帯びている。全体に再調整が施されたのか器面は滑らかで丁寧な造りである。左
 外堤は欠損している。
 その他、8個体分の風字硯が出土している。二面硯の内堤部分や、側縁、硯面などである。

 いずれも細片のため全形は不明である。



 6灰釉陶器・緑釉陶器

 灰釉陶器は、山形県内においては庄内地区、なかでも飽海地区を中心に出土している・特に
 遊佐町大坪遺跡第2次調査で51点、同町下長橋遺跡で20点、酒田市城輪柵跡で12点報告されて
 いる。緑釉陶器についても同様で、遊佐町下長橋遺跡で40点、同町東田遺跡で12点・城輪柵跡
 で26点などがある。いずれも内陸では少なく、置賜地方では報告例がない・
 太夫小屋1遺跡では、灰釉陶器が30個体分以上、緑釉陶器が2個体出土し・灰釉陶器26点・

 緑釉陶器2点図示した。内陸地方でまとまって出土したのは初めてであり・注目される・
 以下、主要な遺物について概要を述べる。
 98-2は、SB982の東側に位置するSD815から出土した段皿である。口径140mm、底径64㎜、

 器高16㎜を測る。見込み部に明瞭な段があること、釉の状態などから、猿投窯黒笹14号窯式に
 比定できる。107-11は、SD64・E～F-23グリッドなどから出土した碗である・口径126㎜・
 底径61㎜、器高43mmを測る。口縁端部が僅かに挽き出される。器形・高台の形態、釉の状態な
 どから猿投窯黒笹90a号窯式に比定できる。124-10は、E-9グリッドから出土した平瓶の体
 部である。肩部径134mmを測る。外面に釉が施されている。頸部・底部の形状は不明である。猿
 投窯黒笹14号窯式に比定できる。133-20は、SX250・G-17グリッドなどから出土した長頸
 瓶である。頸部は欠損しており全形は不明である。底径94mm、胴部径176㎜を測る。体部ほぼ中
 央が最大径となる。145-3は、北域で出土した双耳瓶である。口径80㎜を測る。頸部のみの出
 土のため全形は不明である。口縁部などの特徴から、猿投窯折戸一10号窯式に比定され、8世
 紀後半代である。

 その他、21点の灰釉陶器を図示している。長頸瓶の頸部・口縁部・体部、壷の体部、小瓶の
 口縁部、碗、皿等である。

 緑釉陶器は2点の出土で、110-2はSD83で、135-8はC-23グリッドで出土した皿である。
 いずれも底部のみの出土で全形は不明である。110-2の底径78mm、135-8の底径は80mmを測る・
 内外面に浅黄色の緑釉が施される。胎土は軟質である。京都洛北産で、長岡京期とされる・県
 内では3遺跡目の確認である。・

 灰釉陶器・緑釉陶器については、井上喜久男氏(愛知陶磁資料館)に実見していただいた・
 遺物に関する記述は、その際の資料を参考にしている。

 7墨書土器・刻書土器

 太夫小屋1遺跡で出土した墨書土器は252点、刻書土器7点を数える。須恵器・土師器の坏・
 高台付坏の底部及び体部外面に墨書されるものが主体となる。出土遺構は、布掘筏地業建物跡
 や掘立柱建物跡の布掘・柱穴、性格不明遺構、竪穴住居跡などから多く出土しており・特定の
 溝跡を除けば、溝跡からの出土は多くない。文字種は、一文字がほとんどで「成」が群を抜い
 ている。他にr道」やr冨来」なども見られる。刻書土器は、すべて底部に箆状工具により刻
 書される。r分」などの文字の他に、記号や陰陽道に由来すると考えられる呪符もある・詳細
 は、後述する。

 8土製品・石製品噛

 土製品には、土錘・鞘羽口・脚状土製品・製塩土器がある。土錘は3点出土した。68-10は
 SK954で出土し、直径24㎜、残存長58mmを測る。径6mm程の貫通孔が穿たれている。82-2は

 SX908で出土し、直径20mm、長さ36㎜を測る。径5mm程の貫通孔が穿たれている。刺し網ある
 いは投網の錘と考えられる。遺跡の西200mに位置する黒川での漁業、あるいは大規模建物群を

 擁する施設に魚などとともに搬入された可能性が考えられる。鞘羽口は10点図示した。先端部
 あるいは基部の破片での出土であり、全形を知りうるものはない。出土遺構は、SB982の東に

 位置するSD815とその南のSK832、SD853、西域のSP949などである。126-1は、H-13
 ～14グリッドから出土した。直径71mm、残存長62mmを測る。中心に16㎜の円孔が貫通している。

 表面はガラス化している。南域に多い傾向が窺えるが、総じて、建物跡群のある中心域から離

 れた区域で出土している。何らかの規制の下で施設が配置された可能性がある。丸底状を呈し、

 内面が高熱によりガラス化している遺物が出土している。坩堝と判断し2点図示したが、とり

 べあるいは坩堝の底に残った鉄津の可能性もある。113-5はSK578から出土した。丸底状を呈

 し、外面には土師質が残る。製塩土器(85-3)は、SX250から出土している。口径134㎜を測

 る。底部形態は不明である。体部の内面に輪積痕が明瞭に残り、外面はナデ調整される。外面

 には有機物があたかも墨書のように付着する。胎土に海綿骨針が確認される。北野博司氏によ

 れば、北陸系の丸底を呈する製塩土器とのことであった。脚状土製品(145-4)は、調査区東

 側のSP7から出土した。残存長122㎜、太さ47mmを測る。胎土は緻密で焼成も堅緻である。外
 面は面取りされ、ハケ状工具によりナデ調整が施される。やや外反し、火舎あるいは台付鉢の
 脚の可能性がある。外面は激しく被熱している。

 9木製品

 木製品として図示したのは、すべて建築部材である。幾つかの建物跡の部材をサンプリング
 したものである。その他の建物の部材は、埋め戻して現状保存してある。一部残りのやや悪い
 部材があるが、他は、良く状態を保っている。種別は、布掘筏地業建物跡布掘部材、掘立柱建
 物跡・目隠し塀の柱根とその礎板である。柱根はすべて直径が40cm内外と大型である。SB985
 布掘筏地業建物跡南梁布掘部材(146-1)は検出レベルが浅いせいか残りがやや悪い。SBlO54
 EB659柱根(146-2)には目途穴(筏穴)がある。同EB1053礎板は大型で、ほぞ穴状の長方
 形の抉りと手斧痕が明瞭に残ることから、柱あるいは梁などの転用材と考えられる。SA1100
 目隠し塀EB651柱根(147-1)は断面三角形の割材で、先端は鋭角に加工される。打ち込み柱
 と考えられる。SBl120EB334礎板(147-3～5)は同一個体の割材で、3枚を並べて礎板と
 していた。板壁あるいは板戸などの転用と考えられる。SB1080柱根(148-1～2)は、目途穴
 (筏穴)があり、148-2は手斧により丁寧に面取り加工が施されている。SB982EB833の礎板
 は割材で、小型である。樹種については、付編に譲る。
 10陶磁器

 陶磁器はほとんど重機による表土除去の際に出土している。いずれも小片で全形を知りうる
 ものはない。近世・現代陶磁器で、唐津などが多い。















































































































 5まとめ
 遺構及び遺物は・調査区Jグリッドの西側中央付近で多く確認された。東側は、過去の耕地

 整理事業などにより削平が激しくほとんど確認されない。遺物は、建物柱穴・布掘、土坑、性
 格不明遺構、溝跡などの他に・整地層の可能性がある遺物包含層から多く出土している。
 布掘筏地業建物跡3棟及び大型の礎板を敷設した掘立柱建物跡6棟を含む建物群は、遺跡の

 東側を南北に走る農道に主軸を揃え、規則的な配置がなされている。この農道は、4。程東に

 振れるが、断続的ながら真っ直ぐに、3㎞南に位所在する川西町壇山窯跡に向けて痕跡が続く(文献31)ことが確認でき、古代道あるいは条里痕跡の可能性がある。布掘筏地業建物跡は、建物の桁行・
 梁行を布掘し、布掘底面に長尺の板材を敷き詰めた後、柱を据える工法の建物である。軟弱地
 盤における大型建物の不等沈下を防ぐ工夫と考えられ、現代工法ではr布基礎」と呼ばれる工

 法に類似する。弥生時代では新潟県佐渡の蔵王遺跡、古代では石川県金沢市畝田・寺中遺跡、(文献18)(文献22)中世では神奈川県鎌倉市永福寺跡などで確認されるのみで、太夫小屋1遺跡ほど大規模な例は(文献12)
 ない。布掘のみの大型建物群は、福岡市比恵遺跡・佐賀県大和町肥前国府跡・鳥取県気高町上(文献16)(文献17)光遺跡群・大阪市難波宮跡・千葉県我孫子市日秀西遺跡など宮都や国府・郡衙などで検出され(文献14)(文献13)ている・掘立柱建物跡には、掘方の規模が大きく数多く残存する柱根も直径40cm内外を測る大
 型の建物跡がある。これらのほとんどの柱穴には、大型の礎板が敷設されている。また、大型
 の礎板と合わせ添え木が取り巻く柱穴の掘立柱建物跡もある。打ち込み柱の目隠し塀が付属す
 る建物もある。布掘筏地業建物跡と大型の掘立柱建物跡は、桁行を揃え南北に配置されるもの
 と、梁行を揃え東西に配置されるものがあり、これらが一見すると逆L字形に配置されるよう
 にも見える。建物跡群の周辺からは、炭化物や焼土、被熱した土器片などが分布する区域が確
 認され、火災などによる焼失が考えられる。切り合いや遺物の特徴などから、これらの建物跡
 は少なくとも3期にわたる変遷が推定される。特に、1期からII期にかけては布掘・柱穴出土
 土器の特徴から、比較的短期間にほぼ同じ規模で立て替えられている。

 出土遺物では、煮沸・貯蔵形態の甕・壷類に比して、供膳形態の坏類が卓越している。また、
 県内で官衙及び官衙関連遺跡で主に出土する稜碗が多く出土し、こね鉢・双耳坏など特殊な用
 途を想起させる土器がまとまって出土している。あわせて、猿投窯産の灰釉陶器、洛北産の緑
 釉陶器・藤枝市助宗窯産の壷G、信濃・北陸系の突帯付瓶などの搬入土器が一定量を占めるこ
 とも注目される。さらに、円面硯34個体・風字硯14個体と陶硯が非常に多く出土することも特

 異である・山形県で最多、東北でも屈指の出土数である。香炉蓋や火舎の蓋、火舎あるいは台付き鉢なども出土している.墨書土器など硬鞍料も25。点以上確認されてヤ、る.
 建物規模が極めて大きく規則的に配置されること、陶硯、灰釉・緑釉陶器、搬入土器が多く

 出土すること、比較的短期間にほぼ同規模で立て替えられること、軟弱な地盤の地に敢えて大
 型施設を造営し維持し続けたと思われること、明確な囲尭施設は確認されないが建物群の主軸
 方位と直交する区画溝の存在などから、太夫小屋1遺跡は8世紀末から9世紀中頃における、
 置賜地方の中心的官衙と推定した。正方形を呈するST986(ST1110)は、官衙併設の仏堂の
 可能性がある。今後、詳細な検討が必要である。



 6考察1建物群の変遷と性格

 太夫小屋1遺跡において検出された布掘筏地業建物跡及び掘立柱建物跡は、13棟を数える。幾
 つかの建物跡は重複しており・建て替えられたことが分かる。ここでは、先に仏堂を併設する
 官衙とした建物跡群の構成と変遷を考察し、併せて、その性格を検討したい。

 1)建物配置

 布掘筏地業建物跡のSB986・SB985・SB1074、大型礎板掘立柱建物跡のSBlO36の4棟
 を1期とする・これらの建物跡は・いずれも大型礎板掘立柱建物跡に切られる。これら建物跡の
 主軸方位は・N-4°一Eを測り、概ねグリッドに沿っている。グリッドは調査区東側の農道に
 直交する町道を東西軸の基準として設定し、農道を南北軸の基準とした。以下に述べる建物の位
 置関係は、すべて身舎を基準とした。SB1036東桁行は、農道西側側溝から24m(80尺(1尺=・
 30cm))西に位置している・SBlO74は、SBlO36と桁行を揃えて北側に位置し、SB1036の北
 梁行とSB1074の南梁行の距離は、9m(30尺)を測る。SB986はSBlO36の西に位置し、そ
 の北梁行とSB1036の南梁行とを揃え、SBlO36西桁行とSB986東桁行の距離は17.1m(57尺)
 を測る。SB985は、SB986の東に位置する。SB986東桁行とSB985西桁行の距離は6m(20
 尺)を測り、SB985北梁行は、SB986北梁行とSBlO36南梁行を結ぶ線の2.lm(7尺)南に
 位置している。SBlO36の南に付属するSAllOOは、SB985北梁行と揃い、距離は2.1m(7尺)
 を測る。また、建物群の南を並行して東西に延びるSD697・SD749は、梁行の延長線と直交
 し、SB985南梁行との距離は12.3m(41尺)を測る。さらに、北側を東西に延びるSD442は、
 SBlO74北梁の7。2m(24尺)北に位置する。調査区南の東西溝SD853とSD442との距離は、
 106.8m(356尺)を測る。Ⅰ期建物群は、極めて整然と計画的に配置されていることがわかる。
 また、東西に延びる溝跡は建物群と密接な関連を持ち、区画施設の可能性が考えられる。
 大型礎板掘立柱建物跡のSB983・SBlO54・SBlllO・SBlO50の4棟をII期とする。SB

 1074東西桁行の断面観察によれば、切り合う柱痕跡の存在が窺われ、5棟になる可能性がある。
 建物跡の主軸方位は、N-4°一Eを測り、Ⅰ期建物跡群と一致する。SB983東桁行は、農道
 西側側溝から24m(80尺(1尺=30cm))西に位置している。SBlO54はSB983の南西に位置し、
 その北梁行とSB983南梁行とを揃え、SB983西桁行とSB1054東桁行の距離は3.9mを測る。
 SB1110はSB983の西に位置し、その北梁行はSB983南梁行の延長線から南4.2m(14尺)に
 位置する・SB983西桁行とSBlllO東桁行の距離は19.2m(64尺)を測る。SBl150は、SB
 983の北に位置し、その南梁行とSB983北梁行の距離は25.2m(84尺)を測る。また、SBlO50
 西桁行とSB1110東桁行の延長線との距離は13.2m(44尺)を測る。2期建物群は建物規模の縮
 小拡大は個々に存在するが、Ⅰ期建物群とほぼ同様の建物配置計画により造営されたと考えられ
 る。

 掘立柱建物跡のSB987・SB984・SB982、大型礎板掘立柱建物跡のSBlO80・SBl120の
 5棟をⅢ期とする。建物跡の主軸方位は、N-1°一Eを測り、磁北に近い。Ⅰ・Ⅱ期からは
 3度西に振れる。SB1080は調査区西端に位置し、東桁行の一部のみの検出である。SB987は
 SB1080の北東に位置し、その西梁行とSBlO80東桁行延長線との距離は15m(50尺)を測る。
 SB984はSB987の南東に位置し、その西廂はSB987東梁行と揃え、SB987南桁有とSB984
 北桁行との距離は3.3m(11尺)を測る。SB982はSBlO80の南東に位置し、その北梁行とS
 BlO80南梁行との距離は46.2mを測る。SBl120はSB987の北東に位置する。削平のため全容

 は不明であるが・SB987東梁行とSBl120西桁行の距離は11.1m(37尺)を測る。主軸方位は
 N-3°一Wとやや西に振れるが・同時期と判断した・Ⅲ期建物群は、主軸方位が西に振れ、Ⅰ・
 II期に比してSB1080を除き建物規模が縮小し・閑散とした配置になる。官衙の移転など、機
 能の劇的な変化が想定される。

 これら建物跡に隣接して南北に長い性格不明遺構が検出されるが、土器廃棄遺構と考えられ
 る・布掘筏地業建物跡を切ることから、Ⅰ～Ⅲ期に関連すると思われる。しかし、Ⅰ・II期建物
 群の北側に・SX944・SX1001・SX336の南北に長い遺構が、桁行延長線に沿って存在する。
 出土遺物は他に比して古く・8世紀後半から9世紀初頭である。このことから、3基の遺構の東
 あるいは西側にⅠ期建物群と桁行を揃える建物が存在した可能性が強い。これを仮に0期として
 おく・0期は・Ⅰ期官衙の造営施設あるいは前身官衙の可能性が考えられる。
 2)時期と性格

 建物布掘'柱穴出から出土する須恵器坏に注目し、時期を検討したい。Ⅰ期では、SB985布
 掘出土須恵器坏は底部回転ヘラ切坏と回転糸切坏が混在し、東布掘の西斜面から回転ヘラ切坏が出土すること、内黒土器双耳坏の摘みが体部下半に付くことなどから、古相が窺え9世紀前
 半代の早い時期と考えられる・II期は・SB985西廂布掘をSBlO54柱穴が切ること、須恵坏
 は回転糸切坏がやや多くみられることから9世紀前半代と考えられる。Ⅲ期は、SBlO80柱穴
 出土須恵器坏に回転ヘラ切がみられるものの、SB984南桁行がSBlO54北梁行を切り、SB982
 に隣接するSD815からK-14に比定される段皿が出土すること、SB987の柱穴出土須恵器坏は回転糸切であることなどから9世紀後半と考えられる。土器編年は、「山形県の古代土器編年(阿部・水戸1999)」を参考にした。
 Ⅰ期とII期は時期差がさほど無く、同じ造営計画の下に建て替えが実施されていると指摘し

 た・火災による再建の可能性がある・軟弱な地盤の土地に大型の建物群を造営し、焼失後すぐ
 に同様の建物群を再建し維持しようとしたことは、極めて強い意志、言い換えれば国家的な必

 要性というものが根底にあると考えられる。とすれば、太夫小屋1遺跡のⅠ・II期建物群は官衙の可能性が高いものと判断できる。また、建物群周辺からは浄瓶・香炉蓋・火舎蓋.台付き鉢●壷G・灰釉の長頸瓶・小瓶などの仏具力§出土している.これらは方形の建物に由来し、仏堂と考えられる・仏堂を併設した官衙は、福岡県小郡市上岩田遺跡などに類例がある.8世紀末から9世紀前半は・伊治公舗呂の乱や坂上田村麻呂の遠征耀簸動る.供膳具が主体となり仏具が出土するという背景には、前線基地として蝦夷に対する慰撫と饗応の必要があったものと考えられる・皿期は建物主軸が西に3度振れ、建物が閑散となる。官衙機能の移転などが想定できる・太夫小屋1遺跡の北西4㎞に位置する道伝遺跡が、9世紀後半以降の置賜郡衙擬定地とされている・仮に、Ⅰ・II期建物群が郡衙とすれば、Ⅲ期は道伝遺跡に郡衙が移転した後の施設となる・SBlO80大型礎板掘立柱建物が残るカi、郡衙の一部機能を継承する施設として存在したとも考えることができよう。
 以上・太夫小屋1遺跡で検出した建物群について考察してきた。豪族居館とすれば、井戸が検出されないこと、煮炊具が少ないことから、その可能性は低いと考えられる.r郡」r領」などの墨書や郡符木簡など直接証明する証拠はないが、r郡衙の可能性のある」官衙遺跡としたい.今後・さらなる検討を加え明らかにしなければならない。



 祇7考察2仏具
 近年、関東地区を中心に仏具模倣土器(仏具)の集成が行われている。これらに拠れば・多

 様な土器が仏具に分類されていることが分かる・ここでは・『古代仏教系遺物集成●関東』(考
 古学から古代を考える会2000)を参考に集成し・検討を加える・
 太夫小屋1遺跡から出土した仏具には・浄瓶・香炉蓋・火舎蓋・台付鉢●台付鉢脚●小型長

 頸壷・小型短頸壷・壷G・托・灰釉水瓶・灰釉小瓶・灰釉段皿・両黒土器水瓶●両黒土器高台
 付坏がある。さらに、県内で稜腕と称しているものは・仏具の佐波理銅鏡を模したものと理解
 しているので、仏具とする・
 浄瓶(87-18)は、須恵器で小型である。注口部は欠損しているが・他は完形である・やや

 下膨れの器形を呈する。県内初出の可能性がある・香炉蓋には・三重の摘みを持つもの(103
 _7)と摘み部を横に貫く小孔が十字に穿たれるもの(64-15・84-15・142-4・5)がある・
 小孔は、香煙の出口としては機能せず、塔型香炉蓋の形態を模したものと考えられる・壷Gは・
 2点(132-9・14)である。SB986周辺で出土している。近年、仏具の花瓶とする見解が多
 くなっている。県内では、鶴岡市後田遺跡に次ぎ2例目の確認となる。托(137-18)は・内
 堤が無いタイプであるが、形態から托と判断したものである。底部には「躰」の刻書がみられ
 る。両黒土器水瓶(83-6)・高台付坏(83-1～5)は、SX250から出土した。また、他の遺
 構からも出土している。金属器あるいは施釉陶器の模倣と考えられる。北野博司氏(東北芸術
 工科大学助教授)により、仏具の可能性を指摘された。なお、仏鉢(鉄鉢型土器)・瓦塔・仏
 像などは出土しない。

 仏具の出土は、そのほとんどが1・II期建物群の周辺、特にSB986周辺とSX250からの出
 土が多い。SB986は仏堂と推定しており、出土遺物の傾向からも肯首される。

 8考察3墨書土器・刻書土器(第151～157図)

 太夫小屋1遺跡からは、墨書土器を中心に文字資料が大量に出土している。その内訳は、墨(文献42)
 書土器が252点、刻書土器が7点の総計259点である。県内で、大量の墨書土器が出土している
 遺跡は庄内地方が多く、酒田市生石2遺跡(898点)、遊佐町北目長田遺跡・上高田遺跡(200
 点以上)、大坪遺跡・宮ノ下遺跡・八幡町沼田遺跡・酒田市新青渡遺跡・熊野田遺跡(100点以
 上)、鶴岡市西谷地遺跡(130点)などがある。山形市を中心とする村山地方では、寒河江市三
 条遺跡で350点程の出土が確認されるが、それに次ぐのは山形市今塚遺跡(75点以上)のみで
 ある。太夫小屋1遺跡が所在する置賜地方では、平成11年に調査された米沢市古志田東遺跡で
 452点、川西町道伝遺跡で354点の出土である。総じて、官衙及び官衙関連遺跡の出土が多い傾
 向が窺われる。また、ほとんどが河川跡・溝跡からの出土で、居住域からの出土は極めて少な
 い。

 ここでは、太夫小屋1遺跡で出土した文字資料について、出土地点・器種・文字種・墨書部
 位などについて検討し、太夫小屋1遺跡で検出された建物群の性格や墨書する意味などについ
 て考察する。



 1)出土文字資料の概要へ

 前述したように、太夫小屋1遺跡で出土した文字資料は259点を数える。その内、墨書土器
 は、字種が判別できなかったものを含め252点と文字資料の97・3%を占めている。
 墨書される土器には須恵器・土師器・黒色土器がある。内訳は、須恵器が236点で墨書全体

 の93.6%を占め、土師器14点の5.6%、内黒土器2点の0.8%となっている・器種は、坏235点・
 高台付坏14点・高台付皿2点・蓋・稜境各1点で・坏が全体の93・3%を占め・次いで高台付坏
 の5.6%となり、坏が圧倒的多数を占めている。さらに、坏の中では須恵器坏が222点を数え、
 坏の94.5%、墨書土器全体では88.1%を占めている。土師器坏は13点で、坏の5・5%・墨書土器
 全体では5.1%に過ぎない。また、底部切り離し形態では、須恵器坏の底部回転糸切が184点で
 坏の77.9%、墨書土器全体では72.6%を占め、須恵器坏の底部回転ヘラ切が38点で坏の16・2%・
 墨書土器全体の15.1%に過ぎないのと好対照を見せている。因みに、墨書土器が12点出土し・
 出土遺物も多いSX250での坏の種別ごとの割合は、須恵器坏が全体の31.7%(坏の中では34・7
 %)、土師器坏が35.1%(同38.5%)、内黒土器坏が22.7%(同24.9%)、両黒土器坏がL6%(同
 1.8%)となっている。また、出土遺物全体での割合を見ると、須恵器坏坏が全体の41.1%(坏の
 中では55.3%)、土師器坏が23%(同30.9%)、内黒土器坏が9.5%(同12.8%)、両黒土器坏が
 0.7%(同0.9%)となる。この結果、太夫小屋1遺跡での墨書土器は、須恵器坏に墨書される
 割合が圧倒的に高いことが判明した。言い換えれば、出土土器の30%を占める土師器坏に墨書
 される割合が極めて低いのである。大きな特色といえる。このことは、太夫小屋1遺跡では意

 識的に須恵器坏を選んで墨書していることを示している可能性がある。

 一方、刻書土器は7点のみの出土で、文字資料に占める割合は2.7%と極めて低い。刻書さ
 れる土器には須恵器・両黒土器があり、土師器及び内黒土器にはない。内訳は、須恵器が3点、

 両黒土器が4点である。器種は、須恵器が坏・托・小型短頸壺各1点、両黒土器が高台付坏3

 点、坏1点となり、両黒土器高台付坏が42.8%を占めている。須恵器の刻書は、いずれも焼成

 前に箆状工具により刻書さ'れており、窯印あるいは供給先を示すと思われる。これに対して、

 両黒土器の刻書は、ミガキ調整痕跡を切り、金属器状の器具で刻書されている。このことは、

 両黒土器に対する刻書は墨書と同様の機能を持つもので、土器表面が黒いため墨書の代替手段

 として施されたことを示していると考えられる。

 2)文字資料出土遺構

 墨書土器総数252点の内、遺構から出土したものは132点を数え、墨書全体の53.7%を占めて

 いる。墨書土器の出土遺構は、墨書土器出土分布図(第157図)にまとめてある。実測図につ

 いては、一部割愛している。

 これによると、建物跡群及びその周辺に集中していることが理解できる。布掘筏地業建物跡
 のSB986(11点)・SB985(20点)、大型礎板掘立柱建物跡のSB983(7点)・SBlO36(2
 点)・SB1054(8点)、SA1100(1点)、雨落ち溝SD147(7点)など、居住施設及びその
 関連遺構から65点と、まとまって出土しており、その割合は墨書土器全体の25.1%、遺構の中
 では46.8%と高率の出現を示す。さらに、建物跡群に隣接して検出されている性格不明遺構か



 らは、SX250(12点)・SXlO67(8点)・SX944(8点)・SD83-SK69(11点)など50点
 を数え、割合は墨書土器全体の19・7%・遺構の中では36・7%を占めている・この様な墨書土器
 の出現形態は、極めて特異である・『土器に墨書する意味を探る』(水戸さあべい第15号1998)
 によれば、山形県内出土の3200点以上を数える墨書土器の内、溝跡出土が30%、次いで河川跡
 が20%を占め、この2遺構で半数を超えている。そのほとんどが祭祀による廃棄と考えられる。
 太夫小屋1遺跡のような、建物柱穴や雨落ち溝、建物周辺遺構からまとまって出土する事例は、
 酒田市新青渡遺跡・熊野田遺跡、鶴岡市西谷地遺跡の3例のみである。

 では、太夫小屋1遺跡の場合はいかなる事由に由来するのであろうか。まず、第1に墨書土

 器に混じり、火ハネなど二次加熱された土器が多く見られ、被熱したスサ入り粘土塊や炭化物
 片が出土すること。第2に、詳細は後述するが、字種が限定され「万」「豊」「奉」などの吉祥
 句などが少ないことが指摘される。これらのことから、一つの仮説として、太夫小屋1遺跡の

 墨書土器は使用されていた施設の火災による焼失により、建物周辺の土坑に廃棄、あるいは整

 地層に混入した可能性が考えられる。しかし、一部の墨書土器は地鎮祭などの祭祀に由来する

 ものも含まれると思われる。

 3)墨書字種と墨書部位

 字種が判読あるいは推定できたものは7種126点を数える。内訳は、「成」118点・「為」・「道」・

 「左」・「ネ」・「冨来」・「上野力」各1点である。「成」が突出して多く、判読文字の中で93.7%

 を占めている。また、太夫小屋1遺跡で「成」が一貫して墨書され続けることも大きな特徴で

 ある。8世紀末頃の須恵器稜境・蓋が主体となり、それらに墨書されるSX944から、9世紀後

 半の土師器坏が主体となるSX250まで、およそ3/4世紀続く。官衙造営期から廃絶期まで、

 連綿と「成」が墨書され続けるのである。このことから、「成」は単なる吉祥句ではなく、施設

 名あるいは地名の一部の可能性があると考えられないだろうか。確かに「成」は暦注の十二直

 の一つで、造家・婚姻・立願・出向・移転などに吉とされる日を意味し、吉祥句でもある。し

 かし、太夫小屋一遺跡出土の「成」の場合は、小破片で出土する状況などから祭祀に用いられ

 た吉祥旬墨書例は少ないと判断した。ただ、SB986南梁行底面で出土した墨書土器(55-1)

 は、逆位で出土し、底部に「成」と、体部に「日」を表すと考えられる呪符と「成力」が逆位で

 一面に墨書され、口縁部が打ち欠けられることから、地鎮に係わるものと考えられる。

 墨書部位は、底部に墨書されるものが90.9%229点を数える。他は、体部正位・体部逆位が

 各4点である。r冨来」(87-1)は体部正位の墨書で、SX250から完形で出土している。須恵

 器に墨書され、土師器坏を外側にして入れ子になり正位で出土している。これも太夫小屋1遺

 跡では数少ない祭祀に係わる例である。











 W太夫小屋2遺跡・
 1太夫小屋2遺跡の概要と経過

 太夫小屋2遺跡は、太夫小屋1遺跡の南方約500mに所在する・調査区の西側を北流する黒川
 の右岸の微高地上に立地し、標高は約215mを測る。太夫小屋1遺跡で検出された布掘筏地業建
 物跡の南北軸と一致する農道の延長部分が、遺跡範囲を南北に貫いている。発掘前の事前協議
 で、工法変更のため調査対象外となり現状保存となった20,000r㎡以上の遺跡範囲は・太夫小屋
 1遺跡の性格・機能を考える上で豊富な情報をもたらすものと考えられる。将来の発掘調査に
 期待する。

 グリッドの設定については、新設される農道のセンターラインを基準とし、任意に設定した・
 グリッドの大きさは5m方眼で、X軸は西から東にアラビア数字で、Y軸は北から南にアラビ
 ア数字で座標を設定した。グリッドのX軸はN-4。36/48"一Eを測る。(N二座標北)
 太夫小屋2遺跡の調査は、7月21日から12月3日までの予定で、基盤整備事業によりやむな

 く削平を受けると判断された水田、農道部分、合わせて5,300n{を対象として実施した。しか
 し、農道部分で古墳時代の焼失家屋を含む竪穴住居跡が多数検出されたことから、12月14日ま

 で延長となり、実質99日となった。

 7月21日に調査事務所を設置し、調査に必要な機材を搬入した。調査は太夫小屋2遺跡から
 開始した。まず、太夫小屋2遺跡の平安時代の遺構を調査するために、重機を使って当時の人
 達が生活していた面まで表土を取り去り、掘り下げていった。次に、ジョレンなどの道具を使
 用して面整理作業を行い、遺構を検出していった。その後、埋土の状況を確認するために畦状
 にベルトを残して掘り下げ、遺構を精査していった。出土した遺物については、出土地点・レ

 ベルなどの記録をとり写真撮影を行った後取り上げた。あわせて平面図・断面図などの記録作
 業を行い、精査を終了した。続いて、平安時代の生活面から更に重機を使って掘り下げ、古墳
 時代の精査へと移行していった。

 切り土される、ほ場部分についてはll月5日に先行引き渡しを行っている。調査説明会を11
 月27日に開催し、約90名の参加者を得た。9月28日、10月21日、12月1日の3度にわたり空中
 写真測量を行っている。

 太夫小屋3遺跡に関しては、太夫小屋2遺跡の進捗状況、並びに基盤整備事業の工程を勘案
 して調査を実施することになった。

 猛暑から吹雪の中の調査となったが、12月14日をもって現地での調査をすべて終了した9

 2遺構の分布と層序

 遺跡の地目は水田となっている。調査区の全域は、太平洋戦争末期の田面改修工事と近年の
 基盤整備事業などによりかなり削平を受けたと思われる。特に、上層の平安時代の遺構に関し
 ては、遺構・遺物ともに一定量検出・出土するが、まとまりを欠いている印象を受ける・A・
 B区・D区、E区南半では遺構の検出は散発的である。しかし、下層の古墳時代では、A～C

 区で散発的な検出であるが、農道部分のD・E区において焼失家屋を含む竪穴住居跡が、切り



  合いながら30棟以上検出され、遺物も竪穴住居跡内を中心に多く出土している。

  主な遺構としては、平安時代では竪穴住居跡・掘立柱建物跡・土坑・溝跡・柱穴・河川跡な
  どがあり、古墳時代では竪穴住居跡・祭祀遺構・溝跡・河川跡などがある。

  太夫小屋2遺跡の基本的な層序は第158・159図に示している。A区北壁・C区南壁・D～E

  区西壁に6カ所設定し観察を行った。A・C区では、Ⅰ及びII層が水田耕作土と床土で、Ⅲ層
  が遺構確認面(地山)となる。平安時代と古墳時代の遺構がほぼ同じレベルで確認される。古
  式土師器の出土レベルが、農道部分で検出される古墳時代の遺物レベルよりやや高いことから、
  削平以前は周囲と比して一段高くなっていたと推測される。農道部分(D・E区)では、Ⅰ及
  びII層が水田耕作土と床土で、やや厚いⅢ層が遺構確認面となる。しかし、このⅢ層は炭化物
  粒や土師器片を僅かに含む地域もあり、古墳時代の竪穴住居跡の覆土と考えなければならない
  場合もある。IV層が、古墳時代の遺構確認面となるが、竪穴住居跡の覆土を見分けるのはきわ
  めて困難であった。炭化物の範囲や遺物の出土範囲などを総合的に勘案して、プランを確定あ
  るいは推定した。













 3古墳時代・

 1検出された遺構

 本遺跡で検出された古墳時代の遺構は竪穴住居跡37棟・土坑数基などである。調査地区が水田

 地帯の水性堆積のシルト質土層であるためプランを確定するのは困難を極めた。土質・土色・土

 の硬軟はほとんど一様であり、当初これらの相違でプランを確定し精査を実施して幾度となく失

 敗し、それに頼るのは危険が大きいと気づいた。最終的には遺物や炭化材の範囲・出土レベルを
 参考にしてプランや床面(底面)などを決定(推定)していくという調査方法を取らざるを得な
 かった。このような状態のため1～2軒の住居跡以外では柱穴・貯蔵穴・周溝などは全く検出で

 きなかった。

 古墳時代の調査開始後に遺構が上下に何層にも重なり検出されるため古墳時代の最上面で確認

 された遺構よりも下層は保存が検討され協議の結果、保存が決定した。よってできるだけ下層は

 掘り下げないで残すという方針で調査を行い、その時点で精査途中でもそれ以上の精査を中止し

 た場合が多々あった。

 住居跡の主軸方向はプランの不明確な物も含め真北方向から大きく西側に主軸があるものとほ

 ぼ真北方向にあるものとの2種類があり、プランも正方形に近いものと長方形のものなどいくつ

 かに分類される。

 ST280B区南西端に位置する。東壁2.6mが検出されている他は、ほとんどが調査区外に位

 置する。南東コーナー付近に深さ13cm程のピット(土坑?)がある。遺物が大量に出土してい

 る。レベルは標高214.70～214.54mである。断面観察によると、焼土ブロックが混入する層が観

 察され、カマドの可能性も考えられる。

 ST596C区に位置する。遺物がまとまって出土したため住居跡と考え周辺を拡張したがプ

 ランは不明である。遺物の出土レベルは標高214.7～214.67mである。

 STlOO219-41～42に位置する。図示したプランは炭化物が集中する面から焼土・遺物・炭

 化材出土範囲までを同一の遺構としたときのプランであるが重複した遺構の可能性も考えられ

 る。中央部には炭化物が多量に検出される面があり、その南には焼土範囲が2カ所検出された。

 さらにその南や東側に遺物が多数出土している。炭化物集中範囲は幅2m,長さ3.5mの楕円形

 である。焼土範囲は直径lm程の不整形と1m×50cmほどの楕円形である。遺物は比較的まと

 まって出土している。炭化物面の出土レベルは標高214.49～214.54m、焼土は標高214.55m,遺

 物は標高214.55～214.45mである。多数出土している遺物群の東に隣接して炭化材が検出され

 た。出土レベルは遺物群の面より10cm下層で標高214.36m、幅13cm、長さ45cmと幅14cm、長さ30

 cmの2点である。また、この炭化材が出土した東側にトレンチを設定して掘り下げたところ、さ

 らに10cm下層より炭化材が検出された。出土レベルは標高214.24～214.27mである。

 最初に床面とした炭化物面からトレンチ内の炭化材の出土レベル差は30cm程である。この様な

 状況から本遺構は炭化物・焼土・遺物の面の標高214.55m付近に床面があり、その下層にもさら

 に遺構が存在すると考える。しかし保存決定のため、これ以上の掘り下げを中止した。

 ST100320-37に位置する。上面にST1036が重複し、本遺構のほとんどがST1036の下層



 に所在すると見られるが保存されるため完掘は行なわず、図示した状態で調査を終了した。プラ

 ンは方形と見られ、南壁7.2m東壁7m北壁2.8mが検出された。カマドは南壁の南東コーナー付
 近に構築される。当初はST1036と重複しているため煙道のみが検出されていたが、ST1036の

 床面精査中に一部やや下げ過ぎてしまったため本遺構カマドの燃焼部が検出された。遺物は南東
 コーナー付近で少量出土している。遺物の出土レベルは標高214.62～214.69mでさほどSTlO36

 と変わらない。床面の標高は214.62～214.54mである。

 ST1004ST1003の東側から炭化材や遺物が多数検出されている。これを断面で確認したと

 ころ明確な立ち上がりが3カ所検出されたため3軒の住居跡の重複とされた。ST1003の東にS

 TlOO4、その東にST1005、さらに東にST1038とした。ST1004は南北3.2m東西1.5mの範囲

 が検出されている。かなり大きな住居跡の可能性があるが全体のプランは確認していない。覆土

 は炭化物を少量混入する灰黄褐色シルトで中位には炭化物を極めて多量に混入する黒褐色シルト

 層がある。

 遺物の出土レベルは標高214.6m,炭化材は214.64mで底面からは炭化物の集中範囲が検出さ

 れその標高は214.57mである。床面は断面図から標高214.5～214.6mである。炭化材の大きさは、

 幅10～15cm、長さ42～175cmである。

 ST100520-35付近に位置する。ST1004・1038とともに検出された。炭化材がほぼ同レベ

 ルで多量に検出され、その長さは南北13mの範囲にも及ぶ。わずかにST1038のコーナーが本遺

 構内部に重複するが他遺構の重複が不明であったので一つの住居跡と考えた。

 覆土は黒褐色シルト～灰褐色粘質シルトで下層に炭化物を霜降り状に多量に混入する。炭化材

 が住居内全面にわたり検出され、遺物も炭化材とともに多数検出されている。遺物のレベルはベ

 ルト南地区では標高214.42～214.58m。炭化材のレベルは標高214.42～214.67m。炭化物の集中

 範囲は標高214.61～214.57mである。セクションベルト北側では遺物標高が214.44～214.33m,

 炭化材標高は214.32～214.47mである。北側ではST1007に切られる。本遺構の北西コーナー付

 近の壁外19-35付近でも炭化材や遺物が検出されている。本遺構のものとは出土レベルが大きく

 異なり、むしろST1004と同様である。しかしST1004の範疇とするとかなりの規模の住居跡と

 なるためST1004とは別の住居跡と考えるべきか不明である。炭化材の大きさは、幅10cm程のも

 のが多く、長さは短い物で10cm、長い物は150cmを越える物もいくつか見られる。他に幅15～35

 cm、長さ50～100cmの幅広の部材も見られる。
 STlOO621-34付近に位置する。調査区を東西に横断する土層観察のためのセクションベル

 トにSTlOO7と切り合う立ち上がりが確認されたためST1006住居跡とした。覆土は炭化物粒を

 混入する灰黄褐色シルトである。プランは方形と見られるが住居跡のほとんどが東側調査区外に

 位置する。検出されたのは北西コーナー付近の北壁2.5m,西壁2mである。遺物や炭化材が検
 出されており、遺物の標高は214.6～214.54mで炭化材は214.54mである。土層断面の観察では

 床面は標高214.44mで床面から25cm程掘り下げられたピットも検出された。炭化材の大きさは、

 幅10～15cm、長さ35～70cmであるが、すべての炭化材が本遺構に帰属するかについては、不明で

 ある。

 STlOO720-34に位置する。東にST1006西にST1008と重複しこれらに切られる。北東に
 ST1033・ST1009と重複する。プランは方形で南北6.1m,東西8.5m以上の規模と見られる。
 覆土は炭化物を混入する黒褐色シルト～灰黄褐色シルトである。中央部西寄りに炭化物が集中
 し、その直上に遺物が出土する範囲がある。その北側には焼土と炭化物が混在する範囲があり、
 その中から骨片が出土している。本遺構中央部分の炭化材の出土レベルは標高214.53m,遺物は
 標高214.51m、焼土と炭化物範囲は標高214.48m,炭化物範囲は標高214.45mである。断面図で

 は標高214.4～214.43mが床面としている。一方STlO33との重複する付近の炭化材・遺物が

 214.68mである。よってST1033との重複付近のものは別遺構の炭化材である可能性が考えられ

 る。また本遺構の中央部で検出される長さ3m近い炭化材はST1006内に落ち込む様な出土状態

 から住居跡の重複関係やプランについて検討の余地を残す。炭化材の大きさは、幅10cm程のもの

 が多く、長さは短い物で10cm、長い物は300cmを越える物も見られる。他に幅15～35cm、長さ50

 ～70cmの幅広の部材も見られる。密集して検出される炭化物は、肉眼で観察した限りでは、植物

 茎のように見えるものもある。

 ST100819-34に位置する。プランは7m前後の方形を呈すると見られる。東壁6.8m、南

 壁4.3mが検出されるが全体の1/2は西側の調査区外に位置し東にSTlOO7を切る。覆土は暗

 褐色シルト～黒褐色粘質シルトで床面に炭化物が霧状に入る。壁高20cm程である。遺物がまと

 まって多数出土している。炭化材も長さ20～70cm,幅8cm程のものが8点出土し、粘土塊が少

 量出土している。遺物のレベルは標高214.5～214.23m,炭化材は214.5～214.27m、粘土は

 214.39mである。断面図での床面は214.3～214.27mである。炉跡・カマド・柱跡は検出されな

 い。炭化材の大きさは、幅10cm程のものが多く、長さは短い物で10cm、長い物は65cmほどである。

 ST1009・103320-32～33付近に位置する。西側にST1010と重複しこれを切っていると考

 える。プランは7m程の方形であると考えられる。西壁7m北壁・南壁4mが検出されるが全体

 の1/2弱が調査区外に位置する。確認面からの深さは15～30cmである。本遺構のプラン・床面

 は内部から出土した遺物や炭化材の範囲及びその出土レベルで決定した。床面は住居の西側、西
 壁付近2mの範囲が非常に軟弱である。この床面よりもやや上面(標高214.6m)で炉跡と見ら
 れる焼土範囲が検出された。ほとんどの遺物や炭化材がこの面よりも若干下層から出土していた

 ことと土層断面の観察から、STlO33との重複と考えられた。ST1009内の遺物のレベルは標高

 214.55～214.34m,炭化材の出土レベルは214.5～214.4mである。これらのほとんどがこの炉跡
 の下層10cm(214.6～214.5m)までのレベルに収まることからこの場合、土層断面にあらわれ
 た土層の差異をどのように考えるかと言う問題も残る。またこれらの遺物・炭化材よりも10cmほ
 ど下層からも炭化材・遺物が出土しており、炉跡と20cmの高低差が生ずる。ここまでを一つの
 遺構と考えるには無理があり、むしろ下層に遺構が存在する可能性が考えられる。

 出土している炭化材は北西コーナー付近と南壁で多数見られる。北西コーナー付近では縦横10
 .cm四方のものが多く、10cm幅で長さ45cmまたは25cmのものなどが数点ある。南壁では幅13～18cm
 と長さ20～30cmと幅広の炭化材が多く、この他にも形状のはっきりしない炭化材が壁際から60cm
 程内側まで多量に検出された。ST1033の炉跡下層で骨片が検出されている。



 STlO1020-32・33付近に位置する。ST1009の西側で遺物の一括出土が認められため、こ
 の周辺を精査したところ遺物の散布が認められ、そのレベルが標高214.4mで一定であるため床
 面と判断し住居跡と考えた。西壁3m東壁1mが検出され深さは2cm程である。全体プランは約
 7m程の方形であったと推定されるが西側をST1010,東側をSG1032に壊される。炉跡・カマ
 ド・柱穴などは検出されない。

 ST101120・21～29・31に位置する。プランは方形で上面で確認したプランと完掘したプラ

 ンがほぼ一致した。このようなことは本遺跡では稀である。北壁7.5m、西壁7mが検出される
 が南壁をSG1032に切られ東壁は調査区外に位置するため全容は検出されていないが8m前後の
 方形プランの住居跡と見られる。住居内からは多数の建築部材を含むと見られる炭化材や土師器
 などの遺物が出土している。炭化材の出土レベルは標高214.5～214.33m,遺物は標高214。6～
 214.33mである。この炭化材・遺物の出土レベルの下面を床面と考えた。この床面と推定される
 面よりも10cm以上浮いている炭化材や遺物が多い。検出面から床面までの深さは約20cmである。
 床面は黒褐色の粘質土で非常に粘性がある。南側のSG1032に重複する付近の床面から焼土が検

 出され、中から骨片が検出されている。しかし焼土は少量で南壁付近に構築されたカマドや炉跡
 の痕跡と見られる。

 また、住居中央から北壁付近で炭化材や木炭とともに白色粘土が多量に検出されている。検出
 レベルは標高214.5mである。炭化材は幅10cm程のものが多く、長さは短い物で10cm、長い物は
 100cmを越える物もいくつか見られる。他に幅15～20cm、長さ50～60cmの幅広の部材も見られる。

 これらの出土状態は水平に出土する場合と両端の高低差が10cm程あるものがあり、特に北東壁南

 西コーナー付近の炭化材の出土レベルが低い。

 ST101220-28付近に位置しプランは6～7mの方形であったと推定されるが北壁6m西壁

 4.9m程が検出されているだけで、この他は調査区外に位置し南側はSTlO31等と重複しており、

 不明確な部分が多い。プランは6～7mの方形であったと推定する。当初の西壁は上面でのプラ
 ン検出より2m程東寄りの地点と考えて精査をおこなっていた。しかし壁外でも遺物が出土した

 ため80cm程西に拡張したところ、さらに遺物が出土したため再度拡張しこのプランに落ち着い

 た。このプランも明確な根拠に乏しく、西壁は遺物の出土範囲で推定したにすぎない。北壁は上

 面での検出当初とほとんど変更はない。

 床面は炭化物が密集して検出された面を床面とした。粘質土からやや砂質に変化した面であ
 る。炭化物は北壁寄りで120～200cmの楕円形の範囲で標高214.4mのレベルで検出された。炭化
 物範囲中央部分が2～5cm程低く、わずかに摺鉢状を呈する。炭化材という形状は呈さず、炭化
 物が集中している状態である。少なくとも大型の木材が炭化した状態ではない。薄く柔らかい有
 機物のものの炭化物と観察された。この炭化物の密集した周辺では遺物の出土が多くその他では
 少量である。出土遺物の大半は小破片である。壁高は5～15cmで非常に浅い。カマド・炉跡・柱
 穴・周溝は検出されていない。

 STlO1319～20-27に位置する。当初上面での検出フ。ランはかなり小型のものとして捉えて

 いたが精査を行い炭化物集中地区の拡大や炭化材の検出などで住居のプランもかなり拡大した・

 瓶南壁は5・6m・東壁7mが検出され本来7～8mの方形プラン住居であったと見られるが1/2
 以上は調査区外に位置し未調査である・中央部には炭化物が多量に検出される長軸2.8m、幅0.9
 ～1・3mの楕円形の範囲がある・2cm程の厚さの堆積があり西から東に5～6cm傾斜している。
 検出レベルは標高214・4～214・33mである・この炭化物範囲の中には骨片が少量混入している。
 炭化材や遺物の出土レベルは214・4～214・5mであるが北東コーナー付近やそのやや南付近では

 この面よりも10cm程下層から遺物が出土している。このため下層での床面の存在を確認するため
 全体に10cm程掘り下げたが・最初に出土した遺物以外には出土していない。よってこれらの下層
 出土の遺物は貯蔵穴などピット内あるいは貼床内の遺物と考える。しかし、調査時に貯蔵穴や貼
 床のプランは確認されていない。

 このようなことから考えても炭化物集中範囲のレベルが床面と考えても妥当と思われる。よっ
 て床面は確認面から10～15cmの深さであろう。カマド・炉跡・柱穴・周溝等は確認されていない。
 STlO1419-24に位置する。南壁2.5m、東壁3.4mが検出され、方形プランの住居跡と見ら

 れるが大部分は調査区外である。壁面は2～5cmでほとんど遺存していない。カマドは南東コー
 ナー付近に構築される。両袖は地山削り出しで燃焼部からは焼土が多量に検出され細かい骨片も
 少量出土している・また石製支脚も出土している。ピットがカマド東側と北側に2基検出され、
 直径30cm深さ10cm弱の浅いものである。カマド西側から遺物が出土している。遺物の出土レベル
 は標高214・45～214・4mである。カマドの燃焼部などのレベルから床面の高さは標高214.4mであ
 る。

 ST101521-23に位置する。プランは方形を呈するが1/2以上が東側の調査区外に位置す
 る。西壁7m北壁2.5m南壁1.5mが検出されている。当初中央部の炭化材の密集範囲が非常に
 整った方形状に検出されたためこの部分のみを本遺構のプランと考えた。しかし、この炭化材・
 炭化物が集中している面と同様のレベルで周辺を拡張したところ南西から西側にかけて、中央部
 ほどではないが多量の炭化物範囲が検出された。また、炭化材集中地区から60cm程西側地点では
 カマドの燃焼部様の良く焼けた面が検出された。これらのことなどから本遺構のプランを図示し
 た範囲と推定した。

 中央部の炭化物・炭化材集中地区は挿図では25点～26点の炭化材が図示され、他の細かい炭化
 物などはスクリーントーンで示されている。このスクリーンで示した集中区の中央部2.7m範囲
 には多数の炭化材が出土したが、遺存状態が悪かったり調査日程の都合上、時間不足で図化して
 いない多数の炭化材が含まれている。このような炭化材とは別に集中地区からは屋根を葺気な
 いしは床面に敷かれたものか、「茅」などと見られる細い炭化材が検出されている。幅1～1.5cm
 で長さ30cm程の物である。この床面と見られる面のレベルは標高214.3mである。
 図化した炭化材は幅10～15cm、長さ30～50cm程のものがほとんどであるが,中には幅20cmのも

 のや長さ90cmのものもある。これらの炭化材は炭化物の面よりも5～10cm程浮いているものがほ
 とんどで、これらが建築材で下の炭化物集中面は先述した様に図示していない炭化材もあるが
 「茅」など屋根葺き材などが多い様である。
 炉跡ないしはカマドの痕跡とみられる燃焼部が西壁際から検出された。燃焼部はカマドのそれ



 様に非常に良く焼け締まる。しかし袖などは検出されていない。また燃焼部の周囲40～15cmの範

 囲で燃焼部を囲み炭化物が多量に検出されている。このような在り方も通常のカマドや炉跡と異

 なる点である。この燃焼部(炭化物)付近からは骨片が検出されている。また住居南西コーナー
 付近の炭化物が比較的多量に検出された地区では土器片・炭化物多数と骨片少量及び灰白色粘土

 塊が検出されている。

 以上、今回は本遺構を1軒の住居跡と考えたが、最初にも述べた様に中央部の炭化物・炭化材

 範囲と周辺では明瞭な差異があるため2軒重複などの可能性も残すものであるがその場合のプラ

 ンは不明である。また下層からはST1041が検出されている。

 ST101619-20～21に位置する。プランは方形を呈し、南壁は7.2m,西壁6mが検出され

 ている。1/2以上が西側の調査区外に位置する。焼失住居で確認面から2cm程下層で炭化材が

 出土し全体を覆っていたためプランは明瞭であった。炭化材の下からは木炭を多量に混入する褐

 灰色土でやや堅緻な面が検出された。この面を床面とした。床面は炭化物や焼土粒等を混入する

 貼り床である。炭化材の下に土があり、その土を取り除くとまた炭化材が検出される地区もあっ

 た。これは群馬県渋川市中筋遺跡のサンドイッチ状の屋根構造と同様と見られる。また炭化材に

 は丸太状の立体的なものと0.5～1cm程の薄い板状のものがある。これは屋根材と垂木材であろ

 うか。また他に太さ2～3cmの断面円形の細い材も見られる。

 貯蔵穴(EK1)やカマド周辺では上面では炭化材が検出されず,20cm程覆土を掘り下げてか

 ら炭化材が出土している。この炭化材の上に完形に近い甕などが載っていた。特に貯蔵穴内の壷

 (201-1)は押し潰されずに出土している。

 カマド上面では粘土が検出され袖などの構築材と考えられたが粘土下から焼土が検出されたた

 め天井部の崩落粘土と見られる。この粘土中やその下層から炭化材も出土しており土屋根の土の

 可能性も残す。カマドの左袖は灰白粘土による構築だが右袖は周辺も含め多量の粘土は検出され

 たが崩壊した粘土で右袖本体は地山に近い土がわずかに盛り上がる程度の残存である。カマド内

 からは高坏や甕など多数検出される。屋根材と考えられる炭化物層を突き破り、ほぼ直立して検

 出された高坏(198-2)内の土壌をフローティングしたところ、種子状の炭化物が多数浮かぶの

 が確認された。サンプルを採取し分析を委託したところ、イネ炭化胚乳と同定された。詳細は付

 編に譲る。

 カマド内の焼土、貯蔵穴覆土及び貯蔵穴北側焼土内などから骨片が多量に出土している。カマ

 ドの焼土内出土の骨片は粉状を呈するような細かいものである。貯蔵穴内には炭化材が落ち込ん

 でいる良好な状態が見られ炭化材の下には土器片が多数混入、砥石なども出土している。貯蔵穴

 1の東側には粘土・焼土の堆積が見られ、その下から燃焼部様の焼面とコーナー付近にピット2

 が検出された。ピット2内からはからは遺物・焼土・炭化物が多量に堆積していた。これらは旧

 カマド、旧貯蔵穴(EK2)の可能性が考えられる。これら旧カマド旧貯蔵穴内やそれらを覆っ

 ていた焼土内からも骨片が多数出土している。EP3は唯一検出された柱穴で木炭粒混じりの焼

 土が堆積していた。

 カマド2(EL2)付近からカマド1(EL1)付近まで周溝が検出されている。北東壁では

 検出されていない。カマド1内にもこの周溝が巡る。カマド内周溝には1礼2cmの黒色土が堆積
 しそれを外すと堅い床面が検出されるため間違いない。カマド内まで周溝が巡る類例としては高
 瀬山遺跡や千葉県内の遺跡にも見られる。周溝はL字型の部分も検出され「間仕切り」であると
 見られる。

 煙道は粘土で構築されており先端部分にピットを有する。これも時代は奈良時代～平安時代と
 異なるが同様なカマド形態は寒河江市高瀬山遺跡でも見られる。
 ST101919～20-16～17に位置する。北壁4.3m南壁4.2m東壁6m西壁3.5mを検出する。南

 側は隅丸方形を呈するが北側は不整形を呈し北西コーナーは調査区外で不明である。後に北側の

 下層からST1042が検出されるが、このことが本遺構の北側プランの不整形に検出された要因で

 あろうか。覆土は褐灰色粘質シルトである。壁面は検出面から2～5cmと非常に浅い。南壁には

 焼土と炭化物が混入する範囲がありカマドの痕跡とみられるが両袖や煙道などは検出されていな

 い。遺物は南側でやや多く、北壁付近で少量出土している。出土レベルが標高214.5～214.37m

 で特に214.4m付近の出土が多いことから、この付近が床面と見られる。柱穴や周溝などは検出
 されない。

 ST102019～20-12～13に位置する。北側にST1030と隣接する。長軸5.8m、短軸3.6mの

 長方形を呈する。覆土は灰黄褐色粘質シルト～褐灰色粘質シルトで、炭化物小ブロック・炭化物

 粒を少量混入する。壁は3cm～8cm、カマドは南壁中央部に構築され地山削り出しの両袖と短い

 煙道が残る。焼土と炭化物が少量検出されている。遺物はカマド前面付近から住居中央北西コー

 ナーにかけて多量に出土している。鉄澤と思われるものも含まれる。遺物の出土レベルは、ほと

 んどが標高214.35m付近のためこのレベルが床面と判断した。しかし、北東コーナー付近で数点

 の遺物がやや下層(214.3m)から出土したため床面全体を10cm程掘り下げたが遺物の出土はな

 く北東コーナー付近の遺物は貼床内出土とも考えられる。ピットはカマド前面よりEP1が検出
 され深さ20cm程である。

 ST102120～21-12に位置する。プランは方形を呈するが東壁付近を含む全体の約1/4程

 が調査区外に位置する。西壁4.8m北壁4.2m南壁3.1mが検出されている。覆土は炭化物粒を少
 量混入し、やや粘性のある褐灰色シルトである。壁高は7cm前後である。床面は平坦で中央部か

 らやや東寄りに炭化物が集中する範囲が検出さ、れ、その直上から遺物が多数検出されている。炭
 化物集中範囲の検出レベルは標高214.3～214.35m,遺物の出土レベルはほとんどが214.35mで
 あることから炭化物集中地区のレベルが床面レベルと判断した。中央北寄りでピットが検出され
 ているが非常に浅く、カマド・炉跡・周溝等は検出されていない。

 ST102219-10～11に位置する。南側にSTlO29・ST1030と重複しST1030を切り、ST

 1029に切られる。プランは方形を呈するが1/2以上が調査区外に位置する。北壁4.5m東壁は
 6・9mを検出。全体は7～8mの方形を呈する住居跡と見られる。覆土は炭化物粒を少量混入す
 る灰褐色シルト。稲杭などの撹乱を受ける。遺物の出土レベルは標高214.2m～214.3mの範囲で
 あることから床面の標高は214.2m付近と考えられる。検出面からこの床面までの壁高面は約10
 cm程である。遺物は東壁付近に集中して検出される。カマド・炉跡・柱穴・周溝などは検出され



 ない。

 STlO2319-9に位置する。南北3.1m東西4mの隅丸長方形で覆土は炭化物細粒を少量混

 入する灰黄褐色シルトである。壁は4～8cmと浅く,カマド・炉址・柱穴・周溝等は検出されな

 い。遺物出土レベルは標高214.3～214.2mで、床面レベルは標高214.2mである。床面は平坦な

 床である。遺物は北東コーナー付近に小破片で少量出土している。

 ST102420-8に位置する。北側でST1025と重複しこれを切る。プランはやや東西に長い

 方形を呈すると見られるが1/3が調査区外に位置する。北壁5.3m西壁5.2m南壁3mが検出さ

 れている。覆土は炭化物粒をわずかに含む褐灰色粘質シルトで、壁は確認面から5cm程の遺存で

 浅い。遺物は小破片で少量出土している。これら遺物の出土レベルは、標高214.29～214.17m

 で、床面のレベルは標高214.23～214.2mである。カマドは南西コーナー付近に位置し両袖、煙

 道が残る。両袖は削り出しと見られ燃焼部はあまり焼けていないが煙道は1.1m程の長さが検出

 されている。

 ST102520-7付近に位置する。プランは南北5.5m,東西4.03～4.6mを計る隅丸長方形で

 ある。南側でST1024と重複しこれに切られる。覆土は黒褐色粘質シルトと炭化物の小ブロック

 を少量混入する褐灰色粘質シルトである。壁は6～10cmと浅い。床面は平坦で軟弱である。カマ

 ド・炉址・柱穴等は検出されていない。遺物は住居西側で比較的多量に出土している。炭化材も

 幅15cm長さ80cmのものなど少量であるが出土している。炭化材のレベルは北西端が標高214.05

 m、南東端が標高214.01mである。遺物の出土レベルは、標高214.15～214.05mである。床面の

 レベルは、標高214.15～214.03mと判断した。

 ST102619-8に位置する。今回の調査区で最も北側に位置する住居跡である。プランは方

 形と見られるが北東コーナー部分と東壁4.6m南壁2.6mが検出されている。全体の2/3程が調

 査区外に位置する。覆土は第1層が平安時代の地山風の黄灰色粘土層で第2層は炭化物粒をやや

 多く混入する黒褐色粘質シルトである。遺物は小破片で少量の出土で床面とした面はほぼ平坦で

 軟弱である。床面は標高214.15～214.1mで、遺物の出土レベルは標高214.1～214.2mである。壁

 高は5cm前後で浅い。

 ST1027C区に位置する。東西7m南北5.7～6mの範囲を精査した。プランは方形と見ら

 れるが明確ではなく今回のプランは推定範囲である。南壁中央にカマドが構築される。カマドの

 煙道は1.2m程で先端に直径30cmのピットを有する。右袖は良く残るが左袖はわずかで地山削り

 出しで構築されている。左袖付近では骨片と炭化物が多く散布する。カマドの右側では焼土範囲

 が検出される。遺物はカマド内及び左袖付近から南西コーナーに少量検出される。床面も明確で

 はないが遺物出土レベルが標高214.6～214.53m,焼土範囲とカマド燃焼部は標高214.57m、骨

 片出土レベルは標高214.58mである。よって標高214.6m付近が床面と見られる。

 STlO2820-26付近に位置する。プランはカマドが検出された南壁以外は推定に近い。今回

 の調査では南北6.25m,東西5.45mの長方形のプランを想定した。南東コーナーは調査区外に位

 置し不明である。出土遺物のレベルは標高214.5～214.4mである。これらの遺物レベルやカマド
 燃焼部のレベル等から床面は標高214.4m～214.45mと推定される。プランはカマドを中心に遺

 監物の出土する範囲を住居跡と推定した。その後、壁にトレンチを設定して掘り下げ土層の堆積状
 況を観察したが南壁・東壁・西壁は地山と覆土の境界は分からなかった。北壁でも境界は不明で
 あったが壁外から遺物が数点検出されている。これは本遺構のプランがさらに拡大するものか、
 別の遺構が重複してのものか不明である。

 カマドは南壁に構築されている。袖は地山削り出しで燃焼部から焼土が多量に検出され底面も

 良く焼けていた。燃焼部からは少量の骨片が出土しており、また石製の支脚がやや北側に傾き検

 出され、袖周辺からは遺物が多数出土しているが、その出土状態から袖の構築材料ではなくカマ

 ド周辺に置かれていた土器と見られる。煙道は短い。カマド西側には貯蔵穴が置かれる。60cm～

 85cmの円形で深さは12cm～13cmで貯蔵穴としてはやや浅いが、まとまった遺物が出土している。

 柱穴・周溝などは不明である。

 ST102920-10に位置する。東コーナーが調査区外に位置する6m方形の住居跡と見られ

 る。覆土は炭化物粒を混入する灰褐色微砂質シルト～灰褐色シルトである。遺物は中央部から北

 コーナー及び西コーナー付近で出土している。また北コーナーから東よりに炭化材や30cm四方の

 炭化物の集中箇所も検出されている。遺物の最も低い出土レベルと炭化物及び炭化材の最も低い

 レベルがほぼ同様なことから標高214.03m付近が床面と判断した。検出面からの壁面の高さは20

 ～25cmと比較的深い。カマド・炉跡・柱穴等は検出されていない。

 ST103019～20-11に位置する。ST1022・ST1029と重複し切られる。南西コーナー付近

 から中央部にかけての全体の1/3程が検出されている。東壁6.5m,南壁2.2mが検出されてい

 る。覆土は炭化物粒を混入する灰褐色シルト～灰褐色粘質シルトである。住居の中央付近で遺物

 が多量に検出されている。遺物の出土レベルは標高214.15mであるため、この付近が床面と見ら

 れる。検出面からの深さは15cm程である。

 ST103120-29に位置する。図示したプランは精査途中のプランで完掘状態ではない。調査

 はこの状態で終了した。ST1012の南壁周辺を精査中に遺物が出土し、それが壁外にも広がりを

 見せ、炭化物の集中範囲と少量の炭化材が検出された。この遺物と炭化物範囲をひとつの住居跡

 と考えた。炭化物集中範囲は155～165cmの円形に検出されている。炭化物の量はSTlO12や他の

 住居跡に比べて少ない。遺物は炭化物周辺やその東側で多く検出される。しかしこれらの遺物は

 小破片がほとんどで出土量も少ない。南側にはST1011、東側ではST1012が隣接しており重複

 するものと考えられる。この調査区が今回の精査面から下層は保存されるため、調査日程の都合

 上この周辺に住居跡があるということを確認してこれ以上の精査を中止した。よって重複するS

 T1011やST1012とのが切り合い関係は不明である。しかし、STlO11は当初からそのプランが

 確認されており、その時点では本遺構が確認されていないことなどからすればST1011に切られ

 ると考えられる。

 この炭化物集中範囲の検出レベルは標高214.4mの地点で、周囲のST1012の炭化物集中範囲

 やSTlO11の炭化材などと同様のレベルでの検出である。本遺構がこれらの住居跡との境界が不

 明で重複する部分もあり同一の遺構、ないしはどちらかに含まれると考える方法もあるが、規模

 等の点から無理があると考え、独立した別の遺構として捉えることにしたものである。



 ST103420-34に位置しST1037と重複しこれを切る。北壁が7m程検出され、この北壁か
 ら南側に5mは精査を実施したがそれ以上のプラン検出及び精査は行っていない。遺物・炭化材
 が多量に出土し炭化物の集中範囲も検出される。炭化材は住居中央部から東に多量に検出され、
 長いものはし5mに及ぶ・遺物も完形に近いものなど多数検出されている。炭化物集中範囲は中
 央部の2・3～L5mの台形状に検出されている。出土レベルは遺物は標高214.66～214.1m,炭化
 材は標高214.5～214.12m,炭化物範囲は標高214.2～214.11mである。このことから床面のレベ
 ルは標高214・1m付近と見られる。これら遺物や炭化材のレベルには50cm程もの高低差が見られ
 る。

 ST103619～20-37に位置する。下層にSTlOO3が重複しており、これを切っている。東壁
 7・2m南壁5・5m北壁L3mが検出される。7m程の方形プランと見られるが1/2以上が調査区
 外に位置している。南壁中央部にカマドが構築される。カマドは煙道が90cm程南に延び、その先
 端部分に直径20cm程のピットが穿たれる。住居確認面からの深さは20cm程ある。右袖は検出され
 たが左袖は検出されていない。燃焼部は良く焼けその焼土内から骨片が多数出土し、支脚状の遺
 物も出土している。燃焼部上面やカマド周辺からも遺物がまとまって出土している。遺物の出土
 レベルは標高214.7～214.65mである。これとカマドのレベルから床面は標高214.65m付近と判
 断される。カマドの袖は粘土による構築である。

 STlO37ST1034に重複、これに切られる。北壁は9m程のプランが検出され、かなり大型
 の住居跡と見られるが大部分がST1034に切られ、不明である。精査は東コーナー付近を中心に
 行われた。炭化材や遺物が検出されている。炭化材は標高214.55～214.26m、遺物は標高214.26
 ～214.63mである。床面は標高214.26m付近と見られる。

 STlO38ST1004からST1005に設定したセクションベルトに立ち上がりが確認されたため
 1038号住居跡とした。本遺構はSTlOO5内に重複し北東コーナーのみがわずかに検出されるだけ
 である。覆土は黄褐色粘土の小ブロックを混入する灰褐色シルトである。炭化物や遺物のレベル
 は標高214.4mである。

 ST103920-21に位置する。当初全く確認されていなかった遺構である。ST1016とST

 lO15の中間に位置する。遺構が検出されていない地区に確認のためにトレンチを設定したところ
 炭化物や遺物が検出された。ST1016が精査途中であるためこれを壊さない範囲でSTlO16南壁
 際まで拡張したところ、トレンチよりも浅い深さ10cm足らずの地点でカマドの燃焼部様の遺構や
 周辺から遺物が検出された。この範囲をST1040とした。この部分を残しさらに南側地区を30～
 35cm掘り下げたところ炭化材や遺物が多数出土し当初トレンチで検出された遺構と同じレベルで
 あると確認しST1039住居跡とした。

 図示した範囲は住居跡の全容ではなく拡張した範囲を図示している。北側はST1016の下まで
 入り込み、東側や西側も調査区の外まで広がる様相を呈する。調査日程の都合で全体を解明する
 ことはできなかったが今回検出された炭化材は北側により広がりを見せ、南側にはこれ以上広が
 らないと考えられる。

 拡張区中央部にべ～レトを設定し精査を行った。ベルトの西では遺物の出土レベルは標高214.19

 ～214.36m,東では標高214.2～214.38m,炭化材のレベルは西では標高214.18～214.38m,東
 では標高214.12～214・3mである。よって標高214.12～214.2m付近が床面レベルと見られる。ベ

 ルトの西では炭化材は幅10cm,長さ20～30cm程の小型のものが7点程出土し炭化物の検出量もや
 や少ない。ベルトの東では15～20cmで100～190cmと大型の炭化材が目立っ。また炭化物と土器片
 が密集して検出される範囲が面的に検出されている。これらの炭化物・炭化材・遺物の範囲は東
 西10mを越えるが、この範囲を1軒の大型住居跡と考えることもできるが複数の遺構が重複して
 いる可能性もある。残念ながら今回の調査ではそれらを解明する時間的余裕がなく調査を終了し
 た。

 STlO4019-22、ST1016カマドの南西のST1039との中間に位置する。STlO39を検出す

 るためST1016の南側を10cm程掘り下げたところカマドの燃焼部様の遺構が検出された。この面
 で南側に拡張したところRP468・494・496が燃焼部と同一レベルで検出された。しかしこれよ

 り南側では同一レベルでの炭化材や遺物は検出されなかった。本遺構は北側のST1016の下層に

 広がるものと推定されたがST1016の精査途中であったためこれで精査を終了した。この燃焼部

 面のレベルは標高214.45mでST1039の床面よりも20～30cm程高い。この燃焼部は非常に良く焼
 けその周囲から炭化物が多量に検出されている。

 ST104120-24地区のSTlO15の下層から検出された。当初の遺構検出段階では確認されて

 いなかったがSTlO15の床面精査中にその床面よりも10～15cm下層からも炭化物範囲が検出され

 たため1041号住居跡とした。図示した南北5m、東西3.6mこのプランは住居跡の全範囲ではな

 く拡張した範囲である。これよりもさらに広がると見られるが今回の調査はここまでで終了し
 た。炭化物の集中範囲は南北3.1m,東西1.4mの広い範囲に及ぶ。レベルは標高214.15m～

 214.22mである。炭化材は標高214.15m付近が多いが標高214.1mまで下がるものや、床面から

 20cm下層(214.Om)まで入り込んだ状態で出土しているものなどがある。この炭化材がピット

 内に落ち込んでいると考えるべきか、さらに下層に床が下がるものか不明である。炭化材の規模
 は幅10cm前後で長さ40cm、幅15cm前後長さ25cm程のもの等がある。遺物は標高214.2～214.lmで
 の出土である。

 STlO4219～20-16に位置する。本遺構はST1019の精査時にST1019の壁外から遺物が出

 土したためSTlO19に重複して遺構があるものと考え、これを確認するためのトレンチを北壁や
 床面に設定し掘り下げたところ炭化物集中層や遺物が出土した。よって下層の住居と判断しST
 1042とした。しかし、残念ながら調査日程の都合で全面精査することができず途中で終了した。
 今回図示したプランは炭化物の集中範囲及びその周辺の一部分の図である。炭化物・焼土検出
 面・遺物出土レベルなどから床面は標高214.2mの高さと考えられる。この高さはST1019より
 も20cm程下層に位置することになる。また、炭化物の東側のラインの外側(東側)では遺物など
 は全く出土していない。このため住居の東端は炭化物の出土地点から差ほど遠くない地点が考え
 られる。

 炭化物の集中範囲は南北2.25m,東西2mの楕円形で内面に70cm,40cmの焼土範囲も検出され
 ている。この炭化材の周辺では遺物がまとまって出土している。



 SX306～SX3117-28に位置する。当初、土師器壷(226-13)は検出していたが、明確な

 遺構は平安期のピットのみの確認であった。平安期のピットの精査終了後、トレンチを設定し、

 プランの確認を行った。その結果、カマドの燃焼部あるいは地床炉と思われる遺構と多くの遺物

 を検出した。しかし、明確な遺構のプランを確認することはできず、今回図示したのは拡張した

 トレンチの範囲である。性格不明遺構としたが、入れ子で出土する遺物などの出土状況から竪穴

 住居跡の可能性が高い。炭化物・焼土検出面・遺物出土レベルなどから床面は標高214.6mの高

 さと考えられる。

 19～20-43トレンチ検出遺構遺構の存在を確認するために、農道部分調査区南端に5mおき

 にトレンチを4本設定した。本トレンチからは、平安時代の遺構確認面の下から、溝跡を検出し

 た。断面観察では立ち上がりが幾分段差を有することなどから、人為的に掘削された可能性があ

 る。北側に設定したトレンチでもこの溝跡が面で確認されており、北東方向に流下すると考えら

 れる。どのような機能を有したかについては判然としない。また、中央部では溝跡に切られて竪

 穴住居跡と考えられる土色変化を確認した。平面プランは確認していない。覆土の2層には、炭

 化物と土器片が混入する。床面の標高は214.28m付近と推定される。

 19～20-45トレンチ検出遺構上記19～20-43トレンチの10m南に設定したトレンチである。

 遺構確認面の下、約40cmで炭化物および土器片の散布が確認された。面での確認は、トレンチ部

 分に限られるため全容は判然としない。しかし、炭化物・炭化材の集中地点および遺物集中地点

 など確認することができた。遺物の標高は214.34～214.4m、炭化物などの標高は214.32～214.38

 mであった。これらのことから、竪穴住居跡の存在が推定される。床面の標高は、214.32～214.34

 m付近と考えられる。上記、19～20-43トレンチの壁面で検出された竪穴住居跡とは、距離的に

 離れていることから、別の住居跡と思われる。

 このトレンチは、県教育庁文化財課による遺跡範囲の南限に当たる地点に位置する。このトレ

 ンチで竪穴住居跡及び遺物が検出されたことから、太夫小屋2遺跡の遺跡範囲は南側に拡がるこ

 とが予想される。

 遺物散布地点A区5-24で土師器が多く散布するのを確認した。遺物のレベルはほぼ一定

 で、床面に張り付くような出土状況であった。平面プランは確認できなかったが、竪穴住居跡の

 可能性がある。遺物の標高は、214.57～214.63mである。

 河川跡19～20-30～31に位置する。ST1011とSTlOlOの中間に位置し、それぞれを切って

 いる。ST1008付近までは東岸が確認できるが、それ以西はグライ化が激しいことと調査区外の

 ため不明である。トレンチを設定し精査を試みたが、崩落が激しく記録は取り得なかった。標高

 213.98mで杭(243-2)の頭部を検出し、取り上げている。

祭祀遺構

 太夫小屋2遺跡では、2箇所で手捏土器やミニチュア土器がまとまって出土する遺構が確認さ

 れた。県内でこれほど手捏土器・ミニチュア土器がまとまって出土する遺構が確認されたのは初
 めてである。以下、概要を述べる。

 SX595B区北東部に位置する・平安時代の溝跡SD239の精査中に、溝跡の底面下から土師
 器片が出土したことから確認された。SD239の精査終了後、面的に掘り下げを実施した。B区
 の東から北東側は・農業用水路に区切られており、この土手を土層観察用のベルトに流用した。
 図示したプランは、拡張して掘り下げた範囲及びわずかに土色変化を確認できた範囲を示してい

 る。覆土は、上層が褐灰色シルト下層が灰褐色シルトの2層をなし、下層に炭化物粒を含んでい

 る。遺構南端では、断面に緩やかな立ち上がりを観察することができる。しかし、遺構が農業用
 水路に切られ、土色変化も確認困難であることから全容は判然としない。河跡・溝跡など水が流
 れた痕跡も確認できなかった。遺物は、主に下層から出土している。深い掘り込みなどは観察さ
 れず、全般的に浅く、平坦である。遺物の標高は、214.48～214.68mである。焼土や炭化材、石
 製模造品などは出土しない。

 A区基本層序北壁A区北端に位置する。基本層序用のトレンチを掘り下げた際、土師器片や

 完形の増が出土し、何らかの遺構の存在が推定された。A区引き渡し前に、当該地点を拡張し調
 査を実施することになった。拡張範囲は基本層序東側で、幅lm、北側に0.5mの範囲である。
 レベルは、増が出土したレベルを基準とした。遺物の標高は214.45～214.5m付近である。断面
 では、東側に落ち込む状況が窺えるが、判然としない。焼土や炭化材、石製模造品などは出土し
 ない。









































 2出土した遺物

 太夫小屋2遺跡では・コンテナにして140箱程の遺物が出土している。上層の平安時代の確認
 面及び遺構内と・下層の古墳時代の確認面及び竪穴住居跡からの出土である。数的に下層の古
 墳時代の遺物が凌駕している。出土遺物は・土師器・黒色土器・須恵器・石製品・土製品・木
 製品・自然遺物などがある・ほとんどが土師器で、須恵器は3点のみの出土である。器種は、
 坏・高坏・鉢・壷・甕・甑・支脚・石皿・砥石・管玉などがある。また、勾玉や炭化米なども
 出土している。以下・竪穴住居跡ごとに出土遺物の概要を述べるが、紙数の都合もあり、一括
 性が強いと判断された竪穴住居跡や特徴的な遺物が出土した竪穴住居跡など一部に留めた。ま
 た、特殊な遺物については後述する。

 ST280(218-11～220-7)

 ST280からは、カマド周辺と考えられる地点から多くの土器が出土し、29点図示した。遺物
 は・黒色土器高坏・坏・鉢・壷、土師器高坏・坏・鉢・甕・甑・壷がある。黒色土器は内面黒
 色処理されるものである。黒色土器坏は、口縁部が強く外反し内面に稜を持つ。底部は丸底の
 可能性がある。鉢(218-16)は厚い平底で、体部が緩く内蛮しながら高く立ち上がる。土師器
 高坏(218-19)は、体部に段がつきやや高く立ち上がる。甕(219-1～6)は、体部中央部が
 最大径を有する。甑には、小型で下端部から直線的に立ち上がる無底式のもの(219-8)、大型
 で体部がやや内蛮気味に立ち上がり口縁部が緩く外反する無底式のもの(219-7)、体部が球胴
 気味で口縁部が外反する無底式のもの(220-1)がある。壷には、体部が球胴型で口縁部が外
 反するものと武骨で肩が張るもの(220-4)などがある。
 ST1005(215-5～218-6、245-1・3、246-4、247-4)

 STlOO5からは、床面及び土坑状の落ち込みなどから多くの土器・石製品が出土し、47点図
 示した。遺物は、黒色土器高坏・坏・甕、土師器坏・甕・甑・壷・柑、石皿などがある。黒色
 土器が少ない。黒色土器坏(215-8)は、丸底の底部で体部は内変しながら立ち上がり、口縁
 部が僅かに外反する。土師器坏は、有段で口縁部が直立するもの(215-14・15、17～21)で、
 底部は丸底である。215-16は有段の大型の坏で、体部が緩やかに立ち上がり口縁部が外反す
 る・底部は窪み底である。甕(215-22、216-1～5・7～10・12、217-7)は、体部中央部が最
 大径を有する。甑には・小型で下端部から内蛮しながら立ち上がる単孔式のもの(216-11)、
 体部が球胴気味で口縁部が外反する無底式のもの(216-10・12・13、217-1)がある。壷には、
 体部が球胴型で口縁部が外反するもの(217-8)などがある。石製品には石皿(246_4.247_
 4)・擦り石(245-3)があり、いずれも良く使い込まれている。床面上からは多くの炭化材が
 出土している。放射性年代測定を依頼した。詳細は付編に譲る。
 ST1016(198-1～199-6、200-2～202-1、249-1)
 STlO16は、焼失家屋で、検出時には屋根材と考えられる炭化物と柱や梁・垂木などの炭化

 材に一面覆われていた。遺物は、炭化物の下及びカマド周辺、貯蔵穴から出土している。当該
 時期の土器組成を考察する上で良好な資料と考えられる。51点図示した。遺物は、黒色土器高
 坏・坏・壷、土師器高坏・坏・碗・甕・甑・壷・筒型土器・砥石などがある。黒色土器高坏は、



 体部が内脅しながら高く立ち上がり、口縁部端部が僅かに外反し内面に弱い稜があるもの(

 一1)、体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に強い段を有し、口縁部が外反するもの(198-

 2)、体部が緩い丸底風で強い段を有し、口縁部が外反するもの(198-3)がある。坏は、丸底

 で口縁部が外反し内面に明瞭な稜を有するが、口縁部が強く外反するもの(198-8・10)と、口

 縁部がやや短く弱く外反するもの(198-7・9)がある。土師器高坏は、体部が緩い丸底風で強

 い段を有し、口縁部が外反するもの(198-13)と、体部が内奮しながら高く立ち上がるもの

 (198-14)がある。碗(198-18)は球状を呈する。甕は、小型で口縁部が最大径を有するもの

 (198-19・20)、小型で体部が最大径を有するもの(199-4・5)、大型で体部中央部が最大径を

 有するものがある。甑は、体部が球胴気味で口縁部が外反する無底式のもの(200-12)であ

 る。壷には、体部が球胴型で口縁部が直立気味に立ち上がり、端部が外反するもの(201-1)

 などがある。201-2はやや潰れた球胴型の体部で短い口縁部が直立する。筒型土器(200-10・

 11)は、輪積痕跡が明瞭に残り被熱している。底部形状は不明であるが製塩土器の可能性があ

 る。砥石は貯蔵穴の底面から出土している。

 198-2は、屋根材を突き破りほぼ直立していた。北東を向いた部分の内外面のみ被熱してい

 る。内容物の存在を確認したため、フローテーションしたところ浮遊物と沈殿物を検出し、分

 析を依頼した。詳細は付編に譲る。

 STlO396(193-3～196-7、246-2・3、247-2)

 ST1039は、ST1040に切られ、ST1016の床面の30～35cm下に北側が入り込む様相を見せ

 ている。遺物は覆土中及び底面から、炭化材・炭化物に混じり出土している。41点図示した。

 遺物は、黒色土器高坏・坏・鉢・増・壷、土師器坏・鉢・甕・壷・甑・石製品などがある。黒

 色土器坏は、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し、口縁部が外反し内面に

 明瞭な稜を有するもの(193-5・6・8・10)と、体部がやや直線的に立ち上がり中央部に段を

 有すが、口縁部がさほど外反しないもの(193-7)、体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が直

 立し、口縁部内面に弱い稜があるもの(193-9)がある。口縁部は欠損しているが球状の体部

 を持つもの(193-16・17)を堆とした。土師器坏(194-1)は、有段で口縁部が直立するもの

 で底部は丸底である。甕は、体部の中央部に最大径を有するものと、体部の下半に最大径を有

 するもの(194-4)、やや小振りで体部が球胴状を呈し口縁部が最大径を有するもの(195-2)

 がある。甑は、体部がやや内蛮気味に立ち上がり口縁部が緩く外反する無底式のもの(195-1)

 がある。壷は、体部が球胴型で口縁部が外反するもの(195-3)、体部が球胴型で口縁部が直立

 気味に立ち上がり端部が外反するもの(196-1)がある。石製品には、勾玉(196-6)と管玉

 (196-7)がある。勾玉は被熱により変成している可能性がある。

 ST1029(190-9～191-2、247-5)

 ST1029は、ST1030を切り、ST1022と接している。遺物は北西及び南西コーナーを中心

 に出土している。19点図示した。遺物は、黒色土器高坏・坏・鉢・増、土師器高坏・坏・甕・

 増・壷・石製品などがある。黒色土器高坏は、体部が直線的に立ち上がり中央部に強い段を有

 し口縁部が強く外反するもの(190-9・10)である。坏は、丸底で口縁部が外反し内面に明瞭

 な稜を有するが・口縁部が強く外反するもの(190-12)と、口縁部がやや短いもの(190-14)
 がある。土師器坏は・丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁端部が緩やかに外反するもの
 (190-18)、体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に明瞭な段を有し口縁部が外反するもの
 (190-19)・平底気味で体部が内変しながら立ち上がり口縁部が外反するもの(190-21)があ
 る。壷は、体部が球胴型で口縁部が直立気味に立ち上がり端部が外反するもの(191-1)があ
 る。石製品は石皿である。

 STlO30(191-6～192-1、245-6)

 ST1030は、ST1029・ST1022から切られる。遺物はほぼ中央部と考えられる地点から出
 土している。12点図示した。遺物は、黒色土器坏・堆・腿、土師器坏・甕・壷・石製品などが

 ある。黒色土器坏は、平底気味で体部が内沓しながら立ち上がり口縁部が外反し内面に明瞭な

 稜を有するもの(191-6～8)である。腿(191-10)は、球胴を呈し口縁部は単純口縁で強く外
 反する。体部中央に直径13.5㎜の円孔がやや上方に向くように穿たれている。土師器坏は、体

 部が内蛮しながら立ち上がり中央部に明瞭な段を有し口縁部が外反するもの(191-11)であ
 る。甕には、小型で小さい平底から体部が内湾しながら立ち上がり口縁部が強く外反し、口縁
 部が最大径を有するもの(191-12)もある。壷は、球胴型を呈するものがある。石製品は、凹
 石である。

 ST1028(204-1～206-3、244-2)

 ST1028からは、カマドおよびカマド周辺、貯蔵穴から多数の土器が出土し、30点図示した。

 遺物は、黒色土器高坏・坏・鉢・増・壷・腿、土師器高坏・鉢・甕・甑・壷、石製品がある。黒
 色土器高坏は、体部が内沓しながら高く立ち上がり口縁部が外反するもの(204-1～3)、体部
 が内蛮しながら高く立ち上がり口縁部がやや弱く外反し内面に明瞭な稜を有するもの(204-4・
 5)がある。坏は、大型で丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が強く内弩するもの(204
 -10)である。鉢は、平底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が弱く外反するもの(204-
 8)である。壷は、平底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が弱く外反しながら高く立ち上
 がるもの(204-13)である。醜は、底部形状は不明で円孔も不明であるが球胴を呈し、口縁部
 は強く外反しながら立ち上がり明瞭な稜を形成しさらに外反する複合口縁のもの(204-12)で
 ある。土師器鉢は、体部が球胴状を呈し口縁部がやや内蛮気味に立ち上がるもの(204-17)で
 ある。甕は、体部中央部が最大径を有するもので、底部からの立ち上がりがシャープなもの(205
 -3)と、立ち上がりが緩やかなもの(205-5)などがある。甑は、丸底気味の底部で体部が内
 変しながら立ち上がり口縁部が弱く外反し内面に緩い稜を有する単孔式のもの(205-7)であ
 る・壷は、平底で体部が球胴型を呈するもの(206-1)である。石製品には、紡錘車(206-3)
 がある。外面には斜線の線刻が施されている。推定直径44㎜、器高13㎜を測る。
 ST1034(209-12～213-20、217-6、248-1・5、249-2・5・6)
 ST1034は、ST1037を切る。遺構の南半は未調査のため全容は不明であるが、床面には柱・

 屋根構築材と考えられる炭化材と屋根材あるいは敷物と考えられる炭化物が覆っていた。焼失
 家屋と考えられ、これら炭化材などに混じり多数の土器が出土し、82点図示した。遺物は、黒



 色土器高坏・坏・鉢・壷、土師器高坏・坏・鉢・甕・甑・壷、土製品、石製品がある。黒色土
 器高坏は、体部が内沓しながら立ち上がり口縁部が直線的に開き内面に明瞭な稜を有するもの

 (209-12)、体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が外反し内面にやや不明瞭な稜を有するもの

 (209-13)がある。坏は、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が外
 反し内面に明瞭な稜を有するもの(209-18、210-2等)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上が

 り口縁部が直線的に開くもの(209-21・23)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が
 直立気味に立ち端部が外反するもの(209-19・20)がある。壷は、平底で体部が直線的に高く

 立ち上がり体部下半に最大径を有するもの(210-5)である。土師器高坏は、大振りで体部が
 内奮しながら立ち上がり上半部に段を有し口縁部が外反するもの(210-6)がある。坏は、丸
 底で体部が内沓しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が直立するもの(210-11～17)、
 平底で体部が直線的に開き中央部に段を有し口縁部が外反するもの(210-18)、平底で体部が

 内蛮しながら立ち上がり口縁部が外反し内面に明瞭な稜を有するもの(210-19)がある。鉢
 は、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が直立するもの(210-24)、丸底で体部が内
 湾しながら立ち上がり口縁部が外反するもの(210-25)がある。甕は、体部の中央部に最大径
 を有するもの(211-4・7等)と、体部の下半に最大径を有するもの(212-5等)がある。甑は、
 体部がやや内弩気味に立ち上がり口縁部が緩く外反する無底式のもの(212-10等)、丸底で体
 部が内蛮しながら高く立ち上がる多孔式のもの(213-1)がある。壷は、底部が平底で体部が
 球胴型のものや丸底のものがある。土製品は、支脚で、被熱している。石製品には、砥石(248
 -5、249-2)、石皿(248-1)の他に管玉(213-20)などがある。
 STlOO2(214-7～215-4)

 ST1002は大半が未調査であるが、検出面から焼土域2カ所をはじめ炭化材が検出され、土

 器も多く出土している。19点図示した。遺物は、黒色土器高坏・坏、土師器高坏・坏・鉢・甕・
 甑・壷・増、土製品、石製品がある。黒色土器高坏は、体部が緩やかに内沓しながら立ち上が

 り口縁部が外反気味に大きく開くもの(214-7)がある。坏は、丸底で体部が内蛮しながら立

 ち上がり中央部に弱い段を有し口縁部が弱く外反し内面に明瞭な稜を有するもの(214-8)、丸
 底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が直立するもの(214-9)がある。
 土師器坏は、半球状のもの(214-15)、平底気味で体部が内変しながら立ち上がり口縁端部が
 上に摘み出されるもの(214-16)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口

 縁部が直立するもの(214-17)がある。鉢は、体部が球胴状を呈し口縁部が外反するもの(214
 -18)である。甑は、体部が球胴気味で中央部が最大径を有し口縁部が外反する無底式のもの

 (215-1)である。土製品は、土玉である。石製品は管玉(215-4)である。
 STlO42(197-2～197-17、200-1)

 ST1042は、STlO19の床面約20cm下で検出された。プランとしては確認していないが炭化

 物及び焼土が検出され、その周辺を中心に遺物が多く出土した。17点図示した。遺物は、黒色
 土器坏・増、土師器高坏・坏・鉢・甕・甑・壷がある。黒色土器坏は、丸底で体部が内蛮しな
 がら立ち上がり口縁部が外反し内面に明瞭な稜を有するもの(197-2・6)、半球状のもの(197

 一3)がある。土師器坏は、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が外反し内面に明瞭な
 稜を有するもの(197-8・9)である。鉢は、平底で体部が直線的に開きながら立ち上がる小振
 りなもの(197-10)、凹底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部がくの字状に外反する小振
 りなもの(197-11)、長胴で口縁部が僅かに外反するもの(197-14)である。甑は、小型で下
 端部から直線的に立ち上がる単孔式のもの(197-15)である。壷は、平底で体部が球胴型のも
 の(197-16)である。

祭祀遺構

 1SX595(221-9～224-44)

 B区北東隅から大量の手掴土器を含む祭祀遺構が検出された。黒色土器高坏・坏、土師器高

 坏・坏・鉢・甕・甑・壷・増、ミニチュア土器、手捏土器などが、5m×3m以上の範囲から

 投棄されたような状態で出土している。98点を図示している。黒色土器坏は、丸底で体部が内

 変しながら立ち上がり中央やや上部に段を有し口縁部が外反し内面に弱い稜を有するもの(221

 -10)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が強く外反し、内面に明

 瞭な稜を有するもの(221-12)と稜が不明瞭なもの(221-11)がある。土師器高坏は、大型

 で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が強く外反するもの(222-1・2)で

 ある。坏は丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が強く外反するもの

 (222-8～10・17)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が直立する

 もの(222-11・12)、口縁部が内煩するもの(222-13)がある。鉢には、平底で体部が内蛮し

 ながら立ち上がり口縁部が弱く外反するもの(223-1・5)、平底で体部が外反しながら開くも

 の(222-20・21)などがあるが、222-20・21は器台の可能性もある。増は、楕円形の体部で

 口縁部が弱く開きながら直線的にのびるもの(223-4)である。壷や甑もみられる。

 ミニチュア土器には、鉢(223-8・9)と壷(223-10～12)があり、通常の鉢や壷を模した

 ものと考えられる。壷の外面はハケメ調整される。手提土器は平底で、体部が直立するもの、

 直線的に開くもの、内蛮気味に立ち上がるもの、口縁部が不整形のもの、体部が内弩しながら
 高く立ち上がるもの、丸底気味で体部が内沓しながら立ち上がるものなどがあり、法量により
 細分される。また、内面黒色処理された手捏土器(223-13～20)も一定量存在する。
 2A区基本層序北壁(224-45～225-31)

 A区基本層序北壁は、土層観察用のトレンチを設定した際に壁面から増・甕などを検出した

 ことから確認された。引き渡し直前に拡張し多くの遺物を得た。遺物は、黒色土器坏、土師器

 高坏・坏・鉢・甕・壷・増、ミニチュア土器、手捏土器などがある。黒色土器坏は、半球状の
 もの(224-45)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が直立するも
 の(224-46)、丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部が外反するもの(224-47)があ
 る。土師器高坏は、体部が緩やかに内蛮しながら立ち上がり口縁端部がわずかに外反するもの
 (224-48)である。坏は丸底で体部が内蛮しながら立ち上がり中央部に段を有し口縁部が直立
 するもの(224-51・52、225-2・4)、口縁部が短いもの(225-3)がある。鉢は、平底で体部



 が直線的に開くもの(224-50、225-6)、平底で体部が内弩しながら立ち上がり口縁部が弱く

 外反するもの(225-5)がある。堆は、小型と大型があり、小型のもの(225-9)は外面赤彩
 される。ミニチュア土器は高坏を模したもの(225-13)で、手捏土器(225-14～31)は、前
 述したSX595で出土するものと類似するが、225-31は体部が直線的に開き口縁部が直立する。
 内面黒色処理されるものは見られない。

 ミニチュア土器・手提土器については、滋賀県能登川町斗西遺跡を参考にしている。
 (文献11)

須恵器

 太夫小屋2遺跡の古墳時代に属する遺構からは、須恵器の出土は3点のみでありきわめて少

 ない。ST1005から出土した須恵器(218-6)は、壷類の口縁端部と判断した。しかし、高坏

 などの底部の可能性もある。焼成は堅緻で胎土も良好である。坏身(228-15)は19-26グリッ

 ドから出土した。推定口径88mmを測る。口縁部の稜は鋭角的で口縁端部はやや内傾する。焼成

 は堅緻で胎土も良好である。ST1028とST1013の中間で出土していることから、いずれかの

 竪穴住居跡に帰属する可能性もある。坏蓋(228-16)は20-34グリッドから出土した。推定口

 径110㎜を測る。天井部の稜は比較的鋭角的で口縁端部はやや内蛮する。焼成は堅緻で胎土も良

 好である。ST1007とSTlOO5が切り合う地点で出土していることから、いずれかの竪穴住居

 跡に帰属する可能性もある。器形の特徴及び焼成などから、TK-47窯式並行と判断される。

 その他の遺物

 石製品では、砥石の出土が比較的多い。ST1016貯蔵穴から出土した249-1のように竪穴住

 居跡からも出土している。金属器の使用を想起させるが、金属器は出土していない。また、竪

 穴住居跡からは、石皿や凹石・擦り石なども一定量出土している。特に石皿と凹石は使用痕が

 顕著で、日常的な使用を想起させる。木製品では、杭の他に器種不明の243-4がある。表面が

 炭化しているが、穴が穿たれ轆轤挽きの栓が伴う。用途は不明である。

 多くの竪穴住居跡のカマド周辺から焼土や炭化物に混じり、白色を呈する骨片状の遺物が比

 較的多く検出された。これらに関してサンプリングし理化学分析を委託した。詳細は付編に譲

 るが、獣骨片で焼けていることが判明した。ST1016出土高坏(198-2)内で検出された炭化

 米とともに、当該時期の食生活を解明する上で貴重な資料となる。









































 4平安時代

 1検出された遺構

 太夫小屋2遺跡では・上層で平安時代の遺構が検出されている・近年の基盤整備などによる
 削平のために・残りは良くない・竪穴住居跡・掘立柱建物跡・土坑・溝跡・河川跡など検出し
 た。以下、個別に概要を述べる。

 竪穴住居跡(第229図)

 ST593A区5-24～25グリッドに位置する。遺構の大半は調査区外に延び、北東隅部分
 のみの検出で、北壁2・48m、東壁LO5mである。ST59に切られる。覆土は、黒褐色及びにぶ
 い黄褐色の砂質シルトである・遺物・炭化物を多く含んでいる。遺物の出土レベルは、標高
 214・36～214・15mである・床面のレベルは、標高214.4～214.18mである。遺物は大量に出土
 している・鉄津の小片がやや多く確認されたことから、何らかの工房的な機能も有した可能性
 が考えられる。焼土・炭化材は検出されない。遺物は覆土中及び底面から出土し、黒色土器や
 土師器坏・須恵器坏など20点図示した。239-9は底部に網代痕が、239-10は底部にスノコ状
 圧痕が明瞭に残る、非ロクロ成形の土師器坏である。

 ST592A区5-24～25グリッドに位置する。遺構の過半は調査区外に延び、北東部分の
 みの検出で、北壁4m、東壁3.04mである。ST593を切る。覆土は、黒褐色シルトを基調と
 する。東側で落ち込みが確認されるが、そこからの遺物の出土は少ない。中央部に向かって低
 くなっている。遺物の出土レベルは、標高214.44～214.18mである。床面のレベルは、標高
 214.3～214.03mである。ST593に比して遺物の出土は少ない。遺物は、いずれも細片のため
 図示し得なかった。

 掘立柱建物跡(第230図)

 SB594A区3～4-19～20グリッドに位置する。北側が調査区外に延びるため、全容は

 不明である。桁行全長は4.lm以上、梁行全長は4.5mを測る。2間×2間以上の総柱建物と推
 定される。主軸方位は、N-15。一Eを測る。柱間距離は、その心々間で、桁行がL9m等間、
 梁行が2・2m等間である。柱穴掘方は不整円形を呈し、直径26～41cmを測る。確認面からの深さ
 は・18～33cmを測る。すべての柱穴からアタリが確認されている。アタリの直径は、13～15cm
 を測る。

 土坑(第231～232図)

 土坑は、農道部分調査区(D・E区)から検出されている。近年の基盤整備事業などによる
 激しい削平のため、総じて浅い遺構が多い。形状及び規模は多様である。一部に人為的に埋め
 られたと思われる土坑も存在する。以下、特徴のある遺構や土器の出土が多い遺構について概
 要を述べる。

 SK141D区20-11グリッドに位置する。SP140に切られる。長軸1.55m、短軸1.12mを

 測る、楕円形の土坑である・確認面からの深さは0・14mを測る・覆土は・灰黄褐色と暗灰黄色
 シルトの2層である。1層の灰黄褐色シルト中に炭化物粒と土器片が混入している。遺物は覆
 土中及び底面から出土し・ほぼ完形の土師器小甕1点(240-6)を図示した・
 SK67E区20-29グリッドに位置する。SD590に切られる。長軸L38m、短軸L31mを

 測る、ほぼ円形の土坑である・確認面からの深さは0・15mを測る・覆土は3層に分層され、上
 層の黒褐色シルトと下層のオリーブ褐色細砂に炭化物粒と土器片が混入する。遺物は1層・3
 層覆土及び底面から出土したが・いずれも細片のため・図示し得なかった・
 SK65E区19～20-29グリッドに位置する。長軸L55m、短軸1.36mを測る、ほぼ円形の

 土坑である。多くの遺物が出土している。確認面からの深さは0.13～0.17mを測る。覆土は、
 黒褐色シルトと暗オリーブ褐色シルトを基調とする。いずれの層にも炭化物・土器細片が混入
 する。底面は概ね平坦である。遺物は覆土中及び底面から出土し、内黒土器坏・土師器坏・須
 恵器坏5点を図示した。須恵器坏(240-4)は体部に墨書されている。字種は不明である。
 SK536E区19～20-34グリッドに位置する。長軸L53m、短軸1.24mを測る、楕円形の

 土坑である。確認面からの深さは0.27mを測る。覆土は、黒褐色シルトと暗灰黄色粘質シルト

 の小ブロックがまだらに混じる状況を呈しており、人為的に埋められたと考えられる。遺物の

 出土は、少量の細片にとどまったため、図示し得なかった。

 SK538E区19～20-34～35グリッドに位置する。長軸L95m、短軸0.88～L13mを測る、

 楕円形の土坑である。確認面からの深さは0.37～0.47mを測る。覆土は、黒褐色シルトと暗灰

 黄色粘質シルトの小ブロックがまだらに混じる状況を呈しており、人為的に埋められたと考え

 られる。覆土及び底面からの遺物の出土は、少量の細片にとどまったため、図示し得なかった。

 底面下からは古式土師器が出土したが、掘りすぎによる出土と考えられ、下層の古墳時代の竪

 穴住居跡に帰属すると判断された。

 溝跡(第233～236図)溝跡は、E区19～20-26～31グリッドに多く確認されるが、他の調

 査区ではさほど多くはない。土坑やピット、溝跡同士で切り合い複雑な様相を見せる。削平の
 影響か、浅い溝が多い。以下、主要な溝跡について概要を述べる。
 SD295C区6～7-26～29に位置する。南から北西へ流下すると考えられるが、それぞ

 れ調査区外のため全容は不明である。A区で検出されたSD167と同一の溝跡の可能性も考え
 られる。長さ15.3m以上、幅0.7mを測り、確認面からの深さは0.1～0.13mを測る。覆土は黒
 褐色及び暗褐色のシルトで、炭化物細粒を含んでいる。遺物は覆土中から少量出土したが、い
 ずれも細片のため図示し得なかった。
 SD375C区9～11-25～29に位置する。古墳時代の竪穴住居跡ST1027を切る。南から

 北東へ流下すると考えられるが、それぞれ調査区外のため全容は不明である。長さ18.76m以
 上・幅0.7～L3mを測り、確認面からの深さは0.16～0.21mを測る。覆土は黒色粘質シルト及
 び暗灰黄色細砂を基調としている。遺物は覆土中及び底面から、細片であるが多く出土してい
 る・3点図示した。240-9は、内面に布目が明瞭に確認できる瓦片とそれに融着した壷体部で



 ある。窯道具と考えられるが、太夫小屋2遺跡で出土した経緯は不明である。近隣、たとえば
 壇山窯跡群に瓦窯が存在する可能性も考えられる。

 SD164E区19～20-27グリッドに位置する。SD31・SPl16に切られる。東西方向の溝
 であるが、20-27グリッドの中央付近で南東方向に屈曲している。西側は調査区外のため不明
 である。長さ8.4m以上、幅0.43～1.1mを測り、確認面からの深さは0.24mを測る。覆土は黒
 褐色及び黄灰色を呈するシルトを基調とし、土器細片や炭化物粒を多く含み大粒の炭化物も混
 じっている。遺物は覆土中及び底面から、細片であるが多く出土している。土師器の甕3点を

 図示した。240-10は底部に網代痕が明瞭に残る甕である。

 SD31E区19-26～32グリッドに位置する。SD164・SD527を切る。南北方向の溝跡で

 あるが、両端部は削平のため検出できず全容は不明である。長さ27m以上、幅0.15～0.35mを

 測り、確認面からの深さは0.12～0.14mを測る。覆土は黒褐色シルトを基調とする。遺物は極

 少量の細片のみの出土であった。

 SD590E区20-26～30グリッドに位置する。SD589・SD60・SK67を切り、SD55に

 切られる。南北方向の溝跡であるが、北側は調査区外、南端部は削平のため検出できず全容は

 不明である。長さ18.2m以上、幅0.25～0.8mを測り、確認面からの深さは0.05～0.15mを測

 る。覆土は黒褐色シルトを基調とする。

 河川跡(第237図)太夫小屋2遺跡では、河川跡はE区で1条検出されている。昭和23年に米

 軍により撮影された空中写真には、旧河道が畦畔として痕跡を残しているのが確認できる。今回

 検出された河川跡は、旧河道が埋没後に狭い水路として残存した部分にあたる可能性がある。以

 下、概要を述べる。

 SG7E区19～20-38～40グリッドに位置する。古墳時代の竪穴住居跡ST1002、ST

 1034-1037を切っている可能性があるが、プランとしては確認していない。南西から北東方向

 に流下すると考えられる。調査区外に延びるため全容は不明である。長さ16m以上、幅3.3～

 4.3mを測り、確認面からの深さは0.4mを測る。覆土には植物根や植物遺体が多く含まれる層

 と含まない層がある。断面観察によれば、少なくとも3度の流路の変遷があったものと推定さ

 れる。遺物は覆土中から近世の染め付けや陶器片、須恵器・土師器片、古式土師器など細片で

 あるが出土している。











 2出土した遺物車
 遺物は、確認面及び遺構内から出土しているが・古墳時代に比して少ない量に留まっている。

 須恵器に比して土師器がやや多く・壷●甕類の貯蔵形態に比して坏類の供膳形態が卓越する。
 遺物には、土師器・黒色土器●須恵器●木製品●金属製品・陶磁器・石製品・木製品などがあ
 る。器種は、坏・高台付坏●甕●壷などがある。以下・種別ごとに概要を述べる。

 土師器・黒色土器
 土師器は、遺跡のほぼ全域から出土し主体をなす。器種には、坏・甕がある。坏には非ロク

 ロ成形とロクロ成形がある・非ロクロ成形の坏は、平底で体部が直線気味に開くもので、底部
 にスノコ状圧痕が残るもの(239-09)と網代痕が残るもの(239-10)があり、体部下端は手
 持ちヘラケズリ調整される・ロクロ成形の坏は、口径に比して底径が小さく体部が直線気味に
 立ち上がり器高が高いもので、口縁端部が弱く外反するものもある。甕は、口縁部がくの字状
 に屈曲し体部が最大径を有するもの(239-15)、平底で体部が内蛮しながら立ち上がり体部下

 半が手持ちヘラケズリ調整されるもの(239-16)、平底で体部が内蛮しながら立ち上がり体部
 がハケメ調整されるもの(239-17、240-10)があり、240-10は底部に網代痕が明瞭に残る。

 小型の甕(240-6)は、口径に比して底径が大きく体部が直線的に立ち上がり口縁部が外反す

 る。体部外面は縦位のハケメ調整、内面は斜位のハケメ調整が施され、口縁部は内外面ともナ

 デ調整である。

 黒色土器は、遺跡のほぼ全域から出土するがさほど多くはない。内黒土器と両黒土器がある。

 器種には坏・高台付坏がある。内黒土器坏は、底部回転糸切で体部が内蛮しながら立ち上がり

 口縁部がやや外反するもの(239-1～4、240-1)である。両黒土器坏は、体部が内蛮しなが

 ら立ち上がり口縁部がやや外反するもの(239-5)である。高台付坏は、付高台で体部が内蛮
 しながら高く立ち上がるもの(239-7)があり、底部は回転ヘラケズリ調整される。

須恵器

 須恵器は、遺跡のほぼ全域から出土するがやや少ない印象を受ける。器種には、坏・高台付
 坏・蓋・甕・壷・双耳坏がある。坏は、底部回転ヘラ切と回転糸切がある。底部回転ヘラ切の
 坏(240-7、241-3・4)は、底部からの体部の立ち上がりが緩やかである。底部回転糸切の
 坏は・口径に比して底部が小さく体部が内蛮しながら立ち上がり口縁部がやや外反するもの
 (240-4)と、口径に比して底部が小さく体部が直線的に開くもの(240-3)がある。高台付
 坏は体部の大半が欠損しているが、底径が小さいものと大きいものがある。底径が小さいもの
 には・底部回転糸切のもの(239-20)と、菊花状ナデつけが明瞭に残るもの(242-5)があ
 る・底径が大きいもの(241-6)は、底部が回転ヘラケズリ調整される。蓋は端部が欠損して
 いるが、平型でリング状の鉦を有するもの(241-2)、ドーム型で肩部に回転ヘラケズリ調整
 を施しリング状の鉦を有するもの(241-4)、擬宝珠状の鉦を有するもの(241_5)がある。甕
 は口縁部の破片で、外面に櫛描波状文が線刻されるものである。壷は、球胴型の体部で体部と



 頸部の接合部分に凸帯が巡る、環状凸帯付長頸瓶(241-11)と・大型の底部で高台が付くもの
 (242-6)などがあり、242-6は、底部外面が摩滅し墨が付着することから転用硯であることが
 わかる。頸部形態は、頸部が直立気味に立ち上がり口縁部が外反し端部が下に摘み出されるも
 のや・直線的に開き端部が斜め上方に摘み出されるもの・外反しながら立ち上がり端部が斜め
 上方に摘み出されるものがある。

 ST593出土土器

 ST593は、太夫小屋2遺跡平安面で唯一まとまって土器が出土した遺構である。実測した
 遺物は、土師器・黒色土器・須恵器があり、器種には坏・高台付坏・甕・壷がある。器種別の
 割合は、坏65%、高台付坏15%、甕15%、壷5%である。また、土師器が50%、黒色土器が35

 %、須恵器が15%となり、須恵器の割合が低い。また、土師器坏(35%)、黒色土器坏(25%)
 と供膳形態の割合が高く、貯蔵形態の割合が低くなっている。土師器甕の占める割合は15%で

 ある。

瓦

 SD375から、瓦片が1点出土した。焼台に転用されており、須恵器壷の体部片と融着し、自

 然釉が全体に観察される。厚さ19.5㎜を測る。平瓦で、凹面に布目痕が明瞭に残り、凸面には

 擦り消しによる調整が施されている。側縁の凹面側は削りにより面取りされる。

 置賜地方で瓦が焼成された窯跡は、現在のところ最近調査された高畠町高安窯跡のみである。

 太夫小屋1・2遺跡とは、真東に約12㎞の距離がある。真南に3㎞の距離にある川西町壇山窯

 跡(米沢市大神窯跡)では瓦窯が確認されておらず、太夫小屋2遺跡出土瓦片との関係は不明

 であるが、注目される遺物である。

 その他の遺物

 その他の遺物では、鞘の羽口(242-8)の小片がある。また、須恵器とした241-8・12は器

 種は不明であるが、胎土・焼成などから瓦器の可能性があり、中世の所産となる場合がある。

 石製品は、砥石(241-3、248-3・4、249-3等)がある。いずれも破片での出土であるが、良

 く使い込まれている。金属製品には鉄挺状のもの(242-2)がある。長さ266㎜、幅15㎜、厚
 さ11㎜、重さ2569を測る。鉄挺とすれば大型の部類である。木製品では、薄い板状のもの(243

 -1)と、柄状のもの(243-3)がSG7の覆土から出土した。

陶磁器

 陶磁器では、青磁が2点(240-14、241-13)B区とC区から出土している。14世紀の所産
 と考えられる。他は、唐津・肥前などの近世陶磁器である。



















 5まとめ

 今回の調査は、担い手育成基盤整備事業「諏訪江地区」に伴う緊急発掘調査である。発掘調
 査では、太夫小屋2遺跡推定面積約27,000rdの内、やむを得ず削平される北西部分と新設農道

 部分の総計5,500r㎡が調査対象となった。

 太夫小屋2遺跡は、米沢盆地のほぼ中央部、東置賜郡川西町大字時田に所在し、犬川・黒川

 氾濫原低地に立地する、古墳時代・奈良平安時代・中近世の複合遺跡である。

 太夫小屋2遺跡発掘調査で検出された主な遺構は、上層の平安時代では竪穴住居跡2棟、掘

 立柱建物跡1棟、土坑23基、溝跡26条、河川跡1条などで、下層の古墳時代では、竪穴住居跡

 37棟、土坑3基、性格不明遺構1基、祭祀遺構2基、溝跡1条、河川跡1条である。さらに大

 小の柱穴など、登録した遺構は1,000基ほどである。出土した遺物は土師器・須恵器など、コン

 テナにして140箱検出された。

 遺構及び遺物は、調査区のほぼ全域で確認される。しかし、上層の平安時代の遺構・遺物は、

 過去の耕地整理事業などによる削平のため残りは良くない。一方、下層の古墳時代の遺構は水

 性堆積のシルト質土層のためプランの確定は困難を極めた。遺物は、竪穴住居跡などの遺構内

 から多く出土する。

 古墳時代の竪穴住居跡37棟の内、21棟で炭化物・炭化材・焼土が検出された。何らかの理由

 による焼失が考えられる。その内の多くは床面に遺物を多く残すことから、火災による焼失の

 可能性が高い。特に、ST1016は建築部材や屋根材が炭化して床面に張り付き、当該時期の竪

 穴住居跡の上屋構造及び屋根葺き法を考察する上で貴重な資料となる。また、多くの竪穴住居

 跡で一括して出土した遺物についても、土器組成や器種ごとの機能だけではなく、竪穴住居内

 での土器配置や空間利用、家族構成など、当時の社会生活を推定する資料となる。さらに、S

 T1016の床直上で出土した高坏内の炭化米や、多くの竪穴住居跡内のカマド周辺から出土した

 シカ・イノシシなどの焼けた獣骨片は、当該時期の人々の食生活について貴重な情報を与えて

 くれる。

 2基の祭祀遺構が検出された。山形県内では、これほど多くのミニチュア土器や手提土器を

 主体とする遺構が確認されたのは初めてである。手提土器が60%以上を占め、次いで土師器坏、
 ミニチュア土器、土師器高坏が多い。祭祀における祭祀具の組成など検討する上で、良い一括
 資料である。本調査では機会を逸したが、祭祀遺構の詳細な土壌分析をすることにより、蟄と
 して備えられた供物の復元も可能となろう。

 また、鉄挺状の金属製品がある。長さ266㎜、幅15㎜、厚さ11㎜、重さ2569を測り、大型で
 ある。鉄製品製作用の材料として平安時代から流通しはじめるとされ、流通経路などの検討が
 必要である。

 太夫小屋2遺跡の調査区の内、農道部分については関係公所との協議により現状保存され・

 後世に託されることになった。

 V太夫小屋3遺跡
 1太夫小屋3遺跡の概要

 太夫小屋3遺跡は・太夫小屋2遺跡の南方約500mに所在する。調査区の西側を北流する黒川の
 支流沿いの微高地上に立地し・標高は216mを測る。改良された河道に沿う形で、基盤整備の際
 に出た残土がマウンド状に盛土され・現在は畑として利用されている。太夫小屋3遺跡は、この
 畑を境界として東側の水田部分に広がっている。
 昭和23年頃にアメリカ軍によって撮影された空中写真からうかがえるように、当時は、調査区

 の西側を流れる黒川の支流が激しく蛇行していたが、現在は護岸工事が進み、流路も直線的に改
 良されている。この護岸工事と、開田及びその後の基盤整備などにより遺跡全体が削平を受けた
 ものと考えられる。

 太夫小屋2・3遺跡の調査は、7月21日から12月3日までの予定で、基盤整備事業によりやむ
 なく削平を受けると判断された水田、農道部分及び水路部分、合わせて4,000㎡を対象として実
 施した。

 7月21日に調査事務所を設置し、調査に必要な機材を搬入した。

 調査は太夫小屋2遺跡から開始した。まず、太夫小屋2遺跡の平安時代の遺構を調査するため
 に、重機を使って当時の人達が生活していた面まで表土を取り去り、掘り下げていった。次に、
 ジョレンなどの道具を使用して面整理作業を行い、遺構を検出していった。その後、埋土の状況
 を確認するために畦状にベルトを残して掘り下げ、遺構を精査していった。出土した遺物につい
 ては、出土地点・レベルなどの記録をとり写真撮影を行った後取り上げた。あわせて平面図・断
 面図などの記録作業を行い、精査を終了した。続いて、平安時代の生活面から更に重機を使って
 掘り下げ・古墳時代の精査へと移行していった。太夫小屋3遺跡に関しては、太夫小屋2遺跡の
 進捗状況・並びに基盤整備事業の工程を勘案して調査を実施することになった。
 太夫小屋3遺跡は、基盤整備事業の水路部分600㎡を対象として実施したもので、10月26日に一

 重機による表土除去作業を開始した。雨天と調査区の幅が水路部分の3mと狭いために、重機の
 可動範囲が限られ困難な作業であったが、予定通り27日に作業を完了した。続いて、ジョレンを
 使っての面整理作業、石灰による遺構プランのマーキング作業を行い、140基を越える遺構を確
 認することができた。調査区の位置・内部の区画などを示すグリッドは、5m×5mの大きさで
 設定した。グリッドの設定にあたっては、調査区の任意の点を基準として、グリッドのX軸が磁
 北を指すようにした。X軸は西から東にA～Q、Y軸は北から南に1～35として座標を設定し、
 「A-1」グリッドというように位置を標記した.その後、平板を使肌た測量作業を経て遺構
 配置図を作成し、11月16日、遺構精査へと移行した。
 調査は・調査区の北側から開始し、水路に沿って順次南側へと進めていった。太夫小屋2遺跡

 の精査と並行して行うことを余儀なくされ、両遺跡の作業の進捗状況及び作業内容を勘案しなが
 らの断続的な作業となった。また、天候が安定せず雨の中での作業となったが、平面図.断面図
 の作成・写真撮影を並行して行い、11月24日に遺構精査を終えることができた。









 2遺構の分布と層序'
 太夫小屋3遺跡では・担い手育成基盤整備事業に係る水路部分600㎡を対象に調査を実施した。

 遺跡範囲の北西から南西の縁辺部にあたる・今回の調査では・竪穴住居跡2棟・土坑8基・溝跡
 7条、井戸跡1基・柱穴など・総数140基を越える遺構が確認されている。水路設置幅が調査範
 囲のため、調査区が狭く・遺構を連続的にとらえることができないため・掘立柱建物跡は確認で
 きなかった。
 遺構は、J-29グリッド周辺をのぞく調査区全体に分布しているが、調査区の北側部分の密度

 が高く、J-29グリッド以南では・遺構の密度が希薄になっている。また、調査区の西側は、黒
 川の支流によって遮られているため遺構の連続性は期待できず、遺構は東側の水田部分に広がっ
 ていると考えられる。調査区の南側は柱穴と溝跡の検出にとどまり、北側にいくにしたがって竪
 穴住居跡や土坑、井戸跡などが確認されるようになることから、この集落の中心をなすのは調査
 区の北東部分であることがうかがえる。また、全体を通して遺構の重なりは少ない。
 遺物は、竪穴住居跡、土坑を中心に出土している。須恵器、土師器の坏、甕類が大部分を占

 め、時代的には、8世紀末から9世紀前半を中心にすると考えられ、太夫小屋2遺跡に先行する

 が、9世紀中葉頃の遺物も存在する。

 本遺跡は調査区のほとんどが水田として利用されており、現在の水田の耕作土(Ⅰ層)及び基

 盤層(II層)を除去したⅢ層上面が遺構確認面である。Ⅲ層は、黄褐色のやや砂質を帯びたシル

 ト質土壌である。C-18グリッド以南では、調査区の西側が盛り土により畑地として利用されて

 いる。地目は水田であるが、その影響による酸化鉄の沈殿も少なく、安定した層を形成している。

 3検出された遺構

 竪穴住居跡(第252・253図)太夫小屋3遺跡では2棟の竪穴住居跡が検出されている。調査

 範囲が限られているこや、近年の基盤整備事業などによる削平及び掘削などにより全容が判明す
 るものはない。

 ST3048D-9グリッドで検出した。南壁とそれにとりつくカマド、貯蔵穴のみの確認であ

 る。北壁・床面及び平面プランは削平が激しく確認することはできなかった。南壁は1.75mの検

 出である。カマド燃焼部の西側は撹乱により切られ、東西壁は調査区外のため不明である。カマ
 ド燃焼部の東側には、貯蔵穴(EK1)が付属している。EK1は長軸0.7m、短軸0.5m、確認
 面からの深さは0.17mを測る。SP3043、SP3045、SP3049、SP3046、SP3052など5基の
 ピットが付近に確認されるが、ST3048に由来するかは判然としない。カマドは南壁際を掘り込
 んで構築している。袖は確認できなかった。
 遺物は、EKl貯蔵穴を中心に多くの遺物が出土している。土師器坏・甕、須恵器坏など、14

 点図示した。須恵器坏(257-14)は底部回転糸切で、体部に墨書が確認される。字種は不明で
 ある。

 ST3076C-18グリッドで検出した。南西壁と南東壁のみの確認である。南西のコーナー付
 近には、カマドの可能性がある小さい張り出しが観察される。農業用水路が生きているため北壁



 が確認できず・他は調査区外となっている・南西壁L3mへ南東壁L7mの検出である・断面観察
 によれば・張り出し部の覆土の中層に焼土ブロックが混入しており・カマドに何らかの関わりを
 持つものと考えられる。壁の立ち上がりについても、削平が激しいことから判然としない。
 遺物は、張り出し部上層からと床面に張り付くような状況で出土している。土師器甕、須恵器

 坏9点を図示した・土師器甕(258-1)は・底部に木葉痕が明瞭に残り、頸部に1条の沈線が巡
 る。体部外面のほとんどが、煤で覆われている。須恵器坏(258-5)は・底部と体部内面に墨書
 が確認される。字種は不明である。

 土坑(第253～255図)土坑はD～F-5～9グリッドの北部地区と、C～G-18～24の中央部
 から多く検出されている。遺物などはあまり出土せず、時期は判然としない。以下、概要を述べ
 る。

 SK3024E-5グリッドで検出した。長径1.24m以上と推定される不整形の土坑である。過
 半が調査区外のため、平面プランなど全容は判然としない。確認面からの深さは0.48mを測る。
 覆土は、黒褐色シルトを基調とし、炭化物細粒を含んでいる。遺物は、土師器高台付坏(257-
 15)1点図示した。

 SK3031E-6グリッドで検出した。SK3024の南に隣接する。直径0.76m以上と推定され

 るほぼ円形の土坑と推定される。過半が調査区外のため、平面プランなど全容は判然としない。

 確認面からの深さは0.8mを測る。南側の端部は、後世の撹乱を受けている。覆土は、黒褐色シ

 ルトを基調とし、炭化物細粒を含んでいる。中層には焼土の可能性がある、にぶい赤褐色粘質シ

 ルトブロックをやや多く含んでいる。掘方はほぼ垂直に掘り込まれており、底面は丸底を呈して

 いる。機能などについては不明である。遺物は図示し得なかった。

 SK3040E-7グリッドで検出した。SK3031の5m南に位置する。直径1.3mを測るほぼ

 円形の土坑である。確認面からの深さは0.53mを測る。覆土は黒褐色シルトを基調とし、2層に

 にぶい黄褐色砂がやや厚く入り問層をなしている。炭化物粒、土師器細片を含んでいる。掘方は

 ほぼ垂直に掘り込まれており、底面は丸底を呈している。機能などについては不明である。遺物

 は図示し得なかった。

 SK3030E-5～6グリッドで検出した。SK3024・SK3031の南東約1mに位置する。S

 P3029と他の柱穴に切られる。直径L46mを測るほぼ円形の土坑である。確認面からの深さは

 0.6mを測る。覆土は黒褐色シルトを基調とし、炭化物粒を多く含んでいる。掘方はほぼ垂直に

 掘り込まれており、底面は丸底を呈している。SK3030を切るSP3029は、底部に平丸石が遺存
 している。根石と考えられる。隣接する柱穴にはアタリが明瞭に確認される。機能などについて
 は不明である。遺物は図示し得なかった。

 SK3112E～F-23グリッドで検出した。遺構の南西部が調査区外に延びる。直径1.26mを
 測るほぼ円形と推定されるの土坑である。確認面からの深さは0.7mを測る。覆土は、黒褐色及
 び暗褐色の砂質土を基調とする。底部はやや平坦で、掘方は斜めに掘り込まれる。機能などにつ
 いては不明である。遺物は図示し得なかった。

 SK3027E～F-5グリッドで検出した・SK3024のL3m東に位置する。直径1.03mを測
 るほぼ円形の土坑である・確認面からの深さは0・5mを測る・覆土は・黒褐色シルトと暗褐色シ
 ルトを基調とし・炭化物小粒が少量含まれる。最下層には焼土と考えられる小ブロックが混入し
 ている。機能などについては不明である。遺物は土師器甕1点図示した。
 SK3089D-20グリッドで検出した。遺構の北東部が調査区外に延びる。。直径0.94mを測

 るほぼ円形と推定される土坑である・確認面からの深さは0・7mを測る。平面プランの外周部に
 は、焼土とみられる暗褐色シルトがほぼ全周巡っている。覆土は、黒褐色及び暗褐色の砂質土を
 基調とする。底部はやや平坦で・掘方は斜めに掘り込まれる。最下層となる暗褐色を呈する10層
 は、確認面まで壁に沿って立ち上がっている。機能などについては不明である。遺物は図示し得
 なかった。

 SE3051C～D-9グリッドで検出した。ST3048の南西1.5mに位置する。長軸2.25m、短

 軸L96mを測る楕円形の遺構である。確認面からの深さは2.15mを測る。断面形状から井戸跡の
 可能性が高いと判断した。井戸枠・井戸眼などの構築物は検出されなかった。遺物は、須恵器稜

 塊など6点図示した。

 溝跡(第255・256図)溝跡はC-18グリッド以南で確認されている。規模・形状・方向など

 多様である。以下、概要を述べる。

 SD3114F-23グリッドで検出した。長さ2.4m以上、幅1.06mを測り、確認面からの深さ

 は0。18mを測る。ほぼ磁北に沿って、北から南に流下するものと考えられる。南北端は調査区外

 のため、全容は判然としない。遺物は図示し得なかった。機能などについては不明である。

 SD3098E-21～22グリッドで検出した。長さ2m以上、幅2.34mを測り、確認面からの深

 さは0.65mを測る。北東から南西方向に流下するものと考えられる。南西及び北東端は調査区外
 のため、全容は判然としない。遺物は図示し得なかった。機能などについては不明である。







 4出土した遺物真
 出土した遺物はコンテナにして5箱で・さほど多くはない・36点を図示した。出土遺物は、

 土師器・須恵器である・器種は・坏・高台付坏・稜境・甕・堀である。遺物は、2棟の竪穴住
 居跡と土坑・井戸跡などから出土している。特に・竪穴住居跡からは・まとまって出土してい
 る。以下、一括性の強い竪穴住居跡や井戸跡出土遺物について概要を述べる。

 ST3048(257-1～257-14)
 ST3048からは、カマド及び床面などから多くの土器が出土した。その内14点を図示した。

 遺物は、土師器坏・甕、須恵器坏がある。土師器が93%、須恵器が7%と土師器が圧倒的に多
 い。土師器の中では、甕が84.6%を占めている。土師器坏(257-1、257-13)は、底部回転糸

 切で体部が内蛮しながら立ち上がるものである。甕には、平底で体部が内蛮気味高く立ち上が

 る長胴型のもの(257-2・8～10)、体部が球胴気味で中央部が最大径を有するもの(257-11)
 がある。口縁部の形態には、くの字に屈曲するものと受け口状になるもの(257-7)があり、
 端部が上に摘み出されるもの、玉縁状を呈するものなどに細分される。小甕(257-12)は、平
 底で体部が内蛮しながら立ち上がるもので、底部には網代痕が明瞭に残る。須恵器坏は、口径

 に比して底部が小さく体部が内変しながら立ち上がり口縁部が外反するもの(257-14)で、体
 部外面には字種は不明であるが墨書される。

 土師器が主体となり、坏の底部が小さく口縁部が大きい逆台形を呈することなどから、ST
 3048は9世紀後半代と判断される。

 ST3076(257-16～259-2)

 ST3076からは、床面に張り付くように多くの土器が出土し、一部は覆土からも出土してい

 る。その内9点図示した。土師器が33%、須恵器が67%と須恵器が圧倒的に多い。須恵器は坏
 のみで、坏の中では、底部回転ヘラ切が67%を占めている。土師器は甕のみの出土である。土
 師器甕は、体部が直線的に高く立ち上がり口縁部がくの字に屈曲する長胴型(257-16、258-
 1)・と体部がやや内蛮しながら立ち上がり口縁部がくの字に屈曲する小型のもの(257-17)が
 ある・258-1は、口径262mm、底径93mm、器高347㎜を測る大型の長胴甕である。底部には木葉
 痕が明瞭に残り、体部外面には煤が付着している。体部外面は縦位のハケメ調整、内面は横位
 のハケメ調整が施され、目縁部内外面はナデ調整される。頸部に一条の沈線が巡る。須恵器坏
 には底部回転ヘラ切と回転糸切がある。底部回転ヘラ切坏は、口径に比して底径が大きく体部
 が緩やかに立ち上がり直線的に開くもの(258-2)、口径に比して底径が大きく体部の立ち上が
 りがシャープで直線的に開くもの(258-3・5)、口径に比して底径が大きく体部が緩やかに内
 育しながら立ち上がり口縁部が弱く外反するもの(258-4)がある。258_2は口縁部の内外面
 に煤が付着している。258-5の底部及び内面の見込み部には墨書が確認される。字種は不明で
 ある。底部回転糸切坏は2点で、口径に比して底部がやや小さく体部が直線的に開くもの(259
 、1)・口径に比して底部が小さく体部が直線的に開き器高がやや高いもの(258-2)がある。
 底部ヘラ切り坏が床面で検出されほぼ完形に復元されることに対して、回転糸切坏が接合もほ



 とんどできないことから、回転糸切坏は流れ込みと判断できる。

 底径の大きい底部回転ヘラ切坏が主体となり、頸部に一条の沈線が巡る長胴甕が出土するこ
 となどから、ST3076は、8世紀後半代と判断される。

 SE3051(259-4～9)

 SE3051からは・覆土中から出土している・6点図示した。遺物は土師器と須恵器で、土師
 器が83%を占め圧倒的に多い。土師器は高台付坏と甕がある。高台付坏(259-4)は1点のみ
 の出土である。底径が小さく底部回転糸切で、低い高台が貼り付けられる。甕は、口縁部がく
 の字に屈曲し体部中央部が最大径を有するもの(259-5)、平底で体部が緩やかに立ち上がり直
 線的に延び底部に網代痕が明瞭に残るもの(259-6)、体部に条線状のタタキ目が残るもの(259
 -8)がある。須恵器は稜境(259-9)1点のみの出土である。底部回転ヘラ切で、体部下半に
 回転ヘラケズリにより稜を形成する。

 その他の遺物

 SK3024からは、底径が小さく体部が内蛮しながら高く立ち上がる、土師器高台付坏(257-
 15)が出土している。底部切り離しは不明である。SK3027からは、底部に木葉痕が明瞭に残
 る土師器甕(259-3)が出土している。SK3042からは、口縁部が緩やかに外反し端部が上に
 挽き上げられる蝸(259-10)が出土している。他には、底部回転糸切で口径に比して底部が大
 きく体部が内蛮気味に立ち上がり器高が低い坏(259-13)が出土している。





 5まとめ

 今回の調査は、担い手育成基盤整備事業「諏訪江地区」に伴う緊急発掘調査である。発掘調
 査では、太夫小屋3遺跡推定面積約5・500㎡のうち・調査区西側の小河川に面した縁辺部に予定
 される、水路工事予定地の幅3m、長さ200mを測る600誼が調査対象となった。
 太夫小屋3遺跡は、米沢盆地のほぼ中央部、東置賜郡川西町大字時田に所在し、犬川・黒川

 氾濫原低地に立地する・奈良・平安時代の遺跡である。
 太夫小屋3遺跡発掘調査で検出された主な遺構は、竪穴住居跡2棟、井戸跡1基、土坑8基、

 溝跡7条、柱穴など140基以上を数える。出土した遺物は土師器・須恵器など、コンテナにして
 5箱検出された。

 遺構及び遺物は、調査区のほぼ全域で確認されるが、区域によって多少が見られる。遺構は、

 調査区北域及び中央付近に多く存在し、南側では希薄になる。遺物は、竪穴住居跡・井戸跡を
 中心に出土し、他の遺構からの出土は少ない。15cm～20cmを測る耕作土の直下が遺構確認面で

 あり、過去の耕地整理事業などにより削平が激しいことが想起される。遺構及び遺物は、畑と

 して残った、水田面より若干高い部分で検出される傾向が窺われる。

 調査区の北側と中央付近で2棟の竪穴住居跡が検出されている。いずれも削平や農業用水路

 により切られ、全容は判然としない。カマドと考えられる部分が確認され、遺物が出土してい

 る。調査区北側のST3048は、出土遺物の特徴や組成から9世紀後半代と考えられ、太夫小屋

 2遺跡上層の遺構群と近似する。中央付近のST3076は、出土遺物の特徴や組成から8世紀後

 半代と判断され、太夫小屋1遺跡で検出された布掘筏地業建物跡群に、やや先行すると考えら
 れる。

 出土遺物では、底部回転糸切で底径が小さい逆台形を呈する坏がST3048から出土し、底部
 回転ヘラ切で底径が大きい坏がST3076で主体となり、頸部に沈線が巡り底部に木葉痕が残る
 長胴甕が共伴している。

 これらのことから、太夫小屋3遺跡は8世紀後半代から9世紀後半代まで、断続的に営まれ
 た集落跡であることが推測される。本遺跡の北1㎞に位置する太夫小屋1遺跡とは、造営・維
 持管理など何らかの関連を持つ遺跡であることも考えられる。太夫小屋1遺跡から、真っ直ぐ
 南に断続的に確認される道路状痕跡あるいは条里畦畔痕跡については、太夫小屋3遺跡では明
 確にすることは出来なかった。
 関係公所との事前協議により、工法変更による現状保存となった遺跡の主要部分について、

 将来の詳細な調査による検討に期待したい。
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 山形県太夫小屋1遺跡出土木製品の樹種調査結果

 ㈱吉田生物研究所汐見真

京都造形芸術大学岡田文男

 1.試料

 試料は太夫小屋遺跡から出土した木製品16点である。

 2.方法

 剃刀で木口(横断面)、柾目(放射断面)、板目(接線断面)の各切片を採取し、プレパラート

 を作製する。このプレパラートを顕微鏡で観察して同定する。

 3.結果

 樹種同定結果(針葉樹1種、広葉樹2種)の表を示し、以下に各種の主な解剖学的特徴を記す。

 ◆ヒノキ科アスナロ属(Thujopsissp.)
 木口では仮導管を持ち、早材から晩材への移行は緩やかであった。樹脂細胞は晩材部に散在ま

 たは接線配列である。柾目では放射組織の分野壁孔はヒノキ型からややスギ型で1分野に2～4

 個ある。板目では放射組織はすべて単列であった。数珠状末端壁を持つ樹脂細胞がある。種には

 アスナロ(ヒバ、アテ)とヒノキアスナロ(ヒバ)があるが顕微鏡下では識別困難である。

 ◆ブナ科クリ属クリ(CastaneacrenataSieb.etZucc.)

 環孔材である。木口では円形ないし楕円形で大体単独の大導管(～500μm)が年輪にそっ宅幅
 のかなり広い孔圏部を形成している。孔圏外は急に大きさを減じ薄壁で角張った小導管が単独あ

 るいは2～3個集まって火炎状に配列している。柾目では導管は単穿孔と多数の有縁壁孔を有す

 る。放射組織は大体において平伏細胞からなり同性である。板目では多数の単列放射組織が見ら

 れ、軸方向要素として導管、それを取り囲む短冊型柔細胞の連なり(ストランド)、軸方向要素

 の大部分を占める木繊維が見られる。クリは北海道(西南部)、本州、四国、九州に分布する。

 ◆ブナ科コナラ属コナラ亜属コナラ節(Lepidoba]anussp.)
 環孔材である。木口では大導管(～380μm)が年輪界にそって1～3列並んで孔圏部を形成し

 ている。孔圏外では急に大きさを減じ、薄壁で角張っている小導管が単独あるいは2～3個複合

 して火炎状に配列している。放射組織は単列放射組織と非常に列数の広い放射組織がある。柾目

 では導管は単穿孔と対列壁孔を有する。放射組織はすべて平伏細胞からなり同性である。導管放

 射組織間壁孔には大型の壁孔が存在する。板目では多数の単列放射組織と肉眼でも見られる典型

 的な複合型の広放射組織が見られる。コナラ節にはコナラ、ミズナラ、カシワ等があり、北海

 道、本州、四国、九州に分布する。
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 ◆使用顕微鏡◆
Nikon

MICROFLEEXUFX-DXType115

山形県太夫小屋遺跡出土木製品樹種同定表

    No.品名樹種出土遺構

    1柱根ブナ科クリ属クリSB1054EB659

    2柱根ブナ科クリ属クリSB1054EB1053

    3柱根ブナ科クリ属クリSB1080

    4柱根ブナ科クリ属クリSBll20EB334

    5柱根ブナ科クリ属クリSB1080

    6柱根ブナ科クリ属クリSAl100EB651

    7東礎板ヒノキ科アスナロ属SBlO54EBlO53

    8西礎板ヒノキ科アスナロ属SB1054EB1053

    9礎板ヒノキ科アスナロ属SBll20EB334

    10南梁部材ヒノキ科アスナロ属SB985

    11礎板ヒノキ科アスナロ属SB1054EB659

    12柱根ヒノキ科アスナロ属SBlO36・SB983EB235
    13柱根ブナ科クリ属クリSB982EB833

    14柱根ブナ科クリ属クリSB982EB833

    15柱根ヒノキ科アスナロ属SAllOOEBl50

    16柱根ブナ科コナラ属コナラ亜属コナラ節

 太夫小屋1遺跡・2遺跡における遺構内容物と燃料材について

 パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

 本遺跡(山形県東置賜郡川西町時田に所在)は、米沢盆地の西部を流れる黒川の左岸に位置す

 る。これまでの発掘調査により、太夫小屋1遺跡では平安時代の土坑が、また太夫小屋2遺跡で

 は古墳時代の住居祉などが検出されている。

 今回の分析調査では、遺構の構築年代に関する情報を得るために放射性炭素年代測定、土坑・

 カマド・貯蔵穴などの内容物推定および燃料材の検討を行うために植物珪酸体・灰像分析とリ

 ン・カルシウム分析、カマド等から検出された骨の種類を明らかにするために骨同定を行った。

 1.試料

 太夫小屋1遺跡では、平安時代の土坑SK336から1点(試料名:F2)が採取された。これに

 ついて、植物珪酸体・灰像分析とリン・カルシウム分析を実施する。太夫小屋2遺跡では、古墳

 時代とみられるカマド・貯蔵穴等から合計57点が採取された。そのうち、放射性炭素年代測定は

 15点実施した。なお当初、整理番号36について測定する予定であったが、炭化物が認められな

 かったため整理番号42の土壌に変更した。また、分析目的および土壌試料の採取量を考慮して、

 植物珪酸体・灰像分析14点、リン・カルシウム分析31点を実施した。さらに骨同定は、住居跡か

 ら採取された試料のうち、粉状のものを除き、比較的残りの良い17試料を選択して同定した(表

 1)。

 2.分析方法

 (1)放射性炭素年代測定

 測定は、株式会社地球科学研究所を通して米国BETAANALYTIC社に依頼し、加速器質量分析法

 (AMS法)で測定した。

 (2)植物珪酸体分析およぴ灰像分析

 植物体の葉や茎に存在する植物珪酸体は、珪化細胞列などの組織構造を呈している。植物体が

 土壌中に取り込まれた後は、ほとんどが土壌化や撹乱などの影響によって分離して単体と.なる

 が、植物遺体や植物が燃えた後の灰中には、組織構造が珪化組織片などの形で残されている場合

 が多い(例えば、パリノ・サーヴェイ株式会社、1993)。そのため、珪化組織片の産状により、

 過去の燃料材などの種類が明らかになると考えられる。

 試料中には、燃料材の灰が肉眼で確認できなかったため、以下の方法により珪化組織片を土壌
 から抽出・分離した。湿重59前後の試料について、過酸化水素水・塩酸処理、超音波処理(70
 W、250KHz、1分問)、沈定法、重液分離法(ポリタングステン酸ナトリウム、比重2.5)の順に
 物理・化学処理を行い、分離・濃集する。



 これを検鏡し易い濃度に希釈し、カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、プリュウラッ

 クスで封入して、プレパラートを作製する。400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出

 現するイネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体(以下、短細胞珪酸体と呼

 ぶ)および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体(以下、機動細胞珪酸体と呼ぶ)を、近藤・佐瀬

 (1986)の分類に基づいて同定・計数する。

 結果は、検出個数の一覧表と植物珪酸体群集の層位分布と組織片の産状として示す。各種類の

 出現率は、短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体の珪酸体毎に、それぞれの総数を基数とする百分率で
 求めた。

 (3)リン・カルシウム分析

 リン酸は硝酸・過塩素酸分解一バナドモリブデン酸比色法、カルシウムは硝酸・過塩素酸分解

 一原子吸光光度法でそれぞれ行った(土壌養分測定法委員会、1981)。

 試料を風乾後、軽く粉砕して2.00㎜の籠を通過させる(風乾細土試料)。風乾細土試料の水分

 を、加熱減量法(105℃、5時間)により測定する。風乾細土試料2.00gをケルダール分解フラ

 スコに秤量し、はじめに硝酸約5m1を加えて加熱分解する。放冷後、過塩素酸約10mlを加えて再

 び加熱分解を行う。分解終了後、水で100m1に定容してろ過する。ろ液の一定量を試験管に採取

 し、リン酸発色液を加えて、分光光度計によりリン酸(P,05)濃度を測定する。別にろ液の一定

 量を試験管に採取し、干渉抑制剤を加えた後に、原子吸光光度計によりカルシウム(CaO)濃度

 を測定する。これら測定値と加熱減量法で求めた水分量から、乾土あたりのリン酸含量(P205mg/

 g)とカルシウム含量(CaOmg/g)を求める。

 (4)骨同定

 試料は、水洗いした後乾燥させ、肉眼により種と部位を同定する。同定は、早稲田大学の金子

 浩昌先生にお願いした。

 3.結果

 (1)放射性炭素年代測定

 結果を表2に示す。整理番号19、21～23、26、46の6試料では、炭素がほとんど回収されず、

 測定不能であった。残りの9試料では、1570年前～1820年前の測定値が得られた。

 (2)植物珪酸体分析および灰像分析

 結果を表2、図1に示す。以下、遺構ごとに結果を記す。

 ・太夫小屋1遺跡

 SK336のF2では、栽培植物のイネ属の葉部に形成される短細胞列や機動細胞列、稲籾殻に形

 成される穎珪酸体が認められる。また、単体の植物珪酸体として、イネ属、タケ亜科、ヨシ属、

 ウシクサ族(ススキ属を含む)などが検出される。



 ・太夫小屋2遺跡

 STlO11およびST1014では、珪化組織片が検出されなかった。一方、ST1016、ST1036、STlO27で

 は、イネ属の珪化組織片および穎珪酸体が検出される。特にSTlO16の整理番号9・17、ST1036整

 理番号32、ST1027整理番号47では、穎珪酸体の検出個数が多い。また、これらの試料では、不明

 組織片の産出が目立つ。

 一・方、単体では、タケ亜科、ヨシ属、ウシクサ族(ススキ属含む)などが検出され、中でもタ

 ケ亜科の産出が目立っ。また、ST1014を除く試料では、イネ属が検出される。

 (3)リン・カルシウム分析

 結果を表4に示す。太夫小屋1遺跡のSK336のF2では、リン酸含量L18P205mg/g、カルシウ

 ム含量2.19CaOmg/gである。

 太夫小屋2遺跡では、リン酸含量が0.71～36.68P205mg/g、カルシウム含量が1.90～

 33.92CaOmg/gまで変化する。
 (4)骨同定

 結果を表5に示す。試料は、全て獣類の骨格の一部分である。残りは悪く、被熱のためと思わ

 れる白色化と収縮、ひび割れが観察される。種と部位が特定できたのは、STlO34出土の4点にと

 どまる。検出された動物は、以下の2種である。

 哺乳綱ClassMammalia

 偶蹄目OrderArtiodactyla
 イノシシ科FamilySuidae
 イノシシSusscrofa

 シカ科FamilyCervidae

 ニホンジカCervusNipPon



 STlO34からは、イノシシの中節骨の遠位端、ニホンジカの左距骨の距骨滑車部分・左右不明距
 骨の破片・未節骨の近位端が検出された。ニホンジカの左右不明距骨の破片は、左距骨の一部分
 である可能性がある。

 ST1016・ST1015・ST1036・STlO37・ST1027から検出された骨片の一部も、獣類のものであるが、
 種と部位は同定できない。

 イノシシとニホンジカは主要な狩猟動物であり、古墳時代においても各地で食肉や骨角製品の
 素材として広く利用されていたとされている(金子、1993)。イノシシは、常緑広葉樹林、落葉
 広葉樹林、里山の二次林、低山帯と隣接する水田、農耕地、平野部に広く分布するとされ、ニホ
 ンジカは・常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、寒帯草原などに棲息する(阿部ほか、1994)。これら
 の動物が当時の川西町付近の山林にも棲息していて、狩猟の対象となったのであろう。

 4.考察

 (1)太夫小屋1遺跡

 平安時代の土坑であるSK336からは、イネ属短細胞列・機動細胞列、さらに穎珪酸体が検出さ
 れた・単体の植物珪酸体では、イネ属の両珪酸体が多産し、タケ亜科・ヨシ属も検出された。



 このような産状は、土坑内には水田耕土が流入していた、あるいは稲籾を含むイネ属の植物体
 が、この土坑内に存在していたことを示唆する。

 一方、覆土土壌のリン酸含量はL18P205mg/9、カルシウム含量は2.19CaOmg/9であった。リン

 酸が土壌中で普通に含まれる量、いわゆる天然賦存量は、Bowen(1983)、Bolt&Bruggenwert

 (1980)、川崎ほか(1991)、夫野ほか(1991)などにより調査されている。これら調査事例から

 推定される天然賦存量の上限は、約3.OP205mg/9程度である。今回の測定値は、この天然賦存量

 を上回ることがなく、また後述の太夫小屋2遺跡で地山等から採取された試料の測定値と近似す

 る。したがって、土坑内に動物遺体が埋納されていた可能性は、低いと判断される。

 (2)太夫小屋2遺跡

 古墳時代の住居址カマド等の各遺構から出土した炭化物および遺構覆土の放射性炭素年代測定

 では、1570年前～1820年前の年代値が得られ、約1600年前前後の年代値が多い傾向にある。した

 がって、今回測定した各遺構は、約1600年前頃に構築されたとみられ、発掘調査の所見と大きく

 矛盾しない。なお、ST1005の整理番号20、STlO36の整理番号33は、約1800年前の測定値が得られ

 ている。これらの遺構の構築時期は、他の遺構と比べて古かったのかもしれない。ただし、燃料

 材として古材が再利用されたとすれば古い年代値が得られることも考えられるので、遺構内の出

 土遺物の時期構成や検出状況等も含めて再検討する必要がある。

 珪化組織片の産状から、ST1016、ST1036、ST1027では、燃料材のひとつとして稲藁や稲籾殻が

 利用されたことが考えられる。また不明組織片も見られ、イネ科以外の植物も利用されたことが

 うかがえる。なお、稲藁や他の草本類だけでは、煮炊きに十分な火力が得られないことが考えら

 れ、これらは薪などを焚き付ける材料であったと思われる。なお、ST1011、ST1014では、組織片

 が検出されなかった。これについては、使用後にカマド内部の灰を掻き出したことや、イネ科以

 外の植物を燃料材として利用していたことなどが想定されるが、

 詳細は不明である。

 一方、ST1034から検出された骨は、被熱したイノシシとニホ

 ンジカの肢端部の骨であることが明らかになった。また、

 ST1016・ST1015・ST1036・ST1037・ST1027からも獣類の被熱し

 た骨片が検出された。当時イノシシやニホンジカをはじめとす

 る獣類が食料とされ、その骨の一部がカマド等で焼かれたもの・

 と考えられる。ところで、リン酸含量に注目すると、遺構から1

 採取された試料の多くは、地山等と比較して高く、また天然賦

 存量を上回る。また、統計処理を行ったところ、リン酸とカル

 シウムの間には強い正の相関関係があることがわかる(図2)。

 これより、リン酸が富化された要因は、動物遺体に由来する可

 能性が高いといえる。ところで、自然状態で土壌中の各種成分

 は安定化するために、均質になろうとする性質を持つ。これより、リン酸含量の高い試料ほど遺

 体が存在した箇所に近く、また測定値が低い試料ほど遺体の埋納箇所から離れていると言うこと

 もできる。この点から見れば、ST1016整理番号16、STlO13整理番号22、STlO36整理番号34、ST1039

 整理番号37の付近は、遺体からやや離れた場所にあった可能性もある。これについては、試料採

 取位置等の情報を含めて再検討する必要がある。
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 太夫小屋2遺跡出土の炭化種実・

 新山雅広(パレオ・ラボ)

 1.試料

 炭化種実の検討は、整理No.12(ST1016、RP278の内容物)および整理No.13(ST1016、RP278の内

 容物)の合計2試料について行った。ここでは、この2試料の同定結果を報告する。なお、時代に

 ついては古墳時代?と考えられている。

 2.結果

 整理No.12(STlO16、RP278の内容物):試料は、フィルムケースの中に数十粒の炭化物が水付き

 で入ったものである。状態が悪く、大半は不明炭化物であるが、3～4片程度明らかな炭化材が含

 まれていた。種実については、イネ炭化胚乳かと考えられるものが2粒のみ含まれていたが、状

 態は非常に悪い。

 整理No.13(ST1016、RP278の内容物):試料の状態は、No.12とほぼ同様である。炭化種実は、全
 く含まれておらず、一部の不明炭化物を除き、ほぼ全て炭化材である。

 3.形態記載

 イネOryzasativaLinn.炭化胚乳
 扁平楕円形で中央部は凸状に隆起し、縁辺部はやや薄い。出土したものは、磨耗が著しく、状

 態は非常に悪い。



 太夫小屋2遺跡の住居跡(ST)出土炭化材の樹種同定

 植田弥生(パレオ・ラボ)
 1.はじめに

 ここでは、古墳時代の住居跡ST1015・ST1016・ST1034から出土した試料Nα1～Nα11の炭化材樹
 種を報告する。鉄分を含む地下水が炭化材に浸み込み劣化し、炭化材の保存状況は良好ではな

 かった。従って小さく割れていた試料が多いが、Nα4・Nα7・Nα11は、幅5～8.5cmの比較的大きな
 形状を留めた炭化材であった。

 2.炭化材樹種同定の方法

 先ず、炭化材の横断面(木口)を手で割り実体顕微鏡で観察し分類群のおおよその目安をつけ

 る。次に材の3方向の破断面(横断面・接線断面・放射断面)を走査電子顕微鏡で拡大して観察

 し、同定を決定した。走査電子顕微鏡用の試料は、3断面を5㎜角以下の大きさに整え、直径1

 cmの真鍮製試料台に両面テープで固定し、その周囲に導電性ペーストを塗る。試料を充分乾燥さ

 せた後、金蒸着を施し、走査電子顕微鏡(日本電子㈱製JSM-T100型)で観察と写真撮影を行っ

 た。

 2.結果

 3つの住居跡から検出された樹種は、針葉樹のヒノキ科と落葉広葉樹のコナラ属コナラ節の2

 分類群であった(表1)。

 ST1016では、貯蔵穴からヒノキ科とコナラ節が検出され、それ以外の地点ではコナラ節のみが

 検出された。出土状況が3つに別れていたM1とM2は、樹種同定では同一樹種のコナラ節であっ

 た。

 ST1015の炭化材はヒノキ科であった。

 ST1034のAとCはヒノキ科で、Aはヒノキ科のビャクシン属である可能性が高い。Bはクリと同様

 な環孔材であるが、薄片のため横断面を広く観察できないので広放射組織の有無が確認できずコ

 ナラ節である可能性もある。

 今回検出された分類群の材は、建築材として有用な材質であることが知られているものであっ

 た。またコナラ節の果実は食料源となり、米食の普及した後も救荒時の非常食とされ、備蓄保存

 もされていたようである。

 以下に同定の根拠とした材組織の観察結果を分類順に記す。

 ヒノキ科Chamaechyparisヒノキ科図版1a-1c(Nα10)2(Nα1)3(Nα3)4(Nα6)
 軸方向要素は主に仮道管で、晩材部の量は非常に少ない針葉樹材。晩材部の仮道管の肥厚は

 早材部に比べそれほど顕著に厚くは無い。樹脂道や仮道管のらせん肥厚はない。放射柔細胞の壁

 は平滑である。早材部の分野壁孔の輪郭は主に円形、一部でやや楕円形も見られた。一分野には

 大型の分野壁孔が2～3個あり、保存の良い部分でははっきりとしたヒノキ型が確認された。

 ヒノキ科には、ヒノキ属・クロベ属・アスナロ属・ビャクシン属があるが、各試料は脆く薄い

 小破片でありこれ以上は充分な識別根拠は観察できなかった。ただしNα10の横断面では細胞間げ

 きが目立ち、ビャクシン属である可能性が高いと言える。

 コナラ属コナラ節Quercus.sect.Prinusブナ科図版5a-5c(Nα7)

 年輪の始めに2～数層の大型の管孔が孔圏を形成し、孔圏外は薄壁で角形の非常に小型の管孔

 が火炎状や放射方向に配列する環孔材。道管の穿孔は単一である。放射組織は単列のものと細胞

 幅が非常に広い複合放射組織(広放射組織)がある。

 コナラ節は暖帯から温帯に生育する落葉高木でカシワ・ミズナラ・コナラ・ナラガシワがある。

 表太夫小屋2遺跡住居跡(古墳時代)出土炭化材樹種

    NQ出土地点樹種備考

    1ST1016貯蔵穴ヒノキ科破片

    2STlO16コナラ属コナラ節NQ13分割(3個体か?)

    3STlO16貯蔵穴ヒノキ科薄い破片

    4ST1016貯蔵穴コナラ属コナラ節幅8.5cm

    5ST1016コナラ属コナラ節破片

    6ST1015ヒノキ科薄い破片

    7ST1016コナラ属コナラ節放射径6.5cm・幅8.5cmの太さ

    8ST1034ヒノキ科[C1

    9STlO34クリまたはコナラ節[Bl薄い破片

    10ST1034ヒノキ科(ビャクシン属)[A1

    11ST1016コナラ属コナラ節NQ23分割(3個体か?)幅5cm
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