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序

 本書は、財団法人山形県埋蔵文化財センターが発掘調査を

 実施した、向河原遺跡の調査成果をまとめたものです。

 向河原遺跡は、山形市の北西部・明治地区に立地します。

 付近は果樹・野菜の栽培も盛んな田園地帯で、本遺跡の北側

 には白川(馬見ヶ崎川と村山高瀬川が合流)が流れ、対岸に

 は渋江・田中等の集落があります。

 また本遺跡周辺には国指定史跡の嶋遺跡をはじめ、今塚遺

 跡・渋江遺跡・服部遺跡・藤治屋敷遺跡・馬洗場B遺跡など、

 古墳時代から平安時代にかけての遺跡が数多く存在し、古く

 からこの地で人々の生活が営まれていたことがうかがえます。

 このたび、東北中央自動車道相馬・尾花沢線建設事業に伴

 い、工事に先立って向河原遺跡の発掘調査を実施しました。

 調査では古墳時代の土坑や、平安時代の竪穴住居跡・井戸

 跡・溝跡などが検出され、古墳時代の十師器や平安時代の須

 恵器・土師器などの遺物が出土しました。

 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、祖先の足跡に学び、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

 動などの一助になれば幸いです。

 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あげます。

 平成15年3月

 財団法人山形県埋蔵文化財センター

理事長木村宰



例言

  1本書は、平成11～!2年度の東北中央自動車道相馬・尾花沢線建設事業に係る「向河原遺跡」

  の発掘調査報告書である。

  2調査は日本道路公団東北支社の委託を受けて、財団法人山形県埋蔵文化財センターが実施

  した。

  3調査要綱は下記の通りである。

  遺跡名向河原遺跡遺跡番号平成2年度新規登録遺跡

  所在地山形県山形市大字渋江字向河原

  調査主体財団法人山形県埋蔵文化財センター

  受託期間平成11年4月1日～平成12年3月31日(第2次調査)

  現地調査平成11年5月12日～平成11年9月17日

  調査担当者調査第三課長佐藤正俊(現山形県教育庁社会教育課)

  調査研究員犬飼透(調査主任)

  調査研究員氏家信行(現主任調査研究員)

  調査員衣袋忠雄

  受託期間平成12年4月1日～平成13年3月31日(第3次調査)

  現地調査平成12年8月1日～平成12年10月13日

  調査担当者調査第三課長佐藤正俊(現山形県教育庁社会教育課)

  主任調査研究員氏家信行

  調査研究員犬飼透(調査主任)

  副調査員齋藤健洋

  整理担当者調査第三課長佐藤正俊(現山形県教育庁社会教育課)

  主任調査研究員氏家信行(平成12年度・平成13年度)

  調査研究員犬飼透(調査主任)

  調査員衣袋忠雄(平成11年度)

  副調査員齋藤健洋(平成12年度)

  4発掘調査及び本書を作成するにあたり、日本道路公団東北支社山形工事事務所、山形県教

  育庁文化財課(現山形県教育庁社会教育課埋蔵文化財保護室)、山形県土木部高速道路整備

  推進室、東南村山教育事務所、山形市教育委員会、山形市都市開発部都市計画課等関係機関、

  また遺構・遺物について相原淳一氏(仙台市博物館)・原河英二氏(仙台市博物館)・渡邊泰

  伸氏(仙台育英学園高等学校)・萩本勝氏(平安学園高等学校)・佐久間貴士氏(大阪府教育

  委員会)にそれぞれご協力・ご教示いただいた。ここに記して感謝申しあげる。

  5本書の作成は犬飼透・衣袋忠雄・齋藤健洋が、執筆は犬飼透が担当した。編集は須賀井新

  人・水戸部秀樹が担当し、全体については佐藤正俊・阿部明彦が監修した。

  6委託業務は下記のとおりである。



基準点測量工藤測量設計

 地形、遺構の写真測量・実測日本テクニカルセンター

 資料の理化学分析パリノ・サーヴェイ株式会社

 木製品の保存処理(株)東都文化財保存研究所

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

 る。

凡例

 1本書で使用した遺構・遺物の分類記号は次の通りである。

 ST…竪穴住居跡SB…掘立柱建物跡SK…土坑

 SD…溝跡、溝状遺構SP…ピットSX…性格不明遺構

 EL…遺構内カマド跡EP…遺構内柱穴EB…掘立柱

 EK…遺構内土坑ED…遺構内溝跡

 RP…登録土器RQ…登録石器、石製品

 RW…登録木製品P…土器片S…礫

 2遺構番号は、現地調査段階での番号をそのまま踏襲した。

 3報告書の執筆基準は次のとおりである。

 (1)調査区概要図(第2図)、遺構配置図(第4図)に付す座標値は、平面直角座標系第

 X系による。概要図、遺構配置図、遺構実測図中の方位は真北を示している。

 (2)グリッドの南北軸は、N-0°を測る。

 (3)遺構実測図は1/30・1/40・1/50・1/60・1/100・1/160の縮図で採録し、各々

 スケールを付した。

 (4)遺物実測図・拓影図は1/2・1/3・1/4で採録し、各々スケールを付した。

 (5)遺構・遺物実測図中のアミはそれぞれ、

 …須恵器断面ロ…遺構断面図地山羅…遺構内炭化物

 …土器内面・外面の黒色処理　…遺構内焼土
 を示す。

 (6)土器観察表中の()で示した計測値は、図上復元による推定値である。また単位は

 ㎜を使用している。

 (7)遣物図版の縮尺は任意による。

 (8)遺物番号は、遺物実測図・遣物計測表・遺物図版ともに共通したものである。

 (9)土層断面中の色調の記載は、1987年度農林水産省農林水産技術会議事務局監修の「新

 版標準土色帳」に拠った。
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 調査に至る経過

 Ⅰ調査に至る経過

 向河原遺跡の発掘調査は、日本道路公団の東北中央自動車道相馬・尾花沢線の建設事業に

 伴って実施されたものである。

 東北中央自動車道相馬・尾花沢線の建設事業は、平成2年度に県土木事業の上山～東根間都

 市計画道路整備事業として計画された。その後国幹審より打ち出された高速道路整備路線計画

 を受けて平成5年度に施行命令が発令され、平成8年度から本格的に事業が開始されている。

 この間、山形県教育委員会では山形県土木部等の関係機関と協議を図りながら、平成2年度

 から遺跡詳細分布調査を実施し、平成7年度には建設路線決定を受けてさらに遺跡の所在を確

 認した。その結果、上山～東根間の路線内には周知の遺跡17箇所に加え遺跡可能性地16箇所の

 33箇所が位置していることが明らかになった。これに基づいて、埋蔵文化財の取り扱いについ

 て山形県教育委員会が事業主体である日本道路公団と協議を行った結果、建設工事着手前の予

 備調査とその後の本発掘調査を計画的に進めることになり、財団法人山形県埋蔵文化財セン

 ターが日本道路公団の委託を受けて平成9年度から予備調査・本発掘調査を実施している。

 向河原遺跡は平成2年度の遺跡詳細分布調査によって発見・新規登録された遺跡である。こ

 の時には平安時代の土器の散布が認められた。その後平成ll年3月18～19日の県教育委員会文

 化財課による試掘調査では遺跡範囲を東西240m・南北200mと推定し、それを受けて平成ll年

 4月21～28日に財団法人山形県埋蔵文化財センターによって行われた予備調査(第1次調査)

 では平安時代の集落跡が確認され、事業区域にかかる遺跡範囲について本発掘調査が実施され

 ることになった。

 発掘調査に至るまでの協議等は以下のとおりである。

 ◆日本道路公団東北支社管理課長より財団法人山形県埋蔵文化財センター調査第一課長(平成

 11年1月当時)、調査第三課長(平成12年1月当時)あてに埋蔵文化財発掘調査に係る費用

 積算調書の作成の依頼。

 (第2次調査…平成ll年1月19日。第3次調査…平成12年1月13日。)

 ◆財団法人山形県埋蔵文化財センター理事長より日本道路公団東北支社長あてに、発掘調査を

 実施すること及び経費見積もりの回答。

 (第2次調査…平成11年2月10日。第3次調査…平成12年2月14日。)

 ◆日本道路公団東北支社長より、財団法人山形県埋蔵文化財センター理事長あてに「東北中央

 自動車道相馬・尾花沢線(上山～東根問)の建設工事に伴う平成ll(12)年度埋蔵文化財発

 掘調査」の依頼。

 (第2次調査…平成ll年4月1日。第3次調査…平成12年4月1日。)

 ◆日本道路公団東北支社と財団法人山形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。

 (第2次調査…平成11年4月1日。第3次調査…平成12年4月1日。)
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 遺跡の立地と環境

 II遺跡の立地と環境

 1地理的環境(第1図)

 山形市は山形県中央部の東側で山形盆地の南部に位置する。東は奥羽山脈西斜面の山岳丘陵

 地帯から西は出羽山地東斜面の丘陵帯に及ぶ。山形盆地東側には馬見ヶ崎川・立谷川村山高瀬

 川などの扇状地が発達しており、市の中心部である旧山形城城下町は馬見ヶ崎川扇状地の扇央

 湧泉地帯に形成されている。

 この山形市中心部から北西約6kmに渋江地区が位置する。渋江・田中・三条ノ目などの集落

 を有し、昭和29年10月に山形市に編入合併されるまでは北で隣接する灰塚・中野目両地区とと

 もに明治村を構成していた。白川(馬見ラー崎川と村山高瀬川が合流)、立谷川両川の扇状地先

 端部に位置し、標高95～100mと山形市内で最も低い地域である。白川・立谷川のほかに須川と、

 最上川に注ぐ3支流が近接しているため古くから水害に悩まされたが、同時に土地改良事業や

 区画整理事業等で水害・干害の克服に尽力してきた農業先進地域でもある。現在も田畑・果樹

 園等が多いが、近年は東北中央自動車道建設事業や県道改良工事が進み、豊かな農業地帯とし

 ての様相にも少しずつ変化が見られる。

 向河原遺跡はこの山形市大字渋江字向河原に所在する。本遺跡は白川左岸の自然堤防上に位

 置し、標高は約96～97mを測る。本遺跡調査区の大半は調査前には1畑・果樹園として利用され

 ていたほか、調査区東側は市道諏訪線が走り、山形市中心部と渋江地区とを結んでいた。

 2歴史的環境(第1図)

 山形市北部から北西部にかけては、自然湧水の豊富な扇状地先端という条件のため古くから

 集落が立地していたと見られ、本遺跡の周辺には縄文時代晩期～弥生時代以降の数多くの遺跡

 が分布している。

 縄文時代の遺跡としては、晩期終末の竪穴住居跡が多数検出された北柳1遺跡(14i)が、弥

 生時代の遺跡としては、石包丁が3点出土し水稲農耕が行なわれた証拠として重要視されてい

 る七浦遺跡(12)がある。

 古墳時代の遺跡としては本遺跡の南3.5kmに位置し、昭和36年に行われた発掘調査で6～7

 世紀の古墳時代の住居跡や倉庫とともに土師器や木製工具・装身具等が出土したことによって

 国指定史跡となっている嶋遺跡がある。また本遺跡と白川を挟んで対岸に位置する渋江遺跡

 (2)からは焼失住居跡を含む大規模な古墳時代の集落が検出されたほか、馬洗場B遺跡(32)

 からは青銅鏡(内行花紋鏡)の出土があった。そのほかにも衛守塚古墳群(9)や服部遺跡・

 藤治屋敷遺跡(29・30)など周辺には古墳時代の重要な遺跡が多い。

 奈良・平安時代の遺跡は本遺跡や境田C遺跡(27)、見崎遺跡(28)など白川左岸の自然堤

 防上に立地するものが多く、後背湿地を利用した水田経営が安定していたことをうかがわせる。

 また、本遺跡から南東4kmに位置する今塚遺跡(19)からは多数の墨書土器のほか仁壽三年

 (西暦853年)の年号が記された木簡が出土し、役所的機能を備えた集落跡と考えられている。





 調査の概要

 Ⅲ調査の概要

 (1)第1次調査

 第1次調査(予備調査)は平成11年4月21日から4月28日までの実質6日間にわたって実施

 した。調査は遺跡範囲内の高速道路予定地に2×!0～20mを基本の単位とした12本のトレンチ

 を設定し、遺構・遺物の所在を確認した。その結果、遺構は竪穴住居跡・土坑・溝跡・柱穴等

 が検出され、一部の住居跡からは焼土粒が確認された。遺物は平安時代の須恵器・土師器等の

 遺物が出土した。

 (2)第2次調査

 第2次調査は、事業実施区域内の遺跡範囲の東側にあたる山形市道諏訪線にかかる部分を除

 く約5,400平方メートルについて平成11年5月12日から9月17日までの実質84日間にわたって

 実施した。以下に経過を略記する。,

 5月12日～19日

 重機による表土除去(5月20日に残土整理)。

 調査区南西を走る県道山形・羽入線と、北東を走る市道諏訪線とに面して安全確保のためプ

 ラスチックフェンスを設置。

 5月20日～6月9日

 面整理竪穴住居跡9棟(ST6・16～19・24～26・38)ほかを検出。

 5月26日

 基準点測量、調査区グリッドの設定。(委託業務)

 グリッドは5×5mを1区画とし、高速道路予定地センター杭のSTA164を基準(X=15、

 Y=20)に、X軸は真北と真南を結ぶ線に、Y軸は真東と真西を結ぶ線に平行に設定した。

 本調査区のグリッドと公共座標との関係については第4図を参照。

 6月10日～28日

 14～21-18～29Gの範囲で遺構確認のためのトレンチ掘り下げを手作業で行なう。

 6月29日～7月2日

 前日までトレンチ掘り下げを行なった範囲の重機による表土除去。(7月2日には残土整理も

 行なう。)また、18～21-21～27Gの範囲は手作業による表土除去を行なった。

 7月5日～16日

 14～21-18～29Gの範囲の面整理。竪穴住居跡ll棟(ST40～50)・掘立柱建物跡3棟(SB

 253～255)・溝跡(SD256・257)・性格不明遺構(SX241・242)等を検出。

 7月19日～8月IO日

 遺構精査(ST6～38が主体)。

 8月18日～9月16日

 遺構精査(ST40～50・SB253～255が主体)。
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 調査の概要

 精査が終了した遺構から実測図を採り、写真撮影を行なった。

 9月13日

 空中写真撮影測量。(委託業務)

 9月14日

 調査説明会。64名の参加者を得られた。

 9月17日

 第2次調査終了。

 (3)第3次調査

 第3次調査は第2次調査区の東側の高速道路事業区域内約3,200平方メートルを対象に、調査

 区にかかる山形市道諏訪線の迂回工事の完了を待って、平成12年8月1日から10月13日までの

 実質48日間にわたって実施した。以下に経過を略記する。

 8月1日～2日

 旧・山形市道諏訪線のアスファルト舗装とアスファルト下に敷いてあった砕石を重機で除去。

 調査区南西を走る県道山形・羽入線に面して安全確保のためプラスチックフェンスを設置。

 8月3日～8日

 重機による表土除去。8月9日に残土整理。

 8月4日～11日

 面整理。竪穴住居跡4棟(ST51～54)ほかの遺構を検出。

 調査区東の市道諏訪線とその迂回路に面して安全確保のためプラスチックフェンスを設置。

 8月21日～25日

 面整理。竪穴住居跡14棟(ST55～63・65～69)ほかの遺構を検出。

 8月22日

 基準点測量、調査区グリッドの設定。(委託業務)

 グリッドは5×5mを1区画とし、第二次調査区のグリッドの延長線上に設定した。

 8月28日～9月22日

 遺構精査(竪穴住居跡を主体)。

 精査が終了した遺構から実測図を採り、写真撮影を行なった。

 9月23日

 調査説明会。渋江遺跡第3次調査の調査説明会と同時に行なわれ、51名の参加者を得られた。

 9月25日～10月12日

 遺構精査(井戸跡を主体)。

 精査が終了した遺構から実測図を採り、写真撮影を行なった。

 10月6日

 空中写真撮影測量。(委託業務)

 10月13日

 第3次調査終了。
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 遺跡の概要

 Ⅳ遺跡の概要

 1遺跡の層序(第3図)

 向河原遺跡は白川左岸の自然堤防上に立地し、標高は約97mを測る。本遺跡の基本層序を第

 3図に示す。

 Ⅰ層、Ⅱ層は本遺跡調査区の東側(a-a')を走っていた山形市道諏訪線を舗装する際に、

 果樹園の耕作土の上に盛土したと思われる灰黄褐色を呈する砂と褐色を呈する砂質シルトであ

 る。そのため調査区西側(b-b')、南側(c-c')では確認されていない。

 Ⅲ層、Ⅳ層、Ⅴ層、Ⅵ層は果樹園の耕作土で、黒褐色あるいは暗褐色を呈するシルト質の土

 壌である。遺構検出面の上層を厚く覆っていたこれらの層には細い植物根が多量に混入し、ま

 た耕地整理等の際に移動したと思われる土器片が含まれていた。

 皿層は黒褐色を呈し、暗赤褐色のシルトが少量混入したシルト質の土壌で、この層を掘り込

 むようにして遺構が確認された。この層は調査区西側や南側ではより深い位置にあり、かつて

 の生活面が調査区の北東から南西側にゆるやかに下がっていたことを窺わせる。

 また、調査区北東端には遺構を切っている厚い砂層が確認されている。この砂層はさらに北

 東の調査区外に広がっているとみられ詳細は不明だが、旧河川跡の可能性が考えられる。

 2遺構と遺物の分布(第4図ほか)

 今回の発掘調査は第2次・第3次発掘調査計8,600㎡を対象とした。遺構・遺物とも分布に

 は偏りがあり、調査区の中央部から北東側に検出あるいは出十地点が集中した一方で、調査区

 の南西側10～20-8-13Gおよび南東端の12～17…10～13Gではほとんど確認されていない。

 遺構は竪穴住居跡38棟、掘立柱建物跡4棟、土坑12基、井戸跡17基、溝跡10本等、検出総数

 一7一



 遺跡の概要

 500基を超えている。後述のように様々な時代の遺構が存在するが、検出された面は時代によ

 る差はなくほぼ同一である。

 遺物は整理箱にして第2次調査で35箱、第3次調査で34箱の計69箱出土している。縄文時代

 から近世に至るまでの様々な時期の土器・陶磁器・石器・石製品・木製品・金属製品などがあ

 るが、中心となるのは平安時代の須恵器・十師器である。この時期の多くの遺物と、古墳時代

 の土器や中世の陶磁器の一部はそれらが出土した遺構の所属時期・性格を反映させる状況で検

 出されている。他に縄文時代の土器・石器、弥生時代の土器、古墳時代の須恵器、中近世の陶

 磁器、古銭等は多くは遺構外から出土している。遺構外で出土した遺物で特に注目すべきもの

 として、21-24Gから出土した須恵器遽、21-25Gから出土した灰釉陶器瓶、18-17Gから出

 土した白磁碗などがある。

 竪穴住居跡は検出された38棟のうち36棟が18-22-18-23G(14棟)、14～19-25～30G(14

 棟)、23～26-24～29G(8棟)の3区域に集中している。いずれも狭い範囲に密集している

 ほか重複して検出されたものもある。カマド跡は10棟の住居跡で確認され、その多くは各住居

 南側の壁に位置していた。また38棟中2棟を除いて主に平安時代の須恵器・土師器が出土して

 いるが、出土量は各遺構によって大小の差が大きい。残りの2棟中1棟(ST69)は古墳時代

 以前の十器が出土しており、あとの1棟(ST50)は遺物が出土していない。多くの住居跡は

 後世の削平あるいは撹乱の影響を受けており、遺存状態は必ずしもよくなかった。

 掘立柱建物跡は14～17-21Gに2棟、17～18-25～26Gと24～25-26～27Gに各1棟の計4

 棟検出された。一部の建物跡は竪穴住居跡等他の遺構の上に構築されているがいずれにしても

 出土遺物は少ない。

 土坑は23～26-25～29Gに6基など主に調査区北東側から検出されており、他の遺構を切っ

 て構築されているものもある。全体的に出土遺物が少なくまたその時期のばらつきも大きいが、

 ST69竪穴住居跡の床面を掘り込んで構築された1基(SKlO4)からは古墳時代の土師器が

 一括出土している。

 井戸跡は調査区南東部、SD116より南側の15～19-15～19Gに12基が集中して検出されたほ

 か、21-22Gに3基、23-25Gに1基が検出された。いずれも素堀の井戸で一部は現在も多量

 の湧水が見られるほか、竪穴住居跡等他の遺構を切って掘られたものもある。遺物は各井戸に

 よって出土量にばらつきがあるが、平安時代の須恵器・土師器のほか、SE142・!46からは中

 世の磁器、SE144・146・147・162からは曲物等の木製品が出土している。

 溝跡はSD116・256・257のように検出された長さが大きく、調査区内集落跡を区画するよう

 に走っているものや、SDl!3のように規模は小さいが多量の土器が出土したものなどがある。

 その他の遺構としては、19～20-18～19Gから検出された、柱穴を伴い石囲の中から多量の

 焼土と炭化物が検出された遺構(SXl19)や、21～22-24Gから検出された配石遺構(SX241)

 などがある。

 なお、調査区の北東側～南東側で検出された一部の竪穴住居跡、溝跡等の遺構は調査区外ま

 で連続していると思われ全体のプランは未検出である。
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 検出された遺構と遺物

 V検出された遺構と遺物

 1竪穴住居跡(ST)

 本調査区では、竪穴住居跡38棟が検出された。以下にこれらの住居跡と出土した遺物、また

 これらの住居跡と重複して検出されたその他の遺構の一部と、そこから出土した遺物について

 概略を述べる。

 ST6竪穴住居跡(第5図・図版2)

 調査区中央部やや南側の16～17-19Gに位置する。北側でSD116を切る。平面形は隅丸の方

 形で長軸3.8m(南北)・短軸3.2m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から10度西に振

 れている。確認面から床面までは18cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。また北東部の壁は

 後世の撹乱を受ljている。覆土は1層で、暗褐色シルト質粘土を基調とする。床面には傾斜・

 起伏はほとんどなく、ピット10基が検出された。そのうちEP375～378の4基が位置的に主柱

 穴に相当すると考えられ、径30～45cm・深さ10～18cmを測る。カマドや周溝等の施設は確認さ

 れなかった。遺物は床面から底部切り離しが回転糸切となる須恵器高台付圷(1)のほか、須

 恵器・土師器の小片が出土しているが全体に出土量は少なかった。本遺構の所属時期について

 は平安時代前期の9世紀中～後葉頃と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST16竪穴住居跡(第6・7図、図版2)

 調査区中央部の19-23Gに位置する。平面形は隅丸の方形で長軸5.2m(東西)・短軸4.9m

 (南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から73度西に振れている。確認面から床面までは22

 cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は2層で、黒褐色シルト質粘土を基調とする。床

 面の傾斜・起伏はほとんどない。床面でピット14基が検出されたが全般に径・深さとも小さく、

 主柱穴は不明である。またカマド等は確認されなかった。

 遺物は第6図に分布状況を、第6・7図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切と

 なる須恵器圷(3・4)・高台付圷(5・7・8)、同じく回転ヘラ切の須恵器高台付圷(6)

 や須恵器壷(9)・甕(10)、ロクロ成形の土師器圷(12・14)・甕(13・17・19・21)、内面に

 黒色処理が施され底部調整は菊花状ナデの土師器圷(15)、ハケメ調整の土師器甕(ll・16・

 20)など平安時代の遺物が床面および覆土から出土したほか、口縁部に稜を持つ古墳時代5世

 紀前半ころの土師器壷(20)、17世紀末から18世紀前半の肥前青磁仏花瓶(18)が出土している。

 遺構の所属時期については平安時代前期の9世紀中葉頃と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST17・ST18竪穴住居跡(第8・9図、図版2)

 ST17は調査区中央部やや東側の20-23Gに位置する。南をST18に切られる。平面形は隅

 丸のやや歪んだ方形で長軸3.8m(南北)・短軸3.7m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真

 北から19度西に振れている。確認面から床面までは30cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。

 覆土は2層で、黒褐色シルトを基調とする。床面の傾斜・起伏はほとんどない。床面で検出さ

 れたピット5基のうちEP467・468の2基は柱穴に相当すると考えられ、径50～55cm・深さ20

 ～22cmを測る。カマド等は検出されなかった。遺物は第8図に個別の資料を示した。須恵器圷

 (22・23)、須恵器甕(24)、外面・内面ともに黒色処理を施した土師器高台付圷(25)など平

 安時代の土器片や、弥生時代中期桜井式と思われる土器片(27)が出土した。

 ST18は調査区中央部やや東側の20-22～23Gに位置する。北でST17を切る。平面形は隅

 丸のやや歪んだ正方形で一辺3.8mを測る。主軸方向は南北軸で真北から8度西に振れており、

 ほぼ磁北と一致する。確認面から床面までは30cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は

 1層で黒褐色シルトを基調とする。床面の傾斜・起伏はほとんどない。南東側には貼り床が認

 められる。床面で検出されたピット4基は位置的には主柱穴とも考えられるがいずれも掘り込

 みが浅い。カマド等は検出されなかった。遺物は第8図に個別の資料を示した。覆土中から須

 恵器高台付圷(29)、土師器圷(32)など平安時代の遺物のほか、弥生時代中期桜井式と思わ

 れる土器片(28)が出土した。両遺構の所属時期を明確に示すような状況で出土した遺物はな

 く詳細は不明だが、埋没時期は両者とも平安時代前期の9世紀中～末葉頃と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST19竪穴住居跡(第10～11図、図版2)

 調査区中央部やや東側の20～21-23Gに位置する。南東でST58、SD110と重複しているが、

 第2次調査で検出したST19と第3次調査で検出したST58、SD110の確認面高さに大きな差

 があるため重複関係の詳細は不明である。平面形は隅丸の方形で長軸5.3m(東西)・短軸4.3

 m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から38度西に振れている。確認面から床面までは

 24cmを測り、壁はほぼ垂直に立ち上がる。覆土は2層で、黒色あるいは黒褐色シルト質粘土を

 基調とする。床面の傾斜・起伏はほとんどない。床面でピット14基が検出されたが主柱穴は不

 明である。カマド等は検出されなかった。

 遺物は第11図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(34～37)、ロ

 クロ成形で底部切り離しが回転糸切となる土師器圷(39)など平安時代の遺物のほか、覆土中

 から古墳時代中期と思われる土師器圷蓋(51)、弥生時代中期と思われる土器片(44～50)、16

 世紀末唐津と思われる灰釉陶器皿(52)が出土したほか、縄文時代晩期大洞A式新段階と思わ

 れる壷(42)、浅鉢(43)が出土している。

 本遺構の所属時期を明確に示すような出土状況の遺物に乏しく詳細は不明だが、埋没時期は

 平安時代前期の9世紀中～末葉頃と思われる。
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 検出された遺構と遺物

           第1表ST6、ST16～19出土遺物計測表

           挿図遺物図版種別器種出土計測値(mm)調整
           番号番号番号位置口径底径胴径器高色調外面備考内面底部切離分類
           51須恵器高台付圷ST67610Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

           62圷STエ6(148)(37)N71白ロクロロクロ外面自然粕IF

           317圷ST16(!36)(67)35!0Y5,〆1灰ロクロロクロ回転糸切RP34IA3

           4須恵器±不ST16(52)7、5YR5/4にぶい褐ロクロロクロ回転糸切IA9

           5須恵器高台付杯ST16(74)2.5Y7、/2灰黄ロクロ・ケズリロクロ回転糸切IB7

           6須恵器高台付圷ST16(96)5GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転ヘラ切IB6

           7724須恵器高台付圷ST16765G5/1緑灰ロクロ・ケズリロクロ回転糸切RP35IB7

           8須恵器高台付圷ST16(62)5Y6、/1灰ロクロロクロ回転糸切IB8

           9須恵器士亜ST16(96)N4/灰ロクロ・ケズリナデ回転ヘラ切RP33II2

           10須恵器〕忽瓦ST16!397.5Y5、11灰ロクロ・ケズリアテ・ナデRP331工2

           ll36土師器工征瓦ST工6(222)(230)5YR6!6榿ハケメ・ナデハケメ・ナデRP51HGl

           12土師器圷ST16525YR7〆6橦ロクロ1コクロ回転糸切RP36EA6

           13土師器菰コ濫ST1610YR6/3に。塁い翻登ロクロ・ケズリロクロ旦1

           !4土師器士不ST16115413410YR8、〆3浅黄榿ロクロロクロ回転糸切HA2

           !528土師器高台付杯ST16(50)5YR6〆6禮ロクロミガキ(菊花状ナデ〉外部と高台醐黒色処理皿B4a

           16土師器魂一遍ST16(80)2、5YR4!3にぶい赤褐ハケメハケメ(網代痕)EH

           17土師器莚コLST16(166)5YR6〆6榿ロクロロクロRP36且G4

           1846イ∫、花瓶力STユ6(52)(青磁内面無紬高台内部有紬畳付部紬剥ぎ肥前17世紀末～18世紀前半)

           !9土師器謂百JL」ST16(150/(133)5YR616樵ロクロロクロHG3

           2040土師器刃荘ユロST16140〔214)7,5YR5/4にぶい褐ケズリ・ナデナデ・指押痕占脚嗣t5阯紀前半

           21土師器市瓦ST16(200)(16ユ)7.5YR7〆4にぶい櫨ロクロ・ケズリロクロ・ナデ且G4

           82227須恵器圷ST177.5YR5、〆1灰ロクロ同車云糸切底部外面墨書「十」カIF

           oつ乙」}一…覧圷ST17(58)5Y5〆1灰ロクロロクロ回転糸切IA9

           24須恵器琵ST177.5Y5〆1灰タタキハケメII1

           25土師器高台付圷ST工7(60)N2,ノ黒ミガキミガキ回転ヘラ切両面黒色処理皿C

           26土師器甕ST17807.5YR5/3にぶい褐ハケメハケメ(網代痕)nH

           2744弥生土器ST177.5YR7〆6樵外面に平行沈線の縦線文、内面に重連弧文(半截竹管、幅6mm)

           2844弥生土器ST18lOYR4,/3に.瓢】黄褐外面に平行沈線の重違弧?文(半裁竹管、幅4mm)

           29須恵器高台付圷ST18(76)2.5GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IB7

           30オ 一一bIゴロラ貝、思蒲士亜STユ8(90)5Y5/1灰ロク匹ケズリロクロ・カキメ1工2

           31土師器髭ST!7(90)10YR7/3にぶい黄榿ハケメ・ナデハケメ(網代痕)∬H

           32土師器圷ST18(60)2、5YR6〆8橦ロクロロクロ回転ヘラ切HA5

           11つつJJ須恵器」.で矧・ST19(工34)10Y5、q灰ロクロロクロIF

           34z〒一一一■圷ST19(70〉lOY6、・「1灰ロクロロクロ同車云糸切RP54IA8

           35須恵器i不STig(74)5Y5〆!灰ロクロロクロ回転糸切IA8

           36須恵器圷ST!9(60)5Y711灰白ロクロロクロ回転糸切工A9

           37須恵器圷ST19(58)10Y5〆1灰ロクロロクロ回転糸切IA9

           38須恵器士亜ST19(124)5Y6〆2灰オリーブロクロ・カキメロクロ・ナデII2

           39土師器圷ST!9(70)7.5YR7/4にぶい縫ロクロロクロ回転糸切HA5

           40土師器輩ST19(220)5YR6/6橦ロクロ・カキメロクロ・ナデHG4

           4!:ヒ師器甕ST!9(180)7,5YR6、16糧ナデナデ

           4243縄文土器士『璽iST19541515YR5〆3にぶい赤褐胎土に細砂粒・石英・海綿骨針混。原体LR。内面ミガキ。

           4343縄文土器浅鉢STユ910460632.5YR4/2灰赤船上に微砂粒・金雲母混。口縁外面に平行沈線、目縁内面に沈線。外面ミガキ。

           4444弥生土器ST王97.5YR4〆2灰褐外面に平行沈線の波状文、内面に横線文と斜線文(半截竹管、幅4mm)

           4544弥生土器ST!97.5YR5〆2灰褐原体R

           4644弥生土器ST192.5YR516明赤褐外面に平行沈線の重連弧文(半裁竹管、幅51m1)

           4744縄文土器ST1910YR412灰黄褐原体R

           4844弥生土器ST!92.5YR4/2灰赤胎土に金雲母混、外面に平行沈線の重連弧文・縦線文(半截竹管、幅4mm/

           4944弥生ニヒ器ST!95YR6〆6榿外面に平行洗練の横線文(半裁竹管、幅5nm1)

           5044弥生土器ST197.5YR6/6橦外面に平行沈線の横線文(半裁竹管、幅2mm)

           5138土師器杯STlgq20)542.5YR8〆5明赤褐ケズリ・ナデミガキ・ナデ古墳時代5阯紀末～6世紀初

           5246陶器皿ST19(44)(灰釉休部外面下半から高台内部は無紬肥前系16世紀末ヵ)
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 検出された遺構と遣物

 ST24竪穴住居跡(第12図、図版2)

 調査区北西の15-29～30Gに位置する。平面形は隅丸のやや不整形の方形で、長軸4.1m(南

 北)・短軸3.3m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から19度西に振れている。確認面か

 ら床面までは12cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。床面の傾斜・起伏はほとんどない。床

 面で検出されたピット10基のうちEP364～367の4基は主柱穴、369～371の3基はその他の柱

 穴と考えられ、径21～40cm・深さ22～40cmを測る。カマド等は検出されなかった。

 遺物は底部切り離しが回転糸切になる須恵器圷(53)、外面・内面ともハケメ調整を施した

 土師器甕(54・55)のほか、13～14世紀景徳鎮産と思われる青白磁梅瓶(56)が出土している。

 この梅瓶片は外面には唐草文が施されているが、二次的被熱を受け表面がやや変色している。
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 検出された遺構と遣物

 ST25竪穴住居跡(第13図、図版2)

 調査区北側の18-29Gに位置する。平面形は隅丸のやや歪んだ正方形で、一辺4.3mを測る。

 主軸方向は南北軸で真北から10度西に振れている。確認面から床面までは20cmを測り、壁は急

 な角度で立ち上がる。覆土は基本的に1層で、黒褐色シルト質粘土を基調とする。床面の傾

 斜・起伏はほとんどない。床面でピット7基・土坑1基が検出されたが全体的に掘り込みが浅

 く、主柱穴等は不明である。カマド等は検出されなかった。

 遺物は床面から底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(57・58)、須恵器高台付圷(59)

 のほか、覆土中から須恵器甕(60)などが出土したが全体的に量は少なかった。床面出土遺物

 の外見上の特徴から、本遺構の所属時期は平安時代前期の9世紀第3四半期前後と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST26竪穴住居跡(第14～15図、図版3)

 調査区北側の19-30Gに位置する。南西と北東の一部で後世の撹乱を受けている。平面形は

 隅丸のほぼ正方形で、一辺3.9mを測る。主軸方向は南北軸で真北から7度東に振れている。

 確認面から床面までは18cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がる。覆土は基本的に1層で、

 暗褐色シルトを基調とする。床面は南から北にゆるやかに下がっているが起伏は小さく、中央

 部には黄褐色シルトの貼り床も認められる。床面でピット4基が確認されたがいずれも掘り込

 みは浅く、主柱穴は不明である。カマド(EL326)は南壁の東寄りに検出され、主軸方向は

 ほぼ磁北に一致する。長さ90cm・幅50cm、袖部の長さは30cmで、燃焼部から煙道部の入り口に

 かけて焼土・炭化物が多量に分布している。遺物は第14図に分布状況を、第15図に個別の資料

 を示した。主にカマド跡とその周辺の床面から、天井部切り離しが回転糸切でつまみと調整の

 ない須恵器蓋(61)や、須恵器壷(63)、須恵器甕(64)、土師器甕(65・66)、内面に黒色処

 理を施した土師器圷(62)などが出土している。出土した土器の外見上の特徴から、本遺構の

 所属時期は平安時代前期の9世紀第3四半期前後と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST38竪穴住居跡・SK217土坑(第16～24図、図版4)

 ST38は調査区北東の24～25-28Gに位置する。北西隅をSK217に切られる。平面形は隅丸

 の方形で長軸6.4m(東西)・短軸5.6m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から80度西

 に振れている。確認面から床面までは30cmを測り、壁は急な角度で立ち上がるが北側の一部は

 後世の削平にあっており検出されなかった。覆十は基本的に2層で、南西側には焼土・炭化物

 を多量に含む層も見られる。この焼土・炭化物はブロック状に締まっていること、本遺構に付

 随したカマドから離れていること、覆土全体が自然堆積と思われること、などから本造構外か

 らの流れ込みと見られる。床面は東から西にかけてゆるやかに下がっているが起伏は少ない。

 また全般に貼り床が認められるほか、北東部と南東部には焼土・炭化物の分布が認められた。

 床面でピット9基が確認され、その多くは覆土に焼土・炭化物を含んでいる。なお主柱穴は不

 明である。また土坑1基のほか、床面南側には周溝状の掘り込み(ED439)が検出されており、

 幅20cm、床面からの深さ9cmを測る。

 カマド(EL410)は東壁の北寄りに検出された。主軸はほぼ真東を向いており、長さ・幅は

 それぞれ約70cmを測る。燃焼部から煙道にかけて炭化物・焼土が分布しているが遺存状態は良

 くなく、北側の袖は不明瞭である。またこのカマドからは遺物はほとんど検出されなかった。

 遺物は第17図に分布状況を、第18～24図に個別の資料を示した。平安時代の土器が大半を占

 め、供膳形態としては須恵器圷・蓋・高台付圷と土師器圷が出土している。須恵器圷について

 は底部切り離しが回転ヘラ切となるものと回転糸切となるものとの比率はほぼ3:7となる。

 底部外面に墨書痕を持つもの(69・78・86・95・114)が少数あるが字形が判然としたものはな

 かった。また(105)は底部外面にヘラ記号が見られる。須恵器高台付圷(125～132・134)は

 口径・底径とも大きく、器高は高いものと低いものとに分かれる。十師器圷は底部切り離しが

 回転糸切となるもの(!78・179)と内面黒色処理のもの(180・181)とがある。貯蔵形態とし

 ては須恵器壷(136・140等)があるが出土点数は少ない。煮沸形態としては少数の須恵器甕

 (139等)のほか土師器甕が外面・内面ともハケメ調整のもの(141～151等)、ロクロ成形で一部

 は外面にケズリ調整を施しているもの(166～170・172～175等)がそれぞれ多数出土している。そ

 のほかに鉢と思われる土師器(171)がある。

 (!82)は古墳時代の須恵器で器台の口縁部片と思われる。陶邑古窯跡群の編年ではTK208期

 に比定される。胎土分析(付編参照)も行なっているが生産地については本報告書147ページ

 に記した理由によりここでは断定を避ける。

 本遺構は単独の遺構としては今次調査区で最多の遺物が検出された。覆土中の高い位置から

 出土している本造構外からの流れ込みと思われる遺物が多く、本遺構の所属時期と関連のある

 ような状況で出土した遺物は決して多くないが、床面とその近くで出土した須恵器杯等の外見

 上の特徴から、本遺構の所属時期は9世紀第2四半期～第3四半期が主体と考えられる。

 SK217土坑は調査区北東の24-29Gに位置し、南でST38を切る。平面形は径145cmのやや

 歪んだ円形で、確認面からの深さは42cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上

 がる。覆土は3層で自然堆積となり、遺物は出土していない。
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 検出された遺構と遺物

  第6表ST38出土遺物計測表(2)

                挿図遺物図版出土計測値(mゆ調整備考
                番号番号番号種別器種位置口径底径胴径器高色調外面内面底部切離分類
                198518杯ST3814672385Y6/1灰  ロクロロクロ回転糸切IA3

                8623須恵器杯ST3814777372.5Y8/1灰白ロクロロクロ回転糸切底部外面墨書「□」IA3

                8718須恵器杯ST38136743510Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP!48IA4

                8818須恵器杯ST38(14!)(74)(34)7.5GY4/1暗緑灰ロクロロクロ回転糸切RP53IA4

                8918須恵器杯ST38(!48)70377.5Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IA3

                go18須恵器杯ST38(144)74375Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP!9IA3

                9!18須恵器杯ST3814480365Y711灰白ロクロロクロ回転糸切RP75IA4

                9218須恵器杯ST381446438!0Y6/1灰 ロクロロクロ回転糸切RP32IA5

                9318須恵器杯ST3814472395Y6/2灰オリーブロクロロクロ回転糸切RP18IA4

                9418須恵器杯ST38(136)(72)395Y6/1灰  ロクロロクロ回転糸切RP63IA3

                9527須恵器杯ST38682.5Y6/1黄灰ロクロロクロ回転糸切底部外面墨書「□」IA8

                96須恵器杯ST38(136)80372,5GY5/1オリーブ灰ロクロ一ロクロ回転糸切RP52IA4

                9718須恵器杯ST3814064372.5Y6/1黄灰ロクロロクロ回転糸切RP85IA5

                98須恵器杯ST38(68)7.5Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP82IA8

                9919須恵器杯ST38、13576395GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切RP20IA4

                10019須恵器杯ST38130703410YR6/4にぶい黄榿ロクロロクロ回転糸切RP94IA3

                10119須恵器杯ST3813070375Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP60工A4

                2010219須恵器杯ST3813464387.5Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切RP19IA5

                10319須恵器杯.ST381407245N6/灰ロクロロクロ回転糸切RP72IA3

                10419須恵器杯ST38(128)7034lOYR7/4にぶい黄榿ロクロロクロ回転糸切RP73IA3

                10523須恵器杯ST38(130)62357.5Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP154IA5

                106須恵器杯ST38745YR5/3にぶい黄褐ロクロロクロ回転糸切RP14IA8

                107須恵器杯ST38667.5Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切RP155TA8

                108須恵器杯ST38(70)5YR5/4にぶい赤褐ロクロロタロ回転糸切RP18IA8

                109須恵器杯ST38805B5/1青灰ロクロロクロ回転糸切IA8

                UO須恵器杯ST38(76)2.5Y6/工黄灰ロクロロクロ回転ヘラ切IA7

                ll工須恵器杯ST38(llO)(42)425Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切RP15IA6

                112須恵器杯ST38785Y6/工灰ロクロロクロ回転糸切IA8

                113須恵器杯ST386610YR6/3にぶい黄櫨ロクロロクロ回転糸切IA8

                l1427須恵器杯ST38(80)5Y8/1灰白ロクロロクロ回転糸切底部外面墨書「□」IA8

                l15須恵器杯ST38(132)(60)382.5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切IA9

                U8須恵器杯ST38/141〉7.5Y6/1灰ロクロロクロIF

                121須恵器杯ST38(142)5Y6/1灰ロクロロクロRP29IF

                !1624須恵器蓋ST38(172)397.5Y6/1灰ロクロ・ケズリロクロRP30IEl

                11724須恵器蓋ST38(138)2810Y5/1灰ロクロ・ケズリロクロRP65IE2a

                l1924須恵器蓋ST3816328N5/灰ロクロロクロRP80IE2b

                !2024須恵器蓋ST381483210Y5/1灰ロクロ・ケズリロクロRP23IE1

                12224須恵器蓋ST38(148)277,5Y4/1灰ロクロ・ケズリロクロRP66IE2a

                工2324須恵器蓋ST3815610Y4/1灰ロクロ・ケズリロクロRP17IE1

                124須恵器蓋ST3812010Y4/1灰ロクロ・ケズリロクロRP72IF

                125須恵器高台付杯ST3813490457.5Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IB4

                126須恵器高台付杯ST38(132)10Y6/1灰ロクロロクロ回転ヘラ切IB6

                127須恵器高台付杯ST38505Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP68IB8

                21ユ2824須恵器高台付杯ST38(140)(80)505B4/1暗青灰ロクロロクロ回転ヘラ切RP87IB2

                12924須恵器高台付杯ST38137924510Y6/1灰ロクロロクロ回転ヘラ切RP61IB2

                !3025須恵器高台付杯ST38!348048N4/灰ロクロロクロ回転糸切RP71工B3

                131須恵器高台付杯ST38(146)(90)7610Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切RP24IBl

                132須恵器高台付杯ST38(140)10Y5/1灰ロクロロクロIF

                133須恵器甕ST38N6/灰タタキアテ外面自然紬II1

                13425須恵器高台付圷ST38i58889310Y4/1灰ロクロロクロ回転ヘラ切∫RP83IB1

                13532須恵器甕ST38N/6灰ロク匹ナデ吻キメロクロ・ナデII2

                13629須恵器壷ST38(187)N/5灰ロクロ・ケズリロクロ・指押圧RP153IG1

                !3732須恵器甕ST38(197)N5/灰ロクロ・ナデロクロ・ナデII2

                138須恵器甕ST38(106)10Y4/1灰ロクロ・ケズリロクロ・ナデII2

                13929須恵器甕ST38(264)(134)(270)201N4/灰ロクロ・ナデロクロ・ナデRP29IH1

                14029須恵器壷ST3898(206)10Y5/1灰ロクロ・ケズリロクロ・カキメ・擶旺II2

                22i41土師器甕ST38(130)7.5YR7/4に1雪ミい橦ハケメ・ナデナデⅡG2

                142土師器甕ST38(116)(129)5YR7/6榿ハケメナデRP149HG2

                143土師器甕ST38(150)(123)5YR6/6榿ハケメ・ナデハケメ・ナデⅡG2

                144土師器甕ST38(211)2.5YR6/8榿ハケメ・ナデハケメRP150ⅡG1

                145土師器甕ST38(220)7.5YR7/4にぶい鐙ハケメ・ナデハケメⅡG1

                146土師器甕ST38(204〉(158)10YR6/4にぶい黄榿ハケメ・ナデハケメRP53ⅡG1

                !47土師器甕ST38(280)7,5YR6/4にぶい榿ハケメハケメⅡG1

               148土師器甕　　　　 ST38(152)5YR7/6榿ハケメハケメRP53ⅡH
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 調査区中央部の17～18-25Gに位置する。北西をSB255の柱穴(EB325)に切られる。平

 面は隅丸の不整形で、長軸4.7m(南北)・短軸4.1m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真

 北から12度西に振れている。確認面から床面までは6cmを測り、壁はほぼ垂直に立ち上がるが

 上部は大きく削平されたものと思われ残存状態は良くない。覆土は1層で、黒褐色シルトを基

 調とする。床面の傾斜・起伏はほとんどない。床面でピット6基が確認されたが全般に掘り込

 みは浅く、主柱穴は不明である。また南東部には焼土が若干確認された。カマド等は検出され

 ていない。遺物は床面近くから底部切り離しが回転糸切となる須恵器坏(184～186・188～189)、
 ロクロ成形で内面黒色処理が施された土師器高台付坏(191)、外面・内面ともハケメ調整の土

 師器甕(190)、鉢(187)などが出土している。出土遺物の特徴は平安時代前期の9世紀中葉
 頃を示しており、遺構の所属時期もその前後と思われる。
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 検出された遺構と遣物

 ST41竪穴住居跡・SP277～279遺構(第26～31図、図版5)

 ST41は調査区中央部やや北側の19-26～27Gに位置する。西側壁の一部を撹乱によって切

 られる。平面形は隅丸のほぼ正方形で5.8m四方を測る。主軸方向は南北軸で真北から5度西

 に振れている。確認面から床面までは12cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がるが北西側

 は後世の削平のため検出されなかった。覆土は基本的に1層で、黒褐色シルトを基調とし焼土・

 炭化物を微量に混入する。床面は北から南にかけてゆるやかに下がっているが起伏は少ない。

 また北東側から東側では砂地の地山の上に暗褐色シルトの貼り床が認められる。床面で17基の

 ピットが検出され、うちEP393・394は柱穴と思われるが他は全般的に規模が小さい上に浅く、

 主柱穴等は不明である。床面の南東側に焼土・炭化物が多量に分布しているが、カマドは検出
 されなかった。また周溝等も確認されていない。

 このST41の南西側壁に隣接して3基のピット(SP277～SP279)が検出されている。い

 ずれも19-26Gに位置する。SP277は平面形が長軸(南北)54cm・短軸(東西)44cmの歪んだ

 楕円形で、検出面からの深さ16cmを測る。北をSP278に切られ、南でSP279を切っている。

 覆土は暗褐色シルトを基調とし、焼土が若干量混入する。SP278は平面形が長軸(南北)44

 cm・短軸(東西)34cmの歪んだ楕円形で、検出面からの深さは24cmを測る。北でST41の壁を、

 南でSP277を切っている。覆土は黒褐色シルトを基調とし、焼土・炭化物が若干量混入する。

 SP279は平面形が径38cmの歪んだ円形で、検出面からの深さは40cmを測る。北をSP277に切

 られる。覆土は黒褐色粘質シルトを基調とし、焼土を若干量混入する。

 SP277の覆土からは底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(193)が、SP279からは若干

 量の土師器小片など平安時代の土器が出土しているが、これら3遺構の性格やST41住居跡と
 の関係については判然としない。

 遺物は第27図に分布状況を、第28～31図に個別の資料を示した。遺構南東側の焼土・炭化物

 が多量に分布している付近に多数の土器が出土している。供膳形態としては、底部切り離しが

 回転糸切となる須恵器坏(192・194～197)、回転ヘラ切となる須恵器坏(198)、ロクロ成形で

 底部切り離しが回転糸切のあと手持ちヘラけずり調整となる土師器高台付坏・皿(218～220)、
 内面・外面とも黒色処理を施し、底部切り離しが回転ヘラ切となる土師器坏(225)などが、煮

 沸形態としては須恵器甕の口縁部片(!99)、外面平行タタキ目調整の須恵器甕(200)やハケ

 メ調整の土師器甕(201～217)、ロクロ成形の土師器甕(221・222)、鉢(224)などが出土して

 いる。土師器甕はロクロ非使用・使用ともに小型のものと大型のものとがあるほかそれらの多

 くは被熱しており、外面に炭化物が付着しているものも見られた。その他、覆土中から弥生土

 器片3点(226～228)と、石器1点(229)が出土した。弥生土器3点はいずれも小片で器種等

 は不明だが、幅の狭い平行沈線文が施されており、弥生時代中期の桜井Ⅱ式に属すると考えら

 れる。また(2261)の平行沈線は3本同時に引かれたものである。石器は縄文時代のもので、頁
 岩製の剥片である。

 本遺構の所属時期を明確に示すような状況で出土した遺物に乏しいため詳細は不明だが、概

 ね平安時代前期の9世紀中～末葉頃になるものと思われる。
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 調査区北側の18～19-27Gに位置する。他の遺構との重複関係はない。後世の削平・撹乱の

 影響を大きく受けており検出時の残存状態は良くなかった。

 平面形は隅丸のやや歪んだ正方形で、一辺2.7mを測る。主軸方向は南北軸で向きは真北と

 ほぼ一致する。確認面から床面までは8cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がるが西側の

 多くと北側の一部は後世の撹乱のため検出されなかった。覆土は1層で黒褐色シルトを基調と

 する。床面の傾斜・起伏はほとんどない。ピット・柱穴やカマド等の施設は検出されなかった。

 遺物は床面からの出土はなく覆土中から須恵器高台付圷(230)などが出土したが全般に数量

 は少ない。本遺構の所属時期は平安時代前期以降と思われるが詳細は不明である。

 ST43竪穴住居跡(第33図、図版5)

 調査区北側の17-27～28Gに位置する。平面形は隅丸の方形で、長軸5.0m(南北)・短軸4.3

 m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から4度東に振れている。確認面から床面までは

 10cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がるが後世の削平の影響を大きく受けており残存状

 況は良くない。また南側の一部は後世の撹乱によって破壊されており壁は検出できなかった。

 覆土は基本的に2層で、黒褐色シルトを基調とする。床面は東から西にゆるやかに下がってい

 るが起伏は少ない。貼り床が全般に認められるほか、ピット13基が確認された。これらのピッ

 トは全体的に掘り込みが浅いが、位置的に見てEP430～EP433は主柱穴であった可能性があ

 る。またカマド等の施設は検出されなかった。

 遺物は主に床面に近い覆土中から、須恵器杯(231)や土師器甕(232・233)などのほか、外

 面・内面とも幅の狭い平行沈線文を施した弥生時代中期桜井H式と考えられる土器片(234)
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 などが出土したが全般的に出土量は少なかった。(231)の出土状況と外見上の特徴から、本遺

 構の所属時期は平安時代前期の9世紀末頃と思われる。

 ST44竪穴住居跡・SX296遺構(第34～37図、図版5)

 ST44は調査区北側の16-28Gに位置する。南西でSX296を切り、西側の一部で撹乱を受け

 ている。平面形は隅丸のやや歪んだ方形で、長軸3.1m(東西)・短軸2.9m(南北)を測る。
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 主軸方向は南北軸で真北を向いている。確認面から床面までは14cmを測り、壁はゆるやかな角

 度で立ち上がるが北西側の一部は後世の撹乱によって破壊されており検出できなかった。覆土

 は基本的に1層で暗褐色シルトを基調とする。床面は北から南にゆるやかに下がっているが起

 伏は少ない。暗褐色シルトの貼り床が全体的に認められるほか北側・西側の一部に周溝状の掘

 り込み(ED443)が検出されており、幅は10～26cm、深さは床面から8cmを測る。またピッ

 ト4基が確認されたが全般に規模・掘り込みとも小さく主柱穴は不明である。また一部のピッ

 トには炭化物の混入が認められた。カマド(EL411)は南壁の東側に検出された。主軸は真

 北から3度東に振れており、長さ・幅はそれぞれ70cmを測る。煙道部・袖部・袖石等が明瞭に

 認められ遺存状態は比較的良好であった。覆土は2層で、燃焼部に焼土・炭化物が多量に分布
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 している。

 遺物は第35～37図に個別の資料を示した。平安時代の土器が多く、供膳形態では底部切り離

 しが回転糸切になる須恵器坏(235・236・238)、ロクロ成形で内面黒色処理を施した土師器坏

 (253・258～261)・土師器高台付坏(261～263)、ロクロ成形で底部切り離しが回転ヘラ削りと

 なる土師器圷(255)、同じく底部切り離しが回転糸切となる土師器圷(254・256)、貯蔵形態で

 は須恵器壷(240・241)、煮沸形態では須恵器甕(239)や外面・内面ともハケメ調整の土師器

 甕(242～251)などが出土した。本遺構で出土した平安時代の土器は他の遺構に比べると供膳

 形態・煮沸形態とも須恵器の比率が小さく、土師器の比率が高い。

 またその他の遣物として、外面に平行沈線文を施した弥生時代中期の桜井式と思われる土器

 片(264)が出土している。

 SX296は調査区北側の16-28Gに位置し、平面プランの北東から中央部にかけてST44に切

 られている。平面形は長辺1.8m(東西)・短辺1.7m(南北)の隅丸の方形で、確認面からの

 深さは10cmを測る。覆土は1層で暗褐色シルトを基調とする。断面形はゆるやかな角度で立ち

 上がり、底部は平坦である。遺物は出土しておらず、構築時期はST44よりもさかのぼると推

 測できるが本遺構の性格等についての詳細は不明である。

 ST45竪穴住居跡(第38～43図、図版5)

 調査区中央部やや西側の15-25～26Gに位置する。他の遺構との重複関係はない。平面形は

 隅丸の方形で長軸5.8m(南北)・短軸4.7m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から西

 一46一









 検出された遺構と遣物

 に12度振れている。覆土は基本的に1層で暗褐色シルトを基調とし、焼土・炭化物を多量に含
 む層も見られる。この焼土・炭化物は堆積状況や本遺構に付随するカマドから離れていること

 などから、本造構外からの流れ込みと見られ、北側に複数検出されている他遺構との関連も考
 えられる。確認面から床面までは25cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。床面は南から北に

 かけてゆるやかに下がっているが起伏は少なく、全般に貼り床が認められる。床面で12基の

 ピットと土坑2基が検出され、その一部からは焼土・炭化物が検出されているが全般に掘り込
 みが浅く、主柱穴は不明である。また周溝状の掘り込み(ED444)が検出され、幅は28Cm、床

 面からの深さは10Cmを測るが、確認されたのは北西部のみで他は不明瞭であった。カマド(E
 L412)は南壁やや西よりに検出された。軸方向は真北から東に13度振れている。長さ約120cm

 を測る煙道部のほかは残存状態が悪く、燃焼部・神部等は不明瞭である。焼土・炭化物は北西
 部と南東部に多く分布している。

 遺物は第39図に出土状況を、第40～43図に個別の資料を示した。大半が平安時代の土器で、
 供膳形態としては須恵器・土師器の坏・皿・蓋などが出土している。須恵器坏(265～285)は
 すべて底部切り離しが回転糸切となるほか、口縁部が軽く外反するものが多い。また(269)
 は体部外面に、(285)は底部外面にそれぞれ墨書痕が認められたがいずれも字形は判然としな
 い。供膳形態の土師器はすべてロクロ成形によるものだが完形で出土したものは少ない。また

 (318・319・321)には内面に黒色処理が施されている。貯蔵形態としては須恵器壷と思われる

 破片(292)が1点出土しているのみである。また(286)の須恵器皿、(315)の土師器皿はい
 ずれも内面に煤が付着しており、灯明皿として用いられていたと思われる。煮沸形態は須恵器・

 土師器の甕が出土している。須恵器甕には外面タタキ調整・内面アテ調整の体部破片(293・294)
 のほか、製作時の付着物を持つ底部片(291)がある。土師器甕は内面・外面ともハケメ調整

 で小型のもの(297・300・301)と大型のもの(299・306など)のほか、ロクロ成形で外面にケ
 ズリ調整が見られ長胴型になると思われるもの(316・317)がある。

 (322)は石材が玉髄と見られる小型の石製品である。床面から出土しているが性格等の詳細
 は不明である。

 本遺構から出土した遺物は全般に覆土中の高い位置からのものが多いが、床面から出土した

 須恵器坏等の外見上の特徴から判断して、本遺構の所属時期は9世紀第3～第4四半期が主体
 となるものと思われる。

 ST46竪穴住居跡・SK283土坑(第44図、図版5)

 ST46は調査区西側の14-25Gに位置し、ST45・ST47・SK283と隣接する。平面形は隅

 丸のやや歪んだ方形で、長軸3.7m(南北)・短軸3.3m(束西)を測る。主軸方向は南北軸で
 真北から西に35度振れている。確認面から床面までは16Cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち
 上がる。覆土は基本的に1層で、暗褐色シルトを基調とする。床面は北から南にゆるやかに下

 がっているが起伏は少ない。床面で検出されたピット6基のうちEP413～416の4基は位置的

 には主柱穴と考えられるが全般的に掘り込みは浅い。カマド等の施設は検出されなかった。

 遺物は第44～45図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切となる須恵器坏(325～
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 検出された遺構と遺物

  第10表ST45出土遺物計測表
              挿図遺物図版出土計測値(㎜)調整
              番号番号番号種別糎位置ロ径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類
              4026519須恵器坏ST4514666432.5GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切RP142IA3

              26620須恵器坏ST45(144)65402.5Y6/3にぶい黄ロクロロクロ回転糸切RP111IA3

              26720須恵器坏ST45140603610Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IA5

              26820須恵器坏ST45(138)(62)372.5GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IA5

              26922須恵器坏ST45(140)544510Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切体部外面墨書「□」IA5

              27020須恵器坏ST45(144)56412.5GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切RP143IA5

              271須恵器坏ST45(140)(58)3810Y4/1灰ロクロロクロ回転糸切IA5

              272須恵器坏ST45(156)(68)4710Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP102IA5

              27320須恵器坏ST4514060435GY5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IA3

              274須恵器坏ST45(140)4010YR7/4にぶい黄榿ロクロロクロ回転糸切IF

              275須恵器坏ST45(140)5YR6/6榿ロクロロクロRP139IF

              276須恵器坏ST45(134)10Y7/1灰白ロクロロクロRP103IF

              277須恵器坏ST45(146)5YR6/6榿ロクロロクロ内面煤付着IF

              27820須恵器坏ST45142(60)4310Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP104IA5

              27920須恵器坏ST45144644810Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP110IA5

              280須恵器坏ST45(133)(58)475YR6/6榿ロクロロクロ回転糸切IA5

              281須恵器坏ST45(136)60425GY4/1暗オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切RP138IA5

              職須恵器坏ST45(130)604510Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IA5

              41脇須恵器坏ST45(126)524310Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IA5

              捌須恵器坏ST456210Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP144IA9

              郷27須恵器坏ST45(56)5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切底部外面墨謝大」カIA9

              郷20須恵器皿ST4512449225YR6/6榿ロクロロクロ回転糸切RP139、内面煤付着ID1

              287須恵器蓋ST4510Y4/1灰ロクロ・ケズリロクロRPlO2IE2a

              捌須恵器高台付坏ST45(156)71N4/灰ロクロロクロ回転糸切RP109IB5

              289須恵器高台付坏ST45(78)2.5Y5/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IB7

              290須恵器高台付坏ST45(57)5YR6/6鐙ロクロ回転糸切RP145IB8

              291須恵器甕ST45(116)N4/灰タタキ・ケズリRP106、窯内付着物ありII2

              292須恵器壷ST455Y6/1灰ロクロロクロRP138II2

              29332須恵器甕ST45EK⑳5Y5/1灰タタキアテRP137II1

              29432須恵器甕ST455Y5/1灰タタキアテRP107II1

              295土師器甕ST452077.5YR6/4にぶい榿ハケメ・ナデナデRP115ⅡG1

              296土師器甕ST457.5YR5/4にぶい褐ハケメナデRP113、被熱ⅡG2

              297土師器甕ST45(135)(144)5YR7/6栓ハケメナデⅡG2

              42298土師器甕ST45EL(212)(167)5YR7/6榿ハケメハケメRP141ⅡG1

              299土師器甕ST45(260)(224)10YR7/3にぶい黄榿ハケメ・ナデハケメ・ナデRP108ⅡG1

              300土師器甕ST45130681261077.5YR6/4にぶい榿ハケメハケメⅡG2

              30136土師器甕ST45(150)(143)5YR6/6榿ハケメハケメ・ナデⅡG2

              302土師器甕ST45(150)(170)5YR6/6榿ハケメナデRP105ⅡG1

              303土師器甕ST45202(207)10YR8/4浅黄榿ハケメ・ナデハケメ被熱ⅡG1

              304土師器甕ST45767.5YR6/4にぶい榿ハケメハケメ(網代痕)RP115、被熱ⅡH

              305土師器甕ST45(110)5YR7/6榿ハケメハケメ(網代痕)RP114ⅡH

              30634土師器甕ST45(256)(232)5YR7/6榿ハケメハケメ被熱ⅡG1

              307土師器甕ST4510YR6/2灰黄褐ハケメハケメ被熱ⅡG1

              43308土師器甕ST45(92)5YR6/6燈ハケメハケメ(網代痕)ⅡH

              309土師器甕ST45847.5YR4/2灰褐ハケメ・ケズリハケメ・ナデ(網代痕)RP115ⅡH

              310土師器甕ST45(80)7.5YR5/3にぶい褐ハケメハケメ(網代痕)・RP119ⅡH

              311土師器坏ST45(138)2.5YR6/6榿ロクロロクロⅡE

              312土師器坏ST45502.5YR6/8榿ロクロロクロ回転糸切RP117ⅡA6

              313土師器坏ST45547.5YR6/6榿ロクロロクロ回転糸切RP114ⅡA6

              314土師器甕ST45EK4748010YR8/4浅黄榿ハケメハケメ(網代痕)ⅡH

              315土師器皿ST45585YR7/6榿ロクロロクロ回転糸切RP118、内面煤付着ⅡE

              316土師器甕ST45(204)(208)7.5YR7/6鐙ロクロ・ケズリサデロクロ・カキメⅡG4

              31737土師器甕ST452242155YR7/6榿ロクロ・ケズリサデロクロⅡG4

              318土師器坏ST45(142)10YR5/4にぶい黄褐ロクロロクロ・ミガキ内面黒色処理ⅢC

              319土師器高台付坏ST45(67)10YR6/2灰黄褐ミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢB1

              32035土師器鉢ST45EK4冊(200)1832.5YR6/8榿ロクロミガキRP136、内面黒色処理ⅢD1

              32126土師器高台付坏ST45(162)(74)662.5YR7/8榿ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理

              32244石製品ST45長さ21㎜、幅15皿、高さ10㎜。玉髄。
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 検出された遺構と遺物

 327)、外面・内面ともハケメ調整の土師器甕(324)、ロクロ成形で体部外面下部にケズリ調整

 が見られる土師器鉢(330)のほか須恵器甕の口縁片(328)、内面黒色処理の土師器甕(323)
 などが出土している。本遺構の所属時期は平安時代前期の9世紀中葉頃と思われる。

 SK283は14～15-25Gに位置し、北西にST46が隣接する。平面形は径115cmのやや歪んだ

 円形で、確認面からの深さは40cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。

 覆土は1層で、黒褐色シルトを基調とし、自然堆積と思われる。

 遺物は覆土中から底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(329)が出土しているほか、平安
 時代前期と思われる土器片が少量出土している。

 ST47竪穴住居跡(第46～47図、図版6)

 調査区西側の14-26Gに位置する。他の遺構との重複関係はないが、ST45・46・48等の住

 居跡と隣接する。平面形は隅丸の方形で、長軸4.3m(南北)・短軸3.8m(東西)を測る。主

 軸方向は南北軸で真北から西に3度振れている。確認面から床面までは22cmを測り、壁はゆる

 やかな角度で立ち上がる。覆土は基本的に1層で、暗褐色シルトを基調とする。床面は全般に

 貼り床が認められ、南から北にゆるやかに下がっているが起伏は少ない。床面で2基のピット

 が検出されたが主柱穴は不明である。

 カマド(EL428)は南壁の東寄りに検出された。主軸は磁北の向きとほぼ一致し、規模は長

 さ80cm・幅60cmを測る。煙道部・袖部は明瞭だが遺存状態は良くない。燃焼部から焚き口にか
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 けて焼土・炭化物が分布している。なお、周溝等他の施設と思われる遺構は検出されていない。

 遺物は第46図に出土状況を、第46～47図に個別の資料を示した。供膳形態としてはロクロ成

 形で底部切り離しが回転糸切となる土師器坏(333～336)、ロクロ成形で内面黒色処理の土師

 器坏(337・338・340)が、煮沸形態では外面平行タタキ目で自然粕のかかった須恵器甕(331)、

 外面・内面ともハケメ調整の土師器甕(332・341・344)、ロクロ成形の土師器甕(342・343)

 などが主にカマドの焚き口近くから出土している。遺物の時期はいずれも平安時代に属するも

 のと思われるが、他の遺構での遺物の出土状況と比較すると本遺構の遺物には供膳形態の須恵

 器がなく、代わって同形態のロクロ成形土師器の出土が目立っている。その点から、本遺構の

 所属時期は9世紀第4四半期～10世紀第1四半期頃になる可能性がある。

 ST48竪穴住居跡(第48～49図、図版7)

 調査区西側の15-27Gに位置する。平面形は隅丸の方形で、長軸4.3m(南北)・短軸3.8m

 (東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北を向いている。確認面から床面までは10cmを測り、

 覆土は基本的に1層で褐色砂質シルトを基調とする。床面は北から南にゆるやかに下がってい

 るが起伏は少ない。また8基のピットが検出されたが掘り込みの浅いものが多く主柱穴は不明

 である。カマド(EL442)は南壁の東寄りに検出された。規模は長さ50cm・幅40cmを測り、主

 軸方向はで煙道部は明瞭だが袖部は検出されなかった。また煙道部先端に隣接して検出された

 ピット(SP292)の覆土には焼土・炭化物が含まれている。当ピットにはEL442に関連した

 施設の跡や、本来EL442煙道の一部だったものが後世の削平によって別々の形で検出された等

 の可能性が考えられる。

 遺物は第49図に個別の資料を提示した。土器は底部切り離しが回転糸切となる須恵器坏(345・
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 346)、外面タタキ調整・内面アテ調整の須恵器甕(347)、ロクロ成形で底部切り離しが回転糸

 切のあとヘラ削り調整となる土師器坏(352)、高台付圷(353)や外面・内面ともハケメ調整

 の土師器甕(348～351)などが主にカマド燃焼部とその周辺から出土しており、これらの土器

 の特徴と出土状況から本遺構の所属時期は平安時代前期の9世紀後半～末頃と思われる。
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 (354)は本遺構中央部の床面近くから出土した石製品である。(便宜上、出土時に天を向いて

 いた面を表、地を向いていた面を裏、長軸方向をページの天地の向き、短軸方向を左右の向き

 として実測図を掲載した。)石材は凝灰岩と見られ、表面および裏面には線刻がある。表面は

 幅・深さとも1mm前後の線で、どんな道具を用いて刻んだかは判然としない。この面には線が

 刻まれる以前に平らに擦った跡も認められる。裏面には径64mmの放射状刻印がある。刻印の断

 面は楔状で、幅・深さは最も大きな部分でそれぞれ約4.5mmを測.り、金属製の道具を用いて刻

 まれたものと思われる。裏面も表面と同様に、刻印をする以前に平らに擦った跡が認められる。

 また片側の側面にも擦った跡があるが、この面には線刻は認められなかった。表面・裏面とも

 線刻は何かしら意味のある絵・記号等を描いたものと、また両面が擦ってあるのは線刻のため

 に行なわれた加工と推測できるが、それぞれの線刻の意図・意味や第49図に掲載した天地左右
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 検出された遺構と遺物

 の位置関係は線刻した者が意図したものか、各面の線刻は関連するものか、線刻された時期は

 表と裏で同じなのか、などこの石製品の性格にかかわることの多くは現在のところ不明である、

 ST49竪穴住居跡(第50～51図、図版7)

 調査区西側の14-27～28Gに位置する。平面形は隅丸の方形で、長軸3.6m(東西)・短軸2.6

 m(南北)を測る。主軸方向は南北軸で真北から21度西に触れている。確認面から床面までは

 8cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がるが後世の削平のため残存状況は良くない。覆土

 は1層で、にぶい黄褐色シルトを基調とする。床面は南から北にゆるやかに下がっているが起

 伏は少ない。床面で7基のピットが確認されたがいずれも掘り込みは浅く柱穴は不明である。

 また周溝等の設備は確認されていない。

 カマド(EL374)は南壁の東寄りに検出された。長さ80cm・幅60cmを測り、煙道部と両側の

 袖石が残存しているほか、燃焼部から焚き口にかけて焼土・炭化物が多量に分布している。

 遺物はいずれも床面から底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(355)等が出土したほか、

 カマド西側で検出された貯蔵用と思われる土坑(EK385)から土師器甕が出土している。こ

 れらの甕のうち(359・362・364)はロクロ成形のあとケズリやナデ調整を施したもので、残り

 は外面・内面ともハケメ調整によるものである。またその多くは被熱しており、炭化物が付着

 しているものも認められた。

 本遺構の所属時期は床面出土遺物の特徴から平安時代前期の9世紀中葉頃と思われる。
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 検出された遺構と遺物

 ST50竪穴住居跡・SD293溝状遺構(第52図、図版7)

 調査区中央部よりやや西側の15-26～27Gに位置する。平面形は隅丸のやや歪んだ正方形で、

 一辺は約3mを測る。主軸方向は南北軸で真北に45度振れている。確認面から床面までは6cm

 を測り、壁はゆるやかに立ち上がるが後世の削平の影響が大きく残存状態は良くない。覆土は

 1層で暗褐色シルトを基調とする。床面は西から東にゆるやかに下がっているが起伏は少ない。

 床面で確認された4基のピット(EP458～EP461)は位置的には主柱穴と思われる場所にあ

 るが掘り込みは浅い。カマド等の施設は確認されなかった。遺物は出土しておらず本遺構の所

 属時期等については不明である。

 SD293は調査区中央部やや北西の15～16-26Gに位置し、ST50に隣接する。長さ360cm・

 幅31cmで、確認面からの深さは24cmを測る。本遺構も遺物は出土しておらず所属時期、詳しい

 性格については不明である。

 ST51竪穴住居跡・SX156遺構(第53～55図、図版7)

 ST51は調査区北東隅の26～27-28～29Gに位置する。北をSX156に切られ、東側は調査区

 外に続いている。平面形は隅丸の方形で、検出された範囲で長軸4.5m(東西)・短軸3.3m(南

 北)を測る。主軸方向は南北軸で真北から東に2度振れている。確認面から床面までは22cmを

 測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は基本的に3層で暗褐色または黒褐色シルトを基調と

 する。床面は東から西にゆるやかに下がっており起伏が大きく、全体的に褐色粘質シルトの貼

 り床が認められる。床面からは7基のピットが確認されたが全般的に掘り込みが浅く、主柱穴
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 検出された遺構と遺物

  第11表ST46～49出土遺物計測表

             挿図遺物図版種別出土計測値(mm)調整
             番号番号番号籠位置ロ径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類
             44323土師器甕ST465YR7/6榿ミガキミガキ(網代痕)皿H

             324土師器甕ST46(110)7.5YR4/2灰褐ハケメハケメ(網代痕)皿H

             4532520須恵器坏ST4614856425Y6/2灰オリーブロクロロクロ回転糸切RP120IA5

             326須恵器坏ST46622.5Y7/2灰黄ロクロロクロ回転糸切外面自然紬IA9

             327須恵器坏ST46140643310Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切内面黒色処理IA4

             328須恵器甕ST46(146)N5/灰ロクロロクロ・カキメII2

             329須恵器坏SK28352152.5GY6/1オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IA9

             330土師器鉢ST46(336)(301)5YR5/4にぶい黄褐ロクロ・ケズリ・ハケメロクロ・ナデ皿F1
             46331須恵器甕ST47ELN5/灰タタキ外面自然紬II1

             332土師器甕ST477/5YR7/4にぶい榿ハケメハケメ皿H

             4733325土師器坏ST47(130)50462.5YR5/6明赤褐ロクロロクロ回転糸切RP132HA3

             33425土師器坏ST4711852487.5YR7/6榿ロクロロクロ回転糸切RP131皿A4

             33525土師器坏ST47(56)5YR7/6燈ロクロロクロ回転糸切RP129∬A6

             336土師器坏ST47(54)5YR6/6榿ロクロロクロ回転糸切HA6

             337土師器坏ST47(132)10YR8/3浅黄橿ロクロミガキ内面黒色処理皿C

             338土師器坏ST47(76)2.5YR7/8榿ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理皿A6

             339⊥師器甕ST47(164)(152)10YR814浅黄澄ハケメハケメ・ナデ皿G2

             340土師器坏ST47(140)7.5YR6/4にぶい榿ロクロミガキ内面黒色処理皿C

             341土師器甕ST47(162)(171)10YR7/4にぶい黄栓ハケメ・ナデハケメnG2

             342土師器甕ST471827.5YR6/4にぶい榿ロクロ・ナデロクロ・ナデ皿G4

             34336土師器甕ST47150(74)(144)13110YR7/3にぶい黄榿ロクロ・カキメロクロ・ナデRP134、被熱皿G3

             344土師器甕ST47(88)5YR6/4にぶい榿ハケメハケメ(網代痕)皿H

             4934520須恵器坏ST48(134)(58)402.5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP128IA5

             346須恵器坏ST484910Y5/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP126IA9

             347須恵器甕'ST4810BG4/1暗青灰タタキアテII1

             348土師器甕ST48(240)7.5YR7/4にぶい栓ハケメハケメ皿H

             349土師器甕ST485YR616榿ハケメハケメ皿H

             350土師器甕ST482.5YR5/6明赤褐ハケメハケメ皿H

             351土師器甕ST485YR5/4にぶい赤褐ハケメハケメ被熱豆H

             35226土師器坏ST4813656555YR7/6檀ロクロロクロ回転糸切RP127皿A3

             35326土師器高台付坏ST48(141)62545YR6/6榿ロクロロクロ回転糸切HB2

             51355須恵器坏ST49(64)5Y8/1灰白ロクロロクロ回転糸切IA9

             356須恵器坏ST49(134)10YR7/4にぶい黄褐ロクロロクロIF

             357土師器甕ST491185YR6/8榿ハケメハケメ皿G2

             358土師器甕ST49(64)2.5YR6/6榿ケズリ(木葉痕)被熱皿1

             359土師器甕ST49202(196)2.5YR5/6明赤褐ロクロ・ナデロクロ・ナデRP59、被熱皿G4

             360土師器甕ST49(228)(185)7.5YR7/4にぶい榿ハケメハケメRP59、被熱nG1

             361土師器甕ST49(272)(225)7.5YR6/4にぶい糧ハケメ・ナデハケメ・ナデHG1

             36233土師器甕ST49(88)(210)5YR6/6榿ロクロ・ケズリ・ナデロクロ・ハケメ被熱∬G4

             363土師器甕ST497.6YR6/6榿ハケメ・ナデハケメRP70、被熱豆H

             364土師器甕ST497.5YR7/6榿ロクロ・ケズリ・ナデロクロ・ケズリ皿1

             365土師器甕ST497.5YR5/4にぶい榿ハケメハケメRP59、被熱且H

             4935445石製品線刻礫ST48長さ139㎜、幅67㎜、高さ45㎜。凝灰岩。
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 は不明である。カマド等の施設は確認されなかった。また本遺構の南西隅に隣接したピットが

 1基(SP155)検出され、土師器等の遺物が出土しているが本遺構との関係については不明

 である。

 遺物は第54～55図に個別の資料を示した。土器はST51からは底部切り離しが回転ヘラ切に

 なる須恵器坏(366・368)、同じく回転糸切になる須恵器坏(369)、底部切り離しが回転糸切と

 なる須恵器高台付坏(370)のほか須恵器甕(371・372)、外面・内面ともハケメ調整の土師器

 甕(374・375・379)、ロクロ成形の土師器甕(378)ロクロ成形で外面ケズリ調整・内面黒色処

 理の土師器坏(384)などが出土し、SP155からは底部切り離しが回転ヘラ切となる須恵器圷

 (367)、外面・内面ともハケメ調整の土師器甕(373・376・377)ロクロ成形の土師器甕(381・

 382)などが出土している。ほかにST51の覆土からは流れ込みと見られる縄文時代の剥片(380、

 石材は頁岩)も出土している。

 ST51から出土した須恵器圷等には平安時代前期の9世紀第1～第2四半期と思われる外見

 上の特徴を持つものがあるが、床面からの出土数が少なかったことを考えるとこれがそのまま

 遺構の所属時期に反映されるかはなお検討を要する。

 SX156は調査区北東端の26-29～30Gに位置する。南でST51を切る。北・東は調査区外に

 ひろがり、西側は未検出のため全体の規模・平面形は不明である。検出された範囲は長辺4.5

 m(南北)・短辺4.4m(東西)で、確認面からの深さは112Cmを測る。断面形は急な角度で立

 ち上がり、底部は北に向かってゆるやかに下がっている。底部の起伏は少ない。覆土は3層で、

 砂地の地山の上に焼土・炭化物の混じった暗褐色粘質シルトが堆積しその上に約1メートルの

 厚さで暗褐色砂質シルトが堆積している。遺物は底部に近い粘質シルト層から土師器の小さな
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 破片が微量出土しているが図化できたものはない。

 本遺構は旧河川跡の可能性も考えられるが、今回の調査区からは遺構全体のごく一部しか検
 出していないと思われるためその性格の詳細については不明である。

 ST52竪穴住居跡(第56図、図版7)

 調査区北東の25～26-26～27Gに位置する。全体プランの西半分だけが検出され、東半分は

 調査区外に続いていると推定される。平面形は隅丸の方形で、長軸4.1m(南北)・短軸2.3m

 (東西、未検出部を除く)を測る。主軸方向は南北軸で真北から25度東に振れている。確認面
 から床面までは26cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は基本的に2層で暗褐色砂質シ

 ルトを基調する。床面は傾斜・起伏ともほとんどない。検出された床面全体に貼り床が認めら

 れるほか、炭化物が中央部床面に貼りつくように厚さ5cmの層状に分布しており、焼失家屋の

 可能性があるが詳細は不明である。床面から4基のピットが確認され、このうちEP587・595

 は柱穴と考えられるが掘り込みは浅い。遺物は外面が平行タタキ調整・内面がアテ調整による

 須恵器甕(385・386)が出土しているが全体的に出土数は少なかった。

 ST53竪穴住居跡(第57図、図版8)
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 調査区中央部東端の21～22-20～21Gに位置する。北をST54に切られ、西でSD112を切っ
 ている。東壁は調査区外に位置するとみられ未検出である。平面形は隅丸の方形で、長軸4.7
 m(東西、未検出部を除く)・短軸4.3m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から63度西
 に振れている。確認面から床面までは16cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がる。覆土は
 2層で暗褐色砂質シルトを基調とし、焼土と炭化物を微量含む。床面は北から南にゆるやかに

 下がっているが起伏は少ない。ピットは5基確認されたが主柱穴は不明である。床面中央部に
 南北1.3m・東西1mの範囲で炭化物が分布しているが、カマド等は確認されなかった。
 遺物は第57図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(387)、須恵

 器壷(389)、外面が格子状タタキ調整で内面が青海波アテ調整の須恵器甕(388)など平安時
 代前期に属すると思われる土器のほか、外面に幅の狭い平行沈線が施された弥生時代中期の桜
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 井Ⅱ式と思われる土器片(390)が1点出土しているが全体に出土量は少なかった。

 ST54竪穴住居跡(第57～59図、図版8)

 調査区中央部東端の21～22-20～22Gに位置する。南でST53を切り、北をSD110に切られ

 ているほか、また床面西側をSE160に、東側をSE162に切られている。重複関係はST53→

 ST54→SE162・SE160→SD110である。平面形は隅丸のやや歪んだ方形で、長軸4.2m

 (東西)・短軸3.5m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から53度西に振れている。確認

 面から床面までは18cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は基本的に2層で上層は黒褐

 色シルト、下層は黄褐色砂質シルトを基調とする。床面は全般に貼り床が認められ、東から西

 にゆるやかに下がっているが起伏は少ない。ピットは2基確認されたが主柱穴は不明である。

 東隅(SE162の東)と西隅に焼土が分布しているがカマド跡等は確認されなかった。

 遺物は第58～59図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転ヘラ切となる須恵器圷(391・

 392)、底部切り離しが回転糸切の後ヘラ削り調整となる須恵器高台付坏(393)、外面が平行タ

 タキ目調整に内面がアテ調整で底部が丸底の須恵器甕(395)、外面、内面ともハケメ調整の土

 師器甕(396)、ロクロ成形で内面に黒色処理を施した土師器高台付坏(399・401)、外面、内面

 一71一





 検出された遺構と遺物

 とも黒色処理を施し底部が菊花状ナデ調整の土師器高台付坏(400)など平安時代前期に属す

 ると思われる土器のほか、流れ込みと見られる古墳時代の土師器高坏の脚部片(403)、幅の狭

 い平行沈線が施された弥生時代中期桜井Ⅱ式と考えられる土器片(404)などか出土している。

 ST55竪穴住居跡(第61図、図版8)

 調査区北東の24-26Gに位置する。北東でST69を、南東でST68を切っている。重複関係

 はST69→ST68→ST55である。平面形は隅丸の方形で、長軸3.3m(東西)・短軸3.1m(南

 北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から51度西に振れている。確認面から床面までは25cmを

 測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は2層で暗褐色あるいは黒褐色シルトを基調とする。

 床面は傾斜・起伏ともほとんどなく、全般に貼り床が認められる。ピットは2基検出されたが

 主柱穴は不明である。またカマド等は検出されなかった。遺物は底部切り離しが回転糸切とな

 る須恵器圷(405)と、ロクロ成形による土師器甕(406)のほか砥石と思われる石製品(407)

 などが出土した。(405)の外見上の特徴は9世紀後半～末頃を示すが、全体的に遺物の出土量

 が少なくこれが本遺構の所属時期を反映するかどうかはなお検討を要する。

 ST68竪穴住居跡(第61～63図、図版10)

 調査区北東の24～25-25～26Gに位置する。北西をST55に切られ、北でST69を切ってい

 る。東壁は調査区外に位置するとみられ未検出である。平面形は隅丸の方形で、長軸5.2m(東
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 西、未検出部を除く)・短軸5m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から84度東に振れ

 ている。確認面から床面までは38cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は2層で暗褐色

 シルトを基調とし、焼土・炭化物を微量含む。床面は傾斜・起伏ともほとんどなく、全体的に

 貼り床が認められる。ピット5基が確認されたほか床面東側には貯蔵用と思われる土坑が確認
 されたが詳細は不明である。また、カマド等は検出されなかった。
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 検出された遺構と遺物

 遺物は第62～63図に個別の資料を示した。土器は底部切り離しが回転ヘラ切となる須恵器坏

 (410)、同じく回転糸切となる須恵器坏(408・409)、須恵器高台付坏(412・413)、外面が平行

 タタキ調整、内面がアテ調整の須恵器甕(414・415)、ロクロ成形の土師器甕(421・422)、外

 面がハケメ、ケズリ調整で内面に黒色処理を施した土師器鉢(423)などが出土している。ま

 た(411)の須恵器坏の底部外面には墨書痕が認められるが字形は不明である。そのほかに、碁

 石の黒石と思われる頁岩を素材とする石製品(426)や幅の狭い平行沈線文を施した弥生時代

 中期の壷の肩部と思われる土器片(425)が出土している。本遺構から出土した須恵器坏は平

 安時代前期の9世紀第2～第3四半期頃の特徴を持つが、多くは覆土中からの出土である。

 ST56竪穴住居跡(第64～66図、図版8)

 調査区北東の23-25～26Gに位置する。北西隅をSE154に切られる。平面形は隅丸のやや歪

 んだ方形で、長軸4.7m(南北)・短軸4.2m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から東

 に11度東に振れている。確認面から床面までは32cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土

 は2層で暗褐色あるいは黒褐色砂質シルトを基調とする。床面は全体に貼り床が認められ、北

 から南にゆるやかに下がっているが起伏は少ない。ピット4基が検出されたがいずれも掘り込

 みが浅く、柱穴は不明である。床面北東の土坑(EK597)からは土師器i甕が出土したほか多

 量の焼土が分布していた。カマド等の施設は確認されていない。

 遺物は第64図に出土地点を、第65～66図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転ヘラ切

 となる須恵器坏(427)、底部切り離しが回転切となり、底部外面に墨書痕のある須恵器坏(428)、

 甕と思われる須恵器片(429)、外面、内面ともハケメ調整の長胴型の土師器甕(430・431)、内

 面に黒色処理を施した小型の土師器甕(434・435)などが出土している。本遺構およびSE154

 出土遺物の特徴から、所属時期は9世紀前半～中葉頃と思われる。

 ST57竪穴住居跡(第67～69図、図版8)

 調査区北東の23～24-24～25Gに位置する。北でST68を切る。南東壁は調査区外に位置す

 るとみられ未検出である。平面形は隅丸のやや歪んだ方形で、長軸4.1m(東西、検出された

 部分のみ)・短軸4m(南北)を測る。主軸方向は束西軸で真北から23度西に振れている。確

 認面から床面までは30cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は2層で黒褐色あるいは暗
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 検出された遺構と遺物

 褐色シルトを基調とし、焼土と炭化物を微量含む。床面は全体に貼り床が認められ、傾斜・起

 伏ともほとんどない。ピット9基が確認されたが主柱穴等は不明である。またカマド等の施設

 は確認されなかった。

 遺物は第67～69図に個別の資料を示した。平安時代の土器としては、底部切り離しが回転糸
 切となる須恵器坏(436～444)、底部が回転糸切のあとヘラケズリ調整の須恵器高台付坏(445)、

 外面が平行タタキ調整で内面が青海波アテ調整の須恵器甕(447～449)、外面、内面ともハケ

 メ調整の土師器甕(453・454・456)、内面が黒色処理された土師器鉢(457)などが出土してい

 る。なお(436)は底部外面に墨書痕があるが字形は不明である。

 古墳時代に属する土器は土師器甕の肩部片(459)、壷(460)、圷(461・462)等が出土して

 いるが、断片的な資料が多く時期の同定は難しい。他の遺物としては弥生時代中期の壷の肩部

 ～頚部と思われる土器片(463)や、碁石の白石と思われる泥岩を素材とする石製品(446)が

 ある。

 以上のように様々な時期・時代の遺物があるが、そのほとんどは覆土中からの出土で床面か

 らの出土は少ない。

 一79一





 調査区中央部東側の21～22-22～23Gに位置する。北西をST19に切られている。重複関係

 はST58→ST19と思われるが、第2次調査で検出されたST19と第3次調査で検出されたS

 T58とでは確認面の高さにかなりの差があったため重複部分断面の詳細は不明で図示できな

 かった。平面形は隅丸の方形で長軸3.8m(東西)・短軸3.3m(南北)を測る。主軸方向は東

 西軸で真北から60度西に振れている。確認面から床面までは17cmを測り、壁はゆるやかに立ち

 上がる。覆土は1層で黄褐色砂質シルトを基調とする。床面は傾斜・起伏ともほとんどない。

 ピット8基が確認されたが柱穴は不明である。カマド等は検出されなかった。

 遺物は平安時代に属すると思われる土師器片が微量出土しているが図化できたものはない。

 ST59竪穴住居跡(第70図、図版9)

 調査区中央部やや南東寄りの19～20-21～22Gに位置する。平面形は隅丸の方形で長軸3.9

 m(東西)・短軸3.6m(南北)を測る。主軸方向は東西軸で真北から79度西に振れている。確

 認面から床面までは30cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は3層で黒褐色あるいは暗

 褐色シルトを基調とし、焼土・炭化物を微量含む。床面は傾斜・起伏ともほとんどない。ピッ

 ト5基が確認されそのうちEP530は柱穴と考えられるが主柱穴は不明である。南側に遺構内土

 坑が1基検出されたがこの土坑からの遺物の出土はない。またカマド等の施設は検出されな

 かった。遺物はロクロ成形で底部切り離しが回転糸切となる土師器圷(464)と、頁岩を素材

 とする縄文時代の剥片(931)が出土しているが全般に出土量は少ない。

 ST60竪穴住居跡(第71～72図、図版9)

 調査区中央部やや南東寄りの19～20-20～21Gに位置する。平面形は隅丸の方形で長軸3.8

 m(南北)・短軸3.5m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から11度西に振れている。確

 認面から床面までは20cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。覆土は2層で黒褐色シルトを基

 一81一







 調とする。床面は全般に貼り床が認められ東から西にゆるやかに下がっているが起伏は少ない。

 ピット11基が確認され、そのうちEP538は柱穴と考えられるが主柱穴は不明である。またカ
 マド等の施設は確認されなかった。

 遺物は第72図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切になる須恵器圷(465～467)、
 天井部にヘラケズリ調整が認められる須恵器蓋(468)、内面に自然釉のかかった須恵器甕(470、
 471)、ともに外面は平行タタキ調整で内面はそれぞれ青海波アテ調整(472)、同心円状アテ調
 整(473)の須恵器甕、外面・内面ともハケメ調整の土師器甕(478)、ロクロ成形で底部切り

 離しがそれぞれ回転糸切、回転糸切のあとヘラケズリ調整の土師器坏(476)・高台付坏(477)、
 内面黒色処理の土師器高台付杯(475)など平安時代の土器が多数出土している。そのほかに

 土師器杯で体部と口縁部の境が屈曲し口縁が直線的にたちあがるもの(479)、全体的に丸みを
 もって立ち上がり口縁部が外反するもの(480)など古墳時代後期に属すると思われる土器や、

 縄文時代に属すると思われ、頁岩を素材とした石核(481)が覆土中から出土している。

 平安時代の遺物に限っても9世紀初から10世紀初までの幅広い時期に比定されるほか出土地

 点も覆土中のものが多く、本遺構の所属時期は平安時代前期以降、という以上は不明瞭である。
 ST61竪穴住居跡(第73～74図、図版9)

 調査区中央部やや南東寄りの19～20-20～21Gに位置する。平面形は隅丸の方形で長軸3.3

 m(東西)・短軸3.1m(南北)を測る。主軸方向は南北軸で真北から21度東に振れている。確
 認面から床面までは20cmを測り、壁はゆるやかに立ち上がる。覆土は基本的に2層で、上層は
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 検出された遺構と遺物

  第16表ST56～59出土遺物計測表

             挿図遺物図版種別題出土計測値(mm)調整
             番号番号番号位置ロ径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類

             65.42723須恵器坏ST56(146)72417.5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP258、底部外面墨書「浄」ヵIA4
             42821須恵器坏ST5614080352.5Y7/2灰黄ロクロロクロ回転ヘラ切RP257IA1

             429須恵器甕ST565Y5/1灰ケズリ・カキメハケメ

             43033土師器甕ST56EK597(260)(86)234335.7.5YR7/4にぶい栓ナデ・ハケメナデ・ハケメ(網代痕)RP263nG1

             43133土師器甕ST56EK597268962373235YR7/6榿ナデ・ハケメハケメ(網代痕)RP263HG1

             43237土師器甕ST56761302.5YR6/6榿ハケメハケメ(木葉痕)RP263皿G2

            6643334土師器甕ST56170781871817.5YR7/4にぶい栓ナデ・ハケメナデ・ハケメHG2

             434土師器鉢力ST56EP580(80)(140)867.5YR6/4にぶい栓ハケメミガキ内面黒色処理皿D3

             435土師器鉢力ST56EP580(54)(108)615YR6/6榿ケズリ・ハケメミガキ内面黒色処理皿D3

             6743623須恵器坏ST57(148)(86)362.5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切底部外面墨書「口」IA3

             437須恵器坏ST576810Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IA8

             438須恵器坏ST57(68)5Y611灰ロクロロクロ回転糸切IA8

             43921須恵器坏ST57(152)(70)402.5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切RP251IA3

             44021須恵器坏ST57(136)683210Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IA4

             441須恵器杯ST57(go)2.5Y8/1灰白ロクロロクロ回転ヘラ切IA7

             442須恵器坏ST57(74)5Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切IA8

             44321須恵器坏ST57144754010YR6/2灰黄褐ロクロロクロ回転糸切RP249IA4

             444須恵器坏ST57(130)(55)362.5Y6/1黄灰ロクロロクロ回転糸切IA4

            445須恵器高台付坏ST57(78)N7/灰白ロクロロクロ回転ヘラ切外面体部自然粕IF

             68447須恵器甕ST577.5GY5/1緑灰タタキアテRP244II1

             44832須恵器甕ST572.5YR3/2暗赤褐タタキアテII1

             44932須恵器甕ST57N6/灰タタキアテRP蹴、外面自齢II1

             450土師器坏ST57807.5YR6/4にぶい栓ロクロ・ケズリロクロ回転糸切ⅡA5

             451土師器甕ST57582.5YR6/6榿ケズリⅡH

             452土師器坏ST57682.5YR6/6榿ロクロ・ケズリロクロ回転糸切RP246ⅡA5

             453土師器甕ST57(114)7.5YR6/6鐙ハケメハケメⅡG2

             454土師器甕ST571545YR7/4にぶい榿ハケメハケメRP243ⅡG2

             455土師器甕ST571547.5YR6/6燈ケズリハケメRP245ⅡH

             45637土師器甕ST57622.5YR6/8榿ハケメハケメ(木葉痕)ⅡH

             45735土師器鉢ST57(202)801222.5YR5/6明赤褐ミガキミガキRP圓、内面黒色無理ⅢD1

             69458土師器甕ST57(141)2.5YR5/6明赤褐ケズリミガキ古墳時代

             459土師器甕ST57乳5YR7/4にぶい榿ハケメケズリ古墳時代

             46040土師器き里ST57442.5YR5/6明赤褐ケズリ・ハケメナデ・ミガキ古墳時代

             461土師器坏ST57272.5YR6/8榿ケズリ・ミガキミガキ古墳時代

             462土師器坏ST572.5YR5/6明赤褐ケズリミガキ古墳時代

             463弥生土器台亜ST575YR6/6榿胎土に金雲母混・外面に平行沈線の縦線文と菱形に交わる斜線文(半裁竹管、幅4皿)

             70464土師器坏ST59(137)(55)435YR7/8榿ロクロロクロ回転糸切ⅡA2

             6944644石製品碁石力ST57長さ21㎝、幅19㎜、高さ11㎜。泥岩。白石

             7093144石器剥片ST59長さ23㎜、幅16皿、高さ8㎜。頁岩。
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 検出された遺構と遺物

 黒褐色シルト、下層は褐色砂質シルトとなる。床面は傾斜・起伏ともほとんどない。ピット7

 基が確認され、そのうちEP559～560は柱穴と思われるが主柱穴は不明である。また周溝等の

 施設は確認されていない。

 カマド(EL562)は南壁ほぼ中央に検出された。長さ50cm・幅50cmで補部・煙道部も明瞭だ

 が全体的に遺存状態は良くない。覆土は2層で暗褐色シルトを基調とし、燃焼部から煙道にか

 けて多量の炭化物が分布している。またこのカマドとは別にプラン中央部よりやや西側の覆土

 内に多量の焼土が検出されたが詳細は不明である。

 遺物は第74図に個別の資料を示した。底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(482)、外面

 縁部にケズリ調整が認められる須恵器蓋(483)、口縁部外面に波状文が施された須恵器甕(484)、

 甑と思われる土師器(486)、外面、内面ともハケメ調整の土師器甕(485・487)、ロクロ成形の

 土師器甕(489・490)などが主にカマド跡とその周辺から出土した。遺物の出土状況は本遺構

 の所属時期を明確に示すものに乏しいが、概ね9世紀後半頃と思われる。

 ST62竪穴住居跡・SK123土坑・SX117遺構(第75～77図、図版9、12)

 ST62は調査区南東の19～20-20～21Gに位置する。南西でSX117を切り、南の壁をSK123

 に切られる。平面形は隅丸のやや歪んだ方形で長軸4.1m(南北)・短軸3.5m(東西)を測る。

 主軸方向は南北軸で真北から13度東に振れている。確認面から床面までは36cmを測り、壁は急

 な角度で立ち上がる。床面は壁から中央部に向けてすり鉢状に傾斜しているほか全体的に起伏

 が激しい。砂地の地山の上に黒褐色シルトの貼り床が全体的に確認できる。ピット13基が確認
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 検出された遺構と遺物

 されたが柱穴・主柱穴等は判然としない。EP507はプランのほぼ中央部に位置し、床面近く

 に石囲を伴うピットであるが詳細は不明である。

 SK123は19～20-21Gに位置する。北でST62の壁をわずかに切り、南でSX119を切る。

 平面形は長軸116cm(東西)・短軸98cm(南北)の歪んだ方形で、確認面からの深さは23cmを測

 る。断面形はやや急な角度で立ち上がり、底部は平坦である。覆土は2層で暗褐色シルトを基

 調とし、焼土・炭化物を少量含んでいる。

 SX117は調査区中央部やや南東寄りの19-18～19Gに位置する。東をST62に切られる。平

 面形は一辺120cm(未検出部を除く)の隅丸の方形で、確認面からの深さは18cmを測る。覆土

 は2層で上層は黄褐色シルト、下層は暗褐色シルトを基調とする。床面は起伏が大きく、中央

 部にピット1基を伴う。遺物は平安時代の須恵器・土師器の破片が微量出土しているが図化し

 たものはない。

 遺物は土器を第76図に、石製品を第77図に示した。ST62、SK123とも遺物は主に覆土の上

 層に分布しており、ST62からは須恵器甕(497・499・500)、土師器甕(505)、ロクロ成形で

 内面黒色処理の土師器高台付圷(502)などが、SK123からは底部切り離しが回転糸切となる

 須恵器圷(492～495)、外面ケズリ調整で内面黒色処理の土師器甕(501)、ロクロ成形の土師器

 甕(506)など平安時代前期と思われる土器が出土している。SK123から出土した須恵器坏は
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 検出された遺構と遺物

 焼成が良くないものが多いが、これは重複しているSXl19から出土した遺物の特徴と共通して

 いる。

 ST62の覆土から出土した厚い円盤状の石製品(509)は泥岩から作られている。各面とも擦っ

 て整形したあとが明確であるほか、表・裏とも「丸の中に十字」状の線刻が認められる。「丸」

 の部分は長軸約29mm・短軸約26mmのやや歪んだ楕円形となり、「十字」の部分ともども線刻は

 幅・深さとも約1.5～21mnを測り断面は楔状となる。また「丸」の周辺には幅・深さとも1mm

 未満の線刻があるが、本稿では便宜上この細い線刻が多く認められる面を表、としている。本

 遺物の時期・性格等については不明である。

 ST63竪穴住居跡・SK121土坑(第76～77図、図版9)

 ST63は調査区南東の20～21-19～20Gに位置する。南西側の壁をSK121に切られる。平面

 形は隅丸の方形で長軸3.2m(南北)・短軸2.9m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北を

 向いている。確認面から床面までは24cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。床面は起伏が激

 しく、また全般に貼り床が認められる。ピット6基が確認されたが柱穴・主柱穴は不明である。

 カマド等の施設は検出されなかった。遣物は土器・陶器を第76図に、石製品を第77図に示した。
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 検出された遺構と遣物

 底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(491)や須恵器甕(498)、また9世紀前半の猿投窯

 産と考えられる灰釉陶器圷(503)、高台付坏(504)の破片など平安時代の土器・陶器のほか

 覆土中から縄文晩期大洞A新段階と思われる深鉢(507)、弥生時代中期桜井式の土器片(508)、

 堆積岩を素材とする砥石(510)なども出土しているが全体的に出土量は少ない。

 SK121は調査区中央部やや南東側の20-19Gに位置し、東でST63の壁をわずかに切ってい

 る。平面形は長軸84cm(南北)・短軸78cm(東西)の歪んだ方形で、確認面からの深さは16cm

 を測る。断面形はややゆるやかな角度で立ち上がり、底部は平坦である。2層の覆土の上層か

 ら平安時代と思われる須恵器・土師器片が出土しているが図化できたものはない。

 ST65竪穴住居跡(第78図、図版9)

 調査区南東の19～20-16～17Gに位置する。北西でSK122に、北でSX124に切られる。プ

 ランの大部分は東の調査区外に続いているとみられ、検出されたのは西側の一部分である。平

 面形は隅丸の方形で長軸5.7m(南北)・短軸1.8m(東西、未検出部分を除く)を測る。主軸

 方向は南北軸で真北から20度東に振れている。確認面から床面までは18cmを測り、壁は急な角

 度で立ち上がる。床面は全体に貼り床が認められ、傾斜・起伏ともほとんどない。ピット2基
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 検出された遺構と遺物

 が確認され、そのうちEP506は主柱穴と考えられる。カマド等の施設は確認できなかった。

 遺物は全般的に出土量は少なかった。土器は平安時代に属すると思われ、底部切り離しが回

 転糸切となる須恵器坏(511)、天井部回転ヘラケズリ調整の須恵器蓋(512)や須恵器甕片

 (513・514)等が出土している。そのほかに不連続ながら二次調整が施された頁岩製の石器剥

 片(515)等が出土している。

 ST66竪穴住居跡(第79～82、134図、図版10)

 調査区中央部やや南東寄りの18～19-21～22Gに位置する。北西でST67を切る。平面形は

 隅丸の方形で、長軸4.5m(南北)・短軸3.7m(東西)を測る。主軸方向は南北軸で真北から

 15度西に振れている。覆土は2層で暗褐色シルトを基調とする。確認面から床面までは12cmを

 測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がる。床面は全般に貼り床が認められ、傾斜・起伏ともほ

 とんど認められない。ピット6基が確認されたが主柱穴・柱穴は不明である。床面からは土坑
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 検出された遺構と遺物

  第17表ST60～63・65・SK123出土遺物計測表

            挿図遺物図版出土計測値(mm)調整
            番号番号番号種別麗位置口径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類
            7246521須恵器坏ST60(140)(62)3410YR6/4にぶい黄掲ロクロロクロ回転糸切RP214IA3

            466須恵器坏ST60(62)5YR5/4にぶい黄褐ロクロロクロ回転糸切IA9

            467須恵器坏ST60(50)10Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IA9

            46824須恵器蓋ST60(150)26N4/灰ロクロロクロIE1

            469須恵器高台付坏ST60(92)2.5GY6/1オリーブ灰ロクロロクロ回転ヘラ切IB6

            470須恵器甕ST60(156)N3/暗灰ロクロロクロ内面に自然紬II2

            471須恵器甕ST60N3/暗灰ロクロロクロ内面に自然紬II2

            472須恵器甕ST60N3/暗灰タタキアテRP215II1

            47332須恵器甕ST60N6/灰タタキアテII1

            474須恵器甕ST60(106)N3/暗灰ロクロロクロ・ナデII2

            475土師器坏ST60587.5YR7/6鐙ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢA7

            47627土師器坏ST6013454455YR4/6榿ロクロロクロ回転糸切RP213ⅡA3

            47727土師器高台付坏ST6014270647.5YR7/6榿ロクロロクロRP213ⅡB3

            478土師器甕ST6010YR5/3にぶい黄褐ハケメハケメRP213ⅡG2

            479土師器坏ST605YR7/8榿ケズリミガキ古墳時代

            48039土師器鉢ST60210752.5YR5/8明赤褐ケズリミガキ古墳時代

            74482須恵器坏ST61EL54N5/灰ロクロロクロ回転糸切IA9

            483須恵器蓋ST61EL(160)3210Y5/1灰ロクロ・ケズリロクロIF

            48432須恵器甕ST61N3/暗灰カキメ・波状文アテRP286II1

            485土師器甕ST61EL7.5YR7/4にぶい糧ハケメハケメRP265ⅡH

            48637土師器甑ST61EL325YR6/8榿ⅡI

            487土師器甕ST61EL2562125YR7/6榿ハケメハケメRP265ⅡG1

            488十師器甕ST61EL5YR4/6檀ケズリハケメⅡH

            489土師器甕ST61EL220(219)2.5YR4/8赤褐ロクロ・ケズリロクロRP265ⅡG4

            490土師器甕ST61EL761782.5YR6/6澄ロクロ・ハケメロクロ・ハケメRP265ⅡG4

            76491須恵器坏ST63722.5Y6/3にぶい黄ロクロロクロ回転糸切RP206IA3

            49221須恵器坏SK123140644310Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切RP210IA5

            493須恵器坏SK123136704010YR7/3にぶい黄榿ロクロロクロ回転糸切RP209IA4

            494須恵器坏SK123(62)10YR7/4にぶい黄榿ロクロロクロ回転糸切IA9

            495須恵器坏SK123(72)2.5Y7/2灰黄ロクロロクロ回転糸切IA8

            496須恵器蓋SK123138N5/灰ロクロロクロRP208IF

            497須恵器甕ST625Y6/1灰タタキロクロ・ナデII2

            49832須恵器甕ST63N3/暗灰ロクロ・ナデロクロ・カキメRP161II2

            499須恵器甕ST62N3/暗灰タタキアテRP158II1

            50032須恵器甕ST62N5/灰カキメナデII2

            501土師器鉢SK123707.5YR6/6榿ケズリミガキ内面黒色処理。底部外面箆記号「xjⅢD3
            502土師器高台付坏ST62(50)10YR5/2灰黄褐ロクロケズリ回転糸切内面黒色処理ⅢB4

           50328灰釉陶器坏ST63(140)2.5Y6/2灰黄ロクロロクロ猿投窯系9C

           50428灰釉陶器高台付坏ST63565Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切猿投窯系9C

            505土師器甕ST622.5YR5/6明赤褐ハケメナデRP157ⅡH

            50637土師器甕SK123(214)(202)ロクロロクロRP207ⅡG4

           50743縄文土器深鉢ST63217602292437.5YR6/4にぶい榿胎土に細砂粒・金雲母・海綿骨針含む。原体LRr。胴部外面に5条の結節回転文。口縁部外面は無紋、ミガキ。
           50844弥生土器ST6310YR4/1褐灰胎土に石英粒混。外面に平行沈線の重山形文(半截竹管、3㎜)

            78511須恵器坏ST65EP506645Y7/1灰白ロクロロクロ回転糸切IA9
            512須恵器蓋ST65(128)N4/灰ロクロ・ケズリロクロIF

            513須恵器甕ST65EP49310YR6/3にぶい黄澄ロクロ・ナデロクロ・ナデII2

            514須恵器甕ST65EP49358N3/暗灰ロクロ・ケズリ・カキメロクロ・ナデII2
            7248144石器石核ST60長さ66㎜、幅53㎜、高さ47㎜。頁岩。

            7750944石製品不明ST62長さ44㎜、幅44㎜、高さ14㎜。泥岩。

            51044石製品砥石ST63長さ141㎜、幅59㎜、高さ33㎜。砂岩。

            7851544石器剥片ST65長さ56㎜、幅46㎜、高さ13㎜。頁岩。二次加工。
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 検出された遺構と遣物

 2基も検出され、そのうちEK563は覆土に多量の焼土と炭化物を含んでいる。また周溝等の

 施設は確認されていない。

 カマド(EL570)は南壁ほぼ中央に検出された。主軸は真北から西に2度振れている。長さ

 70Cm・幅90cmで神部・煙道部は明瞭に確認できるが遺存状況は良くない。燃焼部から袖部にか

 けて多量の焼土・炭化物が分布している。

 遣物は第79図に出土地点を、第80～82図に個別の資料を示した。土器は供膳形態としては底

 部切り離しが回転糸切となる須恵器坏(516～521)、つまみがなく外面にケズリ調整が認めら

 れる須恵器蓋(523)、ともにロクロ成形で底部切り離しが回転糸切となる土師器高台付坏(525)、

 高台付皿(526)が、煮沸形態としてはロクロ成形の土師器甕(528)、外面、内面ともハケメ

 調整の土師器甕(531)などが主にカマド跡とその周辺から出土している。ほかに覆土中から

 頁岩を素材とした縄文時代の剥片(i541)が出土している。遺物の出土状況とその外見上の特

 徴から、本遺構の所属時期は9世紀第3～第4四半期頃と思われる。

 ST67竪穴住居跡(第79～82図、図版10)

 調査区中央部やや南東寄りの18～19-21Gに位置する。北東をST66に切られる。平面形は

 隅丸のやや歪んだ方形で、長軸3.7m(南北)・短軸3.3m(東西)を測る。主軸方向は南北軸

 で真北から23度東に振れている。覆土は2層で黒褐色シルトを基調とする。確認面から床面ま

 では12Cmを測り、壁はゆるやかな角度で立ち上がる。床面は全般に貼り床が認められ、傾斜・

 起伏ともほとんど認められない。ピット4基が確認されたが主柱穴・柱穴は不明である。また

 周溝等の施設は確認されていない。

 カマド(EL570)は南壁ほぼ中央に検出された。主軸は真北にほぼ一致する。長さ60cm・幅

 100cmで袖部・煙道部は明瞭に確認できるが遺存状態は良くない。燃焼部から袖部にかけて多

 量の焼土・炭化物が分布している。このカマドの東隣に貯蔵穴とみられる土坑(EK604・E

 K605)があり、ここからも多量の焼土・炭化物が検出された。

 遺物は第79～80図に出土地点を、第80～82図に個別の資料を示した。土器は主にカマドとそ

 の周辺、貯蔵穴と思われる土坑から、底部切り離しが回転糸切となる須恵器坏(522)、ロクロ

 成形の土師器高台付皿(527)、外面・内面ともハケメ調整の土師器甕(529・531・532・534)、

 外面ケズリ調整・内面ハケメ調整の土師器甕(530)、ロクロ成形の土師器甕(535～539)など

 が出土した。そのほかに覆土中から、外面に幅の狭い平行沈線を施した弥生時代中期桜井H式

 の土器片(540)が出土している。遺物の出土状況とその外見上の特徴から、本遺構の所属時

 期は9世紀第3～第4四半期頃と思われる。

 ST69竪穴住居跡(第83～84図、図版10)

 調査区北東の24～25-26～27Gに位置する。北西をSK103に、南西をST55に、北をSB

 163に、南壁をST68に、南東の床面をSK104に切られるほか、南東隅の一部は調査区外に位

 置するものと思われる。平面形は隅丸の方形で、長軸4.6m(東西)・短軸4.5m(南北)を測

 る。主軸方向は東西軸でほぼ真東を向いている。覆土は3層で黒褐色あるいは暗褐色シルトを

 基調とする。確認面から床面までは29cmを測り、壁は急な角度で立ち上がる。床面は東から西
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 検出された遺構と遺物

 にゆるやかに傾斜しているが起伏は少なく、全体に貼り床が認められる。ピット・柱穴は確認

 されなかった。カマド(EL627)は南壁ほぼ中央に検出された。南側と煙道部はST68によっ

 て切られており、主軸方向は真北から8度西に振れている。検出部分は長さ70cm・幅70Cmで全

 体的に遺存状態は悪い。燃焼部から袖部にかけて多量の焼土・炭化物が分布する中に土師器片

 が出土している。

 遺物は第83図に個別の資料を示した。土師器は古墳時代のもので、体部と口縁部の境が軽く

 屈曲し口縁部が直立する杯(542)、高坏脚部(543)、頚部から口縁部にかけてゆるやかに外反

 する甕(544・546)、やや突出した底部を持つ甕(545)などがある。ほかに、弥生時代の高坏

 片(547)が出土している。古墳時代の遺物は多くが5世紀末～6世紀初に属すると思われるが、

 (543)のみは時代がよりさかのぼるものと推測される。
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 検出された遺構と遣物

 2掘立柱建物跡(SB)

 掘立柱建物跡は第2次調査で3棟、第3次調査で1棟の計4棟が検出された。これらの建物

 跡と、重複して検出されたその他の遺構と、そこから出土した遺物について概略を述べる。

 SB163掘立柱建物跡(第85図、図版10)

 調査区北東の24～25-26～27Gに位置する。南東でST69を、南西でSKIO3を切る。梁行

 (東西)2間・桁行(南北)3間の建物跡で柱間の長さは最長175cm・最短120cmを測る。主軸方

 位は南北軸で真北から東に2度振れている。総柱・側柱・庇は検出されていない。柱穴の平面

 形は円あるいは楕円形を呈し、それぞれ径30～50cm・深さ14～35cmを測る。柱根は出土してい

 ない。遺物は各柱穴の覆土中から微量の土師器破片のほか、碁石と思われる小型の石製品(548)

 が出土している。本遺構の構築時期は遺構の重複関係等から奈良・平安時代以降と思われるが

 詳細は不明である。
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 検出された遺構と遺物

 SB253掘立柱建物跡(第86図、図版11)

 調査区中央部の14～15-21～22Gに位置する。他の遺構との重複関係は認められない。梁行

 (東西)2間・桁行(南北)2間の建物跡で柱間の長さは最長195cm・最短170cmを測る。EB

 307に対応する柱穴は検出されなかったが、EB273・EB274も柱穴に含んだ変則的な形態の建

 物跡であった可能性も考えられる。主軸方位はほぼ真北と一致する。総柱・側柱・庇は検出さ

 れていない。柱穴の平面形は楕円形を呈し、それぞれ径50～60cm・深さ20～25cmを図る。柱根
 は出土していない。

 遺物は出土せず、構築時期等は不明である。

 SB254掘立柱建物跡・SX258・SX259遺構(第87図、図版11)

 調査区中央部の16-21～22Gに位置する。SX258・SX259と重複している。梁行(東西)
 2間・桁行(南北)3間の建物跡で柱間の長さは最長240cm・最短140cmを測る。主軸方位は南

 北軸で真北から西に10度振れている。総柱・側柱・庇は検出されていない。柱穴の平面形は楕

 円形あるいは不整形を呈し、それぞれ径60～85cm・深さ22～30cmを測る。柱根は出土していな

 い。また、本建物跡からは遺物は出土していない。構築時期は重複する遺構の出土遺物から平
 安時代前期以降と考えられるが詳細は不明である。

 SX258遺構は16-22Gに位置する。平面形は長軸(南北)200cm・短軸(東西)180cmの楕円
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 検出された遺構と遺物

 形を呈し、深さは17cmを測る。覆土中から弥生時代中期と思われる土器片(550)が出土して

 いる。SX259遺構は16～17-22Gに位置し、SB254に切られている。平面形は長軸(東西)

 140cm・短軸(南北)90cmの隅丸方形を呈し、深さは8cmを測る。覆土中から底部切り離しが

 回転糸切となり底部外面に墨書痕のある須恵器坏(549)などが出土している。SX258・259と

 も構築時期はSB254よりも早いと思われるが、その性格を含めて詳細は不明である。
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 検出された遺構と遺物

 SB255掘立柱建物跡(第88図、図版11)

 調査区中央部やや北側の17～18-25～26Gに位置する。南東でST40を、南西でSD256を

 切っている。梁行(東西)2間・桁行(南北)2問の建物跡で柱間の長さは最長245cm・最短

 135cmを測る。主軸方位は南北軸で真北から6度束に振れている。総柱・側柱・庇は検出され

 ていない。柱穴の平面形はほぼ楕円形を呈し、それぞれ径50～110cm・深さ10～30cmを測る。柱

 根は出土していない。遺物は柱穴の覆土中から、天井部外面が回転ヘラケズリ調整の須恵器蓋

 (551)など須恵器・土師器の小片が少量出土している。本遺構の構築時期は遺構の重複関係か

 ら平安時代前期(9世紀末)以降と考えられるが詳細は不明である。
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 検出された遺構と遣物

 3土坑(SK)

 SK104土坑(第89～93図、図版11)

 調査区北東の25-26～27Gに位置する。ST69の床面東側を切って掘られている、平面形は

 長径225cm(南北)・短径175cm(東西)の歪んだ楕円形で、確認面からの深さは84cmを測る。断

 面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。底面は南側が楕円状に大きく落ち窪んでいる

 ほか、北に溝状の浅い窪みがある。覆土は3層で暗褐色あるいは黒褐色シルトを基調とし、1

 層とⅡ層には微量の焼土・炭化物が混じっている。

 遺物は第90図に分布状況を示し、第91～93図に個別の資料を掲載した。南側の窪みの覆土内

 を中心に古墳時代の土師器坏蓋・甕・甑等の遺物が多数出土している。

 坏蓋は体部が丸みをもって立ち上がり口縁部がほぼ直立するもの(552～554)と、体部と口

 縁部の境が屈曲するもの(555～557)とに大別される。小型の甕は口縁部が厚手でゆるやかに

 外反するもの(558)、口縁部が「く」の字状に軽く屈曲するもの(559)、口縁部が薄手で「く」

 の字に屈曲し、突出する底部を持つもの(564)が出土している。

 大型の甕は全体的に長胴的プロポーションを持つものが多く、口縁部が丸みをおびて屈曲す

 るもの(565)、頚部から口縁部がゆるやかに外反し、突出する底部を持つもの(569)、口縁部

 が「く」の字状に軽く屈曲し、突出した底部を持つもの(563・570)等がある。また底部のみ

 の資料であるが丸底の甕(561)も出土している。

 (566)は甕型状・無底式の甑で、口縁部は厚手で「く」の字状に屈曲し、体部は外面・内面

 ともケズリ調整が施されている。

 これらの遺物はそれぞれの特徴から考えて5世紀末～6世紀初頃の時期に属するものと思わ

 れる。本遺構から床面を切られているST69竪穴住居跡からもほぼ同時期の土師器が出土して

 おり、本遺構の構築時期・埋没時期ともそれと大きな差がないものと推測される。
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 検出された遺構と遺物

 SK102土坑(第95図)

 調査区北東の26-27Gに位置する。平面形は長径100cm(南北)・短径83cm(東西、検出され

 た部分)の楕円形で、確認面からの深さは40cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で

 立ち上がる。遺物は出土しなかった。

 SK103土坑(第95図)

 調査区北東の25-25～26Gに位置する。東でST69を切り、北東をSB163に切られる。平面

 形は長径277cm(南北)・短径230cm(東西)の歪んだ楕円形で、確認面からの深さは38cmを測る。

 断面形は西側がゆるやかな角度で、東側が急な角度で開口部に向かって立ち上がる。底面は北

 西から南東にかけて溝状の窪みがある以外は起伏が少ない。遺物は覆土中から平安時代と思わ

 れる須恵器・土師器の破片が少量出土しているが図化できたものはない。

 SK107土坑(第95図)

 調査区東側20-23Gに位置する。平面形は長径128cm(南北)・短径98cm(東西)の楕円形で、

 確認面からの深さは18cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。遺物は覆
 土中から平安時代と思われる須恵器・土師器の破片が少量出土しているほか、粘板岩を素材と

 した円盤状石製品の破片(第95図575)が出土している。

 SK108土坑(第95図)

 調査区東側21-21Gに位置する。平面形は長径76cm(南北)・短径70cm(東西)の楕円形で、

 確認面からの深さは84Cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。遺物は平
 安時代と思われる須恵器・土師器の破片が少量出土しているが図化できたものはない。

 SK109土坑(第95図)

 調査区東側21-21Gに位置する。平面形は長径104cm(南北)・短径77cm(東西)の楕円形で、

 確認面からの深さは29cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。遺物は覆
 土中から弥生土器の破片が一点のほか、平安時代と思われる須恵器・土師器の破片がわずかに

 出土しているが図化できたものはない。

 SK126土坑(第110図)

 調査区南東の17-17Gに位置する。南でSD116を切る。平面形は長径90cm(南北)・短径78

 cm(東西)の楕円形で、確認面からの深さは23cmを測る。断面形は開口部に向かってややゆる

 やかな角度で立ち上がる。遺物は覆土中から平安時代と思われる須恵器・土師器の破片が微量

 出土しているが図化できたものはない。

 SK133土坑(第4・94図)

 調査区東側の20-20Gに位置する。平面形は長径164cm(南北)・短径108cm(東西)の歪んだ

 楕円形で、確認面からの深さは14Cmを測る。断面形は開口部に向かってゆるやかな角度で立ち

 上がる。遺物は覆土中から平安時代と思われる須恵器・土師器の破片が少量出土しているほか、

 弥生時代中期桜井Ⅱ式と思われる土器片(571)が出土している。

 SK159土坑(第96図)

 調査区東側の21-20Gに位置する。平面形は長径76cm(南北)・短径67cm(東西)の楕円形で、
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 検出された遺構と遺物

 確認面からの深さは28cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。黒褐色シ

 ルトの覆土中に径3～10cmの礫が数十個人為的に埋められている。遺物は覆土中から土師器の
 破片がわずかに出土しているが図化できたものはない。

 SK215土坑(第94・96図)

 調査区北東の23～24-27Gに位置する。平面形は径185cmのやや歪んだ円形で、確認面からの

 深さは35cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。覆土は人為的に埋めら

 れた可能性が高い。遺物は覆土中から平安時代と思われる須恵器・土師器の破片が微量出土し

 たほか、弥生時代中期桜井式と思われる土器片(572・573)が出土している。

 SK216土坑(第94・96図)

 調査区北東の24-27～28Gに位置する。平面形は径170cmのやや歪んだ円形で、確認面からの

 深さは28cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で立ち上がる。遺物は覆土中から平安

 時代と思われる須恵器・土師器小片のほか江戸時代の肥前産と思われる磁器碗(574)が出土
 している。

 SK260土坑(第96図)

 調査区中央部北側の20-26Gに位置する。西側でSX280を切っている。平面形は長径185cm

 (南北)・短径150cm(東西)の歪んだ楕円形で、確認面からの深さは72cmを測る。断面形は開
 口部に向かって急な角度で立ち上がり、南側ではオーバーハングしている部分がある。覆土は

 人為的に埋められたと思われる。遺物は覆土中から平安時代と思われる須恵器・土師器や中近

 世の陶磁器の破片が数十点出土したがそのすべてが小片で図化できたものはない。

 SX280性格不明遺構(第96図)

 調査区中央部北側の20-26Gに位置する。東でSK260に切られる。平面形は長軸160cm(南
 北)・短軸40cm(東西)の細長く歪んだ楕円形で、確認面からの深さは67cmを測る。断面形は
 南側がゆるやかな角度で立ち上がり、北側は段差を持ったあと急な角度で立ち上がっている。

 覆土は自然堆積と思われる。遺物は覆土中から平安時代と思われる須恵器・土師器や中近世の
 陶磁器の破片が出土したがすべて小片で図化できたものはない。

114







 検出された遺構と遺物

 4井戸跡(SE)

 井戸跡は第2次調査では検出されなかったが、第3次調査では16基が検出された。以下に各
 井戸跡とそれと重複して検出された一部の遺構と、それらから出土した遺物の概略を述べる。

 なお遺物については第101図～第105図に個別の資料を示している。

 SEIO6井戸跡(第97図、図版12)

 調査区中央部東側の20-24Gに位置する。平面形は長径が238cm(東西)・短径が220cm(南

 北)の楕円形となり、確認面からの深さは132cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部
 に向かって急な角度で立ちあがっている。覆土は5層で、黒褐色あるいは暗褐色シルトを基調

 とし、小磯・砂・焼土・炭化物等が各層に混入している。また底部からは若干量の湧水が見ら

 れた。

 遺物は平安時代前期に属すると思われる須恵器・土師器の坏・甕等の破片が少量出土してい

 るが図化したものはない。本井戸跡の構築時期は判然としないが、埋没は平安時代前期以降と

 考えられる。

 SE135井戸跡(第97図、図版12)

 調査区南東の17-17～18Gに位置する。平面形は長径が185cm(南北)・短径が164cm(東西)
 の楕円形となり、確認面からの深さは162Cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向
 かって急な角度で立ちあがっている。覆土は4層で自然堆積と思われ、上部の層は暗褐色ある

 いは黒褐色シルトを基調とする。最下層は粘質シルトとなり、底部からは多量の湧水がみられ

 た。

 遺物は出土しておらず、本井戸跡の構築時期・埋没時期とも不明である。

 SE140井戸跡(第98、103図)

 調査区南東の18-17Gに位置する。平面形は長径が142cm(南北)・短径が105cm(東西)の楕
 円形となり、確認面からの深さは106Cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向かっ
 て急な角度で立ちあがっている。覆土は5層で自然堆積と思われ、上部の層は黒褐色あるいは

 暗褐色シルトを基調として焼土・炭化物が微量混じり、下部の層は黒褐色粘質シルトを基調と

 して砂粒が微量混じる。底部からは多量の湧水が見られた。

 遺物は須恵器・土師器の坏・甕等の破片が少量出土しているほか、中世の陶器で天目茶碗の

 底部片(607)が出土している。

 本井戸跡の構築時期は判然としないが、埋没は中世以降と考えられる。

 SE142井戸跡(第98、103図)

 調査区南東の19-17Gに位置する。平面形は径が125cmのほぼ円形となり、確認面からの深さ

 は128Cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向かって急な角度で立ちあがっている。

 覆土は3層で自然堆積と思われ、上部の層は黄褐色あるいは暗褐色の砂質シルトを基調として

 砂・炭化物が混じり、下部の層は黒褐色粘質シルトを基調として砂が微量混じる。底部からは

 多量の湧水が見られた。

 遺物は平安時代と思われる須恵器・土師器の破片が少量出土したほか、13世紀の龍泉窯系と
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 検出された遺構と遺物

 見られ、表面が鏑蓮弁文の青磁碗片(605)が出土している。本井戸跡の構築時期は判然とし
 ないが、埋没は鎌倉時代以降と考えられる。

 SE143井戸跡(第98図)

 調査区南東の18-17～18Gに位置する。径が100cmのほぼ円形で、確認面からの深さは93cmを
 測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向かって急な角度で立ちあがっている。覆土は3

 層で自然堆積と思われ、暗褐色あるいは黒褐色の砂質シルトを基調とし砂を混入する。また底
 部からは多量の湧水が見られた。

 遺物は出土しておらず、本井戸跡の構築時期・埋没時期とも判然としない。
 SE144井戸跡(第98、102、104図、図版12)

 調査区南東の18～19-18Gに位置する。平面形は長径160cm(東西)・短径152cm(南北)の楕
 円形となり、確認面からの深さは140cmを測り、断面形は開口部に向かって急な角度で立ちあ

 がっている。底部からは多量の湧水がみられた。覆土は5層で、第1～3層は黒褐色あるいは

 暗褐色シルトが基調で砂・炭化物・焼土を混入し、第4・5層はそれぞれ褐色砂質シルト・灰
 色粘質シルトとなる。また底部からは多量の湧水が見られた。

 遺物は最下層から曲物の底部と思われるスギ材の木製品(610)が出土しているほか、底部か
 ら須恵器甕の破片(597)、覆土から須恵器・土師器等の破片が少量出土している。本井戸跡の
 構築時期は判然としないが、埋没時期は平安時代前期以降と考えられる。

 SE145井戸跡(第98図〉

 調査区南東の16-17Gに位置する。平面形は長径105cm(東西)・短径90cm(南北)の楕円形
 となり、確認面からの深さは90cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向一かって急な
 角度で立ちあがっている。覆土は4層で上部の3層は黒褐色シルトあるいは砂質シルトを基調
 として焼土・炭化物を混入し、最下層は灰色の粘質シルトとなる。

 遺物は出土しておらず、本井戸跡の構築時期・埋没時期とも判然としない。
 SE146井戸跡(第99、103、104図、図版12)

 調査区南東の16-15Gに位置する。平面形は長径210cm(南北)・短径200cm(東西)の楕円形
 となり、確認面からの深さは120cmを測る。断面形は開口部が広く、掘り方途中で若干の段を
 形成している。覆土は6層で、上部の層は黒褐色あるいは暗褐色のシルトあるいは砂質シルト
 を基調として炭化物・砂粒を微量含み、最下層は砂交じりの灰色の粘土となる。また底部から
 は多量の湧水が見られた。

 遺物は最下層の上部から曲物の底部と思われるスギ材の木製品(609)が出土している。他に
 平安時代と思われる須恵器甕の破片が微量出土したほか、13世紀の同安窯系と見られ、内面に
 劃花文がある青磁碗片(606)が一点出土している。

 本井戸跡の構築時期は判然としないが、埋没時期は鎌倉時代以降と考えられる。
 SE147井戸跡(第99、103図、図版12)

 調査区南東の17-16Gに位置する。平面形は長径150cm(南北)・短径102cm(東西)のやや歪
 んだ楕円形となり、確認面からの深さは106cmを測る。断面形は開口部に向かって急な角度で
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 検出された遺構と遣物

 立ちあがっている。覆土は6層で自然堆積と思われ、上部の層は砂質シルトを、下部の層は粘

 質シルトあるいは砂質粘土を基調とする。

 遺物は最下層から曲物の底部と思われるスギ材の木製品(611)が出土しているが土器・陶磁

 器等は出土しなかった。本井戸跡は構築時期・埋没時期とも判然としない。

 SE148井戸跡(第99図)

 調査区南東の16-16Gに位置する。平面形は長径127cm(南北)・短径112cm(東西)の楕円形

 となり、確認面からの深さは86cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は掘り方途中で若干の段

 を形成している。覆土は3層で、上部の層は暗褐色あるいは黒褐色シルトを、下部の層は砂質

 粘土を基調とする。

 遺物は出土しておらず、本井戸跡の構築時期・埋没時期とも判然としない。

 SE151井戸跡(第99、101図、図版12)

 調査区南東の19-18Gに位置する。平面形は長径182cm(東西)・短径157cm(南北)の楕円形

 となり、確認面からの深さは129cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部に向かって急

 な角度で立ちあがる。覆土はll層で、黒褐色あるいは暗褐色のシルトあるいは砂質シルトを基

 調とし、砂・炭化物等を混入している。

 遺物は覆土中から外面平行タタキ目調整・内面アテ調整の須恵器甕の破片(587)のほか、須

 恵器・土師器の破片が少量出土している。本井戸跡の構築時期は判然としないが、埋没時期は

 平安時代以降と考えられる。

 SE153井戸跡(第99図、図版12)

 調査区南東の18-18Gに位置する。南東をSDl18に切られる。長径174cm(東西)・短径151

 Cm(南北)の楕円形で、確認面からの深さは98cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部

 に向かって急な角度で立ちあがる。覆土は基本的に4層で、黒褐色あるいは暗褐色のシルトま

 たは砂質シルトを基調としている。

 遺物は出土しておらず、本井戸跡の構築時期・埋没時期とも判然としない。

 SE154井戸跡(第100～102図、図版14)

 調査区北東の23-26Gに位置する。南東でST56の北西側の壁と床面の一部を切っている。

 平面形は長径255cm(南北)・短径230cm(東西)のやや歪んだ楕円形となり、確認面からの深

 さは96cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部が広く、掘!)方途中で若干の段を形成し

 ている。覆土は3層で、暗褐色あるいは黒褐色シルトを基調とし、砂・焼土・炭化物をそれぞ

 れ微量混入する。

 遺物は覆土中から底部切り離しが回転糸切となる須恵器杯(579)、外面平行タタキ目調整・

 内面青海波アテ調整の須恵器甕片(586・588・590・591・593・594・596～598)やロクロ成形

 で底部切り離しが回転糸切となり、法量が小さく器形の歪みが著しい土師器杯(601・602)、ロ

 クロ成形で内面が黒色処理された土師器高台付坏(603)など多数が出土している。

 本井戸跡の構築時期はST56よりも後になり、埋没時期とともに平安時代前期の9世紀第4

 四半期～10世紀第1四半期と考えられる。
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 検出された遺構と遺物

 SE160井戸跡(第100～102図、図版14)

 調査区中央部東側の22-22Gに位置する。ST54の床面北西側を切っており、西でSE162と

 隣接する。平面形は長径195cm(南北)・短軸178cm(東西)の楕円形となり、確認面からの深

 さは89Cmを測る。素掘りの井戸跡で、断面形は開口部が広く、一部オーバーハングしている部

 分がある。覆土は3層で黒褐色のシルトあるいは砂質シルトを基調とし、微量の焼土・炭化物

 を混入する。自然堆積と思われるが一部に後世の撹乱を受けている。

 遺物は覆土中から底部切り離しが回転糸切となり、口径・法量とも大きめの須恵器坏(577)、

 底部切り離しが回転糸切となる須恵器高台付坏(580)、ロクロ成形の土師器甕口縁部(599)

 などが出土している。本井戸跡の構築時期はST54よりも後になり、埋没時期とともに平安時

 代前期以降と考えられる。

 SE161井戸跡(第100～101図、図版14)

 調査区南東側の19-18Gに位置する。東をSX141に切られる。平面形は長径137cm(南北)・

 短径112cm(東西、推定)の楕円形となり、確認面からの深さは176Cmを測る。断面形は底部か

 ら急な角度で立ち上がったあと中央部がフラスコ状にふくらみ、開口部に向かって再び急な角

 度で立ち上がっている。覆土は4層で自然堆積と思われ、上部の層は暗褐色あるいは黒褐色シ

 ルトを基調として微量の焼土・炭化物を混入し、下部の層は黒褐色あるいは灰色の粘質シルト

 を基調とする。また底部からは多量の湧水がみられた。

 遺物は覆土の第3層から出土したヘラケズリ調整を施した須恵器双耳坏耳部片(582)のほか、

 覆土各層から須恵器・土師器の小片が出土している。本井戸跡の構築時期は判然としないが、

 埋没時期は平安時代以降と考えられる。

 SX141性格不明遺構(第100、102図、図版15)

 調査区南東の19-18Gに位置する。西でSE161を切る。平面形は長軸254cm(東西)・短軸

 137cmの歪んだ楕円形で、確認面からの深さは55cmを測る。断面形は急な角度で立ち上がり、底

 部は東から西にゆるやかに傾斜しているが起伏は少ない。底部中央部やや東よりに多量の焼土

 が歪んだ楕円状に分布しており、その周囲には多量の炭化物が検出されている。覆土は6層で

 暗褐色シルトを基調とし、一部の層には多量の炭化物・焼土を含んでいる。また東端は若干撹

 乱されているものと思われる。

 遺物は外面平行タタキ目調整・内面アテ調整の須恵器甕片(592)のほか、土師器の破片出土

 しているが全体に出土量は少ない。また覆土中の焼土・炭化物集中部から出土した長径15～30

 cmの石6個は本遺構と関わるものであった可能性が考えられるが、出土した位置・状況につい

 ては本遺構が使用されていた時の状態から変化しているものと思われる。

 本遺構の構築時期はSE161よりも後になり、埋没時期とともに平安時代前期以降と考えられ

 る。また焼土・炭化物等の出土状況から何らかの生産遺構であった可能性はあるが、詳細な性

 格については判然としない。

 SE162井戸跡(第101～105図、図版13)

 調査区中央部東側の22-22Gに位置する。ST54の床面北東側を切っており、東でSE160と
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 検出された遺構と遺物

 隣接する。平面形は径175cmのほぼ円形で、確認面からの深さは128cmを測る。断面形は開口部

 に向かって急角度で立ち上がっているほか、北側にはオーバーハングしている部分も見られる。

 覆土は基本的に6層で、暗褐色あるいはは黒褐色のシルトまたは粘質シルトを基調とし、各層

 に砂・焼十・多炭化物を微量含む。底部からは多量の湧水が見られた。

 遺物は最下層から曲物の側板(614)と底板(613)のほか棒状の木製品(615)が出土した。

 曲物は側板・底板とも加工時の穿孔が明瞭に認められ、底板には留具に使われたと思われる加

 工された樹皮片が孔の中に残っていた。棒状木製品はスギの枝を切ったもので、片側の先端部

 が鋭角的に切り落とされているが全体に樹皮も残っておりあまりきちんとした加工はされてお

 らず、性格も不明である。

 そのほかに底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷・高台付圷(578・580)、外面平行タタキ

 目調整で内面アテ調整の須恵器甕(595)、ロクロ成形で底部切り離しが回転糸切となる土師器

 圷(603)、外面・内面ともハケメ調整で底部に網代痕のある土師器甕(600)などの土器が出

 土している。本遺構の構築時期はST54よりも後になり、埋没時期とともに平安時代前期と思

 われる。
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 検出された遺構と遺物

 5溝跡・溝状遺構

 SD113溝跡(第106～109図、図版14)

 調査区中央部東側の20～21-21～23Gに位置する。重複する遺構はないが、北にST19、東
 にST58、西でST17・ST18・ST59と隣接している。本遺構は南北に伸び、北は北西側に

 やや屈曲する。長さ5.8m・幅0.9mで確認面からの深さは25cmを測る。覆土は1層で、黒褐色
 シルトに褐色砂が混じる。断面形は緩やかに立ち上がる。

 出土遺物は第106図に分布状況を示し、第107～109図に個別の資料を掲載した。主に遺構の中
 央部から南側にかけて、平安時代と思われる須恵器・土師器が出土しているが、一個体となる
 遺物でも各破片が遺構内に散在する状況で出土したものもある。須恵器圷は底部切り離しが回

 転ヘラ切になるもの(620)と回転糸切になるもの(616～619)が出土しているがともに口縁部
 を欠いており、器形・法量等の詳細を知ることは困難である。なお(618)の底部外面には墨
 書痕が認められる。須恵器壷(622・623)はともに外面に自然釉がかかっており、622の内面に

 は頚部接合時の指押痕が明瞭に認められる。須恵器甕は外面平行タタキ目調整で内面青海波ア
 テ調整の体部片(624～628)と外面ケズリ調整で内面ナデ調整の底部片(629)が出土している。
 土師器甕は外面・内面ともハケメ調整を施したもの(630・636)と、ロクロ成形によるもの
 (631・632・634・635)が出土している。

 本遺構の構築時期・埋没時期はともに平安時代前期(9世紀)と思われる。本遺構の周辺に
 は竪穴住居跡が多く、これらが廃棄される際の土器の捨て場だった可能性が考えられる。
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 検出された遺構と遺物

 SD110溝跡(第4・57・113図)

 調査区中央部東側の20～21-22～23Gに位置し、東西に伸びている。東でST54の北壁を切

 り、西でST19と重複している。東側の調査区外に続いていると見られ全体は未検出である。

 検出部分は長さ10.5m・幅72cmで確認面からの深さは17cmである。断面形はややゆるやかな角

 度で立ち上がり、底部はほぼ平坦である。遺物は底部の切り離しが回転糸切で外面に墨書痕の

 ある須恵器圷(637)、外面に自然釉のかかった須恵器壷口縁片(645)、外面平行タタキ調整・

 内面青海波アテ調整の須恵器甕片(650)などが出土している。

 SD116溝跡(第110・113図)

 調査区南東の16～21-17-19Gに位置し、北西と南東に伸びている。北西側はST6の北壁

 に切られ、それより西側は未検出である。また南東側は調査区外に伸びていると見られ未検出

 である。19～20-18～19GでSX119に、18-18GでSX120に切られている。検出部分は長さ

 21.7m・幅74cm・確認面からの深さは44Cmを測る。断面形は急な角度で立ち上がり、底部はほ

 ぼ平坦である。遺物はロクロ成形で内面が黒色処理された土師器坏(657)やロクロ成形によ
 る土師器甕(652)などが出土している。

 本遺構を境に、北側には竪穴住居跡が、南側には井戸跡が集中して検出されており、集落内
 を区画する役割を持つ溝であった可能性がある。

 SD136溝跡(第4・113図)

 調査区北東の24-25Gに位置し、東西方向に伸びる。長さ2.6m・幅50cm・確認面からの深

 さは26cmを測る。断面形は急な角度で立ち上がり、底部は平坦である。遺物は外面ハケメ調整、
 内面ナデ調整の土師器甕(653)が出土している。

 SD256溝跡(第111・113図、図版15)

 調査区中央部から北西にかけての14～18-23～29Gに位置する。北西側は調査区外に伸びて

 おり未検出である。南東側はST16に切られているほか17-25G付近でSB255に、17-24G付

 近でSX282に切られている。検出部分は長さ35.5m・幅66cmで確認面からの深さは20cmを測る。

 断面形はややゆるやかな角度で立ち上がり、底部は平坦である。

 遺物は底部切り離しが回転糸切となる須恵器圷(638)や、須恵器壷(648)、甕(第113図649)、
 ロクロ成形で底部切り離しが回転糸切となる土師器坏(654)などが出土している。溝跡の構

 築時期は判然としないものの、埋没は平安時代前期(9世紀後半)以降と考えられる。
 SD257溝跡(第112・113図、図版15)

 調査区中央部の14～18-22Gに位置し、東西にほぼ平行に伸びている。17-22G付近でSX

 261に切られる。検出部分は長さ19.2m・幅52cmで確認面からの深さは28cmを測る。断面図は
 急な角度で立ち上がり、底部は平坦である。

 遺物は底部切り離しが回転ヘラ切となる須恵器坏(642)、同じく回転糸切となる須恵器坏
 (639・640)、平安時代と思われる須恵器甕(646・647・651)、ロクロ成形により、底部切り離
 しが回転糸切となる土師器坏(655)などが出土している。溝跡の構築時期は判然としないも

 のの、埋没は平安時代前期(9世紀中葉)以降と考えられる。
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 6その他の遺構

 SX119性格不明遺構(第114～116図、巻頭図版1、図版16、付編)

 調査区南東の19-18～19Gに位置する。SD116の上に構築されており、北でSK123を切る。

 平面形は長軸4.5m(南北)・短軸3m(東西)の、北側がふくらみ南側にすぼまるような楕円

 型になり、確認面からの深さは84cmを測る。断面形は開口部が広く、掘り方途中で段が二重に

 形成されて中央部やや南側が大きく掘り込まれている。この掘り込み部は覆土に炭化物が多量

 に混じり、北東・北西の壁面は被熱している。その北側の床面には焼土が集中し一部は固く焼

 けている。なお、覆土の層序は炭化物の多い掘り込み部と焼土集中部とでかなり異なる様相を

 示し、後者が前者を切る形になっている。また、この焼土集中部の周囲に丸みを帯びた長径20

 ～40cmの石が6個(第114図S-2～S-7)出土している。6個の石の一部には被熱した痕

 が認められるが、煤・炭化物等の付着はない。掘り込みと石囲の外側は焼土・炭化物はほとん

 ど分布しておらず、床面・壁面とも被熱した痕跡は認められない。さらに遺構周囲の内外に、

 径15～30cmの楕円形を呈し深さ20～30cmを測る柱穴状の掘り込み(EP617～626)がある。こ

 の柱穴状遺構と焼土・炭化物集中部との関係は不明である。

 遺物は第116図に個別の資料を示した。EP618の南から検出された磨石状の石製品(第115図

 S-1、第116図658)は全体に被熱しているほか、検出時に天を向いていた面に厚さ約1㎜の

 炭化物が付着している。S-1が検出された周辺では焼土・炭化物とも分布はほとんどないた

 め、この石が本遺構内の焼土・炭化物集中部で炭化物を付着させたあと検出位置まで動いてい
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 る可能性がある。この付着物は何らかの植物が炭化したものである可能性が高い、という理化

 学分析の結果が報告されたが、その植物の種類やこの石・本遺構の性格についての詳細を知る

 までには至らなかった(付編参照)。

 その他の遺物として、焼土・炭化物集中域の外側から底部切り離しが回転糸切となり、焼成

 のあまり良くない須恵器坏(659・660)、ロクロ成形で内面黒色処理の土師器坏(661)底部切

 り離しが回転糸切のあとヘラケズリ調整で、内面黒色処理の土師器高台付坏(662)など平安

 時代と思われる土器が出土したが数量は少ない。また鉄津等は出土しなかった。
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 本遺構の構築時期は本遺構やその下のSD

 116の出土遺物から平安時代前期以降と思われ

 る。また、炭化物集中域の深い掘り込み部分の

 覆土を切るように焼土集中域の覆土が堆積し

 ているという状況や、柱穴状遺構が本遺構に伴

 うものか否か判然としない状況から、2つ以上

 の遺構がこの位置に存在していた可能性も考

 えられる。いずれにせよ焼土・炭化物が多量に

 検出された状況から、何らかの生産遺構であっ

 た可能性はあるが詳細は不明である。

 SX241性格不明遺構

 (第117～118図、図版15)

 調査区中央部やや北東寄りの20～21-24G

 に位置し、ほぼ東西に伸びる。他の遺構との

 重複関係はない。粗い砂地の地山の上に黄褐

 色シルトと混じって長さ9m・幅20cm・高さ

 5cmで礫が並べられている状態で検出された

 が、これが本遺構の全体を示すものかどうか

 は不明である。

 遺物は第117図に石製品、第118図に土器・

 陶磁器のそれぞれ個別の資料を示した。

 並べられた礫に混じるように、砥石(664)や

 平安時代と思われる須恵器甕片(666・667)、近

 世の陶器片(668・669)が出土した。

 また、(663)の石には長径24㎜・短径20㎜・

 深さ6mmを測る楕円形の窪みがあるが、これ

 は人為的な加工ではなく自然侵食の可能性が

 高い。

 本遺構の構築時期は江戸時代以降と考えら

 れる。性格は判然としないが、地元にはかつ

 て本調査区内に稲荷神を祀った施設があった

 という伝承があり、それと関連のある遺構の

 可能性もある。

 SX242性格不明遺構

 (第118図、図版15)

 調査区北東の21-25Gに位置する。他の遺
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 検出された遺構と遺物

 構との重複関係はない。軸長各145cmの不定形を呈し、砂地の地山の上に黒褐色あるいは黒色

 のシルト、砂が盛られ高さ15cmを測る。その中に径5～20cmの礫が多数混じる。遺物は礫に

 混じっていた底部切り離しが回転糸切のあとヘラケズリ調整となる須恵器高台付坏(665)の

 ほかはほとんど出土していない。本遺構の時期・性格とも不明である。

 SX111性格不明遺構(第4図)

 調査区東側の22～23-24Gに位置する。南東でSK105を切る。平面形は長辺4.4m(南北)・

 短辺1.3m(東西)の隅丸の長方形で、確認面からの深さは20cmを測る。断面形はゆるやかな

 角度で立ち上がり、底面はほぼ平坦である。遺物は出土していない。

 SX120性格不明遺構(第110図)

 調査区南東の19-19Gに位置する。北でSD116を切る。平面形は長軸210cm(東西)・短軸

 118cm(南北)の隅丸の五角形で、確認面からの深さは38cmを測る。断面形はゆるやかな角度

 で立ち上がり、底面はほぼ平坦である。遺物は出土していない。

 SX261性格不明遺構(第112図)

 調査区中央部の16～17-22～23Gに位置する。北西でSD257を切る。平面形は長辺3.5m(東

 西)・短辺1m(南北)の隅丸の長方形で、確認面からの深さは10cmを測る。断面形はゆるや

 かな角度で立ち上がり、底面はほぼ平坦である。遺物は須恵器・土師器の破片が微量出土した

 が図化したものはない。

 SX262性格不明遺構(第111図)

 調査区中央部の18-23Gに位置する。平面形は長辺2.2m(東西)・短辺1m(南北)の隅丸

 の長方形で、確認面からの深さは15cmを測る。断面形はやや急な角度で立ち上がり、底面はほ

 ぼ平坦である。遺物は須恵器・土師器の破片が微量出土したが図化したものはない。

 SX263性格不明遺構(第4図)

 調査区中央部の17-23Gに位置する。平面形は長辺2.8m(東西)・短辺0.9m(南北)の隅

 丸の長方形で、確認面からの深さは12cmを測る。断面形はゆるやかな角度で立ち上がり。底部

 はほぼ平坦である。遺物は須恵器・土師器の破片が少量出土しているが図化したものはない。

 SX264性格不明遺構(第4図)

 調査区中央部の17-24Gに位置する。平面形は長辺2.7m(東西)・短辺1.5m(南北)の隅

 丸の長方形で、確認面からの深さは14cmを測る。断面形はやや急な角度で立ち上がり、底部は

 平坦である。遺物は須恵器・土師器の破片が少量出土しているが図化したものはない。

 SX282性格不明遺構(第111図)

 調査区中央部の17-24～25Gに位置する。北東でSD256を切る。平面形は長辺2m(南北)・

 短辺1.2m(東西)の隅丸の長方形で、確認面からの深さは38cmを測る。断面形はゆるやかな

 角度で立ち上がり、底部はほぼ平坦である。遺物は須恵器・土師器の破片が微量出土したが図

 化したものはない。
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 遺構外出土の遺物

 7遺構外出土の遺物

 1縄文時代の石器(第119図、図版44)

 遺構外で出土した石器・剥片の量は少なく、整理箱にして1箱未満である。その多くはグリッ

 ドのX軸=17～20、Y軸＝21～27に相当する調査区中央からやや北側の範囲で出土したが、そ

 のうち10点を第119図に図化した。

 いずれも石材は頁岩となる剥片であるが、このうち(673)と(675)の2点は側縁に連続的

 な調整加工が施されており、「削器」と見ることもできる。また(671)には不連続ながら二次

 調整を施した痕跡が見られる。
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 遺構外出土の遺物

 2弥生時代の遺物(第120図、図版43～44)

 遺構外で出土した弥生土器の量は少なく、整理箱にして1箱未満である。その多くはグリッ

 ドのX軸＝17～25、Y軸＝22～27に相当する調査区北東部で出土したが、そのうち15点を第120
 図に図化した。

 資料は大半が小片のため器種や文様の細部については不明なものが多いが、いずれも弥生時

 代中期の桜井式に属する土器と見られ、外面には半裁竹管等の工具を用いたと思われる平行沈
 線文が施されている。2本同時引きと思われる平行沈線の幅は各々微妙に異なり、約2～51㎜

 を図る。(687・690・691・693)の4点は口縁部内面にも施文があるほか、(691)は3本同時引き、
 (681)は4本同時引きの平行沈線となっている。また(680・686・691)には補修・接合時に用
 いられたと思われる穿孔がある。
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 遺構外出土の遺物

 3古墳時代の遺物(第121図、図版38～41・43)

 a須恵器

 (709)は21-24Gから出土した腿である。口縁部上部が欠けていること以外はほぼ完形に近

 い。胴部外面にハケメ調整とナデ調整があり、底部内面には突刺状の調整痕があるほか、肩部

 外面と底部内面には自然粕がかかっている。また口縁部に隆線と波状文、胴部に波状文とそれ

 を挟むように沈線が施されている。波状文・沈線等の特徴から、製作時期は陶邑窯編年のTK

 23期並行と思われるが、全体的なプロポーションが大ぶりで丸みを帯びていること、肩部から

 口縁部にかけての傾きが急であること、焼成時に生じた気泡が多いこと、色調が灰白色に近い

 こと、など同時期の陶邑窯産遽とは外見上多くの相違点がある。胎土分析の結果は山形盆地内

 で生産された須恵器の胎十と共通する部分が多いことを示している(付編参照)が、現時点で

 は同地域での5～6世紀の須恵器生産遺構についての発見がないこともあり、生産地の詳細に

 ついては不明である。

 (708)は22-22Gから出土した甕あるいは器台の口縁部片である。外面に鋭角的な隆線が施

 されている。時期はTK23期並行と思われ、胎土分析の結果は(709)と同様のものを示して

 いる(付編参照)が、やはり生産地の詳細については不明である。

 b土師器

 主に調査区北東部の24-26Gあるいは20～22-24～25Gから出土している。坏蓋は、全体が

 丸みをもって立ち上がり口縁部がわずかに内蛮するもの(695・696・699)、ほぼ直立するもの

 (703)、内弩したあとに外反するもの(702)、体部と口縁部の境で屈曲し口縁部が直立するも

 の(697・700・701)、外反するもの(698)、がある。高坏は2点の脚部片(704・705)のみで

 ある。甕は長胴的プロポーションで頚部から口縁部にかけて「く」の字状に屈曲する(706)と、

 底部径が小さく胴径が器高を上回り、口縁部が外反ののち上部につまみだす(707)がある。時

 期は、他と出土地点も離れている(707)のみが古墳時代前期の4世紀後半に属するほかは、S

 T69・SKlO4出土遺物と同様に中期末～後期初の5世紀末～6世紀初に属するものと思われる。
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 遺構外出土の遺物

 4平安時代の遺物(第122～131図、図版22・24～28・32・36～37)

 この時代に所属すると思われる須恵器・土師器等は主に遺構が密集している調査区中央部～

 北東部の表土中から地山上にかけて多数出土している。

 須恵器は坏、蓋、高台付圷、双耳坏、壷・甕等がある。圷(710～741)は底部切り離しが回
 転糸切となるものが大半を占め、底径がやや大きく口縁部がやや外反するもの(710・714～723)、
 底径がやや大きく口縁部が直線的に立ち上がるもの(725)、底径がやや小さく、口縁部がやや
 外反するもの(713・724)などがあるが完形の資料は多くない。所属時期は9世紀第2四半期
 から第4四半期になるものと思われる。皿(742)は体部が厚く、口縁部が外反している。蓋

 は天井部につまみがなく回転糸切のもの(743)、天井と体部の境が不明瞭なもの(745)など
 があるがいずれにしても完形資料はなく、器高や口縁部の特徴は不明である。高台付圷は底部

 切り離しが回転ヘラ切となるもの(750)、回転糸切のあとヘラケズリ調整となるもの(749・
 751・758・760)、回転糸切となるもの(748・753・759・761～764)があるがこれも完形資料は
 乏しい。双耳坏(754～757)は4点とも耳部片で、全面にケズリ調整が施されている。壷・甕

 類(747・765～794)はすべて破片資料である。甕と思われる体部片には外面タタキ調整・内面
 アテ調整のもの(773～776・778・779・784・786・787・789・794)が多い。また口縁部片のう

 ち(780)と(785)には外面に粗い波状文が施されている。

 土師器は杯・高台付圷・甕等が出土している。圷は底部切り離しが回転糸切のあと手持ちヘ
 ラケズリとなり、器高がやや高く口縁部が外反するもの(823)、底部切り離しが回転糸切で底

 径がやや小さく口縁部がやや外反するもの(818・822・825)、底径が小さく、体部が直線的に
 立ち上がるもの(821・824)などが出土している。なお(821)は本次調査区の遺構密集地から

 大きく離れた調査区南西隅で出土したものである。高台付圷は底径がやや大きく口縁部がやや

 外反する(834)などがある。高台付皿の2点(832・833)はいずれも内面に煤が付着している。
 土師器の坏・高台付坏には内面が黒色処理されているもの(847～855・857～859・861・862・

 864～866)もあり、その中で高台付圷の(861・862・864～866)は、黒色処理の跡が確認でき
 なかった(863)とともに底部に菊花状のナデ調整が見られる。これらの圷・高台付皿・高台
 付圷の所属時期は9世紀後半～10世紀初になるものと思われる。甕は完形の資料はないが、内
 面・外面ともハケメ調整が主体のもの(796～807・809・811～816・843・844)とロクロ成形に

 よるもの(810・836～842)とがある。そのほかの土師器では壷(808・835)、甑の底部片(846)、
 内面黒色処理の鉢と思われる口縁片(860)などが出土している。

 (795)は灰釉陶器である。口縁部から体部上半まで大きく欠けているが残存部の形状と、内
 面底部中央に粕が落ちていることから小瓶と思われる。体部の最下部にケズリ調整があり、底
 部切り離しは回転糸切となる。胎土はやや青みがかった灰色を呈し、微砂粒が混じるほか黒色
 の粒状の吹き出しも認められる。粕は明るい緑灰色で体部下半まで不規則にかかっており、一

 部に刷毛塗りの跡がある。外見上の特徴は猿投窯編年の黒笹14号～黒笹90号窯式の小瓶に類似
 しており、生産時期は9世紀後半～10世紀初に属すると思われるが、生産地等の詳細について

 は今後の検討を待ちたい。
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 遺構外出土の遺物

  第36表遺構外出土平安土器計測表(2)
                挿図遺物図版計測値(mm)調整
                番号番号番号種別糖出土位置ロ径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類
                123748須恵器高台付圷23-24767.5Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                749須恵器高台付塔予備丁8(80)10Y4/1灰ロクロロクロ回転糸切1B7

                750須恵器高台付圷19-27847.5YR6/6澄ロクロロクロ回転ヘラ切IB6

                751須恵器高台付圷17-26(72)10Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                75225須恵器高台付圷15-2312666455Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切IB3

                753須恵器高台付圷20-23(64)2.5GY4/1暗オリーブ灰ロクロロクロ回転糸切IB8

                12475428須恵器双耳坏17-245Y5/1灰ケズリロクロ耳部破片のみIC1

                75528須恵器双耳坏17-282.5GY6/1オリーブ灰ケズリロクロ耳部破片のみIC1

                75628須恵器双耳坏17～20-2710Y2/1黒ケズリロクロ耳部破片のみIC1

                75728須恵器双耳坏20-21N3/暗灰ロクロロクロ耳部破片のみIC1

                758須恵器高台付圷21-20(134)7650N3/暗灰ロクロロクロ回転糸切IB3

                759須恵器高台付圷18-198410Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                760須恵器高台付圷20-24(64)10Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB8

                761須恵器高台付杯15-2461N41灰ロクロロクロ回転糸切IB8

                762須恵器高台付圷予備丁97010Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                763須恵器高台付杯17-26(72)7.5GY5/1緑灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                764須恵器高台付圷15-218810Y5/1灰ロクロロクロ回転糸切IB7

                76532須恵器壷19-22(140)N3/暗灰ロクロロクロII2

                766須恵器甕19-225Y6/2灰オリーブロクロ・ケズリロクロ・カキメII2

                76732須恵器甕16-265B2/1青黒ロクロロクロ・ナデII2

                768須恵器壷18-25(79)N5/灰ロクロロクロ・ナデII2

                769須恵器甕16-22(95)10Y6/1灰ロクロ・ケズリロクロ・ナデII2

                770須恵器壷17-22(94)N5/灰ロクロ・ケズリロクロII2

                771須恵器甕19-23(148)5G2/1緑黒ロクロナデII2

                125772須恵器甕20-245G2/1緑黒ロクロロクロ・カキメII2

                773須恵器甕X-02.5YR6/2灰黄タタキアテ外面自然紬II1

                774須恵器甕20-2310Y5/1灰タタキアテ外面自然軸II1

               775須恵器甕14～16-29N3/暗灰タタキロクロ・カキメII2

                776須恵器甕予備丁92.5GY3/1暗オリーブ灰タタキアテII1

                777須恵器甕15-24N4/灰ロクロ・ナデロクロII2

                77832須恵器甕20-26N4/灰タタキアテII1

                77932須恵器甕予備丁9N3/暗灰タタキアテII1

               126780　　　 32須恵器甕20-222.5Y5/2暗灰黄ナデナデ外面に波状文II2

                781須恵器甕21-25N6/灰ロクロロクロII2

                782須恵器甕21-26885G2/1緑黒ケズリロクロII2

                783須恵器甕予備丁9N3/暗灰ケズリナデ・カキメII2

                784須恵器甕X-0N5/灰タタキアテ・カキメ外面自然紬II1

                78532須恵器甕19-185Y4/1灰ロクロロクロ・ナデ外面に波状文II2

                786須恵器甕20-267.5Y6/1灰タタキアテII1

                787須恵器甕20-22N3/暗灰タタキアテII1

                788須恵器甕20-265Y6/1灰ナデカキメII2

                789須恵器甕21-205Y6/1灰タタキアテII1

               79032須恵器甕13～16-24N6/灰ロクロ・カキメロクロ・カキメ外面内面とも自然軸II2

                791須恵器甕20-255YR4/6赤褐タタキハケメ・ナデ海綿骨針II2

                792須恵器壷19-24N4/灰ケズリナデII2

                79332須恵器甕21-27N3/暗灰ロクロ・ナデアテ外面に平行隆線II2

                794須恵器甕予備丁910Y4/1灰タタキアテII2

               12779528灰釉陶器瓶21-2556765Y6/1灰ロクロロクロ回転糸切猿投窯系9C

               796土師器甕13～16-241807.5YR7/3にぶい榿ハケメ・ナデハケメ・ナデEG2

                797土師器甕21-24(152)10YR6/2灰黄褐ハケメ・ナデハケメ・ナデHG2

                798土師器甕20-25(194)(189)7.5YR6/3にぶい褐ハケメハケメ皿G1

                799土師器甕23-25(134)(140)2.5YR6/6榿ハケメハケメnG2

               800土師器甕13～16-242505YR7/6榿ハケメハケメ皿G1

                801土師器甕19-215YR6/6榿ハケメ・ナデハケメ・ナデ雲母粒混HG2

                802土師器甕19-24(163)(90)10YR6/2灰黄褐ハケメ・ナデハケメHG2

                803土師器甕17-27(208)(162)5YR7/6榿ハケメハケメUG1

                804土師器甕17-25(100)7.5YR6/3にぶい榿ハケメハケメ(網代痕)EH

                80536土師器甕20-25(206)(230)10YR8/2灰白ハケメハケメHG1

               806土師器甕14～16-29238(201)7.5YR7/4にぶい榿ハケメハケメHG1

                807土師器甕21-24(116)10YR8/2灰白ハケメナデHH

                80836土師器壷19-24(184)5YR7/6橙ハケメHH
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 遺構外出土の遺物

  第37表遺構外出土平安土器計測表(3)
                挿図遺物図版計測値(mm)調整
                番号番号番号種別懸出土位置ロ径底径胴径器高色調外面内面底部切離備考分類
                128809土篩器甕24-266610R5/6赤ハケメハケメ(木葉痕)ⅡH

                810土師器甕予備丁10685YR6/8橙ケズリロクロⅡI

                811土師器甕20-26(75)5YR5/4にぶい赤褐ハケメナデ(ヘラケズリ)ⅡH

                812土師器甕17～20-2780487.5YR5/2灰褐ハケメハケメ(網代痕)雲母粒混ⅡH

                813土師器甕16-22(92)10YR4/2灰黄褐ハケメⅡH

                814土師器甕17-25(go)5YR7/6橙ハケメハケメ(網代痕)ⅡH

                81537土師器甕21-24(138)10YR8/2灰白ハケメケズリ(網代痕)雲母粒混ⅡH

                816土師器甕20-2596(187)7.5YRにぶい橙ハケメハケメ(網代痕)雲母粒混ⅡH

                817土師器坏15-26(72)7.5YR7/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA5

                818土師器坏20-2614250535YR6/4にぶい橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA3

                819土師器坏予備(144)2.5YR6/8橙ロクロロクロⅡE

                820土師器坏14～16-29565YR6/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA6

                82126土師器坏8-2112858475YR6/6橙ロクロロクロ回転糸切RP135ⅡA4

                82225土師器坏19-24(134)62465YR7/4にぶい橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA3

                82328土師器坏20-26150685710YR8/3浅黄橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA1

                824土師器坏14～16-2913466527.5YR7/4にぶい橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA4

                825土師器坏14-25(130)52545YR6/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA3

                129826土師器坏14～16-29495YR5/8明赤褐ロクロロクロ回転糸切ⅡA6

                827土師器坏予備丁7585YR7/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA6
                828土師器坏20-265810YR7/4にぶい黄橙ロクロロクロ回転糸切ⅡA6

                829土師器高台付坏22-22687.5YR6/6橙ロクロロクロ・ケズリ回転糸切ⅡB5

                83027土師器高台付坏15-24725YR6/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅡB4

                831土師器高台付坏19-25767.5YR6/6橙ロクロロクロ回転糸切海綿骨針ⅡB4

                832土師器高台付皿19-25452.5YR7/6橙ロクロロクロ回転糸切内面に煤付着ⅡE

                83326土師器高台付皿15-2612860285YR7/6橙ロクロロクロ回転糸切内面煤ありⅡc2

                834土師器高台付坏16-21(174)(84)697.5YR6/4にぶい橙ロクロロクロ回転ヘラ切ⅡB1

                835土師器壷予備丁710210YR7/4にぶい黄橙ロクロロクロ回転糸切Ⅱ1

                836土師器甕20-252.5YR6/6橙ロクロ・ナデロクロ・ナデⅡG4

                837土師器甕X-0(226)(200)10YR7/3にぶい黄橙ロクロ・ナデロクロ・カキメ雲母粒混ⅡG4

                838土師器甕予備丁7(140)2.5Y7/2灰黄ロクロ・ナデロクロⅡG3

                839土師器甕予備丁7(230)7.5YR6/4にぶい橙ロクロロクロⅡG4

                840土師器甕20-21(194)7.5YR7/4にぶい橙ロクロ・ナデロクロ・ナデⅡG4

                841土師器甕19-19(196)(205)5YR6/6橙ロクロロクロ・ナデⅡG4

                842土師器甕19-19(234)(209)2.5YR6/8榿ロクロ・ケズリ・ナデロクロ・ナデⅡG4

                130843土師器甕19-197.5YR7/4にぶい橙ケズリハケメⅡG1

                844土師器甕14～16-29647.5YR6/6橙ケズリハケメ雲母粒混ⅡH

                84537土師器不明26-295YR5/4にぶい赤褐ロクロロクロⅡI

                84637土師器甑13～16-2417810YR7/3にぶい黄橙ロクロロクロ・ケズリ(網代痕)ⅡI

                847土師器坏14～16-291367.5YR7/4にぶい橙ロクロミガキ内面黒色処理ⅢC

                848土師器坏17-271605YR7/6橙ロクロミガキ内面黒色処理ⅢC

                849土師器坏9-22527.5YR6/6橙ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢA7

                850土師器坏17-296610YR7/4にぶい黄褐ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢA7

                851土師器坏19-26(68)5YR7/4にぶい橙ロクロミガキ回転ヘラ切内面黒色処理ⅢA7

                852土師器坏20-24(60)7.5YR6/6橙ロクロミガキ回転ヘラ切内面黒色処理ⅢA7

                853土師器坏16-23805YR6/6橙ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢA6

                854土師器高台付坏17-26go7.5YR7/6橙ロクロミガキ回転ヘラ切内面黒色処理ⅢB3

                855土師器高台付坏18-23(74)5YR6/6橙ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢB3

                856土師器高台付坏予備丁7725YR7/6橙ロクロロクロ回転糸切ⅢB4

                85728土師器高台付坏15-24(126)565610YR7/4にぶい黄褐ロクロミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢB4

                858土師器高台付坏17-27615YR7/6橙ミガキ回転糸切内面黒色処理ⅢB4

                859土篩器鉢力2325(74)5YR7/6橙ロクロ・ケズリミガキ内面黒色処理ⅢD3

                860土師器鉢20-25(268)5YR6/6橙ロクロミガキ内面黒色処理ⅢD1

                13186128土師器高台付坏23-26647.5YR6/6澄ロクロミガキ(菊花状ナデ)内面黒色処理ⅢB4a

                86228土師器高台付坏14～16-29687.5YR7/4にぶい橙ロクロミガキ(菊花状ナデ)内面黒色処理雲離混ⅢB4a

                86328土師器高台付坏13～16-24602.5YR6/8橙ロクロロクロ(菊花状ナデ)雲母粒混ⅡB5a

                86428土師器高台付坏20-246410YR7/3にぶい黄褐ロクロ・ケズリミガキ(菊花状ナデ)内面黒色処理ⅢB4a

                86528土師器高台付坏14～16-29842.5YR6/6橙ロクロミガキ(菊花状ナデ)内面黒色処理灘骨針ⅢB3a

                86628土師器高台付坏20-24(72)7.5YR7/4にぶい橙ロクロミガキ(菊花状ナデ)内面黒色処理雲聴混ⅢB3a
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 遺構外出土の遺物

 5中世～近代の遺物(第132～133図、図版45・46)

 この時期の遺物は整理箱で約3箱分出土しており、そのうち27点を図化した。中世・近世の

 遺物と思われるものは調査区内のあちこちに散在しているが、近代の遺物と思われるものは主
 に18-25Gから出土している。

 中世に属する遺物としては、13世紀頃と思われる古瀬戸瓶子(868)、12世紀後半頃の白磁碗
 (871)、姿器系陶器の小型壷(872)の3点がある。(868)は口縁部片のみで外面・内面とも灰
 釉がかかっているが、内面の施粕部分には気泡の混じりが認められる。(871)は底部の5分の
 3程度が残存しており内面に施粕されているほか、無粕の外面下部にも部分的に若干の粕が付
 着している。外見上の特徴から大宰府分類のIV類に属すると思われる。(872)は体部から肩部
 にかけての破片で全体に被熱している。また内面には鉄漿が付着しており御歯黒壷として使用
 されていた可能性がある。

 近世に属する遺物は多くが18世紀後半以降に所属すると考えられ、肥前系の磁器瓶(869)、
 碗(870・873・879)、皿(878)、鉢(875)や波佐見産と思われる磁器碗(874・882・888)、陶
 器の仏飯器(891)、灯明台(892)等がある。

 近代に属すると思われる遺物は、磁器皿(880)、碗(881)、蛇の目凹型高台を持ち内面に型

 押しの布目痕が見られる磁器皿(884・885)や陶胎染付の碗(877)、陶器鉢(889)、片口鉢
 (890、注口部が大きく欠けている)などのほか、俵状の模様がついた土製品の破片(893)が
 出土している。
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 6石製品(第133図、図版44)

 (894・895)の2点とも砥石と思われる。

 (894)の石材は凝灰岩である。図で示した位置に径5㎜nで円形に穿孔されており、この孔に

 紐等を通して携帯していた可能性が考えられる。また表面隅には幅約4～5mm、深さ約2mmを

 測る楔状の切り込みが認められる。

 (895)の石材は粘板岩である。上部・下部とも折損しており、それ以前の全体の形状・大き

 さ等は不明である。また本図では便宜的に、幅が狭くなっていく側を上、後述する線刻のある

 面を表、として掲載した。

 表面には幅・深さとも約1～1.5mmを測り、断面が楔状となる線刻が認められる。この線刻

 は折損で失われた部分にも連続していたと思われるが、どのような意図・意味を持つものかは

 不明である。

 7古銭・金属製品(第134図、図版48)

 本遺跡の調査区から出土した古銭・金属製品は整理箱にして1箱未満であるが、そのうち古

 銭34点(出土したもの全て)、性格不明の金属製品1点を第134図に示した。

 古銭はそのほとんどが調査区中央部からやや南よりの18-19Gを中心とする区域で検出され

 ており、種類・時期としては皇宋通宝(905～909)、元豊通宝(911～914)などの北宋銭が大半

 を占めている。近世のものとしては寛永通宝が2点(896・897)出土しているがいずれも18世

 紀前半の鋳造と思われる。他に中世・近世の銭貨と思われるが摩滅のため文字が一部あるいは
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 遺構外出土の遺物

 全てが読めなかったものがIO点ある。また(929)は表面に「大日本大正十年」と刻まれた一

 銭硬貨である。

 (930)は円盤状の本体の上下に串状の突起が付属していたと思われる金属製品である。本体

 の両面にはそれぞれ「三葉葵」状と卍状の紋様が刻まれている(図では便宜上前者を表面にあ

 るものとして掲載した)。突起は径約2㎜を測り、本体を挟んで上下の直線上に位置していた

 ものと思われるが、本体上部に約2㎜の長さで残存している以外は上下とも折損して失われて

 いる。この突起の本来の長さおよび本製品が完形ではどのような形状だったかは不明であり、

 また、本製品の時期・性格も不明である。
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 まとめと考察

 Ⅵ査のまとめ

 1平安時代の遺構と遺物について

 a土器の分類(第41・42表)

 還元焔により、あるいはそれを意図して焼成された土器を須恵器、酸化焔により焼成された

 土器を土師器とした。また須恵器坏ついては、従来の研究成果に照らして以下の年代観が考

 えられる。IA5類=9世紀第1四半期IA2類=9世紀第2四半期IA3・4類=9世紀

 第2～第3四半期IA5類=9世紀第3～第4四半期IA6類=9世紀第4四半期

 b竪穴住居跡等の所属時期・集落の変遷

 今次調査区で検出された竪穴住居跡は(ア)18～22-18～23Gに14棟、(イ)14～19-25～30

 Gに14棟、(ウ)23～26-24～29Gに8棟、と3区域に集中しており、古墳時代以前の土器のみ

 が出土した(ウ)のST69を除けば、ほとんどの住居跡で平安時代の土器が出土している。こ

 れらの竪穴住居跡の時期や集落の変遷について、以下に須恵器圷の分類等を手がかりに若干の

 考察を試みるとともに今後の課題をいくつか提示しておく。

 ST38・51など(ウ)の遺構から須恵器坏のIA1・2類の多くが出土していること、ST

 45の遺物にIA5類が多いことやST47から一括出土した土器の中に須恵器坏がないなど
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 まとめと考察

 (イ)の遺構の遺物出土状況にはより新しい時期の様相が見られることから、9世紀初頭～中

 葉には(ウ)にあった集落の中心が、9世紀第3四半期頃から(イ)に移動し10世紀初頭頃ま

 で継続していたものと推測する。(ア)の遺構はその時期を明確に示すような状況で出土した遺

 物が少ないが、遺物の性格からは概ね他の2区域と同時期に属する遺構が多いと思われる。遺

 構の主軸方向や重複関係からは、(ウ)の中にも9世紀後葉以降に属するものがあると見られる

 ほか(イ)の中で所属時期をさらに細分化できる余地がある。また掘立柱建物跡のSB253～

 255は(イ)の竪穴遺構に、SB163は(ウ)の竪穴遺構に主軸方向がほぼ一致するものがある

 ことから、平安時代前期に帰属する可能性が考えられる。さらに(ア)には同区域の南側にあ

 る何らかの生産遺構と思われる二つの遺構(SX119・141)に関連する遺構の存在も考えられ

 るが、これらの問題については今後の検討課題としたい。

 2調査のまとめ

 (1)縄文時代の遺物は晩期終末の大洞A式新段階と思われる土器数点のほか石器が若干量出土

 した。遺構内から出土しているものもあるが覆土への流れ込みと見られ、同時代に帰属す

 る遺構は確認されていない。

 (2)弥生時代の遺物は中期桜井式に属すると思われる土器片が若干量出土した。これも遺構内

 から出土しているものもあるが覆土への流れ込みと見られ、同時代に帰属する遺構は確認
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 まとめと考察

 されていない。

 (3)古墳時代の遺構は竪穴住居跡が1棟(ST69)、土坑が1基(SK104)である。出土した

 土師器により両遺構の帰属時期は5世紀後半～6世紀初に比定される。そのほか遺構外か

 ら同時期の土師器のほか、TK23期に比定される須恵器遽、4世紀後半～5世紀前半代の

 土師器等が出土している。

 (4)平安時代の遺構は竪穴住居跡36棟、井戸跡7基、溝跡5本、性格不明遺構2基等が確認さ

 れた。これらの遺構の帰属時期は出土した須恵器・土師器等の遺物から概ね平安時代前期

 の9世紀前半～10世紀初に比定される。2基の性格不明遺構(SX119・SX141)は何ら

 かの生産遺構であった可能性が考えられるが詳細は今後の検討を待ちたい。

 (5)中世の遺構は井戸跡3基が確認された。これらの井戸跡から青磁等の小片が出土したほか、

 遺構外から白磁片、瓷陶器片、宋銭などが出土している。

 (6)近世～近代の遺物は陶磁器等が遺構外および一部の竪穴住居跡・土坑の覆土中から流れ込

 みと思われる形で少量出土している。また調査区北東部の配石遺構(SX241)は近世以

 降に帰属すると考えられるが詳細は不明である。

 参考文献(順不同)

 氏家信行ほか『東北中央自動車道相馬・尾花沢線関係予備調査報告書(3)』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第73集2000年

 森谷昌央ほか『北柳1遺跡第2次発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第76集2000年

 田辺昭三『須恵器大成』角川書店1981年

 伊藤邦弘ほか『南原遺跡・堂ノ下遺跡・飯塚館跡発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第2集1994年

 尾形與典ほか「下柳A遺跡発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第38集1996年

 渋谷孝雄「境田C遺跡発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第62集1982年

 佐藤庄一ほか『平野山古窯跡群第12地点遺跡第2次発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第52集1998年

 阿部明彦・水戸弘美「山形県の古代土器編年」

 『第25回古代城柵官衙遺跡検討会資料』古代城柵官衙遺跡検討会1999年

 黒坂雅人ほか『落衣長者屋敷遺跡発掘調査報告書』

 (財)山形県埋蔵文化財センター調査報告書第79集2001年

 齊藤孝正「東海地方の施紬陶器生産一猿投窯を中心に一」

 『古代の土器研究一律令的土器様式の西・東3施粕陶器一』古代の土器研究会1994年

 齊藤孝正「東海地方の須恵器窯一猿投窯・美濃須衛窯・湖西窯一」

 『東日本における古代・中世窯業の諸問題』大戸古窯跡群検討会1992年

 太宰府市教育委員会『大宰府条房跡XV一陶磁器分類編一』

 太宰府市の文化財第49集2000年
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 向河原遺跡の自然科学分析
 パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

 向河原遺跡は、白川左岸の自然堤防上に立地する。これまでの調査により、平安時代前期の

 集落跡が検出されている。この中には、火を使った形跡の見られる性格不明遺構が検出され、

 そこから炭化物の付着した磨石状石器が出土している。そこで、遺構の用途に関する情報を得

 るため、この炭化物の由来や材質を調査する。その方法として、炭化物の由来を調べるために

 赤外分光分析、動物性・植物性油脂の有無を調べるために脂肪酸分析を実施する。

 また本報告では、向河原遺跡より出土した古墳時代の5世紀頃のものとされる須恵器につい

 て、材質(胎土)の特徴を把握する胎土分析を行う。東北地方における古墳時代の須恵器は、

 畿内や東海などの先進地域からの生産技術移入の関係で、新旧技法が交錯し、現地産と移入品

 が混在する可能性があると言われている(渡邊、1993)。また、三辻(1993)などによる胎土分

 析では山形県の古墳より出土した須恵器の中に大阪陶邑窯産とされる土器を認めている。今回

 対象とする土器は発掘調査所見により、これまでに認められている大阪陶邑産のものとは器形

 が異なり、また在地とされる須恵器とも異なるとされている。これら須恵器の製作地域に関わ

 る情報を得るため、胎土の薄片作製観察および蛍光X線分析を行う。

 1.SX119出土石に付着した炭化物の材質推定

 1.試料

 分析した試料は、磨石状石器(S-1、本編116図658)に付着していた炭化物1点である。

 炭化物は、石の表面に厚さ1㎜程度で付着していた。

 磨石状石器が出土したSX119は平安時代の遺物が出土した溝跡の上に構築され、北側に広

 がった楕円形を呈する。中央部に掘り込みが見られ、これを埋めるように炭化物や焼土の集中

 部が見られる。また、炭化物・焼土集中部を囲むように丸みを帯びた長径20～40Cmの石が認め

 られる。さらに、遺構周囲の内外に柱穴が認められる。S-1は、北側の柱穴付近から出土し

 ている。S-1自体には熱を受けた様子が見られるが、周囲に火を使った痕跡は認められない。

 そのためS-1は元来、中心部の炭化物・焼土集中部に存在した可能性があり、中心部で熱を

 受けた物質が炭化してS-1表面に付着したものと思われる。

 2.分析方法

 (1)赤外分光分析

 赤外分光分析(赤外線吸収スペクトル法)は、既知の物質の吸収スペクトルと比較して未知

 物質の同定および確認ができ、物質の多重結合や官能基の構造がわかる(山田、1986)。した

 がって、今回のような有機物と考えられる試料の由来や構造について調べるために、本手法に
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 より分析を行う。以下に、処理手順を述べる。

 1)分析試料の調製

 石に付着している黒色物質微量を剥離し、乾燥(105℃・2時間)させる。メノウ乳鉢で微

 粉砕(200メッシュ以下)し、分析試料とする。

 2)赤外線吸収スペクトルの測定

 調製した微粉砕試料を、以下の条件(山田、1986)で測定する。

 装置二島津製作所製FTIR-8100A

 測光値(Measuringmode):%T
 分解能(Resolution):4.0cm-1

 積算回数(No.ofScan):40回

 ゲイン(Gain):自動

 ミラー速度(Detector):2.8mm/sec

 アポダイズ関数(Apodization):Happ-genzel
 測定範囲:4600～400cm-1

 測定方法:KBrミクロ錠剤法

 (2)脂肪酸分析

 分析は、坂井ほか(1996)に基づき、脂肪酸およびステロール成分の含量測定を行う。黒色

 物質を一部削り取り(0.1g程度)、試料が浸るに十分なクロロホルム:メタノール(2:1)

 を入れ、超音波をかげながら脂質を抽出する。ロータリーエバポレ一夕ーにより溶媒を除去し、

 塩酸一メタノールで抽出物のメチル化を行う。ヘキサンにより脂質を再抽出し、セップパック

 シリカを使用して脂肪酸メチルエステル、ステロールを分離する。

 脂肪酸のメチルエステルの分離は、キャピラリーカラム(ULBON、HR-SS-10、内径0.25

 ㎜、長さ30m)を装着したガスクロマトグラフィー(GC-14A、SHIMADZU)を使用する。注

 入口温度は250℃、検出器は水素炎イオン検出器を使用する。

 ステロールの分析では、キャピラリーカラム(J&WSCIENFIC、DB-1、内径0.36㎜、長さ

 30m)を装着する。注入口温度は320℃、カラム温度は270℃恒温で分析を行う。キャリアガス

 は窒素を、検出器は水素炎イオン化検出器を使用する。

 3.結果

 (1)赤外分光分析

 結果を図1に示す。主な吸収帯は3380、1600、1380、1040cm-1付近に見られる強い吸収帯の

 ほか、3860、3730、1220、1080、760、670、460cm-1の吸収帯である。

 各吸収帯から推定される官能基は、次のとおりである。3380cm-1付近の強い吸収帯はO-H

 伸縮振動あるいはN-H伸縮振動、1600cm-1付近の強い吸収帯はC=OまたはC=C伸縮振動、

 1380cm-1付近の強い吸収帯はメチルやメチレン基の対称変角振動、1040cm-1の吸収帯はSi-

 OまたはA1-Oの伸縮振動と推定される。また、1080cm-1付近の吸収帯はSi-O伸縮振動
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 またはC-H面内変角振動、760cm-1付近の吸収帯はC-H面外変角振動によると推定される。

 なお、これら以外の弱い吸収帯は上記の強い吸収帯に帰属する官能基に由来する吸収、ある

 いは帰属推定まで至らない吸収と考えられる。

 当社では、遺跡で検出されることの多い黒色物質として漆、天然アスファルト、松脂、動植

 物油、炭化物などについて、同一測定条件で赤外線吸収スペクトルを測定している(未公表)。

 これらには、固有の吸収帯が認められる。このうち、漆では3480、2930、1710、1610、1440cm-1

 に特徴ある吸収帯が見られる。天然アスファルトでは2900、1600、1460、1380cm-1と脂肪族飽

 和炭化水素に帰属する吸収帯に特徴がある。また、松脂は1700cm-1、動植物油は1740㎝-1、穀

 物などの炭化物は1140～1160cm-1に特徴ある吸収帯が見られる。

 この資料と今回の測定結果を比較すると、鉱物由来と考えられるSi(A1)一〇基の吸収

 振動を除けば、リグニンやセルロースを基本構成物とする植物繊維が炭化した炭化材のスペク

 トル(図2)に最も類似したパターンを示す。

 (2)脂肪酸分析

 結果を表1、図3に示す。脂肪酸組成をみると、中級脂肪酸(炭素数16～18)が多いが、高

 級脂肪酸(炭素数20以上)も若干含まれる。高級脂肪酸はアラキジン酸(C20)、ベヘン酸(C

 22)、リグノセリン酸(C24)を含む。中級脂肪酸では、パルミチン酸(C16)とオレイン酸

 (C18二!)が多く、ミリスチン酸(C!4)、パルミトレイン酸(C!6:1)、ステアリン酸(C

 18)などを含む。

 ステロール組成は、全てがコプロスタノールからなっている。

 4.考察

 SX119から出土した石に付着していた炭化物の赤外分光スペクトルは、炭化材と類似するこ

 とが判明し、何らかの植物に関連することがうかがえる。ただし、炭化材の吸収スペクトルに

 は特徴的な吸収帯が見られないため、スペクトルの類似性から種類の特定には至らない。

 一方、脂肪酸分析により検出された脂肪酸組成をみると、中級脂肪酸(ミリスチン酸、パル

 ミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸など)の割合が多い。これらは動物油と植物油に多く含

 まれる成分である(島薗、1988)。このように、中級脂肪酸が多い結果は経年変化により分解

 に強い脂肪酸の割合が相対的に高くなったためと考えられる(坂井・小林、1995)。微量検出

 されるアラキジン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸は動物の脳や神経に多く含まれる脂肪酸とさ

 れ(中野、1993)、これが検出されることにより動物の関与が推定できると考えられている(中

 野、1995)。ただし、これらの脂肪酸は測定機器の特性上、脂肪酸以外の脂溶性成分と分離が

 十分にできていない可能性がある。グラフ上では、右側に近い脂肪酸ほど、検出器に到達する

 までに時間がかかる。このため、ピークの分解能や到達時間の誤差により、同定の信頼度が低

 くなる。アラキジン酸などと同定されたものの中には、これと類似する到達時間を持った何ら

 かの(脂肪酸ではない)脂溶性成分が混じっている可能性もある。

 また、ステロール組成をみると、全てがコプロスタノールからなる。コプロスタノールはコ
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 レステロールが腸内細菌によって分解して生成されるもので、糞石などに多く認められる(中

 野、1995)。ただし、今回のようにステロールの種類が単調な場合は、試料中のステロールが

 微量で使用機器の感度では検出されにくかった可能性が高い。そのため、偶発的に検出された

 種類の値が誇張されている可能性が高い。したがって、ステロール組成から付着物質に関する

 情幸艮を得ることは難しい。

 このように、炭化物からは高級脂肪酸が検出されたものの、高級脂肪酸の割合が低い点、コ

 レステロールが認められない点などから、炭化物の由来あるいは形成過程における動物質の物

 質の関与は明確ではない。遺物が埋積するまでの過程で、人為的な関与(当時の人が触れる・

 持つなど)によって汚染を受けた可能性も考えられるため、炭化物が動物質に由来するかどう

 かを脂肪酸分析の結果から断定することは難しい。

 以上のように、今回調査した炭化物の由来については明確な種類を特定するには至らなかっ

 たものの、何らかの植物に由来する可能性が指摘できた。SX119で火が使われた痕跡が認め

 られたことから、何らかの目的で植物が熱を受けて炭化したことが想定される。ただし、今回

 の結果から遺物や遺構の用途およびS-1が遺構の北側に存在した要因を考察するのには十分

 ではない。今後、同時期の検出例やさらにその分析例を蓄積し、比較検討をすることが課題で

 ある。

 H.須恵器の胎土分析

 1.試料

 試料は、向河原遺跡より出土した3点の須恵器片である。ここでは便宜上、試料番号1～3

 とする。各試料の本編での挿図番号は、試料番号1が第121図709、試料番号2が第24図182、試

 料番号3が第121図708となっている。

 2.分析方法

 (1)薄片作製観察

 薄片は試料の一部を切断し、正確に0.03㎜の厚さに研磨して作製する。顕微鏡観察では、岩

 石学的な手法を用いて構成鉱物および組織を明らかにし、各試料の特徴把握および比較・検討

 するための客観的資料を作成する。

 試料を観察すると、胎土中には砕屑片として鉱物片・岩片が含まれる。粘土鉱物・砕屑片は、

 高温で焼成された試料については、素地の主要構成物に加熱変化が生じていることが認められ

 る。本文では、胎土の砕屑片の種類・量比を明らかにし、鉱物の加熱変化の状態から焼成温度

 を推定する。

 (2)蛍光X線分析

 主要10元素(SiO2、A1203、Fe203、TiO2、MnO、MgO、CaO、Na20、K、O、P205)、およ
 び強熱減量(Ig.loss)を蛍光X線分析法によって測定する。以下に、測定装置や条件などを述
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 べる。

 a)装置

 理学電機工業社製RIX1000(FP法のグループ定量プログラム)を用いる。

 b)試料調製

 各試料を振動ミル(平工製作所製TIIOO二10紐容タングステンカーバイト容器)で微粉

 砕して、乾燥(105℃で4時間)させる。この微粉砕試料について、測定用のガラスビートを

 以下の条件で作成する。

 溶融装置:自動剥離機構付理学電機工業社製高周波ビートサンプラー(3491A!)

 溶剤および希釈率:試料0.500gに対して融剤(ホウ酸リチウム)5.000g

 剥離剤:LiI(溶融中2回投入)

 溶融温度:1200℃約7分

 。)測定条件

 X線管:Cr(50Kv-50mA)

 スペクトル:全元素Kα

 分光結晶:LiF、PET、TAP、Ge

 検出器:F-PC、SC

 計数時間:PeaK40sec

Back20sec

 d)粘土ノルム計算

 一般に、陶磁器などの化学組成分析表による品質判定はSiO2、A1203、Na20、K20、Fe2O3

 の含有量を比較して行うことが多いが、より的確な判定資料として、ここでは粘土ノルム計

 算法による解析を行う。粘土ノルム計算は粘土・土壌など天然物質中の鉱物組成を計算する

 ために考案された計算法である(五十嵐、1983)。本文で用いている計算法は、焼成物など

 から原土の鉱物組成を推定するシュミレーションプログラムとして応用開発された計算法で、

 陶磁器など含水鉱物を原料とするが、高温加熱により無水状態になっている製品の化学組成

 から、原料の化学組成と鉱物組成を推定することを目的としている。ただし、粘土鉱物を多

 く含む土壌や鉱石、陶土などは化学組成が同じであっても生成過程(物理化学条件)の相違

 により鉱物組成が異なるため、粘土ノルム計算法ではいくつかのキーとなる鉱物の有無を前

 提条件として与えることによって、鉱物組成を類推して計算する方式を採用している。した

 がって、キーになる鉱物の有無はX線回折試験・顕微鏡観察などにより予め知られていなけ

 ればならない。

 今回は顕微鏡観察により、前提となる鉱物としてセリサイトの存在が確認または推定され

 ていることから、セリサイト・カオリンを主成分粘土鉱物とし、モンモリロナイトを副成分

 粘土鉱物と仮定した条件での計算を行うこととする。

 3、結果
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 (1)薄片作製観察

 a)試料番号1(第121図709)

 1)鉱物片

 鉱物片として石英・カリ長石・斜長石が検出される。

 石英:鉱物片としての石英は、少量ないし微量で存在する。石英は他形粒状を呈し、高温

 焼成されて生じたクラック(本文では以後高温クラックと用いる)が発達している。高温ク

 ラックは一般に1,150℃以上の焼成温度と推定される試料中に生成し、部分溶融などの加熱

 変化を伴うことが多い。本試料においても、クラックに沿って非晶質ガラスが生成している。

 試料に含まれる石英片の最大粒径はO.32mmで、粒度は比較的細粒である。

 カリ長石:微量の範囲で存在したと推定されるが、残品がみられないほど完全に溶化し、

 一部は発泡し、その組織からカリ長石と判定されるにすぎない。焼成物申のカリ長石は約

 1,150℃の加熱で溶化し溶化ガラスを生成することが知られている。カリ長石と推定される

 鉱物片の最大粒径は0.25nunである。

 斜長石:斜長石は微量の範囲で存在する。最大粒径0.15㎜の破片状板状を呈するが、高温

 焼成されて針状ムライトに交代している。

 2)岩片

 砕屑岩片として検出される岩種は、凝灰岩である。

 凝灰岩:凝灰岩は微量の範囲で存在している。最大粒径は0.45㎜で亜円礫状～亜角礫状を

 呈し、非晶質で部分的に発泡しているものが大部分であるが、一部は珪長質鉱物鉱物に変質

 したものがある。凝灰岩は、新第三紀層に起源していると考えられる。

 3)基質の鉱物

 基質(粘十部)は粘土鉱物を主要構成鉱物とし、石英細片(0.02㎜以下)と微量の酸化鉄

 結核を伴い、中量～少量の孔隙が存在することが特徴となっている。

 石英:少量～微量の粒径O.02㎜以下の石英細片が素地中に散在している。

 ムライトニ微量存在し、主として斜長石を交代したものが最長0.03nm/の針状結晶として析

 出している。この他に素地の粘土を交代したものが存在すると推定されるが、鏡下で確認す

 ることはできない。

 粘土鉱物:粘土鉱物は高温で加熱された試料では非晶質化またはムライト化し、粘土鉱物

 はその組織を仮像として認識されるものの、粘土鉱物としての性質は失われている。

 酸化鉄結核:酸化鉄が凝結した酸化鉄結核が微量で存在し、最大粒径0.55nunの粒状を呈す

 る。もともと原土中に水酸化鉄の凝集体として存在したものが加熱により赤鉄鉱化したもの

 である。

 孔隙:中量～少量存在し、長さ2㎜に達する筋状の孔隙と、無数の0.05㎜以下の微細孔隙

 がみられ、素地が過焼成されたために発泡したことを示している。

 4)推定焼成温度

 一般に、粘土を高温焼成すると温度条件と化学組成に対応した鉱物の晶出(代表的な鉱物
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 はムライト)、溶融、非晶質化などの現象がみられる。観察試料では、カリ長石が完全に溶

 化し、斜長石を交代して針状ムライトが比較的密に生成されている状況から、1,200～

 1,250℃の推定焼成温度と判定した。

 5)その他

 本試料の表面には、おそらく自然紬と思われるが、最大厚さ0.30㎜のガラス膜が認められ、

 一部には針状結晶が析出している。ガラスの厚さは不定で、施釉されたものとは考え難い。

 b)試料番号2(第24図182)

 観察した須恵器試料の推定焼成温度は1,200℃±で、素地間隙に新期粘土が充填している。

 1)鉱物片

 鉱物片として石英・カリ長石・斜長石・黒雲母・ジルコン・緑簾石が検出される。

 石英:石英は少量で存在する。石英は破片状粒状を呈し、高温焼成されたために生じた高

 温クラックが発達している。試料に含まれる石英片の最大粒径はO.65㎜であるが、一般な石

 英片の粒度は比較的細粒である。

 カリ長石:微量で存在し、ほとんど溶化しているが、一部に未溶化の残品を留めている。

 カリ長石の最大粒径はO.3㎜で、残晶で観察する範囲では正長石である。

 斜長石:きわめて微量で存在する。最大粒径0.18㎜の不規則板状を呈する。高温焼成され

 て、斜長石の縁辺部は褐色のリム状ムライトに交代されている。

 黒雲母:きわめて微量で存在し、最大粒径0.1㎜の板状を呈する。高温焼成されて黒色化

 した仮像を示し、黒雲母としての性質を失っている。

 ジルコン:きわめて微量で存在する。最大粒径0.06㎜の自形短柱状を呈する。ジルコンと

 黒雲母は花崗岩類に起源することが多い鉱物に属する。

 緑簾石:きわめて微量で存在し、最大粒径0.07㎜の他形粒状を呈する。

 2)岩片

 砕屑岩片として検出される岩種は、チャートおよび凝灰岩である。

 チャートニ微量で存在し、最大粒径1.15㎜の角礫状を呈する。隠微晶質および細晶質石英

 の集合体で構成されている。隠微晶質の一部は含鉄質でいわゆる「赤色チャート」の岩片で、

 中一古生層源と考えられる。

 凝灰岩:凝灰岩は微量の範囲で存在し、最大粒径0.40mmの亜円礫状～亜角礫状を呈する。大

 部分は非晶質であるが、一部は珪長質鉱物鉱物に変質したものが認められる。凝灰岩は新第

 三紀層に起源していると考えられる。

 3)基質の鉱物

 基質(粘土部)は粘土鉱物を主要構成鉱物とし、石英細片(0.02㎜以下)と微量の酸化鉄

 結核を伴う。

 石英二微量の粒径0.02㎜以下の石英細片が素地中に点在している。

 ムライト:微量存在し、主として斜長石の縁辺を褐色リム状に交代している。

 粘土鉱物:粘土鉱物は高温加熱されて非晶質化し、粘土鉱物は原組織を残存するものの、



 粘土鉱物としての性質は失われている。

 酸化鉄結核:微量で存在し、最大粒径LO皿nの粒状を呈する。もともと原土中に水酸化鉄

 の凝集体として存在したものが加熱により赤鉄鉱化し、膠着したものである。

 4)推定焼成温度

 観察試料ではカリ長石がほとんど溶化しているが、一部に残晶が認められること、および

 斜長石の縁辺部を交代して褐色リム状ムライトが生成されていることから、1,200℃±の推

 定焼成温度と判定した。

 c)試料番号3(第121図708)

 観察した試料は1,150。C±の焼成温度が推定されるが、粘土鉱物の組織が明瞭に認められ

 ること、岩片として火山ガラスが存在することで、試料番号1および試料番号2とは異質で

 ある。

 1)鉱物片

 鉱物片として石英・カリ長石・斜長石・緑簾石が検出されている。

 石英:少量で存在する。最大粒径0.70㎜の破片状粒状を呈し、顕著な加熱変化は認められ

 ない。

 カリ長石:きわめて微量の範囲で存在する。最大粒径0.13㎜の他形粒状を呈する正長石で

 ある。縁辺部および劈開に沿って微溶化している。

 斜長石:きわめて微量で存在する。最大粒径0.1㎜の破片状板状を呈し、石英やカリ長石

 と比較すると細粒で、顕著な加熱変化は認められない。

 黒雲母:きわめて微量で存在し、最大粒径0.10㎜の葉片状を呈する。高温で加熱されてい

 るため本来の黒雲母の光学性は失われ、淡色化し、多色性は微弱になっている。

 緑簾石:きわめて微量で存在し、最大粒径0.05㎜の他形粒状を呈する。緑簾石は多元的な

 起源を有する鉱物で、変成岩・変質岩の造岩鉱物となるほかに花崗岩類の副成分鉱物として

 も産する。

 2)岩片

 砕屑岩片として検出される岩種はチャート・泥岩・凝灰岩・火山ガラス岩である。

 チャートニチャートは微量の範囲で存在する。大部分は角礫状岩片で、最大粒径は0.55mm

 を示し、隠微晶質石英の集合体で一部は含鉄質である。

 泥岩:きわめて微量で存在し、最大粒径0.15㎜の円形の断面を呈する。褐色でスメクタイ

 ト質粘土の組織を残存している。

 凝灰岩:きわめて微量の範囲で認められる。最大粒径はO.22㎜を示し、亜円礫状～亜角礫

 状を呈し、大部分は非晶質である。凝灰岩は新第三紀層に起源していると考えられる。

 火山ガラス:きわめて微量で含まれる。透明な火山ガラス片で、多くは骨片状または棒状

 を呈し、最大粒径はO.25mmである。火山拗出物が胎土となる粘土に混じたものと考えられる。

 3)基質の鉱物

 基質(粘土部)は粘土鉱物を主要構成鉱物とし、石英細片(0.02㎜以下)および酸化鉄結
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 核を伴い、粘土素地を着色する少量～微量の酸化鉄(赤鉄鉱)を伴っている。

 粘土鉱物:主にセリサイト質粘土鉱物を主成分とし、多量～中量で存在する。高温で加熱

 されているにもかかわらず、多くは非晶質化を免れて本来の光学性を保ち明瞭な組織を残存

 している。なお、粘土鉱物は鏡下で褐色を呈し、含鉄質である。

 酸化鉄結核:微量で存在し、最大粒径0.7㎜粒状を呈する。高温加熱により酸化鉄結核

 は赤鉄鉱の膠着体となって素地中に含まれる。

 4)推定焼成温度

 観察した試料は、カリ長石が微溶化しているが、素地を構成する粘土鉱物の大部分が残存

 している。そのため、焼成温度は1,150℃±を下回る可能性がある。

 (2)蛍光X線分析

 結果を表2、化学成分から計算される原土の鉱物組成を推定した粘土ノルム計算結果を表3

 に掲げる。

 表2の化学組成(分析値)にみられるように、Ig.lossは試料番号1で1.33%、試料番号3で
 2.21%を示している。観察した須恵器の推定焼成温度が1,150℃±またはこれ以上であるため、

 試料は本来無水状態であると考えられる。これを考慮すると、上記のIg.lossの値は、試料巾の

 粘土鉱物の結晶水が一部残留していることに加えて、土器が埋積していた時の土器周囲の土壌

 に由来する付着水が十分に乾燥していないことに起因していると考えられる。これらを本来の

 粘土鉱物が存在する原土で、付着水(H2O一)を0.00%の状態に復元した推定計算値(補正化

 学組成計算値)を中間的に計算し、これをもとに鉱物組成を計算した表が粘土ノルム鉱物組成

 (計算値)である。

 粘土ノルム鉱物組成計算の結果、石英一粘土鉱物一その他の鉱物系三角図(図4上)ではほ

 ぼ類似した領域にプロットされるが、カオリンーセリサイトーその他の粘土鉱物系三角図(図

 4下)では試料番号1と試料番号2の組成は近似し、カオリン成分が強いと推定される。これ

 に対し、試料番号3はほぼ等量のカオリン・セリサイト・その他の粘土鉱物(モンモリロナイ

 ト)で構成され、試料番号1と試料番号2とは異質で、その他の粘土成分(モンモリロナイト)

 が多いことで耐火度が低いと判断され、顕微鏡観察による焼成温度の推定結果と矛盾しない結

 論を得た。

 また、試料番号1と試料番号2の差異は顕微鏡下における素地鉱物の存在状態による焼成温

 度の差異に帰される。2枚の薄片で観察した範囲で試料番号2の推定1,200℃±が適正焼成温

 度とすれば、試料番号1は過焼成品であると考えられる。

 4.考察

 3点の試料は、いずれも鉱物片として石英、カリ長石、斜長石を比較的多く含み、岩石片と

 しては凝灰岩を含む。また、試料番号2と3にはチャートの岩片も認められている。このよう

 な鉱物片と岩石辺の種類構成は、当社による山形盆地および周辺の遺跡出土の須恵器に多く認

 められている。例えば、これまでに報告した三条遺跡や高瀬山遺跡から出土した平安時代の須
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 恵器のほとんどは、薄片下では上記のような特徴を示す。三条遺跡の分析報告書では、胎土中

 の鉱物片や岩石片の種類構成は、土器の材料となった粘土や砂の採取地の背後に広がる地質を

 反映していると考え、それが最上川中流域すなわち山形盆地の地質学的背景と一致することを

 述べた。また、実際に山形盆地に位置する平野山窯跡群から出土した須恵器の中に、三条遺跡

 や高瀬山遺跡の須恵器と同様の鉱物片と岩石片の種類構成を示す試料を多く認めることができ

 た。そして、これらのことから、三条遺跡や高瀬山遺跡出土の須恵器の多くは、平野山窯跡群

 を含む山形盆地で製作された可能性が高いと考えた。したがって、発掘調査所見では陶邑産と

 も在地産とも異なるとされた今回の試料3点は、胎土中の鉱物片および岩石片の種類構成でみ
 る限りは山形盆地で製作された可能性が高いといえる。

 ただし、粘土ノルム鉱物組成においては、まず今回の試料3点間において、有意と考えられ

 る差異(特にカオリンーセリサイトーその他の粘土鉱物系の三角ダイアグラム上で)が認めら

 れる。このことは、それぞれの遺跡出土の須恵器の製作地が同じ山形盆地内であるとは言える

 が、より詳細な範囲では、それぞれの粘土の採取地や砂の採取地が異なっていたことを示唆し
 ていると考えられる。

 また、粘土ノルム鉱物組成では、上述した三条遺跡および高瀬山遺跡出土須恵器との間にも

 明瞭な差異が認められる。ただし、この場合は、三条遺跡および高瀬山遺跡の試料の粘十ノル

 ム鉱物が、元素分析値の結果によりモンモリロナイトではなく緑泥石を想定していることにも

 よる。しかし、今回の試料とは、元素組成(特にFe、0,ヌ、CaO、Na、0、K、0など)でも差異が

 認められることから、やはり、これも粘土や砂の採取地の違いに起因する可能性がある。

 今後も山形盆地各地における分析例を蓄積することができれば、山形盆地内における須恵器の
 製作地域の特定が可能になると期待される。
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 向河原遺跡(2次・3次)出土木製品の樹種

 パリノ・サーヴェイ株式会社

 1,試料

 試料は、平安時代以降の曲物や棒状木製品6点である。各資料の詳細は、樹種同定結果と共

 に表1に記した。

 2.方法

 剃刀の刃を用いて木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接続断面)の3断面の徒手切片

 を作成し、ガム・クロラール(抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセリン、蒸留水の混

 合液)で封入し、プレパラートを作成する。作成したプレパラートは、生物顕微鏡で観察・同

 定する。

 3.結果

 樹種同定結果を表1に示す。木製品は、すべて針葉樹の

 スギに同定された。主な解剖学的特徴を以下に記す。

 スギ(Cryptomcriajaponica(L.I.)D.Don)
 スギ科スギ属

 仮道管の早材部から晩材部への移行はやや急で、晩材部

 の幅は比較的広い。樹脂細胞がほぼ晩材部に限って認めら

 れる。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞の壁は滑らか。分野壁孔はスギ型で、1分野

 に2～4個。放射組織は単列、1～15細胞高。
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