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西近津遺跡群

酉近津遺赫Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
長野県佐久市長土呂西近津遺跡　第3 ・ 4・ 5次調査

2014. 3

佐　　久　　市

佐久市教育委員会



例　　言

1.本書は佐久市に所在する西近津遺跡群西近津遺跡の第3 ・ 4 ・ 5次発掘調査報告書である。

2.調査は第3次が市道Sl-94号線改良工事、第4次が市道Sl-101号線舗装工事、第5次がS-103号

線改良工事に伴う記録保存調査として佐久市教育委員会が実施した。

3.遺跡名及び所在地　西近津遺跡Ⅲ(NTⅢ)佐久市長土呂1741-1外

西近津遺跡Ⅳ(NTⅣ)佐久市長土呂1796-1B外

西近津遺跡Ⅴ (NTV)佐久市長土呂1183-7外

4.調査期間及び面積

発掘調査

開発面積

調査面積

西近津遺跡Ⅲ　平成18年6月12ロー平成18年9月20日

西近津遺跡Ⅳ　平成19年10月11ロー平成20年2月28目

平成20年8月17ロー平成20年12月19日

西近津遺跡Ⅴ　平成19年11月12日一平成20年1月8日

西近津遺跡Ⅲ　850壷　西近津遺跡Ⅳ 1,950壷　西近津遺跡V　785壷

西近津遺跡Ⅲ　680壷　西近津遺跡Ⅳ 1,510壷　西近津遺跡V　580壷

5.本書で扱っている座標は世界測地系である。 (西近津遺跡Ⅲのみ旧測地系)

6.西近津遺跡Ⅲ・Ⅳの発掘調査・整理・報告書編集は佐々木宗昭・林　幸彦、西近津遺跡Ⅴは冨沢一明

が担当した。

7.本遺跡の出土遺物自然科学分析は、パリノ・サーヴェイ株式会社、パレオ・ラボに委託した。

8.本書及び関係資料等は、佐久市教育委員会の責任下に保管されている。

凡　　例

1.遺構の略記号は、竪穴住居址-H　竪穴状遺構-Ta　掘立柱建物址一F　古墳址-OT

土坑-D　溝状遺構-M　ピットーPである。

2.挿図の縮尺は、遺構1/80・遺物1/ 4が基本である。挿図毎にスケールを示した。

3.遺構の海抜標高は各遺構毎に統一し、水糸標高を標高として記した。

4.土層の色調は1988年版「新版　標準土色帖」に基づいた。

5.遺物挿図番号と遺物写真番号及び遺物観察表番号は一致する。

6.調査区は公共座標の区割りにしたがい、間隔は4mX4mに設定した。

7.遺構名は変更等により欠番が生じている。

8.挿図中のスクリントーンは、以下のことを示す。

地山　　　　掘方埋土

星星口匡星間量目
焼土　　　　焼け込み　　　　灰　　　　　柱痕　　粘土・カマド構築土　須恵器断面　　赤色塗彩　灰翻施彩断面

黒色処理　　　　磨面
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第I章　発掘調査の経緯

第I章　発掘調査の経緯

第1節　経過と周辺遺跡

西近津遺跡群は、佐久・小諸両市境を南西に流下する湧玉川左岸の田切り台地上に立地し、標高は

700-713mを測る。台地の南・東側は、浅い低地で周防畑遺跡群と画されている。近津神社西からJR小

海線に至る大きな遺跡群で、縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世の遺構や遺物が多く知られている。鷺

林城跡が西端にある。

今回の調査地点に近接した長野県埋蔵文化財センターが

行った中部横断自動車道に関わる発掘調査では、 200軒を

超える弥生時代後期、古墳時代、奈良・平安時代等の竪穴

住居址をはじめ、国内最大級の弥生時代後期の住居址や古

代鋼印「鐸子私印」が発見され注目を集めている。

付近の集合住宅建築工事に先立つ発掘調査では、弥生時

代後期一平安時代の遺構が数多く検出されている。特に、

西近津遺跡Ⅳに接する西近津遺跡Ⅷでは弥生後期一平安時

代の竪穴住居址と共に縄文時代後期の敷石住居址や土坑と

多量の遺物が発見されている。

佐久市の行う市道改良工事に伴い、平成18年度に西近津

遺跡皿、平成19年度に西近津遺跡Ⅳ・Ⅴ、平成20年度に西

近津遺跡Ⅳの記録保存調査を実施した。
第1図　西近津遺跡Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ位置図(1:25,

国

第2図　西近津遺跡Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ位置図(1:10,000)

第2節　調査体制

調査主体者　佐久市教育委員会　教育長　三石昌彦(平成18年度)木内清(平成19年度一21年5月)

土屋盛夫(平成21年5月へ25年度)

事　務　局

社会教育部長柳澤義春(18・19年度)内藤孝徳(20へ21年6月)工藤秀康(21年7月へ22年度)

伊藤明弘(23・24年度)矢野光宏(25年度)

社会教育部次長山崎明敏(19年度)柳澤本樹(20年度)金沢英人(21年4へ6月)藤巻浩(23年度)

文化財課長中山悟(18年度へ19年6月)森角吉晴(19年7周一22年度)

青清隆(23・24年度)三石宗一(25年度)

文化財係長高柳正人(18年度)三石宗一(19-24年度)比田井清美(25年度)

文化財調査係林幸彦(20へ23年度)須藤隆司(22年度一)小林眞寿(22年度へ)

専門員羽毛田卓也(22へ24年度)冨沢一明(23年度一)上原学(23年度へ)

一和国



文化財調査係林幸彦(-19年度)並木節子(19へ24年度)冨沢一明(へ22年度)上原学(へ22年度)

神津格(18年度へ21年9月)井出泰章(21年10周一23年9月)神津和明(23年10周一)

出澤力(へ23年6月)久保清一郎(24年度へ)

嘱託林幸彦(24・25年度)

(1)調査体制

調査担当者　林幸彦　冨沢一明　佐々木宗昭　調査主任　森泉かよ子　調査副主任堺益子

調　査　員　赤羽根充江浅沼勝男浅沼ノブ江阿部和人安藤孝司磯貝律子市川明子市川光吉

井出孝子岩崎重子岩松茂年碓氷知子臼田絢佳臼田真杉岡村千代美小幡弘子加藤ひろ美

柏木義雄狩野小百合菊池喜重神津和子神津千春小林節子小林妙子小林百合子小林千勝

小林よしみ斉藤恵李佐藤瑞希里見理生澤井知春清水澄生清水律子副島充子大工原遠江

田中ひさ子土屋邦子土屋武士中山清美萩原宮子橋詰勝子橋詰信子花里佐恵子林美智子

林まゆみ比田井久美子日向昭次広瀬梨恵子細谷秀子堀籠保子森泉こずえ横尾敏雄

柳沢孝子柳澤武山元有美子依田三男依田美穂

第3節　調査日誌

平成18年6月12日一平成18年9月20日　西近津遺跡Ⅲ発掘調査。

平成19年10月11日一平成20年2月28日　西近津遺跡Ⅳ発掘調査。

平成19年11月12ロー平成20年1月8日　西近津遺跡Ⅴ発掘調査。

平成20年8月17日一平成20年12月19日　西近津遺跡Ⅳ発掘調査。

整理作業　平成20年1月21日へ3月28日・4月7日へ4月18日・12月9日へ21年3月31日、

平成21年4月2日へ4月17日、平成22年4月1日へ4月20日・8月23日へ10月20日・

12月21ロー23年1月20日、平成23年8月22日へ11月20日、平成24年4月23日一6月20日

平成25年4月15日へ5月20日、平成26年3月　報告書刊行をもって調査終了。

第4節　基本層序

調査区ほぼ全面が現道路下で、 10-30cmが道路構築土であった。西近津遺跡ⅢはⅡ層耕作土直下が

浅間火山流堆積層の漸移層となる地点が多い。西近津遺跡Ⅳ・Ⅴは道路の影響が少なく、遺構掘り込

み面のⅤ層が見られる地点がある。遺構確認は一層の上面では困難で、浅間火山軽石流堆積層上部で

行った地点が多い。

第5節　検出遺構・遺物の概要

西近津遺跡Ⅲ

遺構　竪穴住居址27軒(古墳中期1軒・後期5軒、奈良・平安17軒、不明4軒)、土坑(土坑墓含む)

13基、溝状遺構2本、ピット113個

遺物　弥生後期土器(箱清水式)、土師器、須恵器、鉄製品(紡錘車・刀子等)、石製品(打製石斧・

打製石鍛・砥石・磨石・敲石等)、獣骨、炭化種実。

西近津遺跡Ⅳ

遺構　竪穴住居址52軒(弥生後期22軒、古墳後期9軒、奈良・平安14軒、不明7軒)、竪穴状遺構

1棟、掘立柱建物址5棟、土坑46基、溝状遺構15本、ピット187個

遺物　縄文中期後半・後期初頭・前葉・中葉土器、弥生後期土器(箱清水式)、土師器、須恵器、

鉄製品(鉄鍛・紡錘車・刀子等)、石製品(打製石斧・打製石鍛・砥石・磨石・敲石等)、玉類等、

人骨、獣骨、炭化種実。

西近津遺跡Ⅴ

遺構　竪穴住居址19軒(弥生時代後期3軒、古墳時代中期1軒・後期9軒、奈良・平安時代6軒)、

土坑(土坑墓・粘土採掘坑含む) 10基、溝状遺構7本、古墳址1基、ピット88個

遺物　縄文後期中葉土器、弥生後期土器、土師器、須恵器、土製品(紡錘車等)、鉄製品(紡錘車・

刀子等)、石製品(打製石斧・打製石鍛・砥石・磨石・敲石等)、獣骨、

ー2-





第Ⅱ章　西近津邁跡Ⅲ

第Ⅱ章　西近津遺跡Ⅲ

第1節　竪穴住居址

(1)Hl号住居址

き・く-15・16、け-15Grにあり、 Dl-D3、 Pl、 P6に切られる。カマドは北壁中央に地山削

1層暗褐色土(10YR3/4)小礫・パミス

少量含む。
2層褐色土(10YR4/6)ローム粒子多量、

小礫・パミス・黒色土を少量含む。
人為埋土。

3層黒褐色土(10YR3/1)ローム粒子・
ロームブロック多量に含む。人為埋土。

4層灰黄褐色土(10YR4/2)ローム粒子多量。

黒褐色土ブロック含む。人為埋土。
5層にぷい黄褐色土(10YR5/4)ローム粒子

主体。
6層黒褐色土(10YR3/2)パミス・ローム

粒子少量。
7層暗褐色土(10YR3/3)明褐色土・黒色土

の小ブロックを含む。
8層暗褐色土(10YR3/2)明褐色土の小ブ

ロック含む。
9層黒褐色土(5YR3/1)灰の堆積土。
10層灰黄褐色土(10YR4/2)小礫少量含む

粘土。カマド構築土。
黒褐色土(10YR3/1)カマド構築土。
褐色土(7. 5YR4/3)小礫少量含む粘土。
カマド構築土。
褐色土(10YR4/6)ローム粒子多量、黒
色土の小ブロック含む。

14層黒褐色土(10YR3/2)堅くしまる。床。

固

、 〇三曇クi
5　　　　0 (1:4)

標高709. 2m

(1こ40) 1In

第4図　Hl号住居址(1)
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謹:-三〇〇葦琵:・曾Il †、.毒

軸
e　13

8へ12・15 (1:4)　10c皿

13　(1 : 3)　7.5c皿

O　14　(1 : 2)　　5c皿

第5図　Hl号住居址(2)

釦14 ⊂≡⊃

第1表　Hl号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　(。m)

日千 劔議∴∴簾 劔刹Y鯨　で・猛盛　事・蕩瀧 劔撼繋緻凝滞溝雪ぎ宛藤′ 

ト的・ �>Igﾂ�繋攫 剏綷a(艮) 剋ｭ置〈帽) 剏恆@駒 剽栫�� 劔Zh�謁b�輔　藷 刳^女優張 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �11.0 � �3.2 刄iデ→ヨコナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 刄Jマド 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(11.0) � 剩V.9 刄iデ→ヨコナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 刄Jマドソデ　No.う 

3 �7倡Hｮﾒ�士不 �(10.2) � �3.4 刄iデー◆ヨコナデ 劔.ｩYH-h8�5�5�8ｨ�委ｸ胸YH8�5(6�6b�回転実測6C中葉へ 7C初頭 刄Jマドカマドソデ N0.3 

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(11.4) � �3.1 刄iデ→ヨコナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�b�完全実測 刄Jマドカマドソデ N0.3 

5 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�b�破片実測 刧V区 

6 �7倡Hｮﾒ�鉢 �(12.4) �(6.7) �11.5 刄~ガキ 劍7�4ｸ4ﾂ�回転実測 僮区　Ⅲ区　Ⅳ区 

7 �7倡Hｮﾒ�鉢 �(13.0) � �<6.7> 剏箞ｻ部ヨコナデ・胴部へラナデ→ミガキ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刄Jマド 

8 �7倡Hｮﾒ�謹 剩V3.1 � �<37.8> 凵｠綾部ヨコナデ→底部へラナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測□綾部に 最大径 僮区I区床肺卜、、 No.1・.与・6 

9 �7倡Hｮﾒ�璽 剩V4.4 � �<3与.0> 凵｠綾部ヨコナデ→底部へラナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測口綾部に 最大径 凵y区床Ⅱ区カマド No.1 

10 �7倡Hｮﾒ�謁 剩V2.4 �3.6 �37.1 凵｠綾部ヨコナデ→胴から底部へラナデ・ナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8ｨ��.ｩYH-h8�5�5��b�完全実測□縁に最 大径 僮・Ⅱ・Ⅲ区　カマト、、 

11 �7倡Hｮﾒ�窺 �(23.8) � �<15.7> 剏箞ｻ部ヨコナデ→胴部へラナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測口綾部に 最大径 �1区　Ⅱ区床 

12 �>ｩ[b�深鉢 凵｠緑部内折。小突起の円形貼付文から口縁に沿って洗練。内面円形貼付文から口縁に沿って沈線。 劔劔剿x之内1 

N飢 仆���}���/���ﾘ�������,��劔大慶 �隘B���ｨ�ﾂ��ﾈ��ｭ��灘　　　　罵　　　　　　　　　　　　　　!　　紐解遮 

73 舒ﾘﾕIW9k���52�禿"緜��禿�縱��舒ﾘﾏｨ*ﾓ�緜���hﾝ翕�����禿��#��板状の素材を筒状に加工。底都は閉じた形状。 劍uXｾb�

14 冉��竟B���俐Y�Xﾆ�2縒�佻ｸ抦ﾆ�"���儘ビ��32��2�孔径0.7。擦痕残る。 劍4ｨ7ﾘ6維hﾝyYH����絣�

15 吁��������u粤2���2�2�迭繧���cS2�3r�正褒中央と周囲に敲打痕。 劍uXｾb�

り出しで、粘土・褐色土・黒褐色土で構築されている。 P l周辺床面上に散乱する熔結凝灰岩・安山岩

はカマド構築に使用されたものであろうか。ピットは4個検出され、主柱穴Pl・P2の柱穴間は280

cmを測る。覆土2へ5層は人為埋土。床は堅く締まる。東壁下・カマド脇には壁溝が巡る。 P3・P4

とP3脇の溝は、間仕切りの基礎であろう。遺物は、土師器1-11、縄文後期土器12、器種不明鉄器

-6-



第Ⅱ華　西近津遇跡Ⅲ

13、滑石の紡錘車14、敲石15がある。杯は須恵器杯蓋模倣で内面黒色処理5、須恵器杯身模倣の1 ・

3、半球状の2・4が、饗は口綾部に最大径があり底部突出せず胴が長い8-11、 6・7は鉢。 2-4

がカマド内、 14がカマド左袖部、 9・10がカマド前床面から出土。覆土内からウシのツノと見られる

破片出土。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。

(2)H2号住居址

か-13・14、き-14.15GrにありD7.P20に切られ、 H7を切る。カマドは北壁中央に、褐色土・

黒褐色土と礫で構築されている。 P l ・P 2間床面上に散乱する面取軽石・熔結凝灰岩・安山岩もカマ

ド構築材の一部とみられる。主柱穴P l・P2およびP l・P3の柱穴間は240cmを測る。床は堅く平

坦。カマド東から南壁下を壁溝が巡る。覆土1 ・2層は人為埋土。遺物は土師器1-11、須恵器薄12・

13、砥石14がある。土師器杯2-6は内面黒色処理、杯5・6の底部は回転糸切りされる。 3・4は墨

書。 7の鉢は、内面黒色処理で底部回転糸切り後手持ちへラケズリされる。由縁部に最大径がある馨

10・11は混入遺物である。本址はこれらの遺物とH 7を切る重複関係より9世紀後半以降に位置づけら

れる。

標高709, 1m

(l‥80)　　2m

1層灰黄褐色土(10YR4/2)黄色ローム粒子・ロームブロック

多量含み、小礫・パミス・黒色土ブロック少量含む。人為理工。
2層暗褐色土(10YR3/3)パミス少量、小礫多量に含み、

黒色土ブロック微量含む。人為埋土。
3層黒色土(10YR2/1)黄色ローム粒子微量含む。

4層黒褐色土(10YR2/3)パミス・小旗・ローム粒子少量含む。
5層黒褐色土(10YR3/1)黄色ロームブロック少量含む。
6層　暗褐色土(10YR3/3)

7層　明赤褐色土(5YR5/6)明赤褐色の灰の層。
8層赤褐色土(2. 5YR4/8)焼土。

9層褐色土(7.5YR4/4)黄色ロームブロック多量に含み、

黒褐色土の粘土ブロックを含む。
10層黒褐色土(7. 5YR2/2)粘土ブロック多量に含み、

黄色ロームブロックを少量含む。
11層灰黄褐色土(10YR4/2)タタキ床、パミス・小礫を少量含む。
12層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄色ローム粒子多量含み、

灰黄褐色土がブロック状に含まれる。
13層にぷい黄褐色土(10YR5/4)黄色ローム粒子・黄色ローム

ブロックを多量に含み、黒色土ブロック・灰黄
褐色土ブロックを含む。掘方埋土。

第6図　H2号住居址(1)
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第7図　H2号住居址(2)

第2表　H 2号住居址出土遺物観察表
紀芝 劔滋∴∴蓑 劔撥鰭　を　鞘強,′　薙蟻 劑ﾗ藻轍瀬醇僚くさ兜魔・ 

N〇、 ��Ygﾂ�欝漣 剩}蟹騒‡ 亊鞋�*ﾙYﾒ��葱頭鯛艶 刹R　擬 倅x�囲｢�鱒∴∴零 剩ﾍ士僚騎 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 �(13) ��<2.7> 刄鴻Oロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実演 ��カマド 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 � �� 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�委ｹ]9YH7�4ｸ4ﾈﾎ8ﾙY�h�yﾒ�破片実〉 ��Ⅳ区 

3 �7倡Hｮﾒ�i不 � �� 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 ��凭ﾈ*�.��フク土 

4 �7倡Hｮﾒ�士不 � �� 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 凩ｹ�(*�8｢�検出面 

与 �7倡Hｮﾒ�‡不 � 茶b�"��<1.3> 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��8｢�回転実演 ��I区 

6 �7倡Hｮﾒ�鉢 � 茶ゅ"��<1.9> 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��フグ土 

7 �7倡Hｮﾒ�鉢 � 茶ゅ���<5.4> 刄~ガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 刄JマドH7工区・Ⅱ 区・ホリ方 

8 �7倡Hｮﾒ�鉢 � ��<3.8> 刄wラナデ→黒色処理 �7x8�5�5�8｢�回転実演 ��Ⅱ区 

9 �7倡Hｮﾒ�璽 � 迭���<4.2> 刄iデ �;yYH-h8�5�5迄�h�).ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実演 ��Ⅱ区 

10 �7倡Hｮﾒ�璽 � �� 凵｠綾部ヨコナデ→胴部ナデ ����ﾉYH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�破片実演 ��Ⅱ区　Ⅳ区　カマド 

11 �7倡Hｮﾒ�璽 � �� 剏箞ｻ部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�破片実) ��カマド 

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�題 �(18.0) ��<3.4> 刄�Rナデ。自然糊付窟 �8�5(6�6h�茄H轌Fx�9[b�回転実) ��Ⅱ区 

13 ��ｸﾆ(ｮﾒ�謹 � �� 剴魔ﾄ具痕→ヨコナデ �5�5�4ﾉmｨ��8�5(6�6b�断面実、 ��Ⅳ区 

髄. 亳8���課｢��ﾘ�迂hｩｸ��-8��ﾋｸ踊ｬ(�畏ﾈ��ｴ)�X���劍尨��鯆�恕陳‡　猿　遊　里　　　　　　　　　　　　擬　　　　残　　　　　　　　　　　　　量　　　軸ま髄濃 

14 �7Y���姪ﾃb纉貪ﾃR緜��剴ﾃ"縱貪ﾃ�3津ャ貶岔YHﾈy���)7X枴�CH�)�8芥,兀ﾘ,ﾈﾔﾈ*(��ﾚﾘ*�.��(������������������������������曝ｾb�

(3)H3号住居址

=二二一一一一二

0　　　(上4)　　10c皿

第8図　H3号住居址(1)
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第Ⅱ章　西近津遁跡Ⅲ

1層黒褐色土(10YR2/3)炭・パミス少量。人為埋土。
2層暗褐色土(10YR3/4)pl小ブロック多量。人為埋土
3層黒褐色土(10YR2/3)pl小ブロック少量。人為埋土。
4層褐色土(10YR4/4)黄褐色土の小ブロック多量。

黒褐色土の小ブロック少量。人為埋土。
5層黒褐色土(10YR2/2)黄褐色土の小ブロック少量。

黒褐色土の小ブロック多量。人為埋土。
6層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土の小ブロック多量。

炭化材多量。南側には焼土ブロック多量。
7層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土の小ブロック多量。
8層　黒褐色土(10YR2/3)

9層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土の小ブロック多量。
10層灰黄褐色土(10YR4/2)柱痕。柔い。
11層暗褐色土(10YR3/3)床面直上の粘質土。
12層にぷい黄褐色土(10YR5/4)黄褐色土、明黄褐色土が

主。黒褐色土の小ブロック少量。床。
13層　黒色土(10YR2/1)炭

14層にぷい褐色土(7. 5YR5/4)にぷい褐色土のPlが主。

黒褐色土の小ブロック少量。
15層褐色土(10YR4/4)黄褐色土・にぷい褐色土・黒褐色土

のブロック多量。掘方埋土。
16層褐色土(10YR4/4)にぷい褐色土が主。掘方埋土
17層褐色土(7. 5YR4/6)柔い。

‾_‾‾ノ

第9図　H3号住居址(2)

ー9喜

二二

0　　　(上4)

か-13、き-12へ14、く-13・

14G rにありH4に切られ、

H20・PlO9を切る。主柱穴の

柱痕28cm、床は堅く平坦。

張り出し部から南壁下を壁

溝が巡る。覆土1へ5層は人

為埋土、 6層中には多量の炭

化材小片と南側に焼土ブロッ

クが多量に見られた。

遺物は土師器杯1-4・

生　蓋? 5・鉢13・饗15・壷16、須

恵器杯6-9・有台杯10・11、

土器片田板21、磨石32・33、

敲石34、石35、角軸の鉄製品

37がある。炭化栽培種モモ3

個、イネ1個、マメ科3個が

床面Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ区から出土。



32へ35 (1 :4)　　10c皿

36・37 (1:3)　7.5c皿

31  (1 : 2)　　5c皿

0　　29・30 (1:1)　2.5c皿

第10図　H3号住居地(3)

土師器杯1-4は内面黒色処理、杯3は回転糸

切り、杯4は糸切り後へラケズリ。 2・5は墨

書。須恵器杯7は糸切り後へラナデ、杯9と有

台杯11は糸切り痕、杯7と有台杯10底部はへラ

調整。土師器薄は胴部に最大径がある。 16の

壷は外面・内面口綾部から頸部までへラミガキ。

14・26の土師器護、放射状・螺旋暗文の杯12、土

師器杯24・25・27・28、弥生時代後期土器、 36の

鋼釧、 29-31の石製模造品は混入遺物である。

本址はこれらの遺物と9世紀前半のH 4に切られる重複関係より8世紀後半に位置づけられる。

第3表　H 3号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Cm)

崩雲 劔葱　　蜜 劔剽梠@　農‾頭欒臆∴　浅瀬 劔繚藻鶴‡臓器滴単車現題義 

N°、 冽9gﾂ�籠瀧 剏綷yく長〉 凵�@度樫鳩) 剽w高く呼): 劍q○　○顕 劍ﾙ����B�縞∴∴轡 剄酷y壁詑 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(16.0) � �4.1 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 刧V区2層　Ⅳ区　確認面 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測　墨雷あリ 刳m認面 

3 �7倡Hｮﾒ�士不 � �6.7 �<2.5> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��回転実測 刧W区 

4 �7倡Hｮﾒ�杯 � �(8.0) �<1.9> 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH,h､�ﾈ訷鰄+�-h8�5�5��h��7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刳m認面 

5 �7倡Hｮﾒ�蓋? � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�破片実測　墨蜜あリ 刳m認面 

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(13.4) � �<2.1> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測内外面 に火だすき有 刳m認面 

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(8.5) �<2.9> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.夷86�6b�回転実測内外面 に火だすき有 刳m認面 

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 刳m認面 

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(7.6) �<1.4> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内外面 に火だすき有 刳m認面 

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台‡不 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5迄�h�畏)�I5ﾉWB�破片実測 刳m認面 

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 �(20.3) �(14.2) 剽^.1 刄鴻Nロナデ→みこみ部へラナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転実測 儂o.3 

12 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄~ガキ→曙文 劍7�4ｸ4ﾂ�破片実測　磨耗 刳m認面 

13 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � � 凵｠綾部ヨコナデ→胴部へラナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8ｨﾎ87�4ｸ4ﾂ�破片実測 刧V区2層 

14 �7倡Hｮﾒ�璽 � � � 剏箞ｻ部ヨコナデ・胴部へラナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�破片実測 僮区I区床　Ⅱ区床 

15 �7倡Hｮﾒ�璽 �(17.4) � 凾ｭら.8> 剴卲o部ヨコナデ→胴部へラナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 僮区床 

16 �7倡Hｮﾒ�璽 �(18.7) � �<22.6> 凵｠綾部から胴上半ミガキ。胴部ミガキ 劍7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刧V区Ⅲ区2層Ⅲ 区床床H4I区 I区1層Ⅱ区床 

「7 冢ﾙ�b�璽 �(15.4) � �<8.0> 刄~ガキ 劍ｿ儼�ｬ(�9[b����鉅-��回転実測 僮区床 

18 冢ﾙ�b�子干 � �8.4 �<4.7> 刄nケナデ 劍7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刧V区2屈 

19 冢ﾙ�b�謹 剴燒ﾊミガキ。外面櫛描波状文。折り返し□縁。□国都平(面取り)。 劔劔刧U区2層 

20 冢ﾙ�b�璽 剴燒ﾊミガキ。外面櫛描波状文。折り返し□縁。 劔劔刧V区2層 

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土器片円板 剳綷`護胴部片。敲打痕・剥離痕。長辺5.5cm短辺4.5cm厚さ0.6cm。内面当て具痕。外面タタキ目。 劔劔刳m認面 

22 冢ﾙ�b�謹 剴燒ﾊミガキ。外面櫛描波状文・櫛措環状文(3連止)。 劔劔刧U区 

23 冢ﾙ�b�饗 剴燒ﾊミガキ。外面櫛描波状文・櫛描麓状文(4連止)。 劔劔刧U区2層 

24 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.8) � �4.与 刄~ガキ→黒色処理 劍��傀8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8ｨ�ほYH7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刧V区2暦　No.2 

25 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍7�4ｸ4ﾂ�破片実測　外面剥離 刳m認面 

26 �7倡Hｮﾒ�饗 � � � 刄拷助買�Rナデ・胴部へラナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�破片実測 刧V区1暦 

27　　土師器 剋m不 � � � 刄iデ→□綾部ヨコナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�破片実測 刳m認面 

28i土師器 僮不 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5迄�b�破片実測 刧V区2暦 

N〇、 �����ｮﾘ���稲ﾒ��ﾘ���愛"�亅I�XﾜR��7ｹ�X���冩r�大願 儖���>��欝　　　　　　麗 劔+I_8�(ﾖ��

29 ��ｼ｢�乖ｩ�����紕���紕���纈�禿2紊凪�孔径0.2与へ0.3。-都欠損。正面に条痕。 剩踉縒�

30 ��ｼ｢�乖ｩ�����繧����"���繧�禿�紊3��孔径0.2へ0.3。-都欠損。 劍ﾔ粟h��l｢�

31 ����ｹlﾙ�)V��乖ｩ����2����"纈���綯�禿��騏纉��孔径0.2与。裏面一部欠損。 剩仞b�

32 冑������湯�2�途纈��"�2��3�b纉r�正嚢にすり面。正面に擦痕あり。 劍4ｨ4�8�92�

33 冑��竕])Z��胄������u粤B�唐紕�冰粤��涛ィ�3B�正衷"下側にすり面。形状から編物石の可能性あり。 剩��紕�

34 冑��Yﾜ������禿�*B緜��禿r騏聹�禿h�#��禿�����##��一部欠損。正面(こ磨滅した敲打痕とすり面。 剩仞b�

35 ��I�����禿�2�3��禿�u粤3���*ﾘ.r紊��禿��#(�##C��被熱あり(褒面黒化)。全周欠損。正愛に使用面。 剳��Y>���綯�

36 �;ｨｿ｢� �;｢�禿2����禿�����禿��#��禿2��凪�両端欠損。 劍ﾉ��｢�

37 乂��"��52���ﾈ,�+X+ﾘ�9�B�ﾉo����3��禿�紊��禿�緜��禿b紊c��上下欠損。把手状に曲がる→転用か? 劍ﾉ��｢�

ー10-



第Ⅱ章　西近津遮跡Ⅲ

(4)H4号住居址

標曹諦m　2m

1層暗褐色土(10YR3/3)人為的埋土(黄褐色土・黒褐色土・
にぷい褐色土)の小ブロック多量。

2層黒褐色土(10YR2/3)人為的埋土(黄褐色土・黒褐色土・
にぷい褐色土)の小ブロック多量。

3層黒褐色土(10YR3/2)粘質土。
4層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土・にぷい褐色土のブロック多量。
5層黒褐色土(10YR2/2)粘質土。
6層黒褐色土(10YR2/3)床(堅くしまる)にぷい褐色土・

黄褐色土の小ブロック多量。
7層黒褐色土(10YR2/3)炭と灰含む。
8層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロック

少量。掘方埋土。
9層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土・にぷい褐色土の

小ブロック多量。掘方壁土。

二¥、‾　三二‾プ了

: /

声‾‾「‾‾式

第11図　H4号住居址(1)
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第12図　H4号住居址(2)

第4表　H4号住居址出土遺物観察表

24

二二
28

-ヽノ{ 、、也、、

ーロー
前　亡二コサ3ふ

国図
千二フ‾

韓4 劍蜜������劍��)8ﾇ�����������Y[iJX�����况窺iuｩ:ｹx���*ﾘ+8ｭｹY��R�

NQ. 冕凩��鎮護 �����ﾏｸ��ﾜR��嬢態輔酸　音 刹�孖ﾕ職 ��X���依��鄭∴蘭 傲ｨ���G��冲�-ﾈ壑�｢�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�b縒��6.与 剽^.7 �7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�ロクロナデ。底部周辺へラケズリ ���Xｾh��uhｾb�

2 �7倡Hｮﾒ�i不 茶�B繧��6,9 �4.4 �7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�ログロナデ→底蔀手持ちへラケズリ 亂��8���"� 曝ｾh��uXｾh�����

3 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�B綯��(6,2) �3.7 ��ログロナデ→底部手持ちへラケズリ 弌�5ﾘ��ﾒ� �hｾh���R�

4 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�u粤��� �<3.2> �7�4ｸ4ﾈ�ｸﾙY�h�yﾒ�ロクロナデ 弌�5ﾘ����� �xｾb�

う �7倡Hｮﾒ�士不 �� � �7�4ｸ4ﾈ�盈��h�yﾒ�ロクロナデ ���xｾb�

6 �7倡Hｮﾒ�1不 茶�2繧�� �<3.与> �7�4ｸ4ﾂ�ログロナデ 弌�5ﾘ���｢��Xｾb�

7 �7倡Hｮﾒ�碗 ��"���与.8 �4.8 �7�4ｸ4ﾈ�ｸﾙY�h�yﾒ�ログロナデ→底部回転糸切り→南台貼付 亂��8���｢���

8 �7倡Hｮﾒ�碗 ��8.1 �<3.6> ��ログロナデ→底部糸切り→南台貼付 亂��8���｢��Xｾb�

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2綯��(7.2) �3.3 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ→底部回転糸切り 弌�5ﾘ���ｨ､�ｨ,��+��+x*ｹtﾂ���

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土不 ��(5.1) �<1.8> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b� ���hｾh��uxｾh�����

、l ��ｹDｸｮﾒ�杯 茶�2綯�� �<3.3> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ 弌�5ﾘ���ｩ>�､�ｨ懆+��+x*ｹtﾂ��Xｾh��uhｾh���

12 ��ｹ�ｸｮﾒ�士不 茶�2縒��(5.7) �4.1 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ、底部回転糸切り 弌�5ﾘ���｢���

13 ��ｹDｸｮﾒ�士不 ��(6.0) �<1.2> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ロクロナデ→底部回転糸切り 弌�5ﾘ���ｨ､�ｨ懆+�+r�*ｹtﾂ��xｾb�

14 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(7.4) �<1.8> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ→底謎回転へラキリ後ナデ 弌�5ﾘ���ｩ>�lｨ懆+�+r�*ｹtﾂ����X�����

1与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�澄 茶�B繧��2.7 �3.4 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ→天井部回転へラケズリ→つまみ貼付 亂��8���ｩ>�､�ｨ懆+�+r�*ｹtﾈｵｹ_8鏸,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB��hｾh��?｣84ｨ4�8�92�

16 ��ｸﾆ(ｮﾒ�謹 茶������ �<1.3> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ 弌�5ﾘ���｢��xｾb�

17 �7倡Hｮﾒ�謹 茶�づ"�� �<7,3> ���胸YH8�5(6�6���;yYH-h8�6�6��脚部へラケズリ→□綾部ヨコナデ 弌�5ﾘ���｢��xｾb�

18 �7倡Hｮﾒ�謹 茶�偵"�� 凾ｭら.1> 佰ｹ|韲�8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�胴部へラケズ『」→□緑蔀ヨコナデ 弌�5ﾘ��� �Xｾh��uhｾb�

19 �7倡Hｮﾒ�璽 茶�2纈�� �<9.2> 冏浦H-h8�6�6h�ｸ8ﾙ|�788�5(6�6b�胴部へラケズリ→□織部ヨコナデ 弌�5ﾘ��� 曝ｾc(ｿﾈ��uhｾb�

20 �7倡Hｮﾒ�題 ��与,与 �<4.7> ��胴部へラケズリ・底部へラケズリ 亂��8��� �xｾh���

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�詔 茶�偵"�� �<7.4> ���ﾄｨ��8ﾘ4�8ﾘ6�6��);yYH8�5(6�6b�ロクロナデ �.xﾊ浦H,i>�lｨﾏｹ|�,俾��疲���

22 ��ｸﾆ(ｮﾒ�垂 �� � �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ロクロナデ 僥ｩ]����｢�曝ｾc)<ﾒ�

23 ��ｸ敢ｮﾒ�蛮 �� � �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ 僥ｩ]����>�lｨ���矧こ自然紬付譜 �xｾb�

24 ��ｹDｸｮﾒ�蓮 �� � �9h,H腰ｮ���6�6��タダキ目 �&ilｨ���｢���

2う ��ｸﾆ(ｮﾒ�蛮 茶��縒�� �<2.7> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ 處霰8,ﾉHｨ+�|R��Xｾb�

26 �7倡Hｮﾒ�了酎不 ��(12.0) �<3.4> ��ミガキ ���Xｾb�

27 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2����(「3 ����<3.5> �8�5(6�6b�ヨコナデ→底部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�曝ｾc(ｮR�

N0. ��������H����尨��ﾊｨ��ｩ8������ｿ��Xﾜ��剪�開音圏懸確聞賀田閣　　　　　　　　　　　　　　　蘭書喜劇　　　　　　　　　　　　　　　器題題圃 

28 �7Y��������������������������������ゅb�剴ゅ�����������B������������CC2��u�������ﾔXﾆ��繆ﾔY�ｳ�繆�(ﾔXﾆ��ﾃ8ﾔY�ｳ��(�$迂��CX�)�9lｨ,�(ﾔX�)�9�ｨ,偖xｮ��(��������������������������������踉紕�

29 �8���������������58����������ﾃ2��0> 禿�ﾃ����������ﾃ��3���������ﾃ�纉�����{ﾉ%ｸﾈy������������������������������������������������������������������������������������������������l｢�

30 俘ﾈｾ�ｾ�I_ｸ����������;ｨ������������"��2 �"ﾃx������������*H.x����������ゅ���������9lｨ,i�Ilｨ,ﾘ.h*ﾙFH*�.ｨ,H*(.��(ｬ)lｨ,滴*傀ｨ,ﾈ7ｸ5�98�8,ﾈﾔR��ｸ+94���)u笘�(��������������������������������uXｾb�

お-12・13、か-11-13、き-12GrにありP4.P7-P17・P22・P23・P35・P42に切られ、 H3を切

る。長方形に配置の主柱穴P l・P2の柱穴間は300cm、 P2.P3の柱穴間は200cmを測る。 P2・P3は、

西壁・南壁のP4-P7同様壁柱穴である。床は堅く平坦。カマドは調査範囲で、検出されない。覆土

1・2層は人為埋土。遺物は土師器杯・碗・薄、須恵器杯・蓋・馨・壷、砥石28、刀子29、鋼製品帯金具の

巡方30がある。土師器杯1-5は内面黒色処理、 2・3は底部手持ちへラケズリ、 1は糸切り後底部周

辺へラケズリ。 5は墨書。 6は内面黒色処理されない。内面黒色処理の土師器碗7・8は糸切り後高台

貼付。須恵器杯9・10・12・13は底部糸切り、 14はへラ切り後へラナデ、 15の須恵器蓋つまみは扁平な擬

(5)H 5号住居址　　　　　　　　　　　　宝珠。 17-19は「コ」字口縁の武蔵薄。 25-27は混入遺物。

Ⅱ区掘方からクヌギの殻斗3個・果実1個・子葉1個、 Ⅱ

区床面からウマの上顎第3門歯破片1個検出。

本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代V期一

9世紀前半に位置づけられる。

第13図　H5号住居址

1層黒褐色土(10YR2/3)小礫・パミス(0.5へ1cm大)少量。

黄色ロームブロック微量。
2層暗褐色土(10YR3/3)小旗・黄色と-ム粒子・パミス少量含む。
3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄色ローム粒子多量含む。人為埋土。
4層黒褐色土(10YR2/2)黄色ロームブロック・パミス含む。人為埴土。
5層褐色土(10YR4/6)黄色ローム粒子・黄色ロームブロック多量

含む。黒色土ブロックを含む。人為埋土。
6層褐色土(10YR4/4)

け・こ-17Grにあり、カマド・柱穴等調査範囲では検出されない。床は平坦だが軟弱である。遺物

ー12-
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第Ⅱ章　西近津適跡Ⅲ

は、弥生時代後期の壷・馨、土師器聾・杯、須恵器聾・杯等いずれも小片が出土したのみであり、時期

等不明である。

(6)H6号住居址

え・お- 9へ11Grにあり、 H9を切る。カマドは北壁中央に、粘土と面取軽石・熔結凝灰岩等で構築

されるoピットは、径30cmの柱痕が確認されたPl・P2の主柱穴等5個検出された。 Pl・P2の柱穴

間は320cm、床は堅く平坦。北壁下、東壁下に壁溝が巡る。覆土1層は人為埋土。遺物は、土師器・須恵

1412　16　　　　　　15　6　12　　　　　6　　15　　　　　14　　　　4　121l 

A �� 白��� ��1 �� �� ��A 彩 

彩3 鬱 劔劔 ��
・・・萩端 子 凵A龍さ ��劔 

13　地車3 ��劔� 

綴鬱 � 佩8���

1層黒褐色土(10YR2/2)黄褐色土・にぷい褐色土
の小ブロック多量。炭含む。人為的埋土。

2層にぷい黄褐色土(10YR4/3)灰褐色粘土
ブロック、黄褐色土・にぷい褐色土の小
ブロック多量。炭含む。マカド崩落土。

3層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土・にぷい褐色土
の小ブロック少量。

4層暗褐色土(10YR3/3)柔い。黄褐色土　にぷい

褐色土の小ブロック少量。柱痕。
5層にぷい黄褐色土(10YR5/3)炭と灰。
6層黒色土(10YR2/l)炭を含む強粘質土。

床面直上にはりつく。
7層にぷい赤褐色(5YR5/3)の粘土とにぷい

褐色上(7. 5YR5/3)カマド構築土。
8層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土ブロック少量。

カマド構築土。
9層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土ブロック多量。

カマド構築土。
10層褐色土(7.5YR4/3)粘土・灰・焼土の小

ブロック多量。カマド掘方埋土。
11層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土・にぷい褐色

土の小ブロック多量。
12層暗褐色土(10YR3/3)堅くしまる。床。
13層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土・にぷい褐色

土の小ブロック多量。しまっている。
14層暗褐色土(10YR3/3)縞状の黄褐色土・にぷ

い褐色土を多量に含む。掘方埋土。
15層黄褐色土(10YR5/6)掘方埋土。
16層黒色土(10YR2/1)掘方壁土柔い。

‾‾‾ ¥¥

貢≡ヲ　報ワ三三夢∈三三≡≡墓室

二〇千∴ -‾〇二■二三

第14図　H6号住居址(1)
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第15図　H6号住居地(2)

第5表　H 6号住居址出土遺物観察表
轟魯 劍妾��榑�劈冾竅@∴博子単∴∴文棲∴ 剽s遼灘灘蒋嬢く老熟績二 

搬∴ 刋�b�鰭態 佰ｸﾇ�*ﾙ+x�"�∴　庫軽く帽) 倩�(*ﾘﾋB����煎‾=蘭 �ｩ����問�璃　輩 刮酔¥麓諦 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 ���ﾃb� �2縒�みこみ部ナデ→口綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h�Y.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実演 ��I区I区床　Ⅱ区　P2 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�"���� 迭紕�ヨコナデ→ミガキ ���胸YH8�5(6�6�ｷ浦H*�.y.ｩYH-h8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�完全実演 冑�lR�覆土 

3 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2�2�� 釘纈�ミガキ ���胸YH8�5(6�6�.ｩYH-h8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�完全実測　外面磨滅 僮区　Ⅱ区 

4 �7倡Hｮﾒ�i不 �� ��ミガキ ���胸YH8�5(6�6h�姐浦H*�.y.ｩYH-h8�6�6b�破片実演 ��Ⅱ区 

与 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2����(13.2) 禿"緜��ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h�Y.ｩYH-h8�5�5迄�b�回転実況 ��床 

6 �7倡Hｮﾒ�‡不 �� ��ミガキ→黒色処理 佰ｸ胸YH8�5(6�6h�姐浦H6�6h��.ｨ��6�5�6�6b�破片実演 ��工区 

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 茶��綯��9.4 釘�"�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5迄�b�完全実況 ��I区　Ⅱ区 

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �� ��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�破片実演 ��I区 

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不? �� 禿"經��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実演 ��Ⅱ区 

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�董 ���綯�つまみ径 2.7 �"�"�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ��,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�完全実測天井部 自然粕付着 僮区　工区床 

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 ��"��� 禿�經��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5迄�b�完全実測外面自然 租付藩 刧U区工区カマドホ i」万力マドカマ ドホi」方P2 

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高盤? �� 禿r繝��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h������������������完全実演 ��Ⅱ区 

13 �7倡Hｮﾒ�鉢? �� ��ミガキ→黒色処理 ���胸YH8�5(6�6h�Y;yYH-h8�5�5�8｢�破片実演 ��重区 

14 �7倡Hｮﾒ�謹 茶�偵"�� 禿B縱��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�回転実測 僮区　カマド 

15 �7倡Hｮﾒ�謹 �#�紕� 禿�2緜��口綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実測 刧U区　カマド 

16 �7倡Hｮﾒ�認 �#"��� 禿偵S��口綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実測 儂0.1　PI　P2 

17 �7倡Hｮﾒ�饗 忠Ec2纈�� 禿#偵s��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ 佰ｸ傚YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 僮区I区床Ⅱ区 カマドカマド崩落 え10 

18 �7倡Hｮﾒ�露 ��与.0 禿#�繝��胴から底部へラナデ �;yYH-h8�5�5�8ｨ�Y.ｩYH-h8�5�5迄�b�完全実測 刧U区カマドカマ ドホリ方 

19 �7倡Hｮﾒ�謹 茶�r�"�� �*ﾘ.r����□綾部ヨコナデ・胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 刧U区 

20 �7倡Hｮﾒ�璽 ��(7.4) 禿偵c��ヘラナデ �;yYH-h8�5�5迄�h�).ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 僮区Ⅱ区カマド カマド競落 

21 �7倡Hｮﾒ�題 �#"��� 禿r繝��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実測 僮区I区床 No.2P2 

22　　土師器　　　饗 剪� ��胴部ナデ→□綾部ヨコナデ ���|餾H8�5(6�6hﾎ86�5�6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�破片実測 僮区　I区床　P2 

23 �7倡Hｮﾒ�謹 茶�B紕�� 禿2繝��ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6hﾎ86�5�6�6h��;yYH-h8�6�6b�回転実測 儕2 

24 �7倡Hｮﾒ�董? ��10.6 禿2颱c��ハケナデ �;yYH-h8�5�5迄�hﾎ87�4ｸ4ﾈ�Y.ｩYH-h8�5�5�8ｨﾎ87�4ｸ4ﾂ�完全実測　外面磨滅 剄H区 

2与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�整 茶���"�� 禿"����ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実測 刧U区 

26 ��ｸﾆ(ｮﾒ�聾 �� ��ヨコナデ 假yV�Fx�9[h�(ｿ儼���i[c��断面実測内外面 自然糊付窟 僮区 

27 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蛮 �� ��ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h�(ﾊ浦H5�5�4ﾉm｢�断面実測外面肩 部自然粕付着 刧U区 

28 ��ｸﾆ(ｮﾘ���������� ��ヨコナデ �5�5�4ﾉm｢�断面実測外面自 然糊付窟 僮区　I区床 

N〇、 佩ﾈ���液������hｧ���y��hﾍi�Yz���馼��6(哩w8��ｿ��劔醒面詰雷雨百百百百百　　　檀臆臆鵬　　　　　　　萱聖聖堂 
29 冑������������ﾃﾃb繝貪ﾃ偵#貪ﾃ2�#貪ﾃ33R縱C貶岔YHﾈy���)�8ﾋ�,�+r�劔�8ｩlｨ�(����������������������������������������������������ﾈ4ｨ7ﾘ6��

30 冑��Yﾜ��苻�������經���b繹���B縱�C3�繝#��8岔%ｹYH,吁��Xﾚﾘ�)�8�h,�+x.瑛ｨ�(������������������������������������ﾈ4ｨ7ﾘ6�������������
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第Ⅱ事　西近津遺跡Ⅲ

器、磨石29、敲石30がある。カマド内およびカマド袖部からイノシシの第2/ 5中手骨/中足骨、ニホン

ジカの中手骨/中足骨は破片、獣類四肢骨の焼骨、獣類部位不明破片の焼骨と非焼骨が検出された。

1-6の半球状土師器杯は、 6が内面黒色処理される。須恵器杯7は手持ちへラケズリ、 8は回転

へラケズリ、 9は杯蓋かもしれない。 10・11はかえりのない杯蓋で、 10には擬宝珠つまみが貼付され

る。 13は土師器鉢? 12は須恵器高盤か?土師器饗は口綾部に最大径を持つ「く」字口緑の武蔵聾15・

16・21、口綾部に最大径を持ちやや器肉の厚い17、小型の胴の短い19・20・22がある。

本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代工期- 8世紀第1四半期に位置づけられる。

(7)H7号住居址

き・く一14・15Grにあり、 H2・P49に切られる。北壁西寄りのカマドは、原形を留めない。ピット

≡‾ ≡‾蒙

三・-

1層暗褐色土(10YR3/3)パミス、小礫少量、ローム粒子微量。
2層黒褐色土(10YR2/3)小旗少量。
3層黒褐色土(10YR3/2)ロームブロック微量。
4層黒色土(10YR2/1)炭が主。
5層極暗褐色土(7. 5YR2/3)粘質土。
6層黒褐色土(10YR3/2)焼土・灰・炭を含む。黄褐色土の小ブロック多量。
7層黒褐色土(10YR2/2)床面直上の粘質土。
8層暗褐色土(10YR3/3)柔い。黄褐色土の小ブロック多量。
9層暗褐色土(10YR3/3)

10層黒褐色土(10YR3/2)黄褐色土ブロック多量。堅くしまる床。
11層暗褐色土(10YR3/3)掘方埋土。黄褐色土ブロック多量。

二二三

‾二〇二二:‾
二二二三∵

一一∴二〇 〇〇 。二二フ

i　　　　　　“ I .　　　　　i

第16図　H7号住居地(1)
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二一一〇〇ノ

18へ37　(1:4)　10c皿

O　　38→41 (1:3)　7.5c皿

第17図　H7号住居址(2)

第6表　H 7号住居址出土遺物観察表(1)

26

部∴

H7∴ 劍ﾘﾆ��杏"�凵P懸駿　義　認襲　ゝ　援穣 刳書~鰭白魔 剴�Pく‾喜克嬢事 

髄. ����云ｩ¥ｨ�����:∴誌種∴ ��委ｸ�,ﾖﾈ���∴　韮程(帽) ��Hﾘﾉ�2�癖∵:踊∵ 椄x�依��凝　聾 剋{重態鐙 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2�2��(6.2) 釘���ログロナデ→ミガキ・暗文(十字)→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��回転実、 ��Ⅱ区　Ⅲ区　P「 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��"繧�与.8 釘�"�ログロナデ→ミガキ→暗文(十字)→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実) ��N0.1 

3 �7倡Hｮﾒ�杯 茶�B����(6.4) 釘綯�ロクロナデ→暗文(十字)→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測　墨書あり 剄H区　工区床　Ⅱ区 

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�"纈��6.3 �2縒�ログロナデ→晴文→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.���.ｩYH,i.ｩYH､�ﾈ訷鰄+��-h8�5�5迄�b�完全実測 僮区　Ⅲ区 

5 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��"纈�(6.9) 釘���ロクロナデ→ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH,i.ｩYH､�ﾈ訷鰄+�-h8�5�5�8｢�完全実測 刧V区　P「H2Ⅱ区 

6 �7倡Hｮﾒ�碗 ��与.2 禿�縱��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 刄zリ方 

7 �7倡Hｮﾒ�ま不 �� ��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片笑う 冉顋�*�.��覆土 

8 �7倡Hｮﾒ�杯 �� ��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 冉顋�*�8｢�検出面 

9 �7倡Hｮﾒ�碗 ��6.5 禿�����ロクロナデ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実演 凩ｹ�(*�8｢�Ⅲ区 

10 �7倡Hｮﾒ�碗 ��(6.4) 禿"����ロクロナデ→靖文(十字?)→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��回転実演 ��Ⅱ区 

11 �7倡Hｮﾒ�碗 茶�B����(7.0) 茶2紕��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実演 ��工区 

12 �7倡Hｮﾒ�碗 ��与,0 禿�縱��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実、 ��覆土 

13 �7倡Hｮﾒ�碗 �� ��ヨコナデ→放射状靖文・らせん昭文 �-h8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�破片実、 ��覆土 

14 �7倡Hｮﾒ�碗 �� ��ナデ。黒色処理(まばらに) �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)>ﾉ�I5ﾉWH�(7x8亢ﾈﾘh�U��b�高台剥離黒色処 理後二次焼成で消滅 堅くしまる 僮区床 

1与 �7倡Hｮﾒ�碗? 茶�*B繧�� 禿b����ログロナデ→暗文(十字?)→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI�越8+X�畏)�I5ﾉWB�回転芙) ��N0.2 

16 �7倡Hｮﾒ�碗? 茶�b紕�� 橡u粤���ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転芙) ��I区 

17 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2����6.8 �2�2�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実演 ��I区 

18 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 ��(5.8) 禿"����ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 刧V区 

19 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(8.3) 禿�����ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転芙) ��覆土 

20 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台杯 ��(10.9) 禿2�#��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ9>ﾉ�I5ﾉWB�回転実) ��工区 

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 ��(8.8) 禿�緜��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転実〉 ��床 

之2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�董 茶�r�2�� 禿�縱��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測外面に 少量の自然軸付着 刧U区 

23 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 茶�ゅ2�� 禿"騏聹�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測内面に 自然粕付着 刧U区 

24 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 ��2.6 禿�緜��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ��,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�完全実測 刧V区 

2与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�塞 ��つまみ径 (3.2) 禿"緜��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ��,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�完全実測内面に 赤色顔料付着 刧U区 

26 丶III:舒ﾒ�皿 茶�R綯��(7.6) �2�2�ログロナデ→施粕(つけがけ) �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.��畏)�I5ﾉWH�育ｹIB�,(*��*ｨ*��回転実測 僮区　N0.与 

27 丶III:舒ﾒ�皿 茶�b����(7.8) �2�2�ロクロナデ→施醐 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.��畏)�I5ﾉWH�育ｹ�B�回転実測 僮区　Ⅲ区 

28 丶III:舒ﾒ�皿 茶�b���� 禿"����ログロナデ→施粕 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�育ｹ�B�回転実測 刧V区 

29 丶III:舒ﾒ�碗 茶�2紕�� 禿"緜��ロクロナデ→施粕 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�育ｸ�"�回転実演 ��P「 

30　　土師器　　ログロ題 剪�(与.7) 禿2�3��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��カマド 

31 �7倡Hｮﾒ�璽 茶#"繧�� 禿偵C��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実況 ��Ⅱ区　カマド 

3之 �7倡Hｮﾒ�璽 ��(7,6) 禿偵3��胴部タタキ→ハケナデ。底部ログロナデ �7x8�5�5�8｢�回転実測 刧V区カマドH2 Ⅱ区カマド 

33 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �>�lｨ8�5(6�6h�(､�ｨ8�5(6�6h�袷儼�Fx�9[h�"�劔剄H区 

34 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �>�lｨ6�6h�(､�ｨ5�5�imｨ�"�劔冤区床 

ー16-
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第Ⅱ革　西近津過跡Ⅲ

H 7号住居址出土遺物観察表( 2 )　　　　　　　　　　　　　　　　(Cm)

N〇千 �����ｮﾘ���鮎���ﾋ��寮∴∴縛 �98ｨﾜR�轟太蠣 俐Y�Xﾏ｢�繋∴饗 凛8������������7ﾒ�出土麓澄 

35 吁���� 禿�"繝��<7.5> 橡u粤#��<661.61> �ｩYHﾈy���(�9%ｹYH,i�9lｨ,吁��Xﾚﾘ�"�N○○6 

36 �7Y��� 橡u篥��<4.3> 禿2�#��<69.03> ��8岑ﾈy���)7X枴�CH�)�9lｨ,i{ﾉ�H,���ﾚﾘ�"� 

37 �7Y��� 橡u粤C��<4.与> 禿�緜��<44.04> ��8岑ﾈy���)7Ylｩ�C8�)�9lｨ,俤移ﾘ�"�工区 

38 乂�4"�鉄 禿B����<0.与> 禿�騏聹�<2.37> �ｩYHﾈy���"�Ⅲ区　ホリ方 

39 �59&"�鉄 ��2ﾃ��<0。6> ��紕�<8.19> �+~�)tﾉ:�$冽Hﾆ�,xﾙ驅ﾈｭｸ�"�Ⅲ区　N0.3 

40 �58ｭ2�鉄 ��2紕�1.5 ��騏��11.80 �+~�)tﾉxｨ･ﾙ�ｸﾊﾘﾙ驅ﾈｭｸ�"�カマド 

41 冉��竟B�鉄 禿�"ﾃ��円6.8 軸<0,7> ���ｸ�ｳR��#ﾃ�緜��<63.与6> 俯(�8岑ﾈy���"�Ⅲ区　N0.4 

は3個検出。 P l覆土は炭が主、 P3内に焼土や灰、多量の炭化材が検出された。他の覆土中には焼

土・炭等みられない。床は堅く平坦。北壁下、東壁・西壁下に壁溝が巡る。遺物は、土師器碗2がP3、

敲石35がカマド内、灰柚陶器皿26が北東床隅、鉄鍛39・紡錘車41がP 3東脇の床面から、土師器碗15

が西壁床面から出土。炭化栽培種イネ89個・コムギ1個・マメ科(?) 1個がカマド内、イネ17個・アワ

1個・アズキ類1個・草本のホタルイ属2個がP l、コムギ10個が第16図3の土師器部内から検出され

た。土師器杯は、底部にへラ成形・調整痕の4・5、底部回転糸切りの1-3・6・9へ12。 1へ4・10

に十字状暗文、 1へ10が内面黒色処理。碗14は内面黒色処理され十字暗文の15と底部にへラ記号「十」、

6条の放射状の暗文。須恵器杯17-19と20・21の有台杯は、底部回転糸切り。須恵器杯蓋は、擬宝珠

のつまみ24・25、 22・23は返りを有さない。 30-32は土師器ロクロ饗、灰柚陶器は皿26へ28、碗29。鉄

器は紡錘車41、角釘38、長頸有鞭鍛身整箭遣込両丸の鉄鍛39、長頸有嫌鍛身柳葉形遣込両丸の鉄鍛40。

石器は砥石26・37、敲石35。本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置

づけられる。

(8)H8号住居址

榛智鵠m　2m

4　　　　　　　　6　5　　　　　　重種Ib

A �� ���

1 �b�1 ���

/ 彩 �8��������"���

縁類 �%顔 

雪国

1層暗褐色土(10YR3/3)　　　　　4層暗褐色土(10YR3/3)

円礫(1へ3cm大)ごく少量。　　5層黒色土(10YR2/1)炭多量。
2層黒褐色土(10YR3/2)

黄褐色土ブロック少量。
3層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)

黄褐色土ブロック多く含む。

二‾ _/

(1 : 4)　　10c皿

6層褐色土(10YR4/4)黄褐色土の

小ブロック多量。掘方埋土。

第18図　H8号住居址

第7表　H 8号住居址出土遺物観察表

日8 辨{�����ｩ��剞ﾊ鰭　-i顕謹)・認擬 剿D琵鵜殿存饉<女親蟻・ 

N〇、 ���6"�態漣 佰ｸﾆ�移��凝繊轍 舒ﾘﾘ"委ｨ�"�嫡∴∴圃 囘ﾘ�����儀∴∴輩 剏eま億還 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 �� ��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測口辺 部に煤付着 剳｢土 

2 �7倡Hｮﾒ�杯 ��(与.6) 禿"����ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��ホリ方 

3 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��昭文(→黒色処理?) �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�破片実演 ��覆土 

4 �7倡Hｮﾒ�題 �� ��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 ��覆土 

5 �7倡Hｮﾒ�台付蓬 ��(8.2) 禿"����ロクロナデ→台柱部ヨコナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実演 ��覆土 

え- 8Grにあり、 D20・Pl16に切られる。大半が調査区域外にありカマド・柱穴等検出されない。

床は堅く平坦。床面直上の覆土5層中に炭が多量に見られた。遺物は、土師器杯1-3、 1・2は内面

黒色処理され、 2・3は底部回転糸切り、 4はロクロ聾、 5はロクロ饗の台部とみられる。少ない遺物

であるが、 10世紀前半に位置づけられよう。

(9)H9号住居址

お-9-11G r、か-10・

11G rにあり、 H6・H17

に切られる。カマドは調査

範囲には検出されなかった。
ピットは2個検出され、主

匿国昭
3

第19図　H9号住居地(1)

-17-

0　　　　(1 : 4)　　10c皿



⑯

1層黒褐色土(10YR2/3)にぷい橙色土の小ブロック、
黒褐色の小ブロック多量(人為的)。

2層黒褐色土(10YR3/2)黒褐色土・黄褐色土のブロックを
帯状に含む。 (人為的)

3層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土・黒褐色土の小ブロック
少量。 (人為的)

4層褐色土(7. 5YR4/3)にぷい橙色土が主。 (人為的)

OD　8 〔⊃
6・7・9・10 (]∴4)　10c皿

O　　　8　　(1 :2)　　5c皿

9 01。

10　8　910　B’

標高708、 9m
(1 :80)

5層暗褐色土(10YR3/3)床直の糖質土。
6層黒褐色土(10YR2/3)柱痕。
7層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土・にぷい褐色土少量。
8層暗褐色土(10YR3/4)黄褐色土・にぷい褐色土の

小ブロック多量。
9層暗褐色土(10YR3/3)にぷい橙色土のブロック多量。床。
10層黄褐色土(10YR5/6)掘方埋土。

第20図　H9号住居址(2)

第8表　H 9号住居址出土遺物観察表

⊆　　6　　⊆’

2m

龍轡 劔譲∴∴麗 劔刹a鯵、■ 劍ｵｹ�Hﾋ���6襍ﾒ�撼寵織機祷横長素姓露・ 
∴N〇、 俘ﾈ���題態 凵�緖�ｦ) 剋ｭ経(鯖江 吶ﾈ難 偖"�騎∴i畷 辨xX��:ﾂ�騙∴i韓 剋ﾇ虫塵詣 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 �(12.8) � �4.4 刄~ガキ→黒色処理 劍6�6h�X7x8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刄zリ方　覆土 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(11.2) � �<2.9> 刄~ガキ→黒色処理 劍7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�回転実測 儻区　西床 

3 �7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測墨書 あり 僞　検出面 

4 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � �<6,8> 刄~ガキ→暗文(十字)→黒色処理 劍-h8�5�5�8ｨ��7�4ｸ4ﾂ�回転実測 儂o.1 

5 �7倡Hｮﾒ�璽 � �(4.8) �<3.8> 刄iデ 劔;yYH-h8�5�5�8ｨ�).ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 僞ベルト 

6 �7倡Hｮﾒ�こミニ 亜 � � �<11,2> 刄壕ｻ部ヨコナデ→胴部へラナデ 劔h�lR卯ｹ¥ｩW9Eﾂ��回転実測内面 剥離外面磨滅 儕「-Ⅱ区一西区 H17N床 

7 �7倡Hｮﾒ�甑? � � � 刄~ガキ 劍7x8�5�5�8｢�破片実測胴下 部に焼成前穿孔 の穴あり 剳｢土 

N〇一 凉H���液��鐙ﾘﾈ���������b�束箆 亢"�大鵬 仭��∴大震; 偬H�姥��Δ�輯∴∴∴∴殿 劔lｸｪ(佶Nｲ�

8 ����ｹlﾙ�)V��乖ｩ�����纈���騏����縒��"ﾃ3B�孔径0.3。中央に穿孔。欠損部分不明。 劔�ﾈｾb�

9 吁���������ﾃ��澱�2��2縒�鼎#�緜r�上下端部に敲打痕。 劍7ｨ8ｨ4ｸ��xｾb�

10 吁��������Bﾉu��唐縒�釘繧�塔#2����上下端部に敲打痕。 剩���"�

柱穴P lからは径20cmの柱痕が確認された。 P 2は主柱穴P lとは規則的な位置にないが、礎石を思

わせる礫が覆土上部から検出された。床は堅く平坦。南壁から東壁下、西壁下に壁溝が巡る。南壁に

張り出し部がみられた。覆土1-4層は人為埋土。床面下の掘方は、僅かにP2周辺に認められた。

遺物は、土師器、石製模造品、敲石がある。 1の半球状杯は内面黒色処理され、外面へラケズリ後
へラミガキされる。口緑部と底部の境に積がある杯2は、内外面黒色処理される。 4の鉢は、半球状

で内面黒色処理される。 7は内面へラミガキされ甑であろう。胴下部に焼成前の穿孔がある。他に5

の饗、 6の大型の壷がある。墨書「下」があるロクロナデの杯は検出面出土で混入品である。

9 ・10の敲石の上下端部には、敲打痕が認められる。 8の滑石模造品は、径0.3cmの穿孔が見られる。

-18-
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第Ⅱ章　西近津適跡Ⅲ

本址はこれらの遺物より小林眞寿の

縞年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀

代に位置づけらよう。

(10) H10号住居址

そ-19G rにあり、 F2に切られP50

を切る。カマド・主柱穴等は調査範囲

には検出されなかった。床は堅く平坦、

床下掘方は浅い。西壁と北壁下の一部

に壁溝が見られた。

本址の所産時期を伺う遺物は、検出

されなかった。

(11) H11号住居址

1層暗褐色土(10YR3/3)堅くしまる。
2層黒褐色土(10YR2/2)黄褐色土の

小ブロック少量。
3層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土の

小ブロック少量。
4層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土の

小ブロック多量。
5層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土の

小ブロック多量。
6層暗褐色土(10YR3/3)柔い。

周溝、覆土。
7層黒褐色土(10YR2/3)堅くしまる。

床。
8層褐色土(10YR4/4)にぷい黄橙色土

灰白色が主。掘方壁土。

第21図　HlO号住居址

う-6・7Grにあり、 P27・P28を切る。北壁のカマドは、大半が調査区域外に伸びる。ピット

ピットは、 2個検出された。床は堅く平坦、覆土2層は人為埋土。遺物は、土師器杯1・2・4、皿5

杯か椀の3、須恵器杯6・有台杯7・琵8がある。 1・2・4へ7は底部回転糸切り、 1へ3・4は内面

黒色処理、 3は墨書される。本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代V期-

9世紀前半に位置づけられる。

‾‾二‾二三喜二一一 “¥三上些肇ブタ’4

8

(]∴ 4)　　10c皿

黒褐色土(10YR2/3)小旗(0. 2へ1cm)自然。

黒褐色土(10YR3/2)黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロック多量。人為的。
黒褐色土(10YR2/3)灰・炭・粘土を多く含む。
黒褐色土(10YR2/3)柔い。

黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土が多量。
黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロック多量。床。
暗褐色土(10YR3/3)堅くしまる、暗褐色土の小ブロック多量。

第22図　Hll号住居址

第9表　Hll号住居址出土遺物観察表

H掴 劔�H���渥��刹a姥　後　説題　意　滋繚 刮V遼鑑()駿蒋鱒くさ流麗青 

髄、 佇�'��籠擬 佰ｸﾇ�*ﾙ+r��盛観繊 ��為^Mﾒ委｢��施∴題 兒���yb�鱒∴∴考)　出土鰻置 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2綯��与,2 釘綯�ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�完全実演 ��N0.4 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�8�ｸ�ｲ��(与.0) 釘�"�ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��回転実演 ��カマド 

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�H�#2�� 禿2縱��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測塁審 あり 剌ｰ 

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��6.2 禿�緜��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実演 ��No.与 

与 �7倡Hｮﾒ�皿 ��2���7○○ �2ﾃ2�ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��畏)�I5ﾉWB�完全実演 ��カマド内 

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2ﾃｒ�(6.与) 釘ﾃ��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��回転実演 ��床　N○○1 

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台I不 ��(7.1) 禿"ﾃ3��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転美浜 ��カクラン 

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 ��(26.6) �*ﾘ.x�ｸ�ｳ��当て具痕→ヨコナデ �;yYH5�5�4ﾉmｨ�).ｩYH6�6b�回転実況 ��N0.2 
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(12) H12号住居址

い・う-5・6Grにあり、 D13・P40に切られ、 H16・H21・F3・P32・P38.P39を切る。南壁東寄

りのカマドは、原形を留めない。床は柔らか気味で南側は少し下がる。東に傾斜する道路下にあり深

く撹乱されていた。埋納されたウマ骨が検出されたD13との重複関係の把握は困難を極めた。

遺物は、土師器杯1、碗3、須恵器有台杯2、羽釜4、須恵器餐5、鉄器の角釘8・轡9・不明7が

ある。 1 ・ 2は内面黒色処理される。縄文土器後期後葉深鉢6 ・打製石斧10は混入遺物である。束床面

から炭化した栽培種のスモモ1個、覆土・床面からニホンジカの左上顎第2門歯片・左横骨・左尺骨・腰

椎・椎骨・左脛骨、ウマの左上顎第3門歯・後肢骨の左基節骨・左末節骨、イノシシの可能性のある小型

サイズの左右上腕骨速位端片、焼骨の獣類骨が検出された。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置づけら

れる。

A　　　　8　7　2　　　　　　8　　　　　A’

0　標秤‡㌍　2m

1眉唾軸色土(10YR3/3)

2層暗褐色土(10YR3/4)
3層黒褐色土(10YR2/3)炭を多く含む。
4層褐色土(10YR4/4)黄褐色土ブロック多量。
5層明赤褐色土(5YR5/8)焼土。
6層褐色土(7.5YR4/4)カマド構築土。上部焼けこんでいる。
7層暗褐色土(10YR3/3)床。黄褐色土を帯状に含む。
8層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土を多量に含む。

¥¥二二土筆二二㌢1 ¥¥計乙

⊂二二フ1。

第23図　H12号住居址

第10表　H12号住居址出土遺物観察表

繋紫

日1之 劔溢∴∴懲 劔刹ﾃ藤　章∴溺帽麗・i寵糧 劔磁薄轍蠣祷騒く>兜露・ 

随. �噂｢�撥瀕 剏綷y(長) 剪鼬yく脂) 凵�ﾗ高(陣) 剪п��� 劔�X��4ﾒ�鰭∴∴馨 剞e王健諒 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 � �(6,4) �<1,4> 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 剌ｰE区 

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�百台‡不 � �7.1 �<1,与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��畏)�I5ﾉWB�完全実測　磨耗 儂o.1 

3 �7倡Hｮﾒ�碗 � �(5.8) �<1.8> 刄~ガキ→刻奮→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.��畏)�I5ﾉWB�完全実測 剳｢土 

4 �7倡Hｮﾒ�羽釜 � � � 刄iデ・へラナデ 劍6�6h�X8�5(6�6h��-Y5ﾉWB�破片実測 剌ｰE区 

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�題 � � � 刄�Rナデ 劍ｿ儼�Fx�9[b�断面実測内面 自然粕付着 剌ｰE 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩�ｲ起帯下に縄文」R。中期後葉。 劔劔劔床E 

No∴ �H��ﾛ｢�几����茨r�俐X匣���俐Y�Yﾙ��鐙ﾜY�Xﾏｨ���凭ﾘ������將�蘭　　　　　　轟 劍�7弌�ﾎ｢�

7 儻9k���52�禿�紊��禿"ﾃC��禿�ﾃc��禿"繝#��一部欠損。 劍��lｨ��8ﾂ�

8 乂��"��52�禿bﾃ���禿�ﾃC��禿�騏聹�橡u篥#���下部欠損。 劔8ﾂ�

9 估C���52�禿r繝��禿"ﾃ���禿�縱S��禿��ﾃ����上部欠損。 劍7H4�7��

10I打製石斧　　　　　　くら,6> 劔剴ﾉu篥3��禿�ﾃC��禿Cb��c��上下欠損。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床面　E 

(13) H13号住居址

つ-22・23Grにあり、 H14を切る。カマドは西壁北寄りに、粘土と面取軽石・面取り熔結凝灰岩等

で構築される。熔結凝灰岩の支脚石がみられた。不規則な配置のピットが4個検出された。床は堅く

ほぼ平坦である。東壁・西壁・南壁・北壁下に壁溝が巡る。覆土2へ4層は人為埋土。壁残高は深く南
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第Ⅱ革　西近津過跡Ⅲ

易己

0　標曹鵠芦　2m

1層暗褐色土(10YR3/3)自然堆積。
2層暗褐色土(10YR3/4)人為的堆積(黒褐色土は帯状、黄褐色土・にぷい褐色土のブロック多量)。
3層黒褐色土(10YR2/2)人為的堆積(黄褐色土中ブロック多量)。
4層黒色土(10YR2/1)人為的堆積(粘質土)。
5層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄橙色のローム粒子少量混入し、黒色土の黒色土ブロック微量混入。
6層黒褐色土(10YR3/1)黄色ローム粒子微量混入。
7層褐灰色土(7. 5YR4/1)ふかふかの灰を主体とする層に炭化物・焼土粒子微量混入。
8層黒褐色土(7. 5YR3/1)炭化物・焼土粒子微量混入。
9層赤褐色土(2.5YR4/6)焼土。焼けこみ。
10層灰褐色土(7. 5YR4/2)灰多量混入し、焼土粒子少量混入。

11層暗褐色土(10YR3/3)粘質土。
12層暗赤褐色土(5YR3/3)火熱による焼けこみの層。
13層黒褐色土(7. 5YR2/2)焼土微量混入し、炭化物を含む。カマド橋築土。
14層褐色土(7.5YR4/4)黄色の粘土層がブロック状・レンズ状に入る。カマド構築土。
15層暗褐色土(10YR3/3)黒色土ブロックが混入。カマド構築土。
16層暗褐色土(7.5YR3/3)黒褐色土ブロック・にぷい橙色粒子多量混入。カマド構築土。
17層褐色土(7. 5YR4/6)上面0. 2cmへ0. 5cmの堅い敲床。明黄褐色土を多量に含む。

掘方埋土。

二‾二二‾‾一二

第24図　H13号住居祉(1)
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第25図　H13号住居址(2)

第11表　H13号住居址出土遺物観察表

園圃∴
子二こ二三ヨ15　∠==⊃ 16
I

9~12 (1:4)　10c皿

13へ16 (1:1) 2.5cⅢ

闘う 劔鶏∴∴叢 劔刹Y尊　意　嫡韻ク・漂蟻 劔鑑霹繊‡鶏蒋煽雫を蟻・ 

網執 �ｾ<B�議源 剪�o〈艮) 剩ﾝ浸(帽〉 剞桃ｂｭ膏) 剋{　蟹 辨､x�謁b�賊∴∴零 刹ｰ生髄濃 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.8) �(11.4) �4.5 刄~ガキ→黒色処理 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 刧U区2層 

2 �7倡Hｮﾒ�鉢? � � � 刄�Rナデ(→黒色処理?) 劍ﾏｸ傚YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢��異Y�h�yﾓ��破片実測 僮区2層 

3 �7倡Hｮﾒ�鉢 �11.与 �6.4 �9.6 凾ﾖラナデ→□綾部から胴下学部ヨコナデ 劔.ｩYH-h8�5�5��h��;yYH-h8�5�5�8ｨ����傚YH8�5(6�6b�完全実測内面に付 着物あり 儂o.4 

4 �7倡Hｮﾒ�蔭 �(21.与) � 凾ｭら.1> 凵｠緑部ヨコナデ→胴部へラナデ 劍8�5(6�6b�回転実測 刧U区Ⅱ区2層Ⅳ 区2層つ23 

与 �7倡Hｮﾒ�饗 � �7.7 �<4.之> 刄wラナデ 劔;yYH,i.ｩYH-h8�5�5�8ｨﾎ87�4ｸ4ﾂ�完全実測 儂0.3 

6 �7倡Hｮﾒ�襲 �(22.0) �4.3 �39.7 剴ｷから底部ハケ目→□縁部ヨコナデ 劍��8yYH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8ｨ�Y.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 僮区Ⅱ区カマド No.1 

7 �7倡Hｮﾒ�謹 �20.う � �<36.4> 剴ｷ部へラナデ・ナデ→□綾部ヨコナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�完全実測 刧U区　N0.1　No.2 

8i土師器 剽ﾀ �18.0 � �<27.6> 剴ｷ部へラナデ→口綾部ヨコナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�完全実測 儂0.6 

9 �7倡Hｮﾒ�壷 �(24.6) �(6.7) �30.4 剴ｷから底部へラナチハケ目。口綾部ミガキ 劔;yYH,i.ｩYH-h8�5�5�8ｨ�位浦H6�5�mｨ�委ｸ胸YH8�5(6�6b�完全実測 刧U・Ⅲ区　Ⅱ区2屈Ⅳ ー→ミガキ 劍ｾc)~���4ｨ7ﾘ6�,##2�

10 �7倡Hｮﾒ�台付璽 � �(7,6) �<6,3> 刄~ガ字、脚部ナデ→福部ヨコナデ後ミガキ 劍ｿ倬X�8ﾔ粟�,�.h.�6�6h��7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刧U区2層 

11 �7倡Hｮﾒ�艶 �16.1 �7.3 �10.0 刄wラナデ→□綾部から胴中央ヨコナデ→黒色 処理 劍8ﾘ胸YH8�5(6�6h��;yYH,i.ｩYH-h8�5�5�8ｨ���ｨﾔR蔭I�ﾉ���完全実測 儂0.5 

∴Nつ、 仂���ｵ�������h���茨r�劍ﾋ���~ﾉ�Y�ｲ�仄ﾘ-ﾙy��痛k2�一大事 ��x��u��艶　　　　　麗 劍��ｼI�騁｢�

12　　臼玉　i 劔禿��#��禿��#��禿��3S��禿�繝���襲面欠損。 劍7H4�7��

13 ��ｼ｢���禿��3��禿�騏聹�禿�緜��禿��3��上部一褒面欠損。 劍uhｾh����l｢�

「4 ��ｼ｢���禿��3��禿�經��禿��3��禿�緜凪�上部一表面欠損。 剩仞h����l｢�

1与 ��ｼ｢�乖ｩ���禿�纉��禿�紊��禿��3��禿�ﾉu�#��上部一裏面欠損。 劍4ｨ7ﾘ6��

16 �7舒ﾙ]�鈴L"��7倡Hｮﾒ�釘����2騏�����2���壷(?)胴部片。敲打痕。 劍uXｾb�

ー22-



第Ⅱ華　西近津遇跡Ⅲ

壁で最深90cmを測る。

遺物は、土師器杯1、鉢2・3、嚢4へ8、轟9、台杯聾10、甑11、土製品16、滑石製臼玉12-15

がある。 1は須恵器杯蓋模倣で内面黒色処理される。 6へ8の馨は、口綾部に最大径があり底部突出

せず縦に長くへラケズリされ胴が長い。 9の壷は外面へラミガキされる。 11の甑は多孔で内面黒色処

理される。 2の鉢は内面黒色処理され、甑かもしれない。 12の土製品は、壷胴部片再利用の土器片円

板で、敲打痕が認められる。

11がカマド内、 3・5がカマド右袖部、 8がカマド左袖部、 6・7がカマド右脇の床面、臼玉15がカ

マド内、 13・14が床面から出土した。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。

(14) H14号住居址

1層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土の小ブロック多量。
2層黒色土(10YR2/1)黄褐色土の小ブロック・炭微量。
3層黒色土(10YR2/1)柔い。
4層褐灰色土(5YR4/1)粘土ブロック多量。
5層橙色土(5YR6/6)焼土ブロックレンズ状に含む。カマド崩落。
6層赤褐色土(2. 5YR4/6)9層が焼けこんだもの。
7層暗褐色土(10YR3/4)黒褐色粘土ブロック含む。カマド構築土。
8層黒褐色土(10YR3/2)黒褐色粘土が主。カマド構築土。
9層黒褐色土(10YR2/2)炭微量、ロームブロック少量。

カマド構築土。
10層灰黄褐色土(10YR4/2)ローム粒子多量、黒褐色土ブロックを

含む。カマド構築土。
11層黒褐色土(10YR3/2)黒褐色の粘土が主。黒褐色土ブロックを

含む。カマド構築土。
12層にぷい褐色土(7. 5YR5/4)小礫少量。床。
13層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄色ローム多量。掘方埋土。

第26図　H14号住居址(1)
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10　　(1 : 6)　15cⅢ

0　　5へ9　(上4)　10c皿

第27図　H14号住居祉(2)

第12表　H14号住居址出土遺物観察表

つ鵜23・24、て喜23G

rにあり、 H13に切ら

れる。東壁北寄りのカ

マドは、ほとんど原形

を留めない。煙道部立

ち上がり側面部と火床

付近がよく焼け込んで

いる。粘土・暗褐色土

と礫で構築されていた

ようである。

床は堅く平坦である。

H14 劔漣∴∴盤 劔剩ｬ灘　農　園闇選　-I薬態 劔鱗麗轍灘怒撞く>鬼腐・ 

No∴ 凩馮ﾂ�器撥 凵�綷yく艮) 刹[餓蠍 剏�專�w 刹﨟�@音瞬 劍ﾖｸ�����頼∴∴馨 剌o土飽蕊 

1 �7倡Hｮﾒ�1不 �12,4 � �4.3 凵｠綾部ヨコナデ→みこみ部ミガキ 劍��胸YH8�5(6�6h����|陋ｩYH*�.y.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 儂0.9 

2 �7倡Hｮﾒ�蓬 �(19,2) � �<11.4> 剴ｷ部ナデ→□綾部ヨコナデ 劔;yYH-h8�5�5�8ｨ����胸YH8�5(6�6b�回転実測 刧U区 

3 �7倡Hｮﾒ�壷 �(15.与) � �<19.4> 刄~ガキ 劍7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刧U区　N0.4 

4 �7倡Hｮﾒ�亜 �22.与 �7.9 �43.6 剴ｷ部へラナデ→□綾部ミガキ 劍7�4ｸ4ﾂ�完全実測 僮区　Ⅱ区 N○○1N○○2No.3 

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 � �6.8 �<2.2> 刄~ガキ 劔;yYH6�5�mｨ��.ｩYH6�6b�完全実測 僮区　つ23 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�⊆∑ 剴燒ﾊミガキ→赤色塗彩。外面ミガキ→赤色塗彩櫛描簾状文。 劔劔劔後期　Ⅱ区 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊミガ手。外面桐箱波状文。 劔劔劔後期　Ⅱ区ホリ方 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊミガキ。外面概括斜走文。 劔劔劔後期　工区 

Np∵ �<����課｢� 几���ｾ��豫)8ﾉ~B�亢(�9^B�仭�x｢�俚ｨ�����離　　　　　　党 劔o�7�-�)��

9 冑��Yﾜ������湯纈�唐繧�釘ﾃR��.sc��*C��被熟あり(正面中央黒化)。正面にすり面。右側(こ敲打痕。 剩踉繧�

10 ��I����#2紕����3"繧��2�"��333�����被勲あり?(正嚢一部黒化)。正面に使用面。 剩��縒�

南壁中央から西壁・北壁下を壁溝が巡る。 1の杯がカマド左脇壁面、 3と4の壷が床面中央付近に集

中していた。 9・10の石器も床面中央から出土した。

遺物は土師器杯・馨・壷、石器と混入遺物の弥生時代後期土器が出土した。 1は半球状のよくへラケ

ズリされる杯、 2は口径と胴部径が等しそうな饗、 3・4は内面口綾部と外面がへラミガキされる壷

である。 9は側面に敲打痕が見られる磨石、 10は安定の良い台石である。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年

(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置

づけられる。

重複関係のある本址より後出するH13号

住居址と大きな時間差はないと思われる。

A　1　2トムプロブタ　3　A’
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(15) H15号住居址

す・せ-18.19Grにあり、 M2・P88に切

られる。床面は平坦だが軟弱である。カマ

ド・ピット等調査範囲では、検出されない。

遺物は、 1の径1.5cm厚さ0.4cmの滑石製臼

玉と土師器小片が出土した。

時期など詳細は不明である。

2m

l層黒褐色土(10YR2/3)

黄褐色土中ブロック少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)

褐色土中ブロック少量。
3層　暗褐色土(10YR3/4)

褐色土ブロック多量。
掘方埋土。

-㊥-

[二二三三⊇ 1

0　　　(1二l)　　2.5c皿

第28図　H15号住居址
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第Ⅱ華　西近津遁跡Ⅲ

(16) H16号住居址

l層暗褐色土(10YR3/3)堅くしまる。

黄褐色土中ブロック少量。
2層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土

ブロック多量。
3層暗褐色土(10YR3/3)

4層　にぷい黄橙色土(10YR6/3)カマド構築土。灰白色の粘土が主。
5層黒褐色土(10YR3/2)灰白色の粘土小ブロック・黒褐色土のブロック。
6層暗褐色土(10YR3/3)床。黄褐色土のブロック多量。
7層褐色土(10YR4/6)掘方埋土。褐色土中ブロック含む。黄褐色土が主。

第29図　H16号住居址

第13表　H16号住居地出土遺物観察表

I　6

(1 : 4)　　10c皿

即魯 劔態∴∴壁 劔��ﾈﾆ����剩ｮ籍、"　轟繚 �ｸﾉｨﾈ8ﾋ��i;8*ﾓ隴ｹ�X�R�

鎚執 �)福R�翳瀧 剏綷yく長) ���.ｨﾜ�*ﾙYﾒ��朞ﾘﾘ(*ﾘﾏ｢討�佗����扱ｲ�刹ﾑ∴蘭 亰ｸ���椅ﾂ�偬�7囘���

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 �(16,2) �,(-ﾈ-ﾒ��2ﾃ2��8ﾘ4�8ﾘ6�6b�刄鴻Nロナデ→天井部回転へラケズリ→つまみ 貼付 亂��8���｢�儘粟b�

2 �7倡Hｮﾒ�璽 �(22.0) ��禿#"ﾃ�����胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�凵｠綾部ヨコナデ→胴部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�儘粟d��ｸ�ｳb��#�Z)7��X7ｦ��i_ｲ�

3 �7倡Hｮﾒ�轟 �(22,6) ��禿づ������胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�凵｠綾部ヨコナデ→胴部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�曝ｾb�

4 �7倡Hｮﾒ�蓬 �(21.与) ��禿��ﾃc�����胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�凵｠緑部ヨコナデ→胴部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�曝ｾh���#��

5 �7倡Hｮﾒ�蛮 �(2与.0) ��禿�2ﾃc�����胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6b�凵｠緑部ヨコナデ→胴部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�斐�����

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�(四耳)董 � �����8�5(6�6b�刄^タキ目→隆帯貼付 �&ilｨ���｢��7ｨ8ｩ_ｲ�

No: 仄8����>R���h�引����ﾉｹ�饅ﾂ�剩�蜉� 刮C束擾 刮焉�ｦ 僥X����������ｯ��剌o土位漬 

7 �7Y���迄*ﾘ.r�����<2,与> �<1,2> �<18.99> 儘Xﾆ��ﾈ*H*H�(�8岑自z�lｨﾈy���)7X枴�C8�)�9lｨ,倅8ﾚﾘ�"�僮区 

い-5Grにあり、 H12・F2に切られる。北壁中央のカマドは、 F3号掘立柱建物址に壊されほ

とんど原形を留めず、僅かに構築土の灰白色粘土が北壁に残存する。床は堅い。ピットはカマド前に

1個有り、 5の饗が検出された。

遺物は1の須恵器蓋、 2-5の口綾部に最大径を持ち胴部長く外面縦にへラケズリされる土師器馨、

須恵器四耳轟6、 7の1孔ある砥石が出土した。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位置づ

けられよう。

(17) H17号住居址

お-9.10、か-10Grにあり、 H9を切る。ピットは2個検出され、主柱穴Plからは径20cmの柱

ー25-
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1層黒褐色土(10YR2/3)

黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロックを帯状に含む。
黒褐色土の小ブロック少量、炭少量。人為的壁土。

2層黒褐色土(10YR2/3)

黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロック少量。
炭を含む。黒褐色土の小ブロック少量。人為的埋土。

3層黒褐色土(10YR2/3)

黄褐色土・にぷい褐色土の小ブロック少量。
炭を含む。黒褐色土の小ブロック少量。人為的埋土

4層にぷい黄褐色土(10YR4/3)
5層黒褐色土(10YR3/1)柱痕。
6層黒褐色土(10YR2/2)床面直上の粘質土
7層褐色土(10YR4/4)

黄褐色土ブロック多量。上面堅く破き締められている。

∈墨フ1馳/2

画国書 二
第30図　H17号住居地

第14表　H17号住居址出土遺物観察表

誓百百回
¶　14

lへ12 (1:4)　10c皿

13・14 (1:3)　7.5c皿

即7 劔浅　　慮 劔刹a鰭　葛(額饗¥・蜜撥 劔鰭藻痛く)賎程犠<>丸麗・ 

N壌. ���4ﾒ�罷漂 剏綷yく長) 剪鼬yく僻) �:蕎前原): 剽栫��� 劔�8����瀬　‾諦 剳ﾇ土飽澄 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄�Rナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�b�破片実測 刄tグ土 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍��胸YH8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5迄�b�破片実測 刄tク土 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(7,0) �<3,2> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 刧V区 

4 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � � 刄�Rナデ 劍8�5(6�6b�破片実測 刧V区 

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 �(16.4) �(11,1) �4.1 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�畏)�I5ﾉWB�回転実測 刧V区 

6 �7倡Hｮﾒ�璽 �(13.0) � �<13.8> 剏箞ｻ部ヨコナデ→胴部ナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 儂区　H9E床 

7 �7倡Hｮﾒ�璽 � � � 凵｠綾部ヨコナデ→胴部へラナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�破片実測 刧W区 

8 ��手づくね � � � � 剪�破片実測 刧V区 

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�寵 � � � 剴魔ﾄ具痕 劍5�5�4ﾉm｢�破片実測 儂o.与 

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � � � 刄iデ 劍5�5�4ﾉm｢�破片実測外面 自然租付着 儂床 

N〇千 侏�����ｽ��几������(棈��鯤�n個�劍倩�V���*ix｢�倆H����離　　　　　　籍 劍�7�ｩ'R�

11 �7Y���禿偵c��劍*ﾘ.r�#��禿Bﾃ���禿#�2騏縱��上下欠損。砥画数4。正嚢と右側に条痕と擦痕。 剩踉�2�

12 佗������禿ゅ����*ﾘ.r紊��禿2經��禿##2紊#��上部欠損。砥画数う。底部右側と左側角に条痕。 剩踉紕�

13 �+~�)&#��仞����ｹV����ﾈ,�+X+ﾘ�9�B�ﾉo�偵3��禿�纉��禿��3��禿b�#��上下欠損。 剩��ｸ�ｳ"�

14 �8����仞����ｹV��禿2����禿�纉��禿��#��禿�騏纉��両端欠損。 剩�����
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第Ⅱ章　西近津過跡Ⅲ

痕が確認された。南壁のP2・P3は壁柱穴であろう。カマドは調査範囲では確認されていない。床

は堅く敲き締められており平坦。南壁下・西壁下に壁溝が巡る。覆土1へ3層は人為埋土。

遺物は土師器杯1・鉢・馨、須恵器杯・有台杯・聾、手捏土器、石器、鉄器がある。 1は半球状の土師

器杯、 2・3の底部は手持ちへラケズリ、 5は底部回転へラケズリ後高台貼付、 6・7は口縁部に最大

径がある。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位置づ

けられよう。

(18) H18号住居址

F　67　8　5675　　　F’　G 星

間圏

<i 目 劔:"�薰�ﾈﾋ��※ ※ 畷 

H　　　　ぐヾ 

∴ �( ��

白 　くご 判決 劔��

※ 

1層黒褐色土(10YR2/3)炭化粒子微量、小磯を含む。
2層黒褐色土(10YR2/2)炭少量含む。
3層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック微量。柱痕。
4層黒褐色土(10YR2/3)

5層暗赤褐色土(2.5YR3/4)焼土ブロック・焼土粒子含む。カマド構築土。
6層黒褐色土(7. 5YR3/2)炭化粒子・焼土粒子・土器片含む。

カマド構築土。
7層極暗褐色土(7.5YR2/3)ロームブロック少量、炭化粒子微量。

カマド構築土。

8層黒褐色土(7. 5YR3/2)炭化粒子微量。カマド構築土。
9層暗赤灰色土(2.5YR3/1)灰・黒色粘土含む。カマド構築土。
10層暗褐色土(10YR3/4)ロームブロック多量。床。
11層黒褐色土(10YR3/2)ロームブロック多量、黒色土ブロック

を含む。
12層灰黄褐色土(10YR4/2)黒色土ブロック少量含む。
13層　にぷい黄褐色土(10YR5/4)ロームブロックが主、

黒色土ブロック含む。掘方埋土。

二一二二二二一一〇‾7

顔

0　　　(1 : 4)　　10c皿

第31図　H18号住居址(1)
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第32図　H18号住居址(2)
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第Ⅱ草　西近津遇跡Ⅲ

第15表　H18号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　(Cm) 

H18 劔k����引R�劍I撥・(鏑題　一農　薬撥 剽s薙腫()残嗣擾<>苑鷹・ 

璃Q、 ��ﾉ4ﾒ�饗穣 �6.6ｸｭ"��轄罷(帽) 凩��葵�%��淘∴∴騒 儷ｨ�依��備∴∴萄 剌o土駈題 

1 �7倡Hｮﾒ�璽 茶#B繧�� 禿2騏聹�ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測⑰と同 一個体つ 刄Jマド内て2与て 26 

2 �7倡Hｮﾒ�ロク日露 ��6,4 禿rﾃs��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH,i.ｩYH､�ﾈ6�6h��;x岔KﾉYH訷鰄+�-b�完全実測　底部と 刄Jマド内　カマド煙 
ラケズリ 丶�ﾉWI(YZ�*�8｢��;��

3 �7倡Hｮﾒ�謹 茶#2���� 禿�ゅ��□緑部ヨコナデ→胴部へラナデ 佰ｹ|餾H8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 刄Jマド内カマドホ リ方 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�露 茶#r綯�� 禿B�#��ヨコナデ �8�5(6�6b�回転実演【 伜�ｸ*h/�r�カマド内 

5 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 茶�2紕�� 禿2����ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��-h8�6�6b��畏)�I5ﾉWB��回転実測 僮区 

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(9.1) 禿2�#��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�6�6b�回転実演 白�カマド内 

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土不 ��5.6 禿2緜��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�6�6b�完全実演 ��カマド内 

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 ��2繧�8.4 釘���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8-h8�6�6b�完全実演 ��N01 

9 ��ｸ敢ｮﾒ�杯 茶�2�2��8.0 釘���ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�完全実測内面に 火だすき有 僮区　カマド内 

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 茶�H�#"��(9.0) 釘�*B�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 僮区 

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 茶�R綯��(9.6) 釘ﾃR�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 僮区　て25 

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 茶�2颱b��(9.4) �"繧�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�回転実測 僮区 

13 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台‡不 茶�偵B��(12.6) 澱�2�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�畏)�I5ﾉWB�回転実測内外面 に自然抽付着 僮区 

14 �7倡Hｮﾒ�題 �#"�2� 禿#��3��口綾部ヨコナデ・胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実測□繰上 部に焼成後穿孔か と思われる穴が有 刄Jマド内　ホリ方 

てら �7倡Hｮﾒ�題 茶#"繧�� 禿#b纉��口綾部ヨコナデ→胴部へラナデ 佰ｸ胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実測 剄H区カマド内ホ リ方 

16 �7倡Hｮﾒ�ログロ璽 茶#����� 禿#"繝��ロクロナデ→胴下半部ミガキ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��;x岑ｧyYH5�5�4ﾂ姶倡���回転実測 僮区カマド内ガ マドホリ方 

17 �7倡Hｮﾒ�饗 茶#2�*B�� 禿#B縱��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ・ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�回転実演 ��カマド内 

18 �7倡Hｮﾒ�饗 茶#B�"�� 禿�"繝��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実演 ��カマド内 

19 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �� ��当て具痕 �5�5�4ﾉm｢�断面突沸 ��I区 

20 ��ｸﾆ(ｮﾒ�繋 �� ��当て具痕→ヨコナデ �5�5�4ﾉm｢�断面実測 僮区 

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�饗 茶#����� �*ﾘ.r紊��ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH5�5�4ﾉm｢�回転実測 儕「 

22 ��ｸﾆ(ｮﾒ�謹 �� ��当て具痕→ヨコナデ �5�5�4ﾉm｢�断面実測外面に 自然糊付話 刄Jマド内 

23 ��ｸ敢ｮﾒ�露 �� ��当て具痕 �5�5��y?｢�断面実測外面に 自然租付着 僮区 

24 ��ｸﾆ(ｮﾒ�露 �� ��ヨコナデ �5�5�4ﾉm｢�断面実測自然租 付着 刄tグ土 

随. 僥X�稲ﾘ��-ﾈﾘﾈ�位�ц/���d悦�&�倬ﾉ�YmH��ﾊ���ｭi8ﾉ�ｸ����ﾇ�N��h��������������������}���������48������������������������7囘�ﾒ�

25 ��Y�ｹ�餽������ﾃﾃb經貪ﾃb縱貪ﾃ�紊貪ﾃSゅ3捺ﾈ�9YHﾈy���(����������������������������������������������ﾈ4ｨ7ﾘ6茨ﾉ]2�

26 �7Y�胯ﾈ����ﾃ�2綰ﾃ�"��ﾃR綰ﾃs#b�#s�ﾈy�兀H見W9k��)�9lｨ,���ﾚﾘ/�Kｨ*Hﾞﾘ.��8,ﾈ諍w�ﾚﾘ�(����������������������ﾈ4ｨ7ﾘ6�Y'I>��

つ-24・25、て-25G rにあり、 H19を切る。カマドは北壁中央に粘土等で構築された袖部・火床が残

存する。ピットは、径40cm前後の柱痕が確認されたP lの主柱穴等7個検出された。 P2へP7は壁

柱穴でP2はカマド右脇、 P 3-P7は東壁に60-120cmの間を開けて並ぶ。 P2の柱痕径25cm。床

は堅く敲き締められていて平坦。カマド脇から東壁下に壁溝が巡る。

遺物は、土師器・須恵器、砥石?26、混入遺物の打製石斧25がある。須恵器杯の底部は、 12は回転
へラケズリ、 9-11は手持ちへラケズリ、 8は回転へラ切り後へラナデ　6・7はへラナデ調整され

る。 5・7は有台杯である。土師器馨は口綾部に最大径を持つ「く」字口縁の武蔵馨3・14・15・17・18、

2・16のロクロ馨がある。

本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代I期喜8世紀第1四半期に位置づけられる。

(19) H19号住居址

B　　　5

標曹諒m　2m

第33図　H19号住居址

1層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック

多量、黒色土ブロックを含む。
人為的壁土。

2層褐色土(10YR4/4)黒色土・ローム

粒子多量に含む。人為的埋土。
3層暗褐色土(10YR3/3)黒色土多量、

ロームブロックを含む。

人為的堆積。
4層黒褐色土(10YR3/2)

5層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土

ブロック含む。掘方埋土。
0　　(1 : 4)　10cⅢ

i{二千二塁

で二三‾二二二{

二二二二二▲÷

璽匿翌至謁、、〈埋-

三吉‾‾‾‾

つ鵜24G rにあり、 H18に切られる。床は堅く敲き締め

られていて平坦。東壁下に壁溝が巡る。カマドは調査範囲

には、見られない。床下からPlが検出された。覆土1-

3層は人為埋土。

遺物は、 2の半球状の土師器杯、 1の須恵器蓋、 3の須

恵器馨がある。

少ない出土遺物で時期詳細は不明。本址は、 H18に切ら

れており8世紀第1四半期以前の所産ではある。

ー29-
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第16表　H19号住居址出土遺物観察表 (Cm)

H19 劍����穐b���戯騒　∴藷邁∴"　寵態 剴｡罷職騒轟 剌熨贒ｪ墟・ 
∴N〇、 ���>R�欝態 鐙ﾏｸﾆ��+r����子鹿経(曝). �8��ｵｲ�嫡∴∴題 僣ｸ���ｲ�鰭∴∴繋 剪ｴ克遮蓮 

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 茶�づ"�� 禿�繝��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�回転実測外面 自然粕付着 剳｢土 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��みこみ部ナデ→□綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�b�破片実演 ��覆土　H18工区 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽? �� ��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�閲)��5ﾉWB�断面実演 ��覆土 

(20) H20号住居址

標薯嵩m　2m

5　　　　　　　　　　6　　4

l届書臆にぷい黄褐色土(10YR4/3)

ローム小ブロック多量。人為前垂土。
2層褐色土(10YR4/4)

黒褐色土ブロック含む。人為的埋土。
3層　暗褐色土(10YR3/3)

ロームブロック含む。臆人為的埋土。
4層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)

ロームブロック多量。人為的埋土。
5層黒褐色土(10YR3/2)

6層褐色土(10YR4/4)
ロームブロック・黒褐色土ブロック

含む。掘方埋土。

第34図　H20号住居地

1:3 7.5cm

き・く一14つ-24G rにあ

り、 H3・H7に切られる。

床は堅く敲き締められて
いて平坦である。張り出し

部に沿って壁溝が巡る。カ

マドや焼土等調査範囲には、

見られない。

ピットが2個検出された。

P2は床面下から検出され

た。覆土1へ3は人為埋土

である。

出土遺物は、鉄器の他には内面黒色処理され外稜持つ土師器杯小片のみである。 1は短頸有頼鍛身

三角形遣込両丸の鉄鎌である。

本址の詳細は不明であるが、時期的には8世紀第4四半期のH 3号住居址より先行する。

第17表　H20号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Cm)

蔚　　　　　　愚

<1与,27> 左脚部欠損。

(21) H21号住居址

二　三三
標高708. 5m

O　　　(1:80)　　2m

第35図　H21号住居址

1層暗褐色土(10YR3/3)
2層黒褐色土(10YR2/3)柔い。
3層黒褐色土(10YR2/3)床。
4層暗褐色土(10YR3/3)堀方埋土。
5層黒褐色土(10YR2/2)堀方埋土。にぷい橙乍

小ブロックが水平気味に混じる。堀方
6層黒褐色土(10YR2/3)堀方埋土。柔い。によ

橙色土の小ブロック少量。

い一4・5G rにあり、

H12・F3.P41・Plll・P

l12・Pl15に切られ、 H16

を切る。床は堅く敲き締め

られているが、やや平坦

でない。西壁下・北壁下に

壁溝が巡る。カマドは調査範囲内には、見られない。

ピットが2個みられ、 P2は床下から検出された。

遺物は、弥生時代後期琵・壷、土師器杯・聾の小片が

検出された。本址は、 9世紀後半のH12号住居址より先行し、 8世紀第1四半期のH16号住居址より

後出する。

(22) H22号住居址

い-4・5G rにあり、 H16を切る。床は堅く敲き締められていて平坦である。カマドは東壁に火

床の焼け込みと見られる焼土が残存する。ピットは、径40cm前後の柱痕が確認されたP lの主柱穴が

検出された。遺物は、土師器杯・饗、須恵器杯・蓋・四耳壷、鉄器角釘?16・17、混入遺物と見られる13
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第Ⅱ章　西近津道跡Ⅲ

重 � 

Ⅱ 僊 

調 査 区 域 外 ���該 

2 

露頭覆 

標高708. 5m

(l:80)　　2m

1層黒褐色土(10YR2/2)小旗少量、炭化粒子微量。
2層黒褐色土(10YR3/1)小礫・炭化粒子少量含む。
3層黒褐色土(10YR3/2)ロームブロック少量、炭化粒子微量。柱痕。
4層暗赤褐色土(5YR3/2)炭・焼土粒子微量、黒色粘土ブロック混入
5層暗赤褐色土(5YR3/4)姥土粒子微量。カマド構築土。
6層黒褐色土(10YR2/3)ローム粒子少量。堅くしまる。上面が床。
7層にぷい黄褐色土(10YR4/3)ロームブロック多量、

黒色土ブロック少量。

¥¥〇〇三出/ 1　、己/ 2

≒≡∃≡ヲ

二〇 -‾‾‾‾‾フ

l-15 (1:4)　10cⅢ

16・17 (1:3)　7.5cⅢ

第36図　H22号住居址

第18表　H22号住居址出土遺物観察表

/

∈≡三三ゝ 1。

三二三二グ

ノ

縄張 劔��������劔ー �:�ﾉﾈ�����X傾ｽ靈踪��O�8r�冰�ﾄ�6ｸﾙ���ﾉ#ﾃ駝9���R�

No∴ 刔ｸｾ��霧輝 鐙8ﾘ輅{b��販軽く帽): 凵�匀J(躍上 剽栫�郁� 剋縺�M 儖X��'��偬�-ﾉtI~ﾒ�

1 �7倡Hｮﾒ�杯 ��(4.7) �<1.3> 刄~ガキ→黒色処理 剴ｷ部へラケズリ、底部へラケズリ→ミガキ 弌�5ﾘ���｢�兒)7��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(8.6) �<1.1> 刄鴻Oロナデ 刄鴻Oロナデ→底部回転へラ切り 弌�5ﾘ���ｩ>�､�｢�懆+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�う不 茶�B紕��6.6 �4,0 刄鴻Nロナデ 刄鴻Oロナデ→底部回転糸切り 亂��8���ｩ>�､�｢�懆+�+x*ｹtﾂ�斐����

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�2����(7.0) �3.6 刄鴻Oロナデ 刄鴻Nロナデ→底部糸切リ 弌�5ﾘ���｢�兒)7��

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�2�"��(7.0) �3.9 刄鴻Oロナデ 刄鴻Nロナデ→底部糸切り 弌�5ﾘ���ｩ>�､�｢�懆+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2紕�� �<3.8> 刄鴻Oロナデ 刄鴻Nロナデ 弌�5ﾘ���ｨ､�ｨ懌�+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�R�2�� �<3.3> 刄鴻Oロナデ 刄鴻Oロナデ 弌�5ﾘ���ｩ>�lｨ懌�+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(7.8) �<2.2> 刄鴻Nロナデ 刄鴻Nロナデ→底部糸切リ 弌�5ﾘ���ｩ>�lｨ,��齷�)(ｩWI(Y>�､��lｨ,��+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(9.0) �<2.1> 刄鴻Nロナデ 刄鴻Nロナデ→底部糸切り後手持ちへラケズリ 弌�5ﾘ���ｩ>�､�｢�懆+�+x*ｹtﾂ�兒)7��

10 ��ｹDｸｮﾒ�轟 �� � 刄鴻Nロナデ 刄鴻Nロナデ 僥ｩ]����｢�兒)7��

11 �7倡Hｮﾒ�謹 ��(6.2) �<3.与> 凾ﾖラナデ 剴ｷ部へラケズリ、底部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�兒)7��

1之 ��ｸﾆ(ｮﾒ�四耳壷 �� � 剴魔ﾄ具痕 刄^ダキ目→障帯貼付→耳貼付 僥ｩ]����ｨ､�ｨ齟��)IIWI(R�兒)7��

13 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2���� �<4.2> 凵｠綾部ヨコナデ→みこみ部へラナデ 凵｠綾部ヨコナデ→底部へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�兒)7��

14 �7倡Hｮﾒ�杯 �� � 刄�Rナデ 凵｠緑部ヨコナデ→ヘラケズリ 僥ｩ]����｢�兒)7��

1与 �7倡Hｮﾒ�士不 �� � 刄�Rナデ 凵｠綾部ヨコナデ→ヘラケズリ 僥ｩ]����｢�兒)7��

音N敬. �-H�����H�i5����引���dﾈ��5��h�ﾂ�劍ﾙH�9^B�宙ⅳ�殉環　竃∴薫∴袈 亰ｸ����������Nｲ�剩S土位蘭 

16 乂�4#���58��禿r����剴ﾃ�����禿�紊謫ﾃB繝����ｩYHﾈy���"�剳｢土 

17 乂�4#���58�����b繧�剴������騏������B紊���-�-ｨｪ霹��"�剳｢土 

一15の土師器杯がある。 1の土師器杯は底部へラケズリ、須恵器杯の底部は、 6は回転糸切り後手持

ちへラケズリ、 2へ5・8は回転へラ切りされる。

本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅳ期- 8世紀第4四半期に位置づけられる。

(23) H23号住居址

と・な-26・27Grにあり、 H22に切られる。床は堅く敲き締められていて平坦である。北側調査区

域境の窪みに焼土と灰が残存している。カマドの火床と見られる。ピットは3個確認され、 Pl・P

3が主柱穴であろうか。 P2は床下から検出された。

遺物は、土師器馨、須恵器杯・饗、 7の土製品須恵器土器片田板、 8の敲石がある。 4の口径と胴
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0　標曹磐芦

囚

2m

1層黒褐色土(10YR2/3)小礫・炭化粒子少量含む。
2層黒褐色土(10YR2/2)炭化粒子少量含む。
3層にぷい黄橙色(10YR6/4)灰。
4層赤褐色土(5YR4/8)焼土。火床。
5層黒褐色土(10YR3/2)ローム粒子少量、炭化粒子微量0
6層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック・小礫少量含む。
7層黒褐色土(10YR3/2)ロームブロック少量含む。

第37図　H23号住居址

第19表　H23号住居址出土遣物観察表
瑞鵜 劔�H������剴蝟c　簾∴頴橘蔓・∴珪藻 剳h繋緻濁掠撞く>対整・ 

猶①. 凛Iz2�鬱積 佰ｸﾆ�������∴　忠怪(帽) ��yi�*ｨｩ��髄∴∴顧 仗���4ﾒ�礁∴∴馨 倡ｸ皦�����

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��2ﾃ2�7.6 釘�*B�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷86�6b�完全実測 �xｾh��7ｨ8ｩ_ｲ�踉�"�

2 ��ｸ敢ｮﾒ�土不 茶�2�"�� 禿"����ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測外面に 火だすき有 兒)7��

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 茶�R�2��(9.与) �2�2�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�畏)�I5ﾉWB�回転実測 兒)7���,C#b�

4 �7倡Hｮﾒ�璽 �� ��□綾部ヨコナデ→胴部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�破片実測 �xｾb�

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �� ��当て具痕→ナデ �;yYH5�5�4ﾉmｨ�).ｩYH6�6b�断面実測⑥と同 一個体 �xｾb�

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�露 �� ��当て具痕→ヨコナデ �5�5阡im｢�断面実測⑤と同 一個体 曝ｾh��uxｾh��4ｨ7ﾘ6��

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土器片目板 剋｣胴部片。敲打痕。長径4.3短径3.与厚さ0.8。 劔兒)7��

極敬重 佶ﾂﾈ���X��旗��o(��ｧﾆﾈﾋY�鞋X�����ｮ�H����ｶ��鄧v���¥x������h������������������������氷��������������������������������������;8贓�����

8 冑��Yﾜ��譏��������"纔����2�8�����2紊���C"纉���8ﾘ�+�+x.瑛ｨ�(悩�H,吁��Xﾚﾘ�(��������������������������������������������疲���

部径がほぼ等しい土師器武蔵聾、 1の須恵器杯・ 3の須恵器有台杯の底部は、回転へラ切りと回転へ

ラケズリが見える。本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅳ期- 8世紀第2四半期に位置

づけられよう。

(24) H24号住居址

標高708. 8m

(l:80)

標高708.4m

O　　　(1 :40)

第38図　H24号住居址(1)
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1層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック

少量、小礫を含む。
2層黒褐色土(10YR2/2)黒色土ブロック

含む。
3層暗褐色土(10YR3/3)ロームブロック

炭化粒子微量含む。

⊆’謂翳濫誌鰐捲土プ。ツク

C’

焼土粒子多量、炭化粒子を含む。
6層黒褐色土(10YR2/2)黒色土の

ブロック含む。
7層暗褐色土(10YR3/4)ローム

ブロック多量。
8層黒褐色土(10YR3/1)粘土ブロック

多量、焼土粒子・炭化粒子微量。
カマド構築土。

9層黒褐色土(10YR3/1)白色系粘土
ブロック、粘土粒子多量。
カマド構築土。

10層黒色土(10YR2/1)床。

11層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック
ローム粒子含む。
掘方埋土。

蓮
連
結
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第39図　H24号住居址(2)

第20表　H24号住居址出土遺物観察表

(1 : 4)　　10cm

H24 劔�H���延��刪ﾐ緒・置　調整　音霊　薬鱗 剩ﾕ建値(濁存煙く>丸底・ 

随- 凭ﾙgﾂ�露怒 ��委ｸﾇ舒｢��子鹿挫く幅) ��ｾeXﾄB�璃∴∴繭 們���4ﾒ�凝∴∴考 偬�7弌����

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ミガキ→黒色処理 ���胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�h��7�4ｸ4ﾂ�破片実測 儘粟b�

2 �7倡Hｮﾒ�鉢 茶�ゅ��� 禿ゅ��胴部へラナデ→□綾部ヨコナデ �;yYH6�6h����胸YH8�5(6�6b�回転実測 丿ﾙDil｢�

3 �7倡Hｮﾒ�題 ��b纈� 禿Rﾃ#��胴部へラナデ→□綾部ヨコナデ �;yYH6�6h����胸YH8�5(6�6b�完全実測 曝ｾhuXｾd�������颱b�

4 �7倡Hｮﾒ�琵 ��(与.4) �*ﾘ.r�3��ハケ目の残るヘラナデ �;yYH6�5�mｨ,ﾈ�8.�-h8�6�6h�).ｩYH6�5�mｨ,ﾈ�8.�-b�8�6�6b�回転実測 曝ｾh��4ｨ4�8�92�

ち-21・22G rにあり、 H25を切る。カマドは北壁に粘土等で構築された地山削出の神都・火床・煙道

が残存する。ピットは4個検出された。主柱穴のPl・P2は、内側に傾斜する壁柱穴である。 P4

は床下から検出された。床は堅く敲き締められていて平坦。

遺物は、 1の土師器須恵器杯蓋模倣の杯、 2の土師器鉢、 3・4の土師器嚢がある。これらの遺物

から、本址は小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅳ期- 8世紀第2四半期に位置づけられよう。

(25) H25号住居址

た-20.21、ち-21・22Grにあり、 H24・H26に切られる。カマドは調査範囲内には、見られない。

ピットが3個検出された。柱痕状の8層が見られたPlは主柱穴であろう。 3・4の土師器杯と7の

須恵器杯が出土した。 P 2は断面がフラスコ状で深さ44cm。 1の土師器壷・8の手捏土器・10の土師器

第40図　H25号住居址(1)
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1層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック含む。
2層黒褐色土(10YR2/3)柔い。
3層黄褐色土(10YR5/6)

4層黒褐色土(10YR3/2)

5層褐色土(10YR4/4)黄褐色土が主。
6層褐色土(10YR4/4)黄褐色土ブロック多量。
7層褐色土(7. 5YR4/6)明褐色土が主。
8層暗褐色土(10YR3/3)柔い。
9層褐色土(10YR4/4)黄褐色土が主。
10層褐色土(10YR4/6)明褐色土が主。掘方埋土。

(1 : 4)　　10cⅢ



→-¥、∴

0　　　　(1 : 4)　　10c皿

第41図　H25号住居址(2)

第21表　H25号住居址出土遺物観察表
日夏与 劍ﾖ�����-��剞ｬ形・鞠整∴・文慎 剪b罷轍灘醇撞く>刺轄・ 

湿蹄. ����<yz2�怒種 �(�(��h將�∴　睦憑く帽) �����ｭ畏(ﾙｒ�滴∴∴簸 偸ﾘ��4ﾒ�兢∴∴勢 ��-ﾉ�-��

1 �7倡Hｮﾒ�窺o「壷 茶�ゅ鋳� �3�繧�□綾部ヨコナデ→胴から底部へラナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�6�6hﾎ87�4ｸ4ﾈ�Y.ｩYH7�4ｸ4ﾂ�完全実測 斐�������ｸ�ｳ8����纈�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶��繧�� 禿"繝��暗文 �7�4ｸ4ﾂ�回転実測 兒)7��

3 �7倡Hｮﾒ�杯 ���縒� �*B紕�みこみ部へラナデ→口綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�h�X7x8�6�6b�完全実測 斐�綯�

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 ���纈� 澱紕�休部ナデ→□綾部ヨコナデ→暗文 ���胸YH8�5(6�6h�Y�ﾉYH*�.y.ｩYH-h8�6�6b�完全実測 疲�B�

与 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2絣�� 澱ﾃr�暗文 ���傚YH8�5(6�6h�姐浦H*�.y.ｩYH-h8�6�6b�完全実測 兒)7��

6 �7倡Hｮﾒ�士不 ��2紕� 澱騏��みこみ部へラナデ→□綾部ヨコナデ→輯文 ���胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 兒)7��

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�ま不 ����"� 迭���ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�完全実測 疲�R�

8 �7倡Hｮﾒ�ミニユチュア土 器 茶"ﾃｒ�(2.5) ��□綾部ヨコナデ→ナデ ���胸YH8�5(6�6h��6�6b�回転実測 疲�r�

9 �7倡Hｮﾒ�小形璽 ��R�"�(3.6) ��b繧�□縁部ヨコナデ→胴部へラナデ→底部へラ �;yYH6�6h����胸YH8�5(6�6h�Y;x岔Kﾈ6�5�mｨ,ﾈ�8.�6�6h�R�完全実測 疲�"�
ナデ �.ｩYH6�6b�

10 �7倡Hｮﾒ�饗 ��偵2�8.5 �#b絣�胴から底部へラナデ→□綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h�Y;x岔Kﾈ,i.ｩYH-h8�5�5�8ｨ��;x�9Kﾈ6��5�6�6b�完全実測 斐�繧�

饗が検出されたP3は南壁近くにあり深さ64cmを測る。床は堅く敲き締められていて平坦である。 50

cm内外の礫3個が床面上にみられた。遺物は土師器杯・聾・壷・手軽土器、須恵器杯がある。 2-6の

土師器杯は半球状で口綾部が短く外反する4、内斜する5・6、内脅する2・3がある。 10の蜜は胴部

に最大径を持ち胴部は丸みを帯び、外面へラケズリされる。 1の壷外面はへラミガキされる。 7の須

恵器杯は口径11c皿で、扁平な体部から長くほぼ直立に立ち上がり、端部は中央が窪む。外面体部から

底部回転へラケズリされる。本址はこれらの遺物より、 5世紀後半に位置づけられよう。

2m

(26) H26号住居地

た・ち-20・21Grにあり、 H25を切り、 DlO・

P73・74に切られる。カマドは調査範囲内には、

見られない。壁柱穴が3個検出された。

床面は平坦だが軟弱である。

遺物は、土師器杯・饗が図示できた。本址の

詳細は不明だが、本址が切る5世紀後半のH25

よりは、後出する。
1層暗褐色土(10YR3/3)

黄褐色土小ブロック少量。
2層黒色土(10YR2/1)

炭。
3層褐色土(10YR4/4)

黄褐色土ブロック含む。

⊂勘
第42図　H26号住居址
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4層　黒褐色土(10YR2/3)

炭・黄褐色土中ブロック少量含む。
5層褐色土(10YR4/6)

黄褐色土ブロック多量。



第Ⅱ革　西近津逝跡Ⅲ

第22表　H26号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　(。m)

(27) H27号住居址

そ-20Grにあり、 Dll.P73・74に切られる。カマドは北壁に粘土等で構築された袖部・火床・煙道

の一部が残存する。ピットは調査範囲内では見られなかった。

床は堅く敲き締められていて平坦である。

遺物は土師器杯・把手、鉄器がある。須恵器杯蓋模倣の杯1・2は、内面黒色処理される。 3は甑の

把手であろうか。 4は関が明確でないが、長頸有茎鍛身整箭遣込両丸の鉄鎌である。

本址は小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅲ期- 6世紀中葉一7世紀初頭に位置づけられようか。

※ 寄、 ぐ、 ��巾 

寸1 ����詳 麗 

ぐiつ �� 

ぐ」 郵�ﾒ�

「十　　　　　〇寸 

< 劍���

⊂=⊃

口　　4

1へ3 (1:4)　10c皿

0　　　4 (l:3)　7.5c皿

灘繍護叢灘翳護誓掘方埋土
第43図　H27号住居址

第23表　H27号住居址出土遺物観察表

日∴27 劔法∴∴謹 劔刹a癌　▲∴閻騒、黒瀬 劔鵜憲緻濁祷鰻<>丸嬢・ 

∴N〇、 �4�*｢�藷類 凵�綷yく長) �:底軽く鳴) 凵�寘�(厚) 剽栫��ｰ 劍ﾏ���ﾋ��鰭∴∴蓄 劍�7几ｹZ"�

1 �7倡Hｮﾒ�1不 �(13.4) �(12,3) �<3.6> 刄~ガキ→黒色処理 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8ｨ�ほYH7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��b�兒)7��

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(11,4) �(10,与) �4.2 刄~ガキ→黒色処理 劔.ｩYH-h8�5�5迄�h����胸YH8�5(6�6b�回転実演 冑�mR�兒)7��

3 �7倡Hｮﾒ�把手 � � � 刄~ガキ 劍6�6b�破片実況 ��兒)7��

州の章 仂����������衣X�����｢�假��Xﾜ��俐Y���2�俐Y�YI｢�僞���l��欝　　　　　　罷 劔出土飽轟 

4 亊2��52����ﾃr���縒���騏��禿����u聹�一部欠損。関都不明。 劔覆土 

第2節　掘立柱建物址

(1)F l号掘立柱建物址

う-7・8Grにあり、 P31に切られる。大半が調査区域外にある。形態は側柱式が考えられる。南

北軸方位はN-10O -W。南北柱間1.6東西柱間1.8mと2.2mを測る。柱穴の平面形は不整形であるが

方形が基調、穴底に柱を固定したかのような径20へ28cmの小穴がすべての柱穴に認められた。長辺1

m前後で深さは60へ80cm。遺物は1の底部へラナデされる土師器杯、 2の土師器壷がある。他に小片

で弥生時代後期土器、須恵器、土師器、灰柚陶器があるが、これらの遺物での年代決定は困難である。

(2)F 2号掘立柱建物址

せ・そ-19Grで検出され、 H10を切りP50に切られる。大半が調査区域外にあり、形態等不明。深

さ56cmのP 2と深さ60cmのP 3が布掘状に連結される。径20cmの柱痕がP lとP 2で確認された。

ー35-
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1層灰黄褐色土(10YR4/2)黄褐色土とにぷい褐色土のブロック

多量に含む。人為的埋土。
2層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土ブロック多量に含む。

人為的埋土。
3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土の小ブロック少量。

人為的埋土。
4層褐色土(10YR4/4)黄褐色土のブロック多量に含む。

人為的埋土。

顔蕩

、¥〇一〇十‾‾二㌢/ 1

1層黒褐色土(10YR2/3)柔い。

2層暗褐色土(10YR3/3)柔い。柱痕。
3層黒褐色土(10YR2/2)炭少量、黄褐

色土・橙色土ブロック帯状に含む。
4層黄褐色土(10YR5/6)暗褐色土多量。
5層褐色土(10YR4/6)黄褐色土・暗褐

色土多量に含む。
6層　黄褐色土(10YR5/6)

黄褐色土が主。
7層　黒褐色土(10YR2/3)

第44図　掘立柱建物址
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標高709. 5m

(1:80)　　2m

1層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土のブロック多量。
柱痕。

2層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色土の小ブロック少量。
3層褐色土(10YR4/4)黄褐色土・にぷい黄橙色土の

小ブロック多量。
4層黒褐色土(10YR2/2)
5層にぷい黄褐色土(10YR4/3)にぷい黄橙色土の

小ブロック多量。人為的埋土。
6層褐色土(10YR4/4)にぷい黄橙色土が主。

人為的埋土。
7層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄橙色土の

小ブロック多量。人為的壁土。

出土遺物皆無で、重複する

HlOも時期不明であり、本址

の時期も不明である。

(3)F 3号掘立柱建物址

い・う-5・6G rで検出さ

れH12・D13・P34に切られH

21を切る。大半が調査区域外

にあるが形態は側柱式が考え

られる。南北柱間1.6mと1.2

m東西柱間2.4mと1.6mを測

る。柱穴の平面形は不整形で

あるが楕円形が基調。

長辺1m-1.3mで深さは

40へ80cmを測る。

遺物は、小片で弥生時代後

期土器、須恵器、土師器、灰

粕陶器がある。これらの遺物

却
衝
撃
A
-

二
〇
二
∵
∵



第Ⅱ章　西近津追跡Ⅲ

での年代決定は困難である。重複関係は、本址より後出のH12が9世紀後半、本址より先行のH21・

H16が8世紀第1四半期であり、本址は8世紀第1四半期から9世紀後半と漠然と位置づけられる。

第3節　土坑

D十号土坑　き-15G rで検出されH lを切る。長軸長106cm短軸長90cm壁高は60cm長軸方位はN-90O

-E。平面形楕円形、断面逆梯子形。土師器・須恵器小片出土したが、時期は不明である。

D2号土坑　く-15G rで検出され、 H lを切る。長軸長93cm短軸長80cm壁高591cm長軸方位はN-25○

○W。平面楕円形、断面逆梯形。弥生後期土器片・土師器・須恵器小片出土したが、時期は不明である。

D3号土坑　く-16G rで検出され、 H lを切る。長軸長128cm短軸長65cm壁高55cm長軸方位はN-55O

-W。平面楕円形、断面テラス持つ逆梯形。土師器や須恵器小片出土したが、時期は不明である。

D「

l層　暗褐色土(10YR3/4)

小礫含む。
2層灰黄褐色土(10YR4/2)

ロームブロック少量。

D9

園田
全　標高708.5m A’

蕩該
1層　暗褐色土(10YR3/3)

小旗少量含む。
2層　黒褐色土(10YR2/3)

小磯・ローム粒子微量含む。

未調査区域

家庭用排水析

A　　標高709. 4m園1層　暗褐色土(10YR3/3)

黄褐色土の小ブロック
多量に含む。人為的埴土。

D2

堕圏
標高709. 2m

揚坐
1層暗褐色土(10YR3/4)

ローム・黒褐色土
ブロック含む。

2層黒褐色土(10YR3/2)
3層灰黄褐色土(10YR4/2)

ローム粒子含む。

D7

D3　　　　　　　　　D4　　　　　　　　D5

田園図二二二二二-

圏園圏
ローム・黒褐色土
ブロック含む。

2層黒褐色土(10YR3/2)
3層灰黄褐色土(10YR4/2)

ローム粒子含む。

圏
1層　暗褐色土(10YR3/3)

小礫少量、ローム粒子微量含む。

圏囲
D「「

図固患
A　標高709.Om A’

園憂国
1層　暗褐色土(10YR3/3)

ロームブロック微量含む。

DlへD12

(1:80)　　　2m

l層暗褐色土(10YR3/3)

小磯少量含む。
2層黒褐色土(10YR2/3)

小旗・ローム粒子
微量含む。D耗A

全　標高708.5m A’

陽
1層　暗褐色土(10YR3/3)

小礫少量含む。

D13せ

華一階--∴∴∴仝
鵬5屈　　標高709. 1m

仝:

1層　暗褐色土(10YR3/3)

2層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)

第45図　土坑

ー37-

A　標高709.2m　仝二

l層暗褐色土(10YR3/3)
ロームブロック・小礫

含む。
2層黒褐色土(10YR3/2)
3層灰黄褐色土(10YR4/2)

ローム粒子・ローム
ブロック含む。

A　標高709.2m A’

雄図因

1層　黒褐色土(10YR3/2)

にぷい褐色土の
小ブロック多量。

標高709. Om

(1:40)　　1m

四
囲

〇二圏困
¥標高709.2m

Å
一
調
査
区
域
外

■
■
葛



D4号土抗　と-24G rで検出され、検出長軸長52cm矩軸長20cm壁高59.5cm、長軸方位はN-55O -W。

平面長方形、断面逆梯形底面東寄りに小ピット1基。土師器杯・須恵器小片出土したが、時期は不明。

D5号土坑　き-15G rで検出され、長軸長112cm短軸長82cm壁高81.5cm、長軸方位はN-55O -W。平

面円形、断面逆梯形底面東寄りに小ピット1基。土師器杯・須恵器小片出土したが、時期は不明。

D6号土坑　く-15G rで検出され、検出長軸長95cm短軸長37cm壁高42cm、長軸方位はN-44O -W。

平面楕円形、断面テラスを持つ逆梯形。土師器杯・琵小片出土したが、時期は不明。

D7号士抗　か-14G r検出されH 2を切る。長軸長73cm矩軸長64cm壁高34cm、長軸方位はN-35O -E。

平面円形、断面逆梯形。 1の土師器馨等小片出土したが、 H2との関係もあり時期は決めかねない。

D8号土抗　と-25G rで検出、長軸長55cm短軸長3lcm壁高40cm、長軸方位はN鵜32O -E。平面楕円形、

断面逆梯形。土師器杯・須恵器杯小片出土したが、時期は不明。

D 9号土坑　て-26G rで検出、長軸長52cm短軸長40cm壁高64

cm、長軸方位N-42O喜E。平面楕円形、断面テラスを持つ逆梯

形。弥生後期土器片・土師器・須恵器小片出土したが、時期は不

明。

D「O号土坑　た一20G rで検出され、 H26を切る。覆土人為埋

土。汚水浸透桝保護のため検出範囲限定。壁高120cm以上、土

師器・須恵器小片出土したが、時期は不明。

D「「号土坑　た-20Grで検出され、 H25・H27を切る。長軸長

53cm短軸長36cm壁高34cm、長軸方位はN-66O -W。平面楕円形、

断面逆梯形。出土遺物皆無で時期は不明。 H27 (6 C中葉へ7

C初頭)以降。

D12号士抗　え-8Gr検出されH8.Pl16

に切られる。検出長軸長76cm短軸長22cm壁　M2

構高34cm、平面楕円形断面凹凸ある逆梯形。 ・△

時期は重複関係から10世紀前半以前。

D13号土抗　う-5Gr検出され、 H12・H

16・ F 2を切る。検出長軸長85cm短軸長44cm

壁高25cm、長軸方位はN-86O -E。平面楕

円形、断面中央に小ピット持つ逆梯形。底

面に接して木曽馬クラスの中型ウマのほぼ

全身が埋納されていた。頭部・背部は調査区

外にある。重複関係から9世紀後半より後出。

篇4節　酒状遺構

M十号溝状遺構　う・え-20Grで検出南北

調査区域外に伸びる。幅60-70cm、深さ15

-28cm、北から南に傾斜する。断面は逆梯

子形、 10cm段差が見られる。遺物は土師器

墨書の杯・藷、須恵器杯の小片が出土した

が、本址の時期比定の根拠とはならない。

調査区域外

1層黒褐色土(10YR2/2)

粘質やや有。粒子細い。

0 (1 ‥ 4)　10c皿

第46図　Ml号溝状道

標高709, 4m

(1 :80)

1層　暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土の小ブロック少量。
2層　暗褐色土(10YR3/4)黄褐色土の小ブロック多量。

、¥¥高言

2m

第47図　M2号溝状遺構

第24表　M l号・M2号溝状遺構出土遺物観察表

‡経年触媒 劔漣∴∴壁 劔刹a鞍　`i顕饗・r　蔑撥 劔轢琵繊減額僅寒声光廣・ 
∴N〇十 ��ｹgﾂ�額績 剏綷yく長) 剏ﾉ軽く恒) 剿挙�(厚) 剄メ��[ 劔ZH��稗�願　　竃 剴ﾆ立粒謹 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測墨書 あり 儁「覆土 

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(8.9) �<1,7> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.��回転実測 儁2　確認面 

2 ��ｸﾆ(ｮﾘ��U9�IGB�劔(14,4) �<2,1> 刄鴻Nロナデー→ヘラナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI�越8+Xﾎ8-h8�6�6h�(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 儁2　確認面 

3 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � � 刄�Rナデ 劍��胸YH8�5(6�6h�姐浦H-h8�5�5迄�b�破片実測 儁2　下層 

No: 仂����謁b���h���-ﾈ��6��霑��劍ﾜY�Yy��仭�ﾄ�ﾉ=ﾈ��ﾘﾈ�欝��剞V　　　　　　患 劔�y7刔ｹNｲ�

4 冑������禿r繝��禿bﾃ���禿2ﾃ���禿#�2ﾈ*H.s��下部欠損。正面 �+�+x.瑛ｨ�"�晩"�

ー38-
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第Ⅱ章　西近津遁跡Ⅲ

M2号溝状遺構　せ-18.19Grで検出され、東西の調査区域外に伸びる。 H15に切られ、 PlO6を切

る。幅1.8m-2m深さ0.77m断面ほぼ「Ⅴ」字形である。東から西へごく緩く傾斜する。流水の痕跡

はない。遺物は8世紀代の土師器鉢3、須恵器杯1・有台杯2、磨石4がある。

第5節　ピット

ピットは113基が検出されM2とF2の周辺とH4周辺に集中している。大概が柱穴だとみられる

P2

園園
1層10YR3/3(黄色ローム

ブロック・黒色土の

l層10YR2/2(小磯微量。)　　　　小ブロック少量。)

2層10YR3/2(ローム

粒子・ローム
ブロック多量。)

P3　　　　　　　　　　P4

務%　　　顔

P5　　　　　　　　　P6　　　　　　　　　　　P7‾玄　協　診揚

1屈10YR3/4(小石。)

2層10YR4/2(黄色ローム

ブロック少怒つ

P8　　　　　　　P9　　　　　　　p「O P23　P「「　　　　　p12 P13　　　　　　　　p14

顔　顔　顔　鬱琢　該顔　努類　診須

P16　　　　　　　　　P17　　　　　　　　　p18　　　　　　　　　p19

瀦;∵顔　診形　勢揚

P24　　　　　　　p25　　　　　　　　p26　　　　　　　　P27

図　回図回　園

閣
1層10YR2/3(柔い。)

2層10YR3/3(柔い、柱痕。)

3層10YR2/2(炭少韻。

黄褐色土・橙色土
のブロック帯状。)

4層10YR5/6(黄褐色土が主。)

二二二‾
1屈10YR2/3(柔い。)

2属10YR3/3(柔い、柱痕。)

3層10YR2/2(炭少量。

黄褐色土・橙色土
のブロック帯状。)

4層10YR5/6(黄褐色土が主。)

1層10YR2/3

2屈10YR3/3(黄褐色土の

小ブロック多量。)

P33　　　　　　　　　p34

P20 P21 P22

蕩琢　務該　毅霧
1層10YR2/1(黄色

ローム粒子微量。)

P28 P29

一一誓　男顔
0. 2へ1cm。)

2層10YR3/3　　　　　　　1層10YR3/3(小石徴愚つ

3層10YR3/4(賛褐色土の

小ブロック多量。)

P35　　　　　　　　p36

顔∵顔

P39　　　　　　　p40　　　　　　P41　　　　　　　p42　　　　　　　　　　p43

2

毅　顔琢　顔　蕩彪
l層10YR2/2(黄褐色土

中ブロック少量。
炭少量。)

2屈10YR4/6(ほとんど

地山、黄褐色土が
主。思いブロック
暗褐色土少量。 )

P47 P48

1層10YR2/3(黄褐色土
の小ブロック多
量。人為的埋土。)

2層10YR5/6(黄褐色土

のPlが主。人為的
埋土。)

P49　　　　　　　　　p50

圏困　圏因　圏　医翳套董

第48図　ピット断面図(1)

ー39-

琢畷　残影

P30

蕩務
l層10YR3/3(小石微盤。)

P38

因
l屈10YR2/2(黄褐色土

中ブロック少で量。
炭少量。)

2屈10YR4/6(ほとんど

地山、黄褐色土が
主。黒いブロック
暗褐色土少量。 )

P44　　　　　　　　p45　　　　　　　　P46一一玄該　二顔

l屈10YR3/3(黄褐色土
の小ブロック少量。)

図星

標高709.4m P24→P26

709.2m Pl→P19, P21へP23、 P46へP49

709.1m P20、 P33、 P35、 P36、 P42へP45、 P50

708.7m P27へP32、 P34、 P38→P41

0　　　(1:80)　　　2m



P51 P52　　　　　　p53　　　　　　　p54　　　　　　　p55

残影∴∴診霧　　該須

1層10YR3/3

2層10YR3/4(柔い。)

3層10YR3/2(黄褐色土

の小ブロック多盤。)

P59　　　　　　　p61

図　回

P67‾瘍亥

閣
1層10YR3/4

2層10YR2/3(黄褐色土

の小ブロック多量。)
3層10YR4/4(黄褐色土が主。)

P68　　　　　　　　　p69

園
1層10YR2/3

2層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多盛。
黒色土の帯状ブロッ
ク3燭の上面にあり。)

3層10YR4/4(黄褐色土が主。)

P77‾該顔‾

1層10YR2/2

2層　7. 5YR4/6(黒褐色土の

小ブロック少量。)

P87

瘍亥
1層10YR3/3(黄褐色土の

小ブロック少虹。)
2層10YR4/6(黄褐色土が主。)

P95

縁類
1層10YR3/4(黄褐色土・黒

色土・にぷい黄褐色土
の小ブロック多愚。)

P「O3

七一一該‾
1層10YR2/2(黄褐色土の

小ブロック多量。)

P「12

顔

薇顔
1層10YR2/3

(黄褐色土少量。 )

該
l層10YR2/3

2届10YR2/3(黄褐色土
の小ブロック多量。
黒色土の帯状ブロッ
ク3層の上面にあり。)

3眉10YR4/4(黄褐色土が主。)

P63

擾園

悪因
1層10YR3/4(柔い。)

2層10YR4/3(にぷい黄橙色

土・黒色土・黄褐色土
の小ブロック多愚。)

圏田園
2層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多亜つ

P56　　　　　　　　p57　　　　　　　p58

診諺　　顔男　　顔該

P65　　　　　　　　p66　P95

P64

露悪
1層10YR2/3

2層10YR3/2(にぷい橙色土
1層10YR2/3(黄褐色土　　　　　の小ブロック少量。)

の小ブロック少壇)　3層10YR3/4(にぷい橙色土

の小ブロック多壇。)

1層10YR2/3

2層10YR2/3(黄褐色土の
ブロック多量。)

3層10YR4/6(黄褐色土が主。)

P88　　　　　　　　P89　　　　　　　p91　P90

‾姦該‾

1層10YR3/3(黄褐色土の

小ブロック少量。)
2層10YR2/2

3層10YR4/6(黄褐色土

が主。)

P96‾瘍該‾

1層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック少量。)

因易　覆回国
1層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック少量。)
2層10YR4/6(黄褐色土が主。)

1屑10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多量。)

P97　　P98　　　　　　　P99-励- ‾顔

l層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多量。)

1層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多壇。)
2層10YR4/6(党褐色土が主。)

P」O4

PlO5

霧揚

P」13

該該‾
1層10YR3/2(小石・ロー

ムブロック少量。)

P「O6

因　園
P「14　　　　　　　　　p」15

「蕩該‾　顔

1屑10YR3/3(小石・ロー

ムブロック少量。)

1層10甑3/4(黄褐色土

と黒色土の小
ブロック多趣。)

2層10YR4/4(黄褐色土

が主。)

P74　　　　　　　　　P75　　　　　　　　　p76

2　　　_

顕揚
1層10YR2/3

2層10YR4/4(黄褐色土

が主。)

P84

図
P92

国頭
l層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック少量。)
2屈10YR4/6(黄褐色土が主。)

圏
1層

2届

3層

P85

因囲
1層10YR2/2

2層　7. 5YR4/6(黒褐色土の

小ブロック少量。)

P93

多彩%

PlOO P「O「

1屈10YR2/3(費褐色土の

小ブロック少量。)

第49図　ピット断面図(2)
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10YR2/3

10YR4/4 (黄褐色土の

小ブロック多盛。
黒色土の帯状ブ
ロック、 3層の

上面にあり。)
10YR5/6 (黄褐色土が主。 )

P86

乙彩須

P94

閣
1層10YR2/2

2層10YR4/6

(黄褐色土が主。 )

PlO2

_　　　2

協l層
1層10YR2/3(黄褐色土の

小ブロック多量。)
2屈10YR4/6(黄褐色土

が主。)

P」」O

蕩場
10YR3/3 (黄褐色土の

小ブロック多破。
黒褐色土のブロック
を帯状に含む。)

2層10YR4/6(黄褐色土

が主。)

Pl「「

顔
1屈10YR3/3(小石少量。

無色土ブロック含む。)

標高709.4m P94, PlOl、 PlO6、 Pl16

709.2m P77、 P79、 P81、 P84、 P86、 P87、 P89

P92、 P93, P96へPlOO、 PlO4、 PlO5、 PlO9

709. 1m P51へP59、 P60へP69、 P71、 P74-P76

P82、 P85、 P88、 P90、 P91、 P95、 PlO2, PlO3

708.7m PllOへPl12、 Pl15

708.4m Pl13、 Pl14

0　　　(1:80)　　2m

∴
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掴
丁
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第50図　ピット出土遺物

第25表　ピット出土遺物観察表

潰　　塞 劔刳ｴ膨　軍　謁整・襲撥 劔推薙樹瀬蒋値<>丸薦・ 

咽①. 亰ｹ>R�擬灘 凵�綷y鰻)∴ 剪鼬yく嘔〉 剔ﾗ高腰) 剴焉��� 劔�8��ﾇ｢�鶴∴∴賓 剌o土飽麗 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13,与) �6.4 �4,7 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測墨書 あリ 儕32覆土 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刄�Rナデ 劍��胸YH8�5(6�6h�姐浦H-h8�5�5�8｢�破片実測 儕65覆土 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 � �(10.0) �<1.6> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�畏)�I5ﾉWB�回転実測 儕74覆土 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 �(14.2) � �<2,0> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 儕74覆土 
∴No∴ 儉ｸ�����ｲ���x����/"�从y�Y~B�俐Y�^W��亰雜�ｾﾂ��+8��f��新　　　　　　馬 劍�7�ｨｽ��

与 冑����佗����釘綯��2ﾉu����ﾃ����RﾃCB�全体にすり。正面に条痕。 剳�3iZ)7��

6 ��);ｩ�ｸ劦Ob�ｾ�ｾ���;｢��2����"縒���繧��#2��r�ほぼ完形。 剳�c�Z)7��

7 乂�4"��52�禿b縱��禿�緜��禿�紊��禿R�3S��上下欠損。 剳�ペZ)7��

8 �58�"��52�禿rﾃ3��禿�ﾃ3��禿��)u聹�禿���s��上下欠損。 剳�土Z)7��

が、明確な建物址とは据えられなかった。図示できた遺物は、 P32から1の底部回転糸切りの土師

器杯、 P65から2のへラケズリされる土師器杯、 P74から回転へラケズリ調整ある須恵器有台杯・蓋、

P36から5の磨石、 P61から6の鋼製帯金具蛇尾、 P87から7の鉄釘、 P97から65の鉄角軸がある。

第6節　遺構外出土遺物

弥生時代後期、土師器・須恵器、石器、鉄器が出土した。

1へ3は、内面黒色処理される土師器杯、 1は底部回転糸切り、 2はへラナデ調整、 3は須恵器杯

蓋模倣杯である。 4は底部回転糸切り後高台貼付で内面黒色処理される土師器椀。 5-7は須恵器杯

で底部へラ切り・手持ちへラケズリがみえる。 9へ14・15は須恵器藷、広口で短い口綾部を持つ鉢型

の14、大型の13・15、頸部が括れ、口綾部が比較的矩い9・10・12がある。 16は、口綾部有段の長頸轟

第26衰　退構外出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Cm)

寧 劔法∴∴毅 劔剿O樽・裏　鏑襲・窯擬 劔推定績(駿存櫨く>蠣・ 

:N〇、 俑y&ｲ�音　籠慾 剏禔�ｨ長)∴ 凵�@膝怪∴偶) 刳寘撃ｭ灘〉 剄メ��� 劍､������偏∴∴考 劍�7几ｹ���

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 � �(6.0) �<2.7> 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ���*bﾓ��

2 �7倡Hｮﾒ�士不 � �(9.0) �<2.与> 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH6�6b�回転実演 ���,Bﾓ#b�

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(12.8) � �4.9 凾ﾝこみ部へラナデ→□綾部ヨコナデ→ミガ キ→黒色処理 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 劍,Bﾓ#r�

4 �7倡Hｮﾒ�碗 � �(7.8) �<2.0> 刄~ガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH鏈��.���>ﾉ�I5ﾉWB�回転実測 劍*ふ�"�

5 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(12.9) �(8,2) �3.4 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���8｢�回転実測外面に 火だすき有 劍,Bﾓ#b�

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(14.0) �8.8 �3,9 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.夷8訷鰄+�-h8�5�5�8｢�完全実測内外面 火だすき有 劍,"ﾓ#R�

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(13.8) �(5.7) �4.0 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8-h8�6�6b�回転実演 ���,Bﾓ#b�

8 �7倡Hｮﾒ�把手 � � � � 劍-h8�6�6b�破片実演 ���,Bﾓ#B�

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�藍 �(19.0) � �<6.0> 刄�Rナデ 劔;yYH5�5�4ﾉmｨ����胸YH8�5(6�6b�回転実演 ���,Bﾓ#b�

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �(17,6) � �<3.1> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�委ｹ]9YH,�+��ﾈ/�邵+x�(ﾇｩYH6�6b�回転実演 ���,"ﾓ#2�

13 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � � � 剴魔ﾄ具痕 劍5�5�4ﾉm｢�断面実演 ���*bﾓ��

15 ��ｸ敢ｮﾒ�饗 � � � 刄�Rナデ 劔;yYH5�5�imｨ��.ｩYH､�ﾈ訷鰄+�-h8�5�5�8ｨ�Y.ｩYH6�6b�断面実演 ���*ふ�"�

16 ��ｸﾆ(ｮﾒ�長頭重 �(9.3) � �<9.1> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実測内外面 に自然粕付着 劍*ふ�"�

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�詔 剴燒ﾊ口綾部ヨコナデ→胴部当て具痕後ヨコナデ。外面□綾部ヨコナデ→胴部タダキ目。 劔劔剏繩� 劍,"ﾓ#B�

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�饗 剴燒ﾊヨコナデ。外面タタキ目・自然糊付蒼。 劔劔剪f面実演 ���,"ﾓ#R�

14 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 剴燒ﾊ□綾部ヨコナデ→胴肩部ヨコナデ→ハケナデ。外面口綾部ヨコナデ→胴部タタキ目。 劔劔剪f面実演 ��物ｾb�

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剏繩冝@つ-23 

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蕗 剴燒ﾊミガキ。外面櫛措波状文・ミガ手。 劔劔剏繩冝@つ-23 

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊハケナデ。外面ミガキ→赤色塗彩・へラ描斜格子文。 劔劔剏繩冝@つ-2う 

:N〇、 椄x���畏ﾒ���x�������冩y�Xﾍｲ�俐Y�YmB�����ｫI�Xｮ��凭ﾘ�丑ｲ�蔚　　　　　　蒐 劔出土僚讃 

20 ���&"���禿2������綯����2�禿��3C��先端欠損。 劔お10 

21 �.ｹ�����������唐����"紕��3cゅ疫��正嚢にすり面。 劔つ23 

22 冑��������"�2�途紕��*Bﾃb��*Ccr經B�正面にすり面。 劔つ23 

23 ��ｨ�｣����禿b縱��禿��經��禿"繝��禿#疫粳u����上端部を□緑とする柑蝿か?表面に砂礫付着。 劔つ23 

24 乘尼��52��*ﾘ.r騏聹�禿"ﾃC��禿��#S���*ﾘ.r縱���両端欠損。 劔え19 

2与 �8������禿ゅ�����紕���紕�禿津ン��両端欠損。 劔か11 

26 乂�4"��52�禿B縱����縒���紕�禿2�3c��下部欠損。 劔つ23 

27 乂�4"����*ﾘ.r�3����繧�禿��3��禿"紊3��一部欠損。 劔と之6 

28 乂�4#���52�禿b����禿�紊��禿�紊��禿2經���上下欠損。 劔表採 

-41-

困
り
晴
晴
晴
晴
晴
器

用
=
=
‖
‖
即
日
。
□

6

m

　

皿

C

　

(

し

0

　

5

1
7
.

4

　

　

3

訂
聾
〇
〇
回
‖

5

　

　

8

国
書
岳

1

　

　

60



詔書¥へ、吋、

〇〇〇回

十¥ヽ

語夏場
<二>　20

第51図　遺構外出土遺物

㌃
l　-　〇㌔{当　で　　後●

「‾へ殖里.せ‾
12

ア17

宇二三==キ
ロ　　　　　　口　25

lへ19・21・22

23へ28

0　　　　20

である。 23は柑把であろうか、表面に砂礫が付着する。

石器は、磨石21・22、石鍛20があり、鉄器は24の鎌とみられるもの、刀子25、角釘26・27等がある。

これらは、遺構確認時に出土し、遺構に帰属できなかったものである。
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第27表　竪穴住居址一覧表　　　　　　　　　　　　　(残存値)<検出値> (Cm)

麗鏡穐 亰ｸｺﾘﾉ(���専∴‾　顕‾　　顕 劔�����益'兩ｸ犬�カマド �8xﾗ)�8挟�捕繋 
蝕翳露 �:�ﾉﾎ�ﾒ�擬態轟 仆��歯ﾂ�撥藩 忠+x�)_ｸ犬����(炉〉 ���5ｦ譜��-ｨｨ�+���,���U�(R�襲複・曜鱒∴筆 

H「 �*ｸ�X*ﾘ�X*��R�隅丸方形(南北軸長644) 劔披ﾓ�8�ｸ�ｵr�カマド ������騏����9u����#sh�紵u��騏�(���3Ch��3��D「-D3.P「.P6に切 
き・く-16 茶CsB��(78) ��(う70) 都r�冉ｹ¥y(h甸�×11　P434×32×12 �.x.ｨ���#H/���.��"�

H2 �*蔦�8�S�B�隅丸方形(南北軸長486) 劔披ﾓ#H�ｸ�ｵr�北壁中央 ���u紿�經��緜����#ﾃC��翕#C��騏纔���2�D7・P20に切られ、 
き-14・15 茶9u繧��(与4) ��(372) 田2��76×44×70　P434×22×23 買x/���.��"�

H3 �*蔦�8*ｲ�ﾓ�(�S�8�S�B�*ﾒﾓ�8�S�B�長方形(南北軸長624) 劔披ﾓ���ｸ�ｵr� ���Y(ﾈﾚﾓ#ピh�翕CC��經2�H4に切られ、H20と P「O9を切る。南壁に 張出し部。 

(90) 茶cCb����616 ��与8 

H4 �*ふ�(�S�2�隅丸方形(512) 劔披ﾓ�8�ｸ�ｵr� ���Sﾃ##���#(�紊H���#3(��#���38���33H���P4.P7へP17.P22" か-11-13 劔劔 ��#8�U�9u��U�#H,���.r�

(268) 茶9u����(410) 茶C�"��46 剴3(�紊����C����(�������*C#(�繹�繆���b�ぎー12 劔劔28×20×7　P740×12×16 �.ｨ���8/���.��"�

H5 �*��X+�ﾓ�r�隅丸方形?(南北軸長286) 劔披ﾓH�ｨ�ｨ�･r� �� 

(88) 茶c���252 ��69 

H6 �*h�X*ふ��R�隅丸方形?(東西軸長690) 劔披ﾓ��ｸ�ｴR�北壁中央 ���Y(ﾈﾚﾓ3�ォ�縱H�繦u����)(ﾈﾚﾓ3�ﾃIu肛���H9を切る。 
10・11 田��� 茶��"��(31う) 鼎2��70×66P3う6×44×32P424×20×P与 <14>×<10>×<10> 

H7 �*ｸ�X*ﾒﾓ�H�R�隅丸方形 劔披ﾓX�ｸ�ｵr�北壁西寄り ���Sﾃ3��紊��繹���#3��翕����8���2�H2・P49に切られる。 
1う 茶3����(40) 茶3CR��(240) 鼎���106×76×23 

H8 �*bﾓ��隅丸方形? 劔�� ��D20・P「16に切られ る。 

(216) 茶��ｒ� ����

H9 �*ふ��S���S���*蔦���S���隅丸方形?(東西軸長612) 劔披ﾓCS�ﾕr� ���s��緜��縱����##(������3��H6・H17に切られる。 両壁に張出し部。 

(376) 茶�Cｒ�(400) 田r�

H「O �+ｲﾓ���方形? 劔�� ��F2に切られ、P与0を 切る。 

(44) ��(282) ��36 

Hl「 �*Bﾓh�Sr�隅丸方形? 劔披ﾓ#X�ｸ�ｵr�北壁 ���sH�紊���)u����#3h�翕�c��縒�P27・P28を切る。 

(2う0) �� 茶#s���36 

H12 �*(�X*Bﾙu��Sb�隅丸方形(南北軸長436) 劔迭ﾓ#X�ｸ�ｴR�両壁東寄リ ��D13・P40に切られ、 H16"H21.F3.P32. P38・P39を切る。 

(210) 茶3����(200) 茶3���17 

H13 �,"ﾓ#(�S#2�方形(東西軸長406) 劔�2ﾓ3��"ﾕr�画聖北寄リ ���3����h���u��##H��#(�����3#H���b������C#h�������"�H14を切る。 

(310) 茶#3���(140) 茶�����90 

H14 �,"ﾓ#8�S#B�,Bﾓ#2�方形(東西軸長376) 劔披ﾓs��ｸ�ｴR�東壁北寄り ��H13に切られる。 

346 茶����(120) 茶�モ��与8 

H15 �+x�X+蔦���R����方形? 劔�� ��M2・P88に切られる。 

<100> 禿�#��� ��2�

H16 �*"ﾙu��方形? 劔披ﾓ�*H�"ﾕr�北壁中央 ��H12・H21・P40に切ら れる。 

(174) ��(64) ��36 

H17 �*�｣��S���方形? 劔�� ���C���3��緜����)u紿��3H�緜����2�#����3"�H9を切る。 
か-10 ��(204) 茶##B�� 鼎��凵~(5) 

H18 �,"ﾓ#H�S)u��隅丸方形? 劔披ﾓ#�Rﾕr�北壁 ���S�#H�纉h�纉x���(-e�x,ﾙ¥y(ﾉ<ｸ�(��lｨ*�.r�H19を切る。壁柱穴。 
て-25 茶Cc��� ��(480) 都"�凾ﾌ深さP2が41P3が26P4が13P5が22P6が25 P7が37 

H「9 �,"ﾓ#B�方形 劔披ﾓ#��ﾕr� ���SﾃC����3H��#b�H18に切られる。 

(120) �� 茶#3���与7 

H20 �*ｸ�X*ﾒﾓ�B�? 劔�� ���Sﾃ��C��翕3C��騏�����#3h��3����R�H3・H7に切られる。 

20 

H21 �*"ﾓH�Yu��隅丸方形? 劔披ﾙEh*H�ｸ�ｵr� ��H12.F3.P41.Pl‖. P「12・P「15に切られ、 H16を切る。 

(180) ��(100) ��26 

H22 �,H�X,bﾓ#r�問丸方形? 劔披ﾓ���ｸ�ｴR�東壁 ���c��紊H�騏�2�H2うを切る。 

(60) ��(260) 田��

H23 �,h�X,ふ#h�R�隅丸方形? 劔披ﾓ(�ｨ�ｨ�･r�北壁 ���SﾃC���翕C����3H���#3(��#(��#����2�H22に切られる。 
27 ��(90) ��(160) 鼎"��34×30×27 

H24 �+�#��S#"�隅丸方形 劔披ﾓC��ｸ�ｵr�北壁 ���3h��#h���u�#Ch��#(���5�3ﾃ3�����ﾃ#���翕�s��CC(��3h��#2�H2うを切る。 

(230) 茶##B��268 ��4与 

H2う �+ﾒﾓ#��S#��方形?(南北軸長660) 劔披ﾓ3��ｸ�ｵr� ���Sﾃc���*C(�經h���#�(�騏緝�紊H���2�H24・H26(こ切られる。 
ち-21・22 茶CB��(104) �� �3���<84>×68×64 

H26 �+ﾘ�X+�#��R�隅丸方形? 劔披ﾓ�X�ｸ�ｵr� ��ﾂﾕ�9¥y(ﾈﾈｨ�(�ｸ�ﾈ�9%ｸ*�.x,ﾉ�ｸ+5��S��"�H2与を切る。D「O・ 
21 ��(188) 鉄��� 塔b��44P316 ��s8�U�sH,���.x.ｨ.��"�

H27 �+ｲﾓ#��隅丸方形? 劔披ﾓ#��ｸ�ｵr�北壁 ��Dll.P65.P66.P9与 に切られる。 

(110) 茶S��� �#s��63 
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第28表　西近津遺跡Ⅲ土坑一覧表　　　　　　　　　　　(残存値)<検出値> (Cm)

邁擬 亀 估ｨ��肩ﾋ��華麗膨 �+y_�┴ﾉ"�震撼魔 凩��ﾘ���鬱積 凩X自�hｼ8ﾗﾉ�ﾈｺﾘ-ﾉ,ｨｬ���仆��輸韻 遜謹 佇(ﾋ��"�長軸方位: 俐Y�ﾙ���矯覿愚 偖�9ｲ�璃電解鬱関係・出土通靭 

:(喪西友) �(Hｬﾒ��價8､棊盈r�劔忠8ﾈ恢高��燭光農) 剌P綾関係 

D「 �*ｳ�u��楕円形 披ﾓ���ｸ�ｴR�106 涛��60 �?｣�/���.��(6X8�5�*�.��)7倡Hｮﾘ�Y�ｸﾆ(ｮﾒ�任��と2与 ���苓ﾆ��N-32○○巨 �*H.r�31 鼎��土師器・須恵器 

D2 �*ﾓ�R�楕円形 披ﾓ#S�ﾕr�93 塔��与9 佰ｳ�/���.��)nﾙ�hﾎ8ｯｩ7舒ﾘ�)7倡Hｮﾘ�Y�ｸﾆ(ｮﾒ�任��て26 ���霹��N-42。-E 鉄"�40 田2騏��テラスあり。弥生後期土器。土師器・須恵器 

D3 �*ﾓ�b�楕円形 披ﾘ*H.x�ｸ�ｵr�128 田R�与5 蝿�X/���.��(6X8�5�*�.��)7倡Hｮﾘ�Y�ｸﾆ(ｮﾒ�禰�T��た20 尼� �� 禿�#��H26を切る。 

D4 �,c#B�長方形 披ﾓS��ｸ�ｵr�(52) 茶#���(60) 傅ﾈ786(6s�^h*�.��)7倡Hｮﾘ�Y�ｸﾆ(ｮﾒ�禰�Vﾂ�た20 ���霹��N-66。-W 冰�2�36 �3B�H2与・H27を切る。 

Dう �*ｳ�u��円形 披ﾓ#h�ｸ�ｴR�112 塔"�81 �6X8�5�*�.��(抦7"�卜1基。土師器・須恵器 任�"�え8 ���霹�� 茶sb��(22) 茶3B��H18・P「16に切られる。 

D6 �*ﾓ�R�楕円形 披ﾓCH�ｸ�ｵr�(95) 茶3r��(4之) �6X8�5�*�.��)7倡B� 任�2�うら ���霹��N-86○○E 茶コ��(44) 茶#R��H12・H16・F2を切る。ウマの骨出土。 

D7 �*��B�円形 披ﾓ9u��ﾔR�73 田B�34 �?｣(/���.��)7倡Hｮﾒ��� �� �� �� 

第29表　西近津遺跡Ⅲピ、ソトー覧表　　　　　　　　　　　(残存値)<検出値> (Cm)

弛o. 佶���ﾈ霻�築穫X深暮 �������挨b�No: 估hｺ�;�ﾂ�霞径×漂碧　　音 �ﾈ�����依��

1 �*ｳ�R�(64×68.う) 禰�X,���.x.ｨ����X/���.��)7倡Hｶ9�云��#���#"�"��S���#2�"�61 �+����34×31 ��

2 �*��b�94×43.5 ��)u�/���.��)7倡HｮﾙGH�Xｽ��#���#2�8�S���#"���62 �+ｳ���61×60 ��

3 �*��2�18×11 ��63 �+ｳ���38×14 ��

4 �*��"�19×11.ら �?｣H/���.��"�64 �+ｳ���与3×16 ��

5 �*��2�30×21 兩ｸﾆ��"�6与 �+ｳ#��66×43 ��

6 �*ﾓ�u��与6×48 ��66 �+ｳ#��54×45 ��

7 �*��2�4?×30 買H/���.��"�67 �+ｳ���40×29 ��

8 �*��2�28×13 買H/���.��"�68 �+ｳ#��64×与7 ��

9 �*��"�43×2与 ��69 �+ｳ#��(与3×2与) ��

10 �*��2�27×26 買H/���.��"�70 佇r� ��

11 �*��"�31×28 買H�U�#8/���.��"�71 �+ｳ#��122×与2 ��

12 �*��"�43×20 買H/���.��"�72 佇r� ��

13 �*��"�41×45.与 ��73 �+ﾓ#��(与3×3与) ��

14 �*��"�(3与×21) 買H/���.��"�74 �+ﾓ#��64×38 ��

1与 �*��"�21×14.与 ��75 �+ｳ���(31×47.5) ��

「6 �*��S"�30×48 ��76 �+s���(与7×27) ��

17 �*��"�21×14 ��77 �+s���71×40 ��

18 �*��"�(46×36) ��78 �+s���2ら×置 �6X8�5�*�.��"�

19 �*��"�40×35 �6X8�5�*�.��"�79 �+s���(61×3与.ら) ��

20 �*ｳ�B�うら×48 買(/���.��"�80 �+s���43×25 ��

21 �*����66×21 ��8「 �+s���38×18(?) �6X8�5�*�.��"�

22 �*��"�32×23.与 ��82 �+s���与4×52.ら ��

23 �*��Eb�(16×24) ��83 �+s���31×20 ��

24 �*ﾓ�b�(与0×37) ��84 �+s���(62×60) ��

2与 �*��b�(44×29.5) ��(,���.x.ｨ.��(6X8�5�*�.��)nﾙ�hﾎ8ｯｨ�8�Xﾘﾈ�"�8与 �+s���与6×39.5 ��

26 �*��b�(与1×30) �6X8�5�*�.��"�86 �+s���2う×与.5 ��ベ/���.��"�

27 �*Cr�(80×与2.う) ��87 �+s���120×6「 ��ド,���.x.ｨ.��%�ヨ�U��/���.��(ｧ�4(�)>ｩ[hﾎ8ｯｨ�)7倡HｮﾙGH�Xｽ��)�ｸ敢ｮﾙGH�Xｭi�B�

28 �*Cr�(47×3与) ��88 �+s���(62×46) ��

29 �,C(*B�6与×58.5 ��89 �+s���(3与×之6) ��

30 �,IEiu��51×30 ����#2�2�90 �+s���52×39 ��

31 �*Cr�60×ら2 派�X�U�H/���.��"�91 �+s���(64×40) ��

32 �*Cb�102×67 ��92 �+S���67×与2 ��

29 �,IEiu��6与×58.5 ��93 �+s���26×10 ��

30 �,C)u��51×30 ����#2�2�94 �+S�r�(47×36) ��

31 �*Cr�60×与2 派��H/���.��"�95 �+ｳ#��(67×37) ��

32 �*Cb�102×67 ��88 �+s���(62×46) ��

33 �*��Eb�46×29 ��89 �+s���(3与×26) ��

34 �*H.r�う0×64 蝿�YEh,���.x.ｨ.��)nﾙ�hﾎ8ｯｨ�8�Y-��Y>ﾉGH�)7倡I�烏H�Xｽ��"�90 �+s���与2×39 ����/���.��#���#"�2����#R�����#B��

35 �*��"�48×与3 買H/���.��"�91 �+s���(64×40) ��

36 �*��"�42×18 ��92 �+S���67×52 ��

37 佇r� ��93 �+s���之6×10 ��

38 �*H.r�30×30 ��94 �+S�r�(47×36) ��

39 �*Cb�39×33 ��9与 �+ｳ#��(67×37) ��

40 �*Cb�46×41 買�(/���.��"�96 �+S���(72×39) ��

41 �*#b�25×43.与 ��97 �+s���72×46 ��

42 �*��"�与0×51.与 買H/���.��"�98 �+s���(67×4う) ��

43 �*����(102×73.5) �7倡H�蹂�Xｸx�)�ｸﾆ(ｮﾙGH�X���#���#"�8�S���)u糒b�99 �+s���24×12 ���T�/���.��"�

44 �*����(60×42) ��100 �+s���(72×1う) ��

4ら �*����41×38.与 ��101 �+S���(与5×4与) ��

46 �*ﾓ�B�ら1×66 ��Cx/���.��(4��ｸ6��ｸ6�984�+X,H*(.��"�102 �+S���(94×49) ��

47 �*ﾓ�B�(与1×21) ��Ch,���.x.ｨ.��)7倡HｮﾙGH�Y�h�)�ｸﾆ(ｮﾙ�8�"�103 �+S���(うら×44) ��

48 �*ﾓ�B�69×3与 冢ﾙ�hﾎ8ｯｨ��)7倡Hｮﾘ��)�ｹDｸｮﾙGH�"�104 �+S���(30×27) ��

49 �*ﾓ�B�(75×2与) ��10与 �+S���(48×41) ��

与0 �+ｳ���44×10.5 ��106 �+����(86×64) ��

与1 �+����6与×与9 �6X8�5�*�.��)7倡HｮﾙGH�Xｽ��Xﾘ)}��#���#2�2����#2�����#2�"����#R��107 �+ｳ���(62×26) ��

与2 �+����24×14.う �6X8�5�*�.��"�108 �+ｳ���(与4×19) ��

与3 �+����2与×9.与 晩(/���.��"�109 �*��2�(80×33) ��

与4 �+����26×1与 �6X8�5�*�.��"�110 �,C)u��98×42 ��

うう �+����(与4×与2) ��Sb��u繆,���.x.ｨ.��)7倡Hｮﾙox�)�ｸﾆ(ｮﾙGH�#���#"�2����#R�����#"������倆｣B��工十 �*#b�28×35.5 �?｣#�/���.��"�

与6 �+����34×14.う ��112 �*#b�(28×48) 買#�/���.��"�

う7 �+����20×19 ��113 �,C#b�70×39 ��

与8 �+��S��21×13 �6X8�5�*�.��"�114 �,c#b�86×42 ��

与9 �+����38×17.与 ��:1三、 �*#b�34×48.う 買#�/���.��"�

60 �+����90×76 ��116 �*c��40×80 �?｣��TC�(/���.��"�
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第Ⅲ革　西近津遇跡Ⅳ

第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

第1節　竪穴住居址

(1)Hl号住居址

お・か- 4G rにあるoピットは10個検出された。東西に長い長径30cm短径20。mを測る五平状の柱

痕が確認されたP lは主柱穴とみられる。 PlOは床下から検出され、南北に長い長径30。m短径12。mを

測る五平状の柱痕が確認された。 P 2は出入口施設であろうか。敲き床の床面は堅く平坦である。

(10YR3/1)

土(10YR3/3)

土(10YR3/4)ローム粒子含む。

土(10YR3/1)

土(10YR2/3)ローム多量。

色土(10YR4/2)ロームブロック少量。
土(10Y3/4)ローム少量。柱痕。

褐色土(10YR3/4)堅い床。
褐色土(10YR5/6)明黄褐色土が主。黒褐色土少量。

堅くしまる。
10層褐色土(10YR4/4)しまりなく、上部に黒褐色土の

ブロック含む。柱痕。
11層にぷい黄褐色土(10YR5/4)明黄褐色土が主、暗褐色

土少量。掘方埋土。
12層褐色土(10YR4/6)明黄褐色土が主。しまりない。

掘方埋土。
13層黄褐色土(10YR5/6)しまりなく、明黄褐色土が主。

標高
AA’　　　　708. 63m

BB’へEE’ 708.33m

(1:80) 2m

12　　　　　12　　8　13 10912 8　12　67　12　8　　　　11

田園圃

二‾〇二二二二三‾ ‾

第53図　Hl号住居址

第30表　H l号住居地出土遺物観察表

1へ6 (1:4)

7・8　(1:3)

10cm

7.5c皿

白l 劔漣　　壁 劔剌x膨・題額・渡瀬 劔鰹邁纏()残祷償<>丸凝・ 

N〇、 凉izｲ�鶉撼　音 剏綷y(長) 剋ｭ軽く悼) 劍@高(厚) 剴焉��{ 劔dﾘ��ﾎ｢�凝∴∴考 偬�7�ｩNｲ�

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±= 亜 �(22,0) � �<6.1> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 疲�"�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈呈 剴燒ﾊナデ。外面へラ描横線文→ヘラ描斜売文→赤色塗彩 劔劔剏繩� 兒)7��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 剴燒ﾊナデ。外面概括横線文→赤色塗彩 劔劔剏繩� 兒)7��

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描斜走文 劔劔剏繩� 斐����

う 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括簾状文→櫛描波状文 劔劔剏繩� 兒)7��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �8字貼付文から弧状の刻み隆線。 劔劔剿x之内1 兒)7��

随基 儂ｸ���菓ｲ�几����撒��俐Y�Y+r�兔ﾉ���ｲ�仭�Wh��傚8��z��醇　　　　　　蒐 劍�7俶xｽ��

7 儻9k���52���Sﾃ2����禿"����禿�ﾃ)u聹�禿�ﾃ����2片が貼りついている、同一個体か? 劔Z)7��

8 儻9k���52�傅ﾃﾃ"ﾃ���禿�ﾃc��禿�����禿�ﾃSS��2片が貼りついている、同一個体か?　　　　　　　　　　　　　　「覆土 

遺物は無彩の壷(1)、赤彩の壷(2・3)、饗(4・5)の弥生土器、不明鉄器、本址に伴わない縄文時

代後期前葉の堀之内2式深鉢片がある。栽培種の炭化したモモが3個検出された。内1個に種子がみ
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られた。 1・4が床面から出土した。

2の壷頚部にはへラ描横走文の区画内にへラ描斜走文、 3の轟

頭部には櫛描横走文が施文される。 3の聾には櫛描波状文が、 4

の聾には櫛描斜走文が雑な格子目状に施文される。

本址は、弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(2)H2号住居址

さ・し-7・8G rにある。底面は凸凹し、敲き締まった状態で

はなく、平面形も方形・円形状ではない。竪穴住居址として扱っ

たが他の用途を考慮しなければならい。出土遺物は、縄文時代後

期前葉の堀之内2式深鉢片1点のみである。本址の時期等不明で

ある。

(3)H3号住居址

き-4・5GrにありM2に切られる。ピットは5個検出された。

揚
1層黒褐色土(10YR2/2)明黄褐色土のPlブロック少量。
2層黒褐色土(10YR2/3)明黄褐色土と黒褐色土の小ブロック多量。
3層黒褐色土(10YR2/2)粘質しまりあり。灰白色の軽石少量。
4層黒褐色土(10YR3/2)
5層黒褐色土(10YR3/1)粘性しまりあり。

Pl・P2は主柱穴

とみられる。 P3・

P4・P5は南壁下

にあり出入り口の施

設であろう。敲き床

の床面は堅く平坦で

標署管m　2m

1層黒褐色土(10YR3/2)
2層にぷい黄褐色土(10YR4/3)　ローム少量。
3層褐灰色土(10YR4/1)シルト質土ブロック

黒褐色土ブロック含む。
4層褐色土(10YR4/4)　ローム多量。

0　　　(1 : 4)　10c皿

第54図　H2号住居地

揚
6層暗褐色土(10YR3/3)しまりない。
7層にぷい黄褐色土(10YR4/3)ローム多量。
8層にぷい黄褐色土(10YR4/3)ローム少量。
9層灰黄褐色土(10YR4/2)ローム含む。堅い床。
10層褐色土(10YR4/4)ローム主。掘方埋土。

第55図　H3号住居址

第31表　H 3号住居址出土遺物観察表

標高708. 23m

(1:80)　　2m

日3 劍鯤���延��刹ﾃ撥　某　誌避1電　熱繊 刳ﾍ攫翻纏祷纏雪舟親藩賀 

随・ ��ﾎeR�轟瀧 ���?ｨ揄&r��蟻攫調離 ��8ﾘ"��r��碗∴∴題 ��X��4ﾒ�繊∴∴馨 偬饑8ｭ8ｽ��

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 ��b�2� 禿��ﾃC��ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[b�完全実測 斐��(��｢�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�「婁 豊富 ��(7,0) 禿2紊��ヘラナデ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 兒)7��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �-h8�7�4ｸ4ﾈ�(ｿ儼���i[h�"�劔弥生後期 疲�8�SH�SR�

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�8ﾚﾘ鰄,){)���"�劔後期前半 �XｾiZ)7��

5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 偬8肩,ﾉ+��ﾈ�)%ｩ+��ﾉ[h�Xﾌｨ�9+��ﾈ�"�劔中期後半 �xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�
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第Ⅲ車　西近津遇跡Ⅳ

ある。遺物は壷(3)、琵(1 ・ 2)の弥生土器、本址に伴わない縄文時代中期後半・後期前半の深鉢片が

ある。 1は櫛描波状文の後概括簾状文、 2は櫛描斜走文が施文される。

本址は、弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(4)H4号住居址

う-2GrにありP18に切られる。ピットは3個検出された。 Pl・P2は主柱穴とみられる。全

体に床面は平坦、 P l ・P2間は特に堅く敲き締められている。 1層には幅12cm長さ60cmの板状の炭

A
燐∴∴4　2　3　　　　4

瘍残骸
A’

1層黒褐色土(10YR3/1)
ロームブロック少量。

2層黒褐色土(10YR2/2)

明黄褐色のPlプロツ
少量。

3層黒褐色土(10YR2/2)

明黄褐色のPlが主。
4層暗褐色土(10YR3/3)

明黄褐色のPlと黒褐
土のブロック含む。
掘方埋土。

∵葉::“

臆’ノ’  ・・

席司　　　　　　　　　　　　書臆易

第56図　H4号住居址

第32表　H 4号住居址出土遺物観察表 (cm・g)

化材がみられた。遇物は、 1の赤色塗彩され頚部に櫛描丁字文の壷、本址に伴わない縄文時代後期前

葉堀之内1式の深鉢片がある。本址は、少ない出土遺物であるが弥生時代後期箱清水期に位置づけよう。

(5)H5号住居址

閏

圏
旦.　」⊆’

叩i

0　標計器3血　2m

第57図　H5号住居址(1)

ー49-

あ・い-1G rにありD6に

切られる。ピットは4個検出さ

れた。柱痕24cmのP l、柱痕18

cmのP2は主柱穴。床は堅く平

1層黒褐色土(10YR2/3)ローム粒子少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)ローム多量、炭化物

含む。
3層黒褐色土(10YR3/2)ローム粒子少量、炭

化物含む。
4層黒褐色土(10YR3/l)ローム粒子微量。
5層黒褐色土(10YR2/2)ロームブロック少量。へ

柱痕。
6層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色のPl

粒子少量。
7層にぷい黄褐色土(10YR4/3)にぷい黄

褐色のロームが主。
8層暗褐色土(10YR3/3)床。堅くしまる。
9層暗褐色土(10YR3/4)床。堅くしまる。黄

褐色土と暗褐色士の
小ブロック含む。

10層褐色土(10YR4/6)黄褐色のロームが主。

暗褐色土の小ブロック含む。
11層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色のローム

と暗褐色土の小ブロック多量。掘方埋土。
12層黒褐色土(10YR2/3)柔くしまりない。黄

褐色のローム小ブロック多量。
13層暗褐色土(10YR3/3)　しまりあり。黄褐色の

ローム小ブロック含む。
14層褐色土(10YR4/6)柔い。黄褐色土ブロック

が主で暗褐色土の小ブロック
少量。

ク

　

　

　

　

　

色
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第58図　H5号住居址(2)

1へ16 (1:4)　10c皿

20 (l:3)　7.5cⅢ

17-19 (1:2)　　5c皿

0　　　　21 (1:1)　2.5c皿

第33表　H5号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

白与 劔蓮∴∴寒 劔刹[勝・∴擬態　裏i薇鰭 劔撥靂鱒‡メ灘葱燵匡:>丸轟・ 

N〇、 冓�*｢�懸凝 剏綷a嬢) 剪齟Zく掲) 凵��(厚)∴ 剄メ��F 劍ﾗ��云��蟻∴∴馨 偬�7���Fｲ�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(10.6) � �<2,9> 刄�Rナデ 劔.ｩYH-h8�5�5迄�b�回転実測 �hｾh��uxｾb�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13.0) � �<4,0> 刄�Rナデ 劍8�5(6�6h�).ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 曝ｾiZ)7��

3 �7倡Hｮﾒ�高‡不 � �(12.0) �<3.与> 刄�Rナデ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 偬Hｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

4 �7倡Hｮﾒ�把手付鉢 �12,3 �7,与 �9.1 刄�Rナデ 劍-h8�5�5迄�h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �xｾh����綯�

与 �7倡Hｮﾒ�墾 �(21,1) � �<11,3> 剏荿ﾓ部ヨコナデ 劍7x8�5�5�8ｨ�委ｹ]9YH8�5(6�6b�回転実測 �xｾiZ)7��

6 �7倡Hｮﾒ�璽 � 剽^,4 �<2,1> 刄iデ 劍7x8�5�5�8｢�完全実測 �XｾiZ)7��

7 �7倡Hｮﾒ�台付墾 � �(6.4) �<3.8> 刄�Rナデ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �XｾiZ)7��

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �(18.0) � �<3,6> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �hｾiZ)7��

9 丶I-ｹ:舒ﾒ�碗 � �(7,0) �<2,1> 刄鴻Oロナデ。灰粕施粕 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWH�愛B�IH郢IB�回転実測 ��

10 �7�6ｨ6�8X4�7舒ﾒ�鉢 �2,0 �2.0 �1,8 刄wラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�完全実測 疲�u��

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩�ｲ起帯文下をなぞる沈線。縄文しR。 劔劔剪�卲纓t �hｾiZ)7��

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線間に縄文」R。 劔劔剪�卲繩� �hｾiZ)7��

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 刄wラミガキ。櫛描波状文→櫛描環状文。 劔劔剏繩哿｠清水 �XｾiZ)7��

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 凾ﾖラミガキ。折り返し□綾部に概括波状文。概括波状文。 劔劔剏繩哿｠清水 �XｾiZ)7��

鴫. �H�����B�亳8����4��俘ﾈ�8ﾉｲ�俐X�hｬﾒ�俘ﾈ�補�刎h�����翻　　　　　　罵 劍�8齎ｮI���

1与 �ｩ�����禿�偵���禿�u粤��俘(+2�ﾃ�2ﾈ*C��禿#sC���凹径(11,0)。凹深<7.7>。右側欠損。 劔Z)7��

16 冑������澱ﾃ2��2ﾃ2��"ﾃ2�田Bﾃcb�正面・側面にすり面。 劍uXｾiZ)7��

17 ����ｹlﾙ�)V��乖ｩ����"ﾃ���"�"���綯�途ﾃ�b�孔径0,4と0.3が合体か。 剩��ｸ�ｳ2�

18 ����ｹlﾙ�)V��乖ｩ���禿�縱��禿�ﾃ凪�栃�ｸ�ｳ)u聹�禿�ﾉu纉��孔径推定(0,4)。左側以外欠損。 剩�����

19 ����ｹlﾙ�)V��乖ｩ���禿"紊��禿"ﾃc��禿�ﾉu聹�禿B�#凪�孔径0.3。上部欠損。 剩���"�

20 俟仞���52�途縒�釘ﾉu�����2�鉄"���� 劔Z)7��

21　　石鍛　　　黒曜石　　<1.与> 劔剴ﾃ�ﾃC����ﾃB�禿�ﾃ田��先端・基部欠損。 剩��ｸ�ｳB�

埋。東壁・西壁下を壁溝が巡る。 PlとP2から東壁と西壁に間仕切り溝が伸びる。 P6は出入り口

施設であろうか。 2・3層中には炭化物が確認された。

遺物は土師器須恵器杯蓋模倣の杯1・2、高杯3、把手付鉢4、琵5・6、台付鉢7?、内面黒色処

-50-
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第Ⅲ箪　西近津適跡Ⅳ

理されるミニチュア鉢、須恵器聾8、鉄製品鍍具20、滑石模造品17へ19、凹石15、磨石16、混入遺物

の灰粕陶器碗9、石鍛21、縄文中期後葉深鉢片、弥生後期襲片が出土した。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。

(6)H6号住居址

く・け鵜5・6Grにあり、 Ml・M2・M3・D7に切られる。ピットは5個検出された。 Pl・P2

が主柱穴とみられる。径20cmの柱痕が確認されたP3は、 Plより旧い。 P4・P5は掘方で検出さ

れた。全体に床面は堅く平坦。

遺物は、半球状の内面黒色処理される土師器杯1、磨面を持つ敲石2・3、 2次加工のある剥片が

出土した。本址の時期は、出土遺物少量で不明と言わざるを得ない。

7　8　　　9　11　　　　　　　　　5　　5　　　　　9　11

旦こピ’

男顔

C　　　　　　　　　　　　_⊆’

1層黒褐色土(10YR2/2)

2層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄褐色Plブロック少量。
3層黒褐色土(10YR3/1)褐色ロームブロック少量。
4層褐灰色土(10YR4/1)しまりない。柱痕。
5層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄褐色Plブロック含む。
6層褐灰色土(10YR4/1)暗褐色土ブロックを斑状に含む。
7層褐色土(10YR4/4)褐色のロームが主。
8層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色のPl粒子含む。
9層暗褐色土(10YR3/3)床。褐色のロームブロック含む。
10層暗褐色土(10YR3/4)黄色ロームを多量に含む。
11層にぷい黄褐色土(10YR4/3)掘方埋土。黒褐色土の

ブロック含む。

標高708.03皿

(1:80)　　2m

⊂二二プ　　　4

1へ3 (1:4)　10c皿

0　　　　4 (1:2)　　5cⅢ

第59図　H6号住居址

第34表　H 6号住居址出土遺物観察表

白6　　　1 劔慈∴∴霊 劔刳ｴ綬　章　弱酸・窓撥　　　　　　　　　　　書　経遼顧騰祷鰹<>丸鹿・ 

N0. 冽9z2�綴績 �:口軽(長)∴ 刳阯｣鰭‡ 剪~電(庫) 剽栫��M 劍ｽ��依��鱒∴∴蓉 冰i7�ｩ'R�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �11,2 � �5○○ 剔gかなへラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 斐��"�

N穆. �H����>｢�佗����宛B�亢(�i���僖ｹ8ﾉw2���緯Y�Xﾏｨ����+8�宛��離　　　　　　党 劔6�7�ｨｽ��

2 冑��Yﾜ��������b絣�途ﾃr�釘ﾃ��塔��ﾃ���左側に厳だ痕。 ��9lｨ,�+x.瑛ｨ�"�碑�ｸ�ｳ2�

3 冑��Yﾜ��������B纈�途紕�釘騏��都cBﾃ���上下端部に敲き打痕。正面にすり面。 剩踉���

4 �?�鵁��ﾔ�,ﾂ�*�.僣ﾙ]��俛Yvｩ����"ﾃ����繧���ﾃB���ﾃ#��正面に二次加工。 剩仞iZ)7��

(7)H7号住居址

二幸二、三干す

′

“¥」 〇五/

第60図　H7号住居址(1)
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10

0　　　(l :4)　　10c皿
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第35表　H7号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

NQ. 偃ﾙ¥｢�懸濁 剿ｨ;鹸・・綴∴饗 劔剞�@　　琴 �x唏肩���

1 冢ﾙ�i7舒ﾖ��nﾙ�i7舒ﾒ�=ま二 剴燒ﾊナデ　外面へラ描横走文内にヘラ描斜走文。 劔剏繩� 兒)7��

2 刪� 璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔剏繩� 兒)7��

3　弥生土〇回 剿H 剴燒ﾊへラミガキ　外面櫛描波状文→概括簾状文。 劔剏繩� 兒)7��

4 ���ⅲ�nﾙ�i7舒ﾒ�[h贓4��　　・一・、〇 鉢　南面へラミガキ→赤色塗彩外面へラミガキ→赤色塗彩0 劔劔後期 兒)7��

i深鉢 深鉢 凵@　　　　　° 口縁部下に横位刻み隆線平行沈線間に縄文」R充填内面口緑(こ沿う2条の沈線。 劔剿x之内2 兒)7��5 6 �>ｨ��<r�ﾆ�i7舒ﾒ�凵@口 横位刻 ��h�8+X5����"�-ﾙ{)���"�劔後期初頭一前葉 兒)7��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�/ 深鉢 剪ｾ線区画内に縄文」R。 劔剌ﾌ名寺? 兒)7��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状・斜位の沈線。縄文」R。網代底。 劔剌ﾌ名寺? 兒)7��

9 白�>ｩ[i7�?ｨﾏｲ�′ 況鉢 �3個のボタン状突起間から左右に斜位に垂下する沈線。縄文」R充填。 劔剿x之内1 兒)7��

10 ���U9�2���R�>ｩ[i7亊H���9Jｲ�剿ﾔ代底　2本越2本潜り　底部緑沿いに別の編物2本越2潜り。 劔剏繩咜O半 兒)7��右百′ 高め‡韻∴∴攫 劔m���H���������ｲ�ﾜY�X���I°_ 最大燭 處�8ﾉ+��麗∴菱 價�����������ﾜR�偬�7佶(���

11 �5�4�8ﾈ487��ｲ����2ﾃ��5.3 ��絣�12,25 �ｩ]8,俶yw�ﾚﾘ*��(��������������������������������������yｩ7��

1層黒褐色土(10YR3/2)小磯・ロームブロック含む。

人為埋土。
2層褐色土(10YR4/4)ロームが主。黒褐色土ブロック

3

4

5

6

多量。人為埋土。
にぷい黄褐色土(10YR4/3)ローム粒子・黒褐色土

ブロック含む。人為埋土。
黒褐色土(10YR2/2)ロームブロック少量。
灰黄褐色土(10YR4/2)

黒褐色土(10YR2/3)

め-26-28G rにあり、 H8・P148に切られ、 D8

を切る。ピットは2個検出され、主柱穴PlとP2の

柱間は3m。床は堅く平坦で掘方はみられなかった。　菟

西壁下に壁溝が検出された。覆土1-3層は人為埋土

である。遺物は轟(1)、蛮(2・3)、鉢(4)の弥生土

器、本址に伴わない縄文時代後期初頭・前葉・前半の深

鉢片、削器がある。 1はへラ描横走文内に横位羽状

のへラ描斜走文、 2 ・ 3には櫛描波状文が施文される。

4は内外面赤色塗彩。

本址は、弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(8)H8号住居址

め-27Grにあり、 H7を切る。床は堅く平坦である。

東壁・南壁下に壁溝が検出された。

未

調
査

区

域

第61図　H7号住居址(2)

調査範囲内では、カマド・柱穴等検出されなかった。遺物は唯
一1の土師器馨が図示できた。 2の弥生時代後期の聾は、 H7に

帰属するものとみられる。本址の時期等不明である。

1層黒褐色土(10YR2/3)小礫(1へ3cm)

を含む。
2層黒褐色土(10YR2/2)ローム粒子含む。
3層黒色土(10YR2/1)小轢・ロームブロック

を含む。掘方埋土。

←‾‾-〇〇〇・二二一ア

第62図　H8号住居址

第36表　H 8号住居址出土遣物観察表

0　　　　(1 :4)　　10c皿
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第Ⅲ華　西近津遇跡Ⅳ

(9)H9号住居址

む・め一29・30Grにあり、 HlOを切る。カマドは北壁中央にあり、黒色粘土で構築された袖部分が

確認された。ピットは6個検出された。柱痕20-25cmの主柱穴P lへP4は、梁行き・桁行き共に240

cmを測る。 P5・P7は位置的にPl・P2の旧い主柱穴であろう。床は堅く平坦。カマド両脇・東壁・

南壁下を壁溝が巡る。覆土1 ・ 2層は人為埋土。

遺物は土師器杯18、聾6、須恵器杯1へ4、鉢5、壷7、琵8、蓋9がある。縄文時代中期後葉・

後期堀之内1式・堀之内2式の土器片・26の使用痕ある剥片は、混入遺物である。 1の底部は内面黒色

第63図　H9号住居址(1)

第37表　H 9号住居址出土遺物観察表

層黒褐色土(10YR2/3)
小轢含む。人為埋土。

層黒褐色土(10YR2/2)
人為埋土。

3層黒褐色土(10YR3/2)

4層黒色土(10YRl. 7/1)

黒色粘土。カマド袖端部。
5層褐色土(10YR4/4)

黒褐色土。ロームブロック
含む。

6層黒褐色土(10YR2/3)

7層暗褐色土(10YR3/3)

柱痕。ローム粒子少量。
8層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

柱痕。ローム粒子多一敗。
9層暗褐色土(10YR3/4)

ローム粒子・暗褐色土ブロック

含む。
10層褐色土(10YR4/4)

ローム粒子・ブロック多量。

黒褐色土ブロック含む。
掘方埋土。

11層灰黄褐色土(10YR4/2)

黒褐色土ブロック多量。
12層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

標高706. Om

O　　　(1:80)　　2m

日管 劔滝∴∴壁 劔剞ｬ形・題整　-置　曳織 劔撼罷鍬)残存傾く>丸底・ 
音No。 叺ｩ*｢�欝躍 剏綷y∴暖): 剪鼬yく檀) 剋渚ｂｭ厚) 剴焉��� 劔ZH�謁b�鰭∴∴考 偬�7��~ﾒ�

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(15.0) �(11,4) �<4,4> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 曝ｾiZ)7��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �16,7 �12.0 �4.0 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5迄�h�畏)�I5ﾉWB�完全実測 碑�ｸ�ｳ��

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(1与.0) �(10.2) �3.4 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8訷鰄+�-h8�6�6b�回転実測 碑�ｸ�ｳ"�

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �1う.3 �8,2 �4.2 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�完全実測 碑�ｸ�ｳB�

5 ��ｸﾆ(ｮﾒ�鉢 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 �xｾiZ)7��

6 �7倡Hｮﾒ�蓬 � � � 刄鴻Nロナデ 劍ﾏｹ]9YH8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�破片実測 �XｾiZ)7��

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�ここと二 号∑ �(10.0) �(7,0) �5,7 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH訷鰄+�-h8�5�5迄�b�回転実測 斐��2�

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�二王二 王と �(11○○) � �<5,6> 刄鴻Nロナデ。自然粕付着 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(齷�)IIWI(R�回転実測 �xｾiZ)7��

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 � �(7,0) �<1.3> 刄鴻Oロナデ。木葉痕あり 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�井ﾘ�8,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�回転実測 曝ｾiZ)7��

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩c手。頂部と左右から盲孔。らせん状の刻み隆帯。右の盲孔縁どる刻み隆帯。 劔劔剿x之内2 �hｾiZ)7��

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌ｬ把手。渦巻状況線。 劔劔剿x之内2 �hｾiZ)7��

12 �>ｩ[i7舒ﾒ� 剴齦ｶ」Rを充填する平行沈線から斜位の6条の沈線。 劔劔剿x之内2 �XｾiZ)7��

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�ミニチュア 土器? 刮｡位沈線。縄文」R充填。 劔劔剿x之内2 �xｾiZ)7��

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。円孔えお持つ突起。口唇部と円孔両脇 劔劔下に円形刺突。円形刺実から刻み隆帯となぞる沈線。その両脇 剿x之内1 �xｾiZ)7��
こ集合沈線。 

15 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。波頂部の刺実も貼付文から□緑に沿って刻み隆帯。三角文の沈線。 劔劔剿x之内2 曝ｾiZ)7��

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状刻み隆帯下をなぞる沈線。 劔劔剿x之内1 �xｾiZ)7��

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする沈線間に地文縄文しR。 劔劔剪�卲纓t 曝ｾiZ)7��

18 �7倡Hｮﾒ�‡不 剴燒ﾊへラミガキ→黒色処理。外面底部手持ちへラケズリヘラ記号「十」。 劔劔� �hｾiZ)7��

19 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 刮｡位沈線下に集合沈線の対弧状文。縄文」R。 劔劔剿x之内1 儘粟iZ)7��

約〇, 傚8���扱ｲ�几����胃��俐Y�X���俐Y�Y�2�凭I�顏b�偖����"�前　　　　　　党 劔¥y7��~ﾒ�

20 �7Y�����釘ﾈ*B�釘纈�������#r繝��砥画数2。正面 �+�ﾞﾘ.��8,ﾈ��ﾚﾘ�(ﾈy�佩8.�諍w�*��"�儘粟iZ)7��

21 �7Y���佗����澱ﾉu��釘ﾃr��"ﾃ���3bﾃモ�砥面数6。正面・左側に菜痕顕著。 劍uhｾiZ)7��

22 冑������途ﾃr�釘����"綯���3r繝2�正面にすり面。 劍uxｾiZ)7��

23 冑��������"紕�釘綯��"ﾃ���#sr緜��正面にすり面。 劍uhｾiZ)7��

24 冑��Yﾜ���������纈�冰篥��迭���鼎3r紊��正裏にすり面。上端部に敲打痕。 劍uhｾiZ)7��

2う 冑������禿B緜��禿Bﾃ3��禿�ﾃC��禿32��s��被熱あり?(-部赤化)。下部欠損。正嚢にすり面。 劍uhｾiZ)7��

26 俶yw�ﾚﾘ,ﾈ*��.僣ﾙ]��俛Yvｩ����"絣��"�2���ﾃB���ﾃcb�右側と下端部は使用痕か。 劍uXｾiZ)7��
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第64図　H9号住居址(2)

処理、底部手持ちへラケズリされ、へラ記号「十」がみえる。 3・4・7の底部は手持ちへラケズリされ

る。 7は短頸壷、 8は頚部が括れ口縁部が短い。 9の蓋は皿状のつまみを持つ。

本址は、これらの遺物から小林眞寿の縞年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位

置づけられる。

(10) HlO号住居址

む-29Grにあり、 H9に切られる。カマドは北壁中央にあり、黒色粘土・黒褐色土と礫で構築され

ている。火床に支脚石が残存する。 tiソトは13個検出された。主柱穴P l-P4は、桁行き240cm.梁

行き220cmを測る。 Pll-P13は掘方で確認された。床は堅くて平坦である。カマド束の北壁下に壁

第38表　HlO号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm.g)

白∴10 劔-x����("�刳ｴ膨・∴鞄頚蜜・∴蔑撥 剞я囑�(濁祷檀<>丸薦・ 

N〇十裡別 剏q攫 佰ｸﾆ��+r��底径(掘) 儘ｨﾘ(ﾞｘ���嫡∴∴蘭 丶���l｢�擬∴∴馨 剌o土健罷 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶��絣�� 禿2ﾃ��ナデ �6�6h��7x8�5�5�8｢�回転実演 ��工区覆土 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�"紕��(6,0) 禿2ﾃC��ヘラミガキ→黒色処理 �6�6h�).ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実演 ��P3 

3 �7倡Hｮﾒ�鉢 茶�"ﾃ��� 禿r�3��□綾部ヨコナデ。胴部ナデ→黒色処理 ���胸YH8�5(6�6h�);yYH-h8�5�5�8｢�回転実演 ��Ⅱ区覆土 

4 �7倡Hｮﾒ�鉢 茶�rﾃR�� 禿��ﾃ���□綾部ヨコナデ。胴部ナデ ���胸YH8�5(6�6h�);yYH-h8�5�5�8｢�回転実演 ��Ⅱ区覆土 

与 �7倡Hｮﾒ�鉢 �� 禿Bﾃ���へラミガキ 冑�mX+X,H*(.��回転実演 ��Ⅱ区覆土 

6 �7倡Hｮﾒ�鉢 ��(7.0) 禿"ﾃ凪�ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��I区覆土 

7 �7倡Hｮﾒ�璽 ��3,2 禿2����ヘラナデ �-h8�5�5�8ｨ�).ｩYH-h8�5�5迄�b�回転実測内面 有機物付着 僮区覆土 

8 �7倡Hｮﾒ�璽 �#��2� 禿#"緜��へラナデ。□綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�完全実演 ��N○○4 

9 �7倡Hｮﾒ�蓬 �#�ﾃ�� 禿�r纉��ヘラケズi」。口綾部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5迄�b�完全実演 ��N0.2 

10 �7倡Hｮﾒ�蓬 � ��ヨコナデ �7x8�5�5迄�h�(鶴�ﾈﾎ8ﾈｨ�8��ﾔ�*�.�� 刧U区覆土 

11 �7倡Hｮﾒ�璽 �� 禿3�ﾃ���ヘラナデ �7x8�5�5迄�b�回転実演 ��P「　P2 

12 �7倡Hｮﾒ�璽 �#"ﾃ�� 禿#づS��ハケ目→ヘラナデ。□緑部ヨコナデ ���胸YH8�5(6�6h��6�5�mｨ-h8�5�5迄�b�完全実演 ��N0.3 

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYHﾆ�b騏��(ﾌｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�).ｩYIm駅Hﾚﾓ��劔後期初頭 刄Jマド 

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾H岑,儖y{(ｴ���[h�)>ｩ[e(�h�"�劔中期後葉 僮区覆土 

1与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾H岑,儖y{(ｴ���[h�)>ｩ[h�e(�"�劔中期後葉 刧U区覆土 

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8ﾏｹ|��(��|餾H岑,俘�-ﾙ{)�ﾈ�)>ｩ[h�e(�"�劔堀之内2 刧U区覆土 

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩,ﾈﾘ�-ﾙ{)���(�X*ﾘ�h,ﾈ鬨��|�,俐Y�Xﾆ��)7倡HｮﾙGI.ｨ-h8�5�5�8ｨ�"�劔後期前半 僮区覆土 

N0. 佗����ｶﾈﾄｸ�胃貶ﾜY�XﾜX�8ﾜY�Xｵ��ﾜY�X��+8��ﾉｸ�����������������������z8��������7ﾘ��������������������馼���7佶);R�

18 冑��苻������ﾃﾃ��ﾃ3貪ﾃb緜貪ﾃ��繝貪ﾃYu��纉�賈NﾙDﾘ*�.�蔚ﾉlｩ�H峇俚i�H決､�y���)�9lｨ,�+x.瑛ｦ��劔劔I区ホi」方 
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第Ⅲ革　西近津遇跡Ⅳ

1層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色土ブロック・小礫少量。
2層黒褐色土(10YR3/1)ローム粒子少量。
3層黒褐色土(10YR2/3)炭化物微量。
4層暗褐色土(10YR3/3)小礫微量。
5層黒褐色土(10YR3/l)

6層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色土ブロック少量。
7層黒褐色土(10YR3/1)ローム粒子少量。
8層暗赤褐色土(5YR3/6)焼土粒子多量。
9層極暗赤褐色土(5YR2/3)炭化物・焼土粒子少量。
10層灰褐色土(5YR4/2)灰が主。

、」二三二

¥蓮ク′ 7

後場。

標盤昔　2m

11層赤褐色土(2.5YR4/8)焼土。

12層黒褐色土(5YR2/2)黒色粘土ブロック多量。焼土粒子少量。
13層黒褐色土(7.5YR3/1)粘土ブロック多量。炭化物・ローム

粒子とブロック少量。
14層黒褐色上(10YR2/3)粘土ブロック微量。
15層暗赤褐色土(5YR3/3)焼土粒子・粘土ブロック微接。
16層にぷい黄褐色士(10YR5/3)にぷい黄褐色土ブロック主。
17層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色土ブロック少量。
18層黒褐色土(10YR3/1)ローム粒子少量。

第65図　HlO号住居址(1)

溝が認められた。カマド西側に深さ20cmの掘り込みがみられた。 9・12がカマド南側の床面から出土

し、 8がカマド束床面とPlO内出土片が接合、 11がP7・PlO内出土片が接合した。

遺物は、 1・2の土師器杯、 3へ6の鉢、 7へ12の聾、 18の磨石、本址に伴わない13へ17の縄文時

代中期後葉一後期前半の深鉢片が出土した。土師器杯は半球状の1 、内面黒色処理され底部手持ちへ

ラケズリの2がある。土師器護は8・11の武蔵饗と9・12の長い胴部の饗がある。 8・9・12は口緑部に

最大径を持つ。 10の胴部片には、焼成後の穴状の加工が見られる。

本址は、これらの遺物から古墳時代7世紀末に位置づけられる。

ー55-

当
一
∴
∴
∴
∴
竺
∴
∴
ト

懸
隠
然



第66図　HlO号住居地(2)

(ll) Hll号住居址

は一72-74Grにあり、 D36に切られる。炉は主柱穴Pl・P2間にある。炉は4の轟底部を用いた

埋琵炉で、 25。m程掘りこまれている。轟底部内部に少量の炭粒子が、壷の外周に多量の炭粒子がみら

れた。炉の掘方正面は被熱で赤変していた。ピットは7個検出され、 P l-P3の主柱穴から五平状

柱痕が確認された。 P4は棟持柱、 P5-P7は出入口施設と考えられる。 P5の柱痕24cmであった。

P lとP3の桁行き310。m・P lとP2の梁行き180cm測る。敲き床の床面は堅く平坦で壁際を除く

床面直上に黒褐色の粘質土が張り付くように認められた。

遺物は鉢・壷・琵・高杯の弥生土器、金属製品16、砥石15、石鍛17、本址に伴わない縄文時代後期前

半深鉢片がある。 1・2は内外面赤色塗彩の鉢、 3は赤色塗彩される高杯、 4は炉に埋設された胴下

部の括れより下まで赤色塗彩の壷、 8は無彩の轟、 13の赤色塗彩の轟は頚部にへラ描斜走文施文され

る。 6へ12は櫛描波状文・斜走文・簾状文が施される饗、 6の口唇部に刻目がある。 5は台付蜜であろ

う。 16は白銅製であろう、 1孔がみられる。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

第39表　Hll号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm.g)

白白 劔漣∴∴蓮 劔剞ｬ形　∴・調整∴・文様 劔撼寵敵機葎頼宅>劾麗・ 

No: �越ｲ�騒擬 剏綷yく長) 刮ﾜ怪個)∴ 剌矧�(厚) 剪ｮ∴∴溺 劍���yb�撥∴∴馨 剳ﾇ土健霞 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � � �<3,7> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実演 ��I区覆土 

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � �(6.2) �<2.1> 凾ﾖラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実演 ��確認面 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高士不 � � �<与,3> 剽ﾑ部へラミガキ→赤色塗彩。脚部ハ ケメ 劍ｷ)YH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実測 儂○○4 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈∑ � �1○○4 �<20,4> 刄nケ目 劔;yYH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ�(岔YH6�5�m｢�完全実演 ��N0.う 

5 冢ﾙ�i7舒ﾒ�台付蛮 � �(10.8) �<4。1> 刄nケ目 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��確認面 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描斜志文横位羽状。口唇。 劔劔部に刻み目。 剏繩� 刧U区覆土 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�重言 剴燒ﾊへラミガ千。外面櫛描波状文。 劔劔剏繩� 刧W区覆土 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�こ主こ てP 剴燒ﾊナデ。外面頚部に櫛描横走文。 劔劔剏繩� 儕5 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描簾状文。櫛描波状文。 劔劔剏繩� 刧U区覆土 

10 冢ﾙ�i7舒ﾘ�������剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描簾状文→櫛描斜売文を横位羽状。 劔劔剏繩� 儕2 

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文。 劔劔剏繩� 刧U区覆土 

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括斜走文。横位羽状。□緑端部内宮気味に立ち上る。 劔劔剏繩� 刧W区覆土 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 剴燒ﾊナデ。外面へラ描斜達文・赤色塗彩。 劔劔剏繩� 刧W区覆土 

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製土器。横位隆帯。 劔劔剏繩咜O半 刧V区覆土 

N〇、 �,H���������緯ﾈ�����｢�倆ﾙ�鞋R�俐Y�YU��俐Y�XｮB�梃ﾈ�穐ﾒ�識　　　　　　見 劔出土鶴澄 

1与 �7Y������剴津��迭�2��"ﾉu���#�b纔*B�砥画数4。上下端部に敲打痕。 劔確認面 

16 仞����ｹV尼�W9k��忠I);ｨ*尼��禿�纉��禿�經��禿�ﾃ3��禿b�3s��穿孔と条痕あり。下部欠損。 劔N○○2 

17 ��隧��俛Yvｩ����"ﾃ"���縒���ﾃB������� 劔N○○1 
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第Ⅲ草　西近津追跡Ⅳ

旦 18216 18 1　　2 1831618 18　4 16　　　　　　　B’

標高702. 2m

(1言80)

I 181314 15141813 I’

標高702. 2m

O　　(1:30)　0.6m

2m

1層黒褐色土(10YR2/3)炭少量。
2層黒褐色土(10YR2/2)炭少接。しまる。
3層黒褐色土(10YR2/3)炭少量。しまる。
4層黒褐色土(10YR2/3)床面直上粘質土。
5層暗褐色土(10YR3/3)明褐色のPl

小ブロック含む。柔い。
6層褐色土(7.5YR4/6)柔い。柱痕。

7層明褐色土(7. 5YR5/6)

8層黒褐色土(10YR3/2)

9層褐色士(10YR4/4)ロームブロック多量。

10層黒褐色土(10YR2/2)ローム粒子・炭

少量。
11層褐色土(10YR4/4)ローム多量。
12層黒褐色土(7.5YR3/2)炭少量。柔い。

層黒褐色土(10YR2/3)炭の粒子多量。
層暗赤褐色土(5YR3/4)焼土粒子多量。炭少量。
層赤褐色土(5YR4/6)焼土粒子多量。
層暗褐色土(10YR3/4)破き床(0.5cm)。

層褐色土(7.5YR4/3)粘質土。

層暗褐色土(7.5YR3/4)ロームブロック多量。掘方埋土。

第67図　Hll号住居址(1)
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(12) H12号住居址

第68図　Hll号住居址(2)

_二三“

第69図　H12号住居地(1)

9へ15 (1:4)

16 (1:3)

17 (1:1)

1層暗褐色土(10YR3/3)
2層褐色土(10YR4/4)暗褐色土を帯状に、ロームブロッ

ク含む。人為埋土。
3層暗褐色土(7.5YR3/3) 3cm大の軽石少量。

4層褐色土(10YR4/6)ロームブロック含む。
5層暗褐色土(10YR3/4)

6層褐色土(10YR4/6)柔い。柱痕。
7層黒色土(10YR2/1)炭が主。
8層黒色土(10YR2/1)炭化粒子が主。焼土粒子微量。
9層暗褐色土(10YR3/3)床面直上の粘質土。
10層灰黄褐色土(10YR4/2)柔い。
11層暗褐色土(10YR3/4)敲き床。 (0,5cm)

12層にぷい赤褐色土(5YR5/4)ローム多量。

6　　　は・ひ-67-68G rにあり、東半分が調査区域

悩遡脅’7
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

一目2。 」ミ

0　　　(1 : 4)　10c皿

(=ニラ2。
第70図　H12号住居址(2)

まれている。さらに赤彩の劃同部片を敷き詰めてもいる。 3の壷付近が被熱で赤変していた。炉の周

辺は、粒子状の炭が床面に張り付くようにみられた。

ピットは7個検出され、 P lの主柱穴は掘方の形状から五平状の柱が想定される。 P2へP4は出

入口施設と考えられるo西壁に接するP 5や西壁に近接するP 6・P 7の柱痕径10-20cmであった。

敲き床の床面は堅く平坦で、 Hllと同様に壁際を除く床面直上に黒褐色の粘質土が張り付くように

認められた。
第40表　H12号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　(cm・g) 

描‡ 劔����������劔偸�7��W(��､ｨｮ���ｲﾘ��幌}��劔�ｹ���*ﾒ俶8�L�*ﾒ�

N∴〇、 叨�>R�藩題 劍�委ｸﾇ�*ﾙ+r����ｹ��+)�R���袷�.�8鋳�凉����駅r�剽�@強 冦x���吋｢�>丸底・ 出土位圏i No.14S区 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高林 剪���禿ゅ3��凩�YH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ�(ｷ)YH6��6b�凾ﾖラミガキ→赤色塗彩 亂��8���｢�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剪������7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�凾ﾖラミガキ→櫛描闘犬文(3遵止)→赤色塗彩 弌�5ﾘ���ｩ>�l｢�Hﾙz2�ｪ��8���｢�N0.11No,125区 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�富里 剪�����"�禿���#��僣ﾙz8�Yh�mX,ﾈ+ﾘ-�ｹ¥ｩW9Eﾂ�剴ｷ部へラミガキ→赤色塗彩。底部へラミガキ→赤 色塗彩 儂0.2 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剪�途���禿Bﾃc���-h8�7�4ｸ4ﾂ�剴ｷ部へラミガキ。底部へラミガキ �<ｩ�8���｢�5区覆土 覆土 S区覆土 覆土 N0.3N0.4 SN区 P4 

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 剪�茶r����禿B緜���-h8�7�4ｸ4ﾂ�剴ｷ部へラケズリ後ミガキ。底部へラケズリ �7h8ﾒ����5ﾘ���｢����8���｢�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剪�釘纈�禿"纉���7x8�7�4ｸ4ﾂ�剴ｷ部へラミガキ。底部へラミガキ 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 剪�茶b����禿"�����7x8�6�6b�剴ｷ部へラミガキ。底部へラニガキ �7h8ﾒ����5ﾘ���｢�ｪ��8���｢�

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴�b�*B�茶bﾃB����偵B��7x8�7�4ｸ4ﾂ�刹�撫�H具によるナデ→頚部櫛描簾状文→□綾部概 括波状文と胴部櫛描斜走文→胴部下部へラミガキ 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剪�冰粨�R�禿"�����7x8�7�4ｸ4ﾂ�剴ｷ部へラミガキ後ミガキ。底部へラケズリ後ミガキ ����8���｢�

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�有台蛮 剪�唐����*ﾘ.r�3��俾9YH-h8�7�4ｸ4ﾈ�)�IYH6�5�mｨ�浦�H���5(6�6b�凾ﾖラミガキ �7H8(��6ﾒ�ｪ��8���｢�S区覆土 

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�鉢 剪��������(ﾋ��xﾋ�����7x8�7�4ｸ4ﾂ�凾ﾖラミガキ 僥ｩ]����｢�S区覆土 

12 � 剩佰ｸ-h7H+��������ﾈ��6ﾘ������686�����������-h7H7������ﾈ���6ﾘﾜｨ��ﾎ�-h.y69X��劔劔儂01〇・12・13 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�窮 劔>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼��HI[h�"�劔劔儂o.11 

14 冢ﾙ�i7舒ﾘ�x�鮎�����>�lｨ-h7H7�4ｨ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH･HｨyFx�9[h�(ﾇｩYHｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[b�劔劔劔儕4 

1与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�璽i内面へフミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔劔儡区覆土 

16 劍I 語 剴燒ﾊへフミカキ。外面櫛措波状文。 劔劔劔S区覆土 

17 劔内面へフミカキ。外面櫛描波状文。 劔劔劔S区詔土 

18 剋｣ 蓬 剴燒ﾊへフミカキo外面櫛描波状文。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I小形の蓬 劔劔劔S区覆土 

19 劔内面へフミガキ。外面櫛捕波状文→概括横走文。 劔劔劔覆土 

20 剿H 剴燒ﾊへフミカキ0外面櫛描波状文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5区覆土 

21 剋｣ 剴燒ﾊへフこカキ。外面櫛描波状文→環状文 劔劔劔P4 

22 �>ｩ[i7佩｢�深鉢 剪ｾ線区画内に縄文しR充填。 劔劔劍�kﾈ魎�S区覆土 

23 �>ｩ[i7舒ﾘ�����ｹJｲ�刮｡位刻み隆帯をなぞる沈線。 劔劔劍ﾎ8ｯｩ��ﾂ�覆土 

No∴ 佶ﾈ���茨��刎ﾘ���鰻ｲ�劍I天蜃 剄ﾅ大煽 剄ﾅ大犠 刹ﾞ　繁 ��h������������F���1 　出土位讃 

24 冑�������<7.7> �<4,9> �<2.6> �<174.46> ��9lｨ,�+x.瑛ｨ�(ﾛi�H決､�y���"�儂01与 

2与 冑�������<6,4> �<7.3> �<2.7> �<162.74> ��8�ﾈy���)�9lｨ,hﾛi�H,�+x.瑛ｨ�"�儕4 

26 冑��Yﾜ�������14.5 �10.9 �3.7 �937.30 ��8�h,�+x.瑛ｨ�)%ｲ�部3ヶ所に敲打痕。 儂017 

27 吁�������13.0 �8.与 �3.8 剽^30.37 ��8岔%ｹYH,hﾛi�H,吁��Xﾚﾘ�"�儂0.16 
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覆土第2層は、人為埋土であった。遺物の出土状態は、主に炉の周辺とP 4内外に集中している。

遺物は鉢・壷・饗・高杯の弥生土器、磨石24・25、磨り面持つ敲石26、敲石27、床面出土の炭化したイ

ネ1個、炉内出土獣類の焼骨、本址に伴わない縄文時代後期初頭・前半の深鉢片がある。

11は無彩の鉢、 1は赤色塗彩される高杯、 3は炉に埋設された壷胴下部、 2・12は赤色塗彩される

壷で2は胴上部まで赤彩が及ぶ。 4-6・8・9・13-21は馨で、内面へラミガキされ外面櫛描波状文・

斜走文・簾状文が施文される。 8の薄は頚部の櫛描簾状文施文後口綾部に櫛描波状文、胴部に櫛描斜

走文が施文される。 10の台付聾もある

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(13) H13号住居址

ひ-69G rにありP153に切られ、 H16を切る。西半分が調査区域外にある。炉は調査範囲内には見

られない。柱痕径20cmのP lは、検出された位置から棟持柱と思われるが、この時期の主柱穴定位置

に柱穴が見あたらない。敲き床の床面は堅く平坦で、 Hll・H12と同じく床下の掘方はほとんど見ら

れない。 7の鉢と8の高杯は、 Plの東側床面から出土した。

標高703.Om

(1 :80)
2m

1層褐色土(10YR4/4)ローム粒子多量。
2層暗褐色土(10YR3/3)

3層暗褐色土(10YR4/4)

4層灰黄褐色土(10YR4/2)黒褐色土のブロック

含む。柱痕。
5層にぷい黄褐色土(10YR5/3)にぷい黄橙色の

Plが主。黒褐色
土のブロック含む。

1 ¥¥二三圭グノ2

葛寡二

、¥臆臆三菱芋茎イ’3

第71図　H13号住居址
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第Ⅲ章　西近津遁跡Ⅳ

遺物は鉢・壷・襲・高杯の弥生土器、縄文時代後期前半の深鉢片がある。

4へ7は碗状で赤色塗彩される鉢、 8は杯部中位に屈曲を持つ赤色塗彩される高杯、 9・23の壷は

赤色塗彩され、 10の轟は無彩である。 10・23は櫛描丁字文、 9はへラ描横走文区画内に段の間隔を開

けてへラ描斜走文が施文される。

1 ・ 3 ・11へ19・21へ29は聾で内面へラミガキされ外面櫛描波状文・斜走文・簾状文が施文される。

19の馨は縦位の粗いハケメ調整で胎土が灰色(10YR 8/ 2)で異質である。東海系の馨であろう。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

第41表　H13号住居址出土遺物観察表 

函 俘I┫���仔R�冢ﾙ�i7舒ﾒ�冢ﾙ�i7舒ﾒ��inﾙ�i7舒ﾒ�(紫綬 l饗 I壷 i璽 �����吋ｲ�剌x鰭・灘饗・喪感　　　　情轍燐鰻<>嘉g) ㊨. 1 劍ﾏｸﾇ�*ﾙ+r��盛観願饗麗鰹報　　　的　溺　　　　　　　　舞　蘭　　　　書　凝　考　上島轟 

(4.0) 禿2ﾃ3��へフこカキ 刄wラミガキ 弌�5ﾘ���ｨ������Z)7��

2 3 剪�(6,6) (64) 禿2����ﾃ��3��ﾃ2縱��へラナデ へ‾こガキ 凾ﾖラナデ 弌�5ﾘ���｢�覆土 

4 5 6 侭nﾙ�i7舒ﾒ�ﾉnﾙ�i7舒ﾒ�i鉢 l鉢 茶�u綯��3,9 刄t一、 へラミガキ。赤色塗彩 へラミガキ。赤色塗彩 へラミガ手。赤色塗彩 へラミガキ。赤色塗彩 凾ﾖフミカキ へラミガキ。赤色塗彩 　　二一>・具‾ 弌�5ﾘ���｢�覆土 
完全実測 兒)7��

弥生土器i鉢 剪�<47> 劍-h7H+�4ｨ4ﾈ�)�I�i6緯｢������������86x����-2�破片実測 兒)7��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢　　18,3 �4.6 途�"�凾ﾖフミカキ。赤色塗彩 へラミガキ。赤色塗彩 へラミガキ赤色塗彩 弌�5ﾘ���｢�豚蓼ﾆ��S区覆土 

8 9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�高林 宣言 豊富 =±= ��ゅ��9.7 ��"�"�　　シ′ 林部へラミガキ赤色塗彩。脚部へ ラナデ 照;/ 劔EI�8���｢�ｪ��8���｢�No.2 N0.1 

10 11 劔>�lｨﾇｩYH-ﾈ,X-h7H7�4ｨ4ﾉ�I�i6緯ｦ��ｨ-h7IV���i[i&�,ﾈｭHｧX*�+�,H��肩蝿�8�"�������������ﾘ"ｲ�劔剳｢土 翌 墾 �>�lｨ-h7H7�4ｨ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�)｢�剋囎ｶ→へフミガ千 　　十十ヽ　ヽ 冖8ﾜｨ�"�剳｢土 

12 劔>�lｨ-h7H+�4ｨ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH,hｷ)YHｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"��������������訷�(���"�劔��S区覆土 

13 剋｣ 璽 �>�lｨ-h7H+�4ｨ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔��覆土 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�璽 寵 劔剪�覆土 4 劔>�lｨ-h7H+�4ｨ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�(ｿ儼��ｨ�9[h�"����������������(���"�劔剳｢土 

15 16 17 劔:�ｨ-h7H+�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�>�lｨ-h8�7�4ｹw(�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔剳｢土 S区覆土 覆土 

弥生土器　　梁 劔劔 

弥生土器 刹ﾞ 璽 劔剽8ｮﾈ��ｮﾈｮﾈ��ｮﾈ�ｩU9?�X�X�b�

弥生土語i 弥生土器 剴燒ﾊへフミカキ。外面櫛描波状文。 劔劍耳�X����������搨�

19 20 21 22 23i 剿H 深鉢 劔剪�S区覆土 内面へラナデ。外面粗い縦位のハケ目調整。 劔剴穴C系?胎土灰 色(10YR8/2) 後期前半 丿ﾙDil､��hｦﾙDb�l｢�

縄文土益 弥生土器 弥生土器i ホ生土的 剴齦ｶ」R。 劔劔Z)7��

墾 蛮 �>�lｨ-h7H7�4ｨ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH,b�剴ｷ部櫛描波状文→頸部の簾状文。 剪�覆土 

内面へフミカキ。外面櫛描波状文→頚部櫛描簾状文。 　　　　ミ稲/　　に二「 劔劔Z)7��

弥　器I壷　内面頚部まで赤色塗杉。外面頸 劔兀I)ｨ��[h��-h7H7�4ｨ4ﾉ�I�i6緯ｨ�"�� 兒)7��

24)弥生土喬 　　　口 剋｣i内面へフミカキ。外面櫛描波状文口唇部沈線? 劔劔覆土 

2与I 26i 27「 28l 冢ﾙ�i7舒ﾖ��nﾙ�i7舒ﾖ��nﾙ�i7舒ﾘ�R�nﾙ�i7舒ﾖﾂ��,(ﾏｲ�窪i 璽l 璽i �>�lｨ-h7H7�4ｨ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h��:ｩYHｿ儼�ｬ(�9[h�"�劔��カクラン 

内面へフこカキ。外面櫛描波状文→頚部概括簾状文。 劔� �8ｾiZ)7��

内面へフミガキ。外面概括波状文。 劔� �8ｾiZ)7��

蛮 �>�lｨ-h7H7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�杏ｩYH･Hｨy�ｨ�9[h�"�劔��覆土 

29 冢ﾙ�i7�b�蓬 �>�lｨ-h7H7�4ｨ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔兒)7��

(14) H14号住居址

ひ-67・68G rにありF2に切られるo東半分が調査区域外にある。水道管とU字溝に破壊される。

カマドは北壁中央に、褐灰色土・黒色粘土と礫で構築されている0袖は地山削り出しで袖部先端と中

程に礫を立てる。

径20cmの柱痕が確認された主柱穴P l ・P 2の柱穴間、所謂「桁行き」は200cmを測る。 P lの西脇に

径20cmの柱痕が確認されたP 3が検出された。 P lとP 2の間の床下から水平状態で長辺20cmの平石

第42表　H14号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　(cm.g) 

日14 劔覆∴∴∴∴慈　壁 劔刹Y膨・・闊艶,・寵澱 劔縫建箇‡腰帯題< 

No」∴桂別 剴M趣 剏綷a(長) 剴｡劉灘　欝藩繊 劔掬∴∴顕 劍ｩX�謁b�犠∴∴蓬 楢ｭｹ�ｸ�R��7仂8ﾘﾂ�*ｹ���

1 �7倡Hｮﾒ�士不 � �(与,8) �<2,2> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�-h8�5�5�8ｨ��-h8�7�4ｸ4ﾂ�8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��-h8�5�5�8ｨ�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��8ﾘ4�8ﾘ6�6b�-h8�7�4ｸ4ﾂ���回転実測 回転実測 回転実測 回転実測 回転実測 占全実測 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.0) � �<与.4> 刄wラミガキ。黒色処理 劔丿ﾙ�l｢�Z)7��4ｨ�����

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �(5.4) �<1,4> 刄鴻Nロナデ 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�露 � �(8.4) �<1.6> 刄鴻Nロナデ 劔�4�7H92�ｦﾙDb�

5 �7倡Hｮﾒ�ロクロ璽 �(18.6) � �<13,7> 刄鴻Oロナデ 劔���｢�2�

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 � �4.4 �4.9 刄wラミガキ 劔仞dc%�2�Z)7��ｦﾙDil｢�

10 冉��竟B�>ｩ[i7舒ﾒ��>ｩ[i7舒ﾖ��nﾙ�i7舒ﾔ��深鉢 剽^.1 ・仁とi・ �<3,1> �<1.3> � 劔フ一口　　　/ 

6 劔微隆起市文上に縄文R」。 劔劔剪�卲繹ｾ　　　覆土 

7 剞[鉢 剞ｉｺする沈線。斜行沈線。 劔劔剪�卲纓t 兒)7��

8 劍I 剴燒ﾊへフミカキ。外面□緑師部紐かな櫛描波状文。頭部櫛描波状文。 劔劔� 兒)7��

執 ������������　　繭　環 周囲欠損。正面が使用面。 上端部に敲打痕。 全局欠損。正面にすり面。 劍����h見yB�Z)7��

11 冑������橡u粤S��禿Bﾃ���禿2纉��禿��u粤�c��

12 吁������澱ﾃ���2繧���繧�塔2ﾃ���劔�r�ｦﾘ�����

13 14 ��I����ｸ�ｨ�h�����禿�"纉��禿るu聹�禿"�3��禿3�Bﾉu緜��3ャ�����劔X瑛｢�Z)7��

□石 � �25.3 �16.与 �6.1 劔NﾙDﾘ*�.ｂﾙYHﾙX峇��)�9lｨ*ｨ諍w�lｨ�"�儂○○1 
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El1 6510E’
標高702. 6m

(1 :40)　　1m

標高702. 9m

O　　　(1:80)　　2m

升
¥蠍

(二] Dl。

第72図　H14号住居址

層黒褐色土(5YR3/l)焼土粒子・炭少量。
層褐灰色土(10YR4/1)黒色粘土が主。

1層黒褐色土(10YR2/2)にぷい黄橙色土の
ブロック・粒子多量に含む。人為埋土。

2層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄褐色土の
ブロック・粒子多戴こ含む。人為埋土。

3層灰黄褐色土(10YR4/2)浅黄橙色土
多量に含む。柱痕。

4層黒褐色土(10YR2/2)黒色粘土ブロック
焼土ブロック多量。炭少量含む。

10層褐色土(10YR4/4)ロームブロック多量。
11層黒褐色土(10YR3/1)にぷい黄橙色土の

ブロック・粒子多量。黒褐色土含む。床。
12層にぷい黄橙色土(10YR5/4)黒褐色土の

ブロック・粒子含む。
13層黒褐色土(10YR3/1)にぷい橙色土の

ブロック・粒子多量。黒褐色土
ブロック含む。堀方埋土。

にぷい黄褐色土ブロック含む。
層にぷい橙色土(5YR6/3)粘性ある灰。

橙色の焼土ブロック・粒子を含む。
層暗赤褐色土(5YR3/2)焼土粒子・

炭微量含む。
層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄橙色土の

ブロック・焼土粒子微量含む。

亡≡⊃4

14 (1:6)  15c皿

1→9・11へ13 (1 :4)　10c皿

O lO (1:2)　5cⅢ

がみられた。 P lの立て替えが行われたのであろうか。床は堅く敲き締められ平坦である。

覆土1 ・ 2層は、にぷい黄褐色の地山土が多量に混じった人為埋土。

遺物は土師器1 ・2・5、須恵器3・4、磨石11、敲石12、台石13・14、土製紡錘車10、混入遺物の縄

文時代中期後葉の深鉢片、弥生時代後期薄片がある。

1の土師器杯・ 3の須恵器杯は底部回転糸切り、 5は土師器ロクロ饗である。

本址は、これらの遺物より平安時代9世紀代に位置づけられよう。

(15) H15号住居址

ひ-7l・72G rにありD36に切られる。東半分が調査区域外にある。水道管とU字溝に破壊される。

カマドや柱穴等調査範囲内では、確認されなかった。床面は軟弱で、平坦ではない。
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第Ⅲ章　西近津遁跡Ⅳ

第43表　H15号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　(cm.g) 

日てら 劔漣∴∴壁 劔剋･醇・調整　鼻　薬擬 劔旛琵憶()残蒋饉<> 

N一〇. 佇��R�藷瀬 凵�綷a(長) 剪鼬yく脂千 剩ﾗ高∴(庫) 剳J∴∴溺 劍､���股�儲∴∴寄 ���ｭｹ.ｨﾋ���h�7�ｩ'R�,ﾓs�Z)7��

1 丶III:舒ﾒ�nﾙ�i7舒ﾒ�h｢�「碗 i璽 � �(8.0) �<2.4> 刄鴻Nロナデ。施粕 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(郢IB�回転実測 

2 劔内面へフミカキ。外面頚部櫛描波状文→□綾部・胴部櫛描波状文。 劔劔剏繩� 兒)7��

N∴〇、 儉ｸ�����B���h���閏"�儉��颱��俐R�女婿 俐X�����偖��灘　　　　　愚 劍���7佶(ｺ����ｸ�ｳ��

3 冑��Yﾜ��������2騏��迭���迭���侭u繝ゅ#��上下端部に敲打痕。正面・両側にすり面。 

宣揚湯
標高702.5m

O　　　(上80)　　2 m

1層黒褐色土(10YR3/2)炭化粒子少量。
2層暗褐色土(10YR3/4)ロームブロック多量。
3層褐色土(10YR4/6)明黄褐色土が主。

、亜’

㊤　3
0　　　(1 ‥ 4)　10c皿

第73図　H15号住居地

(16) H16号住居址

ひ-68G rにありH13・P153に切られる。西半分が調査区域外にある。

遺物は、 1の灰粕陶器

椀、 2の頚部櫛描簾状文の

後口綾部と胴部に櫛描波状

文が施文される弥生後期嚢、

正面・側面にすり面、上下

端に敲打痕が認められる敲

石3が図示できた。

これらの遺物・遺構の状

況では、本址時期等詳細は

不明と言わざるを得ない。

が、 1から平安時代であろ

うか。

炉址は調査範囲内では、確
認されなかった。床面は平坦で堅く締まっている。覆土第1層は1cm大の軽石を多量に、炭・にぷい

黄橙色土を含む人為埋土である。

ピットは5個検出された。この時期の規則的な主柱穴の配置が見られない。 P 3は壁柱穴で断面は

やや内側に傾斜する。 P5が掘方深く32cmを測る。東壁下に壁溝が検出された。主柱穴となりそうな

第44表　H16号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

出て愚 劔�H�延ｲ�剔G彬iI謁艶・哀願 剋{蓮纏(〉　残存輝く>丸底・ 

陶瑠. ���>R�謹離 ����委ｸ個�+r����騒綴鱒艶 舒ﾘ�*ﾘｿｒ�駒∴∴顕 們��円ﾒ�絹∴∴考 剌o土飽溝 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高林 ��18.3 禿�"纉��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ訷�)�I�i6緯｢�完全実演 ��N0.1 

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�染 ��(6.8) 禿r����ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��覆土 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�麺 ��7.6 �*ﾘ.r繝��ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実演 ��覆土 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 茶#�繧�� 禿�u粤3��ヘラミガキ ���傀�Y;yYH��肩蝿�8,ﾈｿ儼��躡[h�袷儼��ｨ�9[b�回転実演 ��確認面 

5 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 ��(9.0) 禿2紊��へラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��確認面 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 釘繧�禿�纉��ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実演 ��覆土 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨﾏｸ胸YH�Y;yYHｿ儼�Fx�9[h��:ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�"�劔 剳｢土 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨﾏｸ胸YH�Y;yYIﾖH轌Fx�9[h��:ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�"�劔 剽^区覆土 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 �>�lｨ-h8�7�4ｸ訷�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔 剳｢土 

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔 刳m認面 

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�盗 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｩ;yYHｿ儼�Fx�9[h��:ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�"�劔 剳｢土 

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�謹 佰ｹ��Ilｨ竧.��)>�lｨ-h8�7�4ｹ�x�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔 刳m認面　P153 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 �>�lｨ6�6h�(､�ｨ-h8儼��躡[h/���肩蝿�8,倡ｹ[h���I�i6緯ｨ�"�劔 剳｢土 

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｩ:ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�委ｸ胸YH�Y;yYH･Hｨx��i[h�"�劔 剳｢土 

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ倬X�8ﾔ粟�,ﾈ6�6h����胸YHｿ儼�Fx�9[h�袷儼����i[b�劔 剳｢土 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�ささ �>�lｨ6�5�U8�X6�6h�(､�ｨ-h8儼��躡[h���I�i6緯ｨ�"�劔 剳｢土 

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�深鍋 ��見+��ﾈ�9>ｩ[h�e"�劔中期後薬 剳｢土 

N〇、 亳8��>X���B�o(���引���耳��釖�竟ﾘ�i6)�Y^H�i�h�>�����6���耳��������������������������ｽ���������¥ﾂ�劔劔出土位濃 

18 冑��������������ﾆﾄ�fﾃb��ﾃ2綏�3Sr縱Vﾈ���������������������������8���X悩�H,�+x.瑛｢�劔劔N0.2 
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標高702. 7m

(1 :80)

l層暗褐色土(10YR3/4)軽石(1cm大)多量。炭・にぷい

黄橙色土を含む。人為埋土
2層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄橙色土ブロック・

炭を含む。
3層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄橙色土のPl ・黒褐色土

粒子含む。

∴∴/““

、¥」陶ノ5

、¥上4′ 。

0　　　　(1:4) 10c皿

第74図　H16号住居址

P l ・P 2が東壁に接して配置されている。床は掘方なく平坦で堅い。遺物は壷・琵・高杯の弥生土器、

園　　　　田

標高703. 3m

O　　　(1 :80)

縄文時代中期後葉の深鉢片がある。 1は脚部赤色塗彩される高杯、

2-12・14・15は藷で、内面へラミガキされ外面櫛描波状文・斜走文・

簾状文が施文される。 4は口綾部・胴部に横位の櫛描斜走文施文後

頭部に櫛描簾状文を施す。 14は頚部櫛描簾状文後口綾部・胴部に櫛

描斜走文を施文する。 13・16の壷はへラ描斜走文後赤色塗彩される。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(17) H17号住居址

ふ-67G rにあり、 H20を切る。大半が調査区域外にある。カマ

ド・柱穴等調査範囲内では、確認されない。床面は平坦でないが堅

く締まる。

l層黒褐色土(10YR3/2)

にぷい黄橙色土ブロック
Icm大の軽石少量含む。

2層黒褐色土(10YR3/1)

明黄褐色のPl粒子・
ブロック多量。掘方埋土。

1へ13 (1:4)　10c皿

4 (1:3)　7.5c皿

二　一二・・三′

第75図　H17号住居地
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第Ⅲ章　西近津遁跡Ⅳ

遺物は土師器杯・饗、須恵器杯、金属器がある。 1の土師器杯は内面黒色処理される。 3は土師器
ロクロ輩で底部回転糸切り。 4は木質が付着している鉄製の刀子である。

本址は、これらの遺物より平安時代9世紀代に位置づけられよう。

(18) H18号住居址

(1:80)　　2m

1層黒褐色土(10YR2/3)炭少量。
2層黒褐色土(10YR2/3)炭の小ブロック・

ローム粒子含む。
3層黒褐色土(10YR2/2)灰と炭。
4層暗褐色土(10YR3/3)柔い。
5層暗褐色土(10YR3/3)

6層黒褐色土(10YR3/2)床。堅い。

北側にロームブロック多量。
7層黒褐色土(10YR2/3)掘方埋土。

二一一一一一一‾二二〇三/

くす〃騙7舘,擁鯵・者怨ノ絡
一、¥、 -‾二才

二

、¥正二

二二7

÷‾ ÷〇 〇三一

雪星臆臆　ノ
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第76図　H18号住居址(1)
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第77図　H18号住居地(2)

ひ・ふ-64-66G rにあり、 H19・H20.H22・D37を切る。西壁・東壁は調査区域外に伸びる。カマド

は調査範囲内では確認できない。ピットは6個検出された。台形状に配されるP lへP4が、主柱穴

とみられる。桁行き220cm、梁行き260cm.220cmを測る。 P6は出入り口施設の基礎であろう。床は堅

く締まり平坦である。北壁・南壁下を壁溝が巡る。覆土1・2層に炭・炭の小ブロック含む。ほぼ中央

付近の床面に炭と灰の堆積が見られた。

遺物は土師器杯1 -15、土師器皿16、土師器鉢17、土師器碗18へ20、土師器饗39・40、須恵器杯21

第46表　H18号住居址出土遺物観察表(1)　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

魅轍恵 劔������$ｲ�剏ｰ膨　鴨　顕鑑　裏i蕊厳 剞ｮ凝摘出　幾醇濃く>親藩・ 

Nb、 ��ｹ>R�翳踵 凛8傀ｨ��b�:痺軽く㈲ 朞ﾘﾘ(*ﾙ�r��殉∴∴繭 估ﾘ��ﾒ�蟻　　薄 剩S土健霞 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2�2��与.2 �2縒�ヘラミガキ。暗文。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実演 ��Ⅳ区床 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�b紕�� 禿B�#��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実演 ��Ⅳ区床 

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�u篥B��7.2 迭�2�ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 刧U区Ⅲ区床 ひ66 

4 �7倡Hｮﾒ�1不 茶�BﾃB�� 禿B�3��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実演 ��Ⅳ区床 

与 �7倡Hｮﾒ�〕不 ��(6.2) 禿�����ヘラミガキ。黒色処理 偃磯ﾘ+�-h8�5�5迄�b�回転実演 ��I区覆土 

6 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��X�8�b�断面実演 ��Ⅳ区Pう 

7 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��断面実演 ��Ⅲ区覆土 

8 �7倡Hｮﾒ�1不 �� ��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f霆ｨ*�.��断面実演 ��Ⅳ区覆土 

9 �7倡Hｮﾒ�‡不 �� ��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��断面実演 ��Ⅲ区覆土 

10 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�8｢�断面芙) ��Ⅳ区覆土 

11 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガ手。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��断面臭う ��Ⅳ区覆土 

12 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��へラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��Y�X�b�断面笑う ��Ⅱ区覆土 

13 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2���� 禿"繝��へラミガ手。暗文。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転芙; ��Ⅳ区 

14 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�B���� 禿�纉��ヘラミガ手。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転芙) ��Ⅳ区床 

1与 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�B�"�� 禿2����ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転芙) ��No.4 

16 �7倡Hｮﾒ�皿 ��Bﾃ2�(6.4) �2絣�ヘラミガキ。黒色処理 �7x8�7�4ｸ4ﾈ�(ﾙY�h�yﾘ�).ｩYHﾘ)�I5ﾉWHﾎ8-h8�7�4ｲ�4ﾂ�完全実演 �>�､��N0.8　Ⅱ・Ⅳ区 
面黒色処理 

17 �7倡Hｮﾒ�鉢 �� ��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片芙) ��Ⅳ区覆土 

18 �7倡Hｮﾒ�碗 茶�B綯��(8.2) 茶Rﾃb��ヘラミガキ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実) ��Ⅳ区床 

19 �7倡Hｮﾒ�碗 茶�b���� 禿B纉��ヘラミガキ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH6�6h�(ﾘ)�Hﾈy���回転実) ��Ⅳ区覆土 

20 �7倡Hｮﾒ�碗 ��6.9 禿"�#��暗文。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�完全実演 ��N0.1 

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �� ��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��断面実演 ��Ⅳ区覆土 

22 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�B�2��6.2 迭���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実演 ��Ⅳ区床 

23 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2����(6.2) 茶2縒��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内外 面火だすき有 儂0.2　ひ66 

24 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�8�#���(7.0) �2絣�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��回転実測内外 面火だすき有 刧U区床I区 Ⅱ区1層 

2う ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 ��(5.6) 禿�繝��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内外 面火だすき有 刧V区床 

26 ��ｸﾆ(ｮﾒ�I不 ��(6,6) 禿"縱��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内外 面火だすき有 刧V区床　ひ6与 

27 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�B紕��(7.0) 茶2纈��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��Ⅲ区覆土 

28 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 ��(6.4) 禿"騏聹�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��Ⅱ区覆土 

29 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�2綯��(6.4) �2纈�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��Ⅳ区床 

30 ��ｸﾆ(ｮﾖﾉGB���(7.0) 禿"騏聹�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��回転実演 ��Ⅱ区覆土 
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即㊨ 劔蓮∴∴頴 劔刪ﾐ灘、頚蟹i・讃縫 劔懸建艦(‡残存儀<>丸霹・ 

的の置 �ｨ��麗漣 凵�k1遅慮千 剄N軽く暢) �:器高く即∴ 劍q∴∴顕 劔ZH��yb�編∴∴賓 偬�7佶)}��

31 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 � �(8.0) �<1.8> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 �xｾh���

32 丶Hﾌ�:舒ﾒ�碗 � �(8.0) �<1.6> 刄鴻Nロナデ。施翻 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(邵�(�(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 �xｾh����-�cb�

33 丶I'�:舒ﾒ�碗 � �(6.0) �<1.6> 刄鴻Oロナデ。施翻 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(郢IH�(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 �Xｾh���

34 丶I-ｹ:舒ﾒ�碗 � �(7.4) �<4.0> 刄鴻Nロナデ。施租 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ-h8�5�5��h�(ﾘ)�I5ﾉWH�(郢IB�回転実測 �Xｾh��-3cb�

35 丶III:舒ﾒ�碗 �(16.4) � �<3.4> 刄鴻Nロナデ。施租 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(邵ｩ8�(ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 �xｾiZ)7��

36 丶III:舒ﾒ�碗 �13.与 �6.8 �3。8 刄鴻Nロナデ。施紬 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(ｷ浦H岔%ｸｷ�-�.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5��h�(ﾘ)�B�5ﾉWH�(郢gﾂ�完全実測 �hｾh�������2�

37 丶III:舒ﾒ�碗 �(16.0) � �<2.1> 刄鴻Oロナデ。施粕 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(郢gﾂ�回転実測 �xｾh��,Ciu��

38 丶Igﾉ:舒ﾒ�硯 �(15.6) � �<2.4> 刄鴻Oロナデ。施軸 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(郢IB�回転実測 ��u��

39 �7倡Hｮﾒ�ロクロ藍 �(14.0) � �<6.9> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �xｾh����C3r�

40 �7倡Hｮﾒ�ロクロ璽 � �(9.0) �<6.8> 刄wラナデ 劍6�5�mｨ��-h8�5�5迄�h�(7x8�6�6b�回転実測 �xｾh���

41 ��ｸﾆ(ｮﾒ�饗 �(29.2) � �<3.与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �xｾh���

42 冢ﾙ�i7舒ﾒ�轟 剴燒ﾊナデ。外面櫛描横志文下に櫛楕円弧文(中島式系)。 劔劔剏繩卲續ｼ �xｾh���

43 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土製品 剴y器片円板。楕円形。鞠醒B片。敲打痕。剥離痕。長径5.4短径4.4厚さ0.6。 劔劔剏繩卲續ｼ �xｾh���

N⑪. 亊8���扱ﾒ��ｨ���x���握���將�傚���d��靉ｲ�凭I(B��H��ｲ�凭ﾘ�斡R�f　　　　　　　　　　　　　撥　　　　晶 劍�7俚)�2�

44 冑������釘繧��2ﾃ���2纈�塔2繝2�全体にすり 剩��縒�

45 乘���52�禿r�3��禿B����禿�紊��禿3偵Iu聹�襲面に木質付着 剩��綯�

H18号住居址出土遺物観察表( 2 )

ー31、須恵器有台杯31、須恵器審41、灰柚陶器碗32-38、土製品43、 44の磨石、鉄器45がある。弥生

時代後期土器は、混入遺物である。

土師器杯1-14・17、皿16、碗20は、内面黒色処理される。土師器1 ・3・18・20、須恵器杯22へ30・

有台杯31の底部は回転糸切り。土師器杯6へ12は墨書される。 6の墨書は「上」、 12は「大」と読める。

17の鉢は口緑部内蛮する。灰粕陶器の粕は漬け掛け、 34・36の底部は回転へラケズリ、 36は体部下端

回転へラケズリ。 39・40は土師器ロクロ馨である。土製品須恵器肇朝同部片を加工した楕円形の土器片

円板43の側面には、敲打痕がみえる。 45は木質が付着する鎌である。混入遺物42は、内面へラナデ外

面櫛描横走文下に伊那谷中島式系の櫛描円弧文施文される。

本址は、これらから小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置づけられる。

(19) H19号住居址

いぶ-64へ66Grにあり、 H20を切り、 H18・D37に切られる。北壁東寄りのカマドは、原形を留

B lO　7　1　　　10　7　1 標高702. 9m

O　　　(1 :80) 2m

めない。住居址西側半分は調査区域外に伸びる。

ピットは6個検出された。 Pl上部には礎石とみ

られる平石が水平に置かれている。南壁中央下の

カマドに対崎するP5は、出入り口施設の基礎で

あろうか。 P3・P4は、 32cm.40cmの深さである。

l層黒褐色土(10YR2/3)粘質あり。炭少量。
2層黒色土(10YR2/1)炭が主。焼土中ブロック多量。

灰ブロック少量。
3層暗褐色土(10YR3/4)炭・ローム粒子多量。
4層黒褐色土(10YR2/3)

5層極暗赤褐色土(5YR2/3)炭・焼土・粘土ブロック・明褐色土
の小ブロック多量。

6層黒褐色土(10YR2/3)柔い。柱痕。
7層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック少量。堅くしまる。

上端が床面。
8層暗褐色土(10YR3/4)柔い。炭少量。
9層暗褐色土(10YR3/3)柔い。炭・灰が主で焼土中ブロック極少量。
10層暗褐色土(10YR3/3)ロームブロック・暗褐色土ブロック多量。

掘方埋土。

二二三三

第78図　H19号住居址(1)
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第79図　H19号住居址(2)

床面は平坦で堅く締まる。

遺物は土師器杯1-9、土師器蓋10、土師器琵25・26、須恵器杯11-21、須恵器有台杯22・23、須恵

器蓋24、須恵器甑、土製品28、鉄器29・30が出土した。栽培種のイネが262個Ⅳ区掘方から、モモ1個

がカマドから、オオムギが1個とダイズ類? 1個が覆土から、獣類の部位不明破片の焼骨が掘方から

それぞれ検出された。イネ・モモ・オオムギ等は、それぞれ炭化していた。

土師器杯1-9・蓋10は、内面黒色処理される。土師器杯1 ・4、須恵器杯11へ21、有台杯22・23の

底部は回転糸切り。土師器杯6は底部回転糸切り後手持ちへラケズリ、土師器杯8は底部回転糸切り

後へラナデ、土師器杯9は手持ちへラケズリされる。土師器杯3は塞害される。 25・26は土師器武蔵

馨で、 25は「コ」字口綾部を持つ。 28の土製品は、輔の羽口であろう。 29の鉄器は刀子である。

第47表　H19号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

即葛 劔薗∴∴蟹 劔剽ﾖ形・ 劍ｶ9���X�ｵﾒ�駿露燈‡‡賎祷撥<>丸底・ 

頬. 凛9¥｢�誌種∴ 剏綷a恨〉: 剋ｭ怪(幅) �:詳高崎): 剽栫��ﾚ 劔[������溺i∴牽 冩�7��)4ﾒ�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.8) �(与.8) �4.3 刄wラミカキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 �xｾc��r�

之 �7倡Hｮﾒ�士不 �(16.6) � �<4.8> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �Xｾc�~���uxｾc(ｿﾂ�

3 �7倡Hｮﾒ�士不 �(17.0) � �<4.4> 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)}ｹ�(*�8｢�回転実測 儘粟iZ)7��

4 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13.8) �(6.6) �3.6 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 �Xｾh�����hｾh���

う �7倡Hｮﾒ�士不 � � �<3.3> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 �xｾiZ)7��

6 �7倡Hｮﾒ�士不 � �(6.6) �<2.4> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��稲迂h+�7x8�5�5�8｢�回転実測 �hｾiZ)7��

7 �7倡Hｮﾒ�杯 � �(8,0) �<1.9> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 �xｾh7ｦ��i_ｲ�

8 �7倡Hｮﾒ�士不 � �(6.6) �<1.6> 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.���-h8�6�6b�回転実測 �4ｨ7ﾘ6��

9 �7倡Hｮﾒ�1不 � �(6.8) �<2.2> 凾ﾖラミガキ→黒色処理? 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾc�~���-3cR�

10 �7倡Hｮﾒ�蓋 � 凾ﾂまみ径 (2.6) �<1.9> 刄wラミガキ→黒色処理 劔5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5迄�h��,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�完全実測 �xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �(与,8) �<1.8> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内"外面 に火だすき有 �hｾh��-�cR�

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �(7.2) �<2.2> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 �hｾiZ)7��

13 ��ｸﾉｸｮﾒ�士不 � �(6.0) �<1.4> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 �4ｨ7ﾘ6��

14 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �14,3 �6.8 �4.1 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 斐��"�

15 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(6.0) �<1.与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 �XｾiZ)7��

16 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 � �(7.0) �<2.1> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 曝ｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

17 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �14.7 �6.3 �3.9 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�完全実測内外面 に火だすき有 斐�紿�Yu驂ﾘ7ﾘ6�7｢�8ｩ_ｲ�

18 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �13.4 剽^.8 �3.与 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測内外面 に火だすき有 疲�2�

19 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(14.0) �(7.2) �3.4 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 �xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

20 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(14.8) �(7.4) �4.1 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 疲��4ｨ7ﾘ6�7ｨ8ｩ_ｲ�

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(14.2) �(与.8) �4.3 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測内・外面 に火だすき有 �4ｸ7ﾘ6���ﾔ粟h��uXｾb�

22 ��ｹDｸｮﾒ�有台i不 � �5.6 �<1.1> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��.夷8ﾘ)�I5ﾉWB�完全実測 �xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

23 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台‡不 � �(8,4) �<1.5> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転実測 �xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

24 ��ｸﾆ(ｮﾒ�藍 �16.3 � �<2.7> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�完全実測 �4ｨ7ﾘ6���-�cc��ﾃ�iu��

2与 �7倡Hｮﾒ�露 � � 凾ｭら.2> 凵｠綾部ヨコナデ 劍ﾏｸ胸YH8�5(6�6h�(7x8�5�5�8｢�破片実測 曝ｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

26 �7倡Hｮﾒ�藍 � �(5.0) �<4.1> 刄iデ 劍7x8�5�5�8｢�回転実測 斐�綯�

27　　須恵器 刹ﾞ? � � �<3.与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 �4ｨ7ﾘ6������xｾh���

N凱 �<����姶ﾂ���H���永｢�亢)�Y�ｲ�僞��X���兔r�東榎 佩ﾈ�員��覇　　　　　罷 劔��-ﾈﾉ)4ｲ�

28 �委ｳ���7��ｹV��丶����>�ﾆ����禿CB紊S��羽口の先端部か?鉄粉付潜。 劍4ｨ7ﾘ6��

29 �8������52�橡Eb粤3��禿��#��禿��#��禿"�����左側欠損。 劍ﾔ粟h7ｨ8ｩ_ｲ�

30 儻9k���52�禿2紊��禿�纉��禿��3S��禿r緜S��両端欠損。 劍uXｾiZ)7��
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第Ⅲ華　西近津遇跡Ⅳ

本址は、これらの遺物から小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代V期- 9世紀前半に位置づけ

られる。

(20) H20号住居址

ひ・ふ-64へ67G rに

ありH17へH19・D37

に切られる。炉は主柱

穴Pl・P2間にある。

炉は台石として使用さ

れたとみれれる第81図

50の礫を炉縁石として

用いた地床炉で、北側

にテラスを持ち5cm程

掘りこまれている。炉

底面は被熱で赤変して

いた。炉内に残存する

ことは、稀な灰が確認

された。ピットは7個

検出され、 P2・P3

の主柱穴の掘方は、五

平状の柱が想定される。

P4は棟持柱、やはり、

五平状の柱が想定され

る。桁行き4.6m梁行き

2.8m。 P5.Pll・P12

は出入口施設の基礎と

考えられる。床面は堅

く平坦で、掘方は極浅

い。壁際を除く床面直

上にHll・H12と同様に

黒褐色の粘質土が張り

付くように認められた。

覆土第3・4層は、

人為埋土である。

遺物は、審(1-10・

17へ30・31-33) ・轟(11・

12・34-38) ・鉢(13) ・

高杯(14・15) ・蓋(16)の

弥生土器、磨石47、凹

石(48・49)、台石(50)、

本址に伴わない縄文時

代後期前半深鉢片、内

面黒色処理・外面に墨

書の土師器杯がある。

1へ5は饗の底部、

標高　AA∴ BB’ 703.4m

o CC’へHH’702・7m2m(1 :80)

1層黒褐色土(10YR2/1)黒褐色土の小
ブロック少量。

2層黒褐色土(10YR2/3)炭・白色の

軽石少量。
3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)明黄褐色の

Plブロック多量、白色・黄色の
軽石多量。人為的埋土。

4層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色のPl
ブロック多量、白色・黄色の
軽石多量。人為的埋土。

5層黒褐色土(10YR2/3)上部に灰を

多く含む粘質土。
6層暗褐色土(10YR3/4)柔い。にぷい橙

色の小ブロック含む。
7層褐色土(7.5YR4/4)明黄褐色の小ブロ

ック多量。
8層暗褐色土(7.5YR3/3)炭・焼土中ブロ

ック少量。
9層極暗赤褐色土(5YR2/3)灰が主。

焼土中ブロック含む。
10層暗褐色士(10YR3/3)床面直上の粘質土。

0.6m ll層

第80図　H20号住居址(1)

ー69臆

明赤褐色土(5YR5/8)焼土中粒子多量。
12層褐色土(7,5YR4/4)床。

13層褐色土(10YR4/4)ロームブロック含む。



6-10・17・19は、櫛描簾状文・櫛描波状文が施文される聾である。口綾部と胴部に波状文が施文され

た後に頚部に簾状文が施文される。 26・28・32には櫛描斜走文が、 23・27の口唇部には刻目が、 1の内

¥¥____董三者

、¥葛」二重4′　]　二三±!

/
50 (1:6)

l→49 (1:4)

15c皿

10cm

、¥u三二二プ名、屯

者

⊂つ。7 く=)48 (=)4。

第81図　H20号住居址(2)
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第Ⅲ葦　西近津適跡Ⅳ

面には炭素吸着がみられる。 13の内外面、 14・15の杯部内外面、 14脚部外面は赤色塗彩される。 16は

炭素吸着された蓋。 34へ38は外面赤色塗彩され、頚部の文様にはへラ描斜走文・櫛描丁字文・櫛描波状

第48表　H20号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　(cm.g)

日之0 劔:����閲��刹a酸・~　瀦態】〔蕊績 剋{穫騒く〉残存鱒<>丸臨言 

N0. 叺ｨｶb�籍瀦 ��委ｸﾇ忠+x�"�底軽く暗) ��皿ﾘﾘ"委｢����煎∴∴題 兒H�肢R�騰∴∴馨 偬�7俶y���

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(8.5) 禿"ﾈ*C��へラミガキ→炭素吸着 �-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾiZ)7��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��(与.8) 禿�緜��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ��.ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �hｾc(�S8�SI�r�

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(8.6) 禿2����ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �hｾc9�r�

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 ��(与,0) 禿"ﾃ#��ヘラナデ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾc��r�

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(7.0) 禿bﾃ���へラナデ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾc)�r�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 ���ﾃ"� 禿づ���へラミガキ 仭儼�Fx�9[h�挨Hｨxｬ(�9[b�回転実測 �xｾh���

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 湯纈�4,3 ��"ﾃB�へラミガキ 仭儼�Fx�9[h�袷倡yUy�i[h�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 疲�B�

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 茶�偵��� 禿�r����ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[b�完全実測 斐�騏��Sx-2�chuhｾc9�r�uhｾh���

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��R纈�与,9 ��帝u��ヘラミガキ 丼HｨyFx�9[h�袷儼�ｬ(�9[h�).ｩYH7�4ｸ4ﾂ�完全実測 碑�ｸ�ｳb�

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(7,6) 禿������ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h��7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾh��uxｾc(�R�8�SI�r�

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±こ 亜 ��(9.う) 禿"����ナデ。剥離 �-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾc��r�

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�ここヒ二 鞍 ��(6,0) 禿"ﾃS��ヘラナデ �7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �XｾiZ)7��

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 ��与,3 禿"經��赤色塗彩 ��I�i6緯｢�完全実測 �hｾc(�S8�SI�r�

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高士不 ��12.7 禿r纉��林部赤色塗彩・剥離している。脚部 ミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実測 �xｾh������ｸ�ｳ��

1う 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高林 �� ��ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実測 �hｾc9�r�

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓋 冰篷u��18.7 禿rﾉu聹�ヘラミガキ→炭素吸着 �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �Xｾh����ｸ�ｳ��

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�謹 仭儼�Fx�9[h�(ｿ儼�ｬ(�9[h�"�劔後期 �xｾc��r�

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �hｾiZ)7��

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔後期 �hｾc)�r�

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �xｾc)�r�

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �xｾiZ)7��

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �XｾcY�r�uxｾh���

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 仭儼�Fx�9[h�茨y�ｨ���i[h�(ﾏｹ��H,俘�ｨ�"�劔後期 �xｾc)�r�

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 曝ｾiZ)7��

2与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �xｾdR�

26 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼���i[h�袷儼����i[h�"�劔後期 �xｾc(�S8�SI�r�

27 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 仭儼�Fx�9[h�(ﾏｹ��H,俘�ｨ�"�劔後期 �hｾc��r�

28 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 仭儼���i[h�"�劔後期 �xｾh���

29 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �XｾiZ)7��

30 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �xｾc9�r�

31 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 仭儼�Fx�9[h�"�劔後期 �xｾc9�r�

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 仭儼���i[h�袷儼���躡[h�"�劔後期 �xｾh���

33 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 假y�ｩFx�9[h�)�ﾈ.云H+X��|��"�劔後期 �xｾc�iｲ�

34 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �:ｩYH,仭儼�Fx�9[h�(､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �Xｾc)�r�

3与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 佗ｩYH,俶溢�/��5X+x.�-h8儼���餾[h�(､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �XｾiZ)7��

36 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈呈 佗ｩYH,仭儼���HI[h�(､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �xｾh���

37 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=塞= 亜 桴)YH,仭儼�)ｨ鬩[h�)>�､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �xｾc9�r�

38 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二王= 亜 佗ｩYH,�-h8儼���i[h/���肩蝿�8,倡ｹ[h�)>�､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �hｾhuXｾcY�r�uxｾc9�r�

39 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[e(+X�"�劔堀之内 �xｾc��r�

40 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+霪ｨ��>ｩ[h�e(�"�劔称名寺? 儘粟iZ)7��

41 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見+��ﾈ岑,仞佝��Xﾌｨ�9+��ﾈｾh柯�)>ｩ[h+U(�"�劔堀之内2 �XｾcY�r�

42 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�(����Y�ｹ7舒ﾘ�"�劔堀之内 �XｾiZ)7��

43 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傅ﾉ<ｸｴ�,偬8肩,ﾉ%ｨ*)+��ﾈ�(��胸YH,��,�,H��見+��ﾈ�"�劔堀之内1 �xｾiZ)7��

44 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYIm駅Hﾚﾘ�"�劔堀之内 �XｾcY�r�

45 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYH.h.�>�ﾅ斡9j�,凛x+��8.��).ｨﾆ�モ縒舒ﾘﾘ#ﾃ"緜��"�劔後期前半 �Xｾiu��r�

46 �7倡Hｮﾒ�土不 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾘ�(､�ｩf顋��劔破片実測 �xｾc)�r�

N〇、 佶ﾈ������俘��9���Nｸ�hﾘﾈ��ﾜY�Xｨ���¥ﾉ(H����ｽ�������������������������������ｮ8����������ｿ��劔劍�7�:�/｢�

47 冑���������������������������u篥h������2ﾃ(����3�Bﾃ#H���9lｨ,�+x.瑛ｨ�"�劔剩仞iZ)7��

48 偬���������������������騏�����r緝������2緝����C#�ﾃC���NﾙDﾘ*�.�旭ﾉ�ﾙX峇��8岔%ｹYH,i�9E�,吁��Xﾚﾘ�)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�"�劔剩��ｸ�ｳ2�

49　　凹石　　　　　　　　11○○　　7.0　　　4,0　　47与,57　上端部と正面に敲打痕。正面にすり面。 劔劔碑�ｸ�ｳ"�

与0 ��I�������������������h�ｸ�ｸ����#"�8����B�����ャ�ﾃ�����9lｨ*ｨ諍w�lｨ�"�劔剩������
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文・刺笑が充填されたへラ描鋸歯文がある。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(21) H21号住居址

ふ-63・64G rにありH24に切られ、

却

F F’

l層褐色土(10YR4/4)ローム小ブロック多量。
2層黒褐色土(10YR2/2)炭・ローム小ブロック少量。
3層暗褐色土(10YR3/3)柔い。ロームブロック多量。
4層黄褐色土(10YR5/6)柔い。
5層褐色土(10YR4/4)柔い。ローム粒子多量。
6周明褐色土(7.5YR5/6)暗褐色土中ブロック含む。

‾看臆,

H22・P161・P162を切る。炉は調査範囲内では検出されない。

第82図　H21号住居址
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第Ⅲ葦　西近津遁跡Ⅳ

第49表　H21号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

日2「 劔�����延��刳ｴ膨,し　類題、〔藍藻 刪黶求Pね　　　　　∴∴∴一　言 

鵡玖 ����ｫIgﾂ�鐙漣 �8ﾘｧ驅b討�庶渥∴(触) ��宛i�Y(h�2�璃∴∴固 几x�����燐∴∴巻 �/��ﾘ見-B�

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 禿#"縱��8.6 �3"纈�ハケ目→ヘラミガキ �;yYHｿ儼���i[h��:ｩYHｿ儼���9[h����胸YHｿ儼�Fx�2�[h��ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 ���������踉��踉�2�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��2���(6.与) ��u粤b�ヘラミガキ 佰ｹ��Hﾘ�ｨ�(��ﾄｨ�Y;yYHｿ儼�Fx�9[h�):ｩYHｬ�9:ﾈﾊ)[b�完全実測 斐��(���"�

下部へラミガキ 刧V区床　S区 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 ��(7.0) 禿"纉��ハケ目→ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 買#(uXｾh��霎b�

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高士不 ��(「7.4) 禿"�#��ハケ目 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 �4ｨ4�8�98��霎b�

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�南‡不 茶#"紕�� 禿r����ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 �4ｨ4�8�98��霎b�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓋 茶#B紕��7.0 唐���ハケ目→へラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測穿孔あ り �-3c84ｨ4�8�94霎b�Z)7��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 �� ��ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ�(7x8儼�+��ﾂ�破片実測穿孔あ リ ���霎iZ)7��

18 丶III:舒ﾒ�碗 ��(7.0) 禿"騏聹�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6i��.越8+Xﾎ8ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 碑ｾiZ)7��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�主監 �7x8兢�+��ﾈ�(7x8儼��躡[h�(､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 仭儼����i[h�(､�ｩ�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �-3c84ｨ4�8�98��霎b�

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蚕 �-h8僥I+��ﾉ>�,仭儼���i[h�(､�ｩk9�i6緯ｨ�"�劔 碑ｾiZ)7��

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔 碑ｾiZ)7��

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 仭儼���i[h�"�劔 碑ｾiZ)7��

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 仭儼�Fx�9[h�"�劔 碑ｾiZ)7��

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 仭儼�hﾈ�9[h�(ｿ儼�Fx�9[h�"�劔 �8ｾiZ)7��

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 凉i�ｹFx�9[h�"�劔 碑ｾiZ)7��

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 佰ｹ��Ilｨ竧.��委ｹ��Hｿ儼�Fx�9[h�(ｿ儼���i[h�"�劔 碑ｾiZ)7��

17 �7倡Hｮﾒ�璽 �>�lｨ-h8�6�6f8､�ｨ5�5�8ｩ+(,ﾉ�X*(6�5�mｩ+)���(5�5�4ﾈ,)��7�,ﾘﾝﾙ&韃�,i)�+X*ﾘ腰,�.��(､II)�b����#���8ﾈ､8ﾆ�*尼�劔古墳一古代 碑ｾiZ)7��

N〇、 �H���怨ｸ��_X��o"ﾈ�扱���ｩh��倩���hｴ)o)�h��.���.ﾙhY�ｸ�茜��畏ﾈ�����J8�����������������������������������O��劔劍�7�ｨ補�

19 儻9k���ﾈ��58���R繝�2�#����I.ｃ�ﾃ2��3B��&ﾂ�劔剩踉紕�

ピットは4個検出され、 Plの主柱穴の掘方は、五平状の柱が想定される。 P3・P4は壁柱穴、やはり、

五平状の柱が想定される。 P 2は出入口施設の基礎と考えられる。床面は堅く平坦で、掘方は極浅い。

遺物は、琵(1-3・11へ17) ・壷(7-10) ・高杯(4・5) ・蓋(6)の弥生土器、鉄器19、本址に伴わ

ない胎土灰白色の土師器東海系の輩(17)、灰柚陶器碗(18)がある。 1は胴部櫛描斜走文後頭部櫛描簾

状文後口緑部櫛描波状文が、 2は口綾部・胴部波状文後頸部簾状文が施文される。 11へ15は櫛描波状

文が、 12・16は櫛描斜走文が施される。 6の無彩の蓋は、小孔10個持つ。壷は赤彩7へ9、無彩の8

がある。これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(22) H22号住居址

ひ・ふ-62へ64G rにありH18.H21・H24・P161へ164.P167に切られる。炉は3カ所から検出された。

主柱穴P l・P2間の炉1は、主炉である。炉1は第84図4の深鉢を逆位に置き、第84図24の台石を

第83図　H22号住居址(1)
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⑱2。

22~24 (l:6)　15c皿

0　　9-21 (l∴4)　10c皿

(≡塾22
第84図　H22号住居址(2)

第50表　H22号住居址出土遺物観察表

田23

競之愛 劔漣　　蝿 劔剌x形・露盤・瑳滋 劔漣建輝く手強祷健く>丸麗・ 

掴〇人 ��Y¥｢�譲欝 刄酷{友愛) 剽f桂子掲) 剋麹ｂｭ母) 剄メ��ﾑ 劔�8��ﾋ��鑓∴∴蕃 剔Y王位題 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 �(29.6) � �<19.0> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍ﾏｹ��Hｿ儼�Fx�9[h�(ﾇｩYH-h8儼�+��ﾈ-h8儼��躡[h���胸YH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実測 儂0.9 

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 � �8.9 �<12.8> 刄nケメ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 儂o.8 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 � �(11.6) �<12.7> 刄nケメ 劍6�5�8���7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刧U区ひ64ふ63 カクラン 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�深鉢 �(26.8) � �<13.3> 剏箞ｻ部へラミガキ→赤色塗彩 辨�)YHｿ儼��ｨ�9[h�);yYH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ�(��胸YB�-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 儂o.1・3・4 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �(11.8) � �<4.8> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実演 ��Ⅲ区　ひ64 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � �4.2 �<3.0> 凾ﾖラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実演 ��Ⅲ区覆土 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓋 � � �<工9> 刄wラミガキ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�破片実演 ��Ⅲ区覆土 

う 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊへラミガキ。外面□縁端部櫛描波状文→へラミガキ→赤色塗彩。 劔劔剪f面実演 ��Ⅱ区覆土 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面横位羽状の櫛描斜志文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅱ区　Ⅲ区床 

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 剴燒ﾊへラミガ手。外面□綾部櫛苗波状文。胴部横位羽状の櫛描斜売文→頭部櫛描簾状文。頚部繊苗簾状文。 劔劔刮�]実演 ��Ⅱ区覆土 

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描横走文櫛描波状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅳ区覆土 

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描環状文→櫛描波状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅳ区覆土 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描波状文→櫛描簾状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅲ区床 

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 刧V区床 

1与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊナデ。外面へラ描沈線内に櫛描斜走文を横位羽状。 劔劔剪f面実演 ��No,10 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文概括横達文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅲ区床 

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈∑ 剴燒ﾊへラミガ羊。外面櫛描斜売文を横位羽状。 劔劔剪f面実演 ��Ⅳ区覆土 

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊ剥落。外面櫛描簾状文→櫛描斜走文を横位羽状。 劔劔剪f面実況 ��Ⅲ区床 

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。円形。鉢か高林片(表嚢赤色塗彩)。敲打痕・研磨痕。径3.3　厚さ3.6。 劔劔� 刧U区覆土 

∴N〇、 亳8���駅r���x���胃����ｹ�Y�ｲ�亢"�大蠣 �6��Xﾙ��佶����ｲ�覇　　　　　蒐 劔接土健適 

20 冑������澱繧��2�"�僞b絣�土Eb紊B�正喪・右側にすり面。 劔P4 

21 丿ｹ�����湯�2�冰粤���"繧��#�b�#R�上下端部に殴打痕。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ区覆土 

22 ��I������#2綯���B�"�途繧�鼎�3�����被熱あり(-部黒化)割れた状態で使用。正弦・右側が使用面。 劔H20No.7H22 N0.7 

23 ��I������#"ﾃr���"ﾉu��唐�2��#ャ�����正面に使用痕。 劔N0.6 

24　　　台石 剪��3b������纈�禿��縱��禿cイ���裏面一部欠損。正面が使用面。 劔N0.与 

炉縁石にした埋馨炉である。炉底面はよく焼け込んでいる。深鉢内下部に焼土、上部に灰が堆積する。

炉縁石から南に炭が多量にみられた。 P3の北に接した炉2は、副炉といえよう。 8cm掘り込み第

84図22・23の台石等3個の礫を用いた「し」形の石囲炉である。炉底面はよく焼け込んでいる。炉3は
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第Ⅲ草　西近津過跡Ⅳ

1層黒褐色土(10YR2/2)炭少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)明黄褐色土の

小ブロック少量。
3層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色土の

ブロック多量。
4層明黄褐色土(7.5YR5/6)明黄褐色

のロームが主。柔い。
5層黒褐色土(5YR2/2)焼土粒子少量。
6層赤褐色土(5YR4/6)灰が上部、

焼土が下。
7層黒褐色土(5YR2/2)炭多量。

8層黒褐色土(7.5YR2/2)炭・焼土

粒子少量。
9層極暗赤褐色土(5YR2/4)焼土

粒子多量。
10層にぷい赤褐色土(5YR4/3)焼土

粒子多量。
11層黒褐色土(5YR2/2)

12層極暗赤褐色土(5YR2/4)被熱。
13層暗赤褐色土(5YR3/3)焼土粒子

多量。
14層暗褐色土(7.5YR3/3)床面直上の

粘質土。

申¥

F　　　710　　10　　7 F’

標高703.Om
0　(1:30) 0・6m

第85図　H22号住居址(3)

主軸線上炉1から1.2m南にある地床炉で、 5cm程の窪みに焼土が堆積し底面はよく焼け込んでいる。

ピットは4個検出され、 PlへP3の主柱穴の掘方は、五平状の柱が想定される。桁行き4m梁行き

1.8m。 P4は出入口施設の基礎と考えられる。床面は堅く平坦で、掘方は極浅い。

遺物は馨(9-14・16へ18) ・壷(1へ3・5・15) ・鉢(6・7) ・深鉢(4) ・蓋(8)の弥生土器、土製品、

磨石(20)、敲石(21)、台石(22へ24)、炉1から獣類の下顎骨・炉2内から獣類部位不明片の焼骨がある。

横位羽状の櫛描斜走文が9 ・10・11の胴部に、 17の口綾部に施文される。 10は胴部櫛描斜走文・口綾

部櫛描波状文後頭部櫛描簾状文が、施される。 1の轟は、極短く内蛮気味の口縁端部に櫛描波状文・

頸部に横位羽状のへラ描斜走文を施文、赤色塗彩される。 15の無彩壷頸部には、へラ指標走沈線内に

横位櫛描斜走文が施文される。 6・7の鉢は、内外面赤色塗彩。 8の蓋は無彩である。 19の土製品は、

表裏面赤色塗彩の鉢か高杯片を加工した円形の土器片円板で、側面に敲打痕・研磨痕が見える。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(23) H23号住居址

ひ・ふ-58へ60Grにあり、 H25・H27・H32・F4を切り、 P159に切られる。カマドは、北壁西よりに
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B　　1312　　　　　　　13 12 B’ G l1 967

蕩悪碧雲賜暇甥七雪三三・岬〇・

1

2

3

4

色土(10YR3/3)

土(5YR2/2)炭・焼土
ク含む。
土(10YR3/4)柱痕。

土(10YR3/3)褐色土

ブロック含む。
5層にぷい黄褐色土(10YR4/3)褐

色土・黒褐色土ブロック含む。
6層褐色土(10YR4/4)灰を多量に

含む。
7層暗褐色土(7.5YR3/3)炭・灰

のブロック含む。

園閣
8層にぷい黄褐色土(10YR4/3)
9層極暗赤褐色土(5YR2/3)焼土

粒子。炭微量含む。
10層灰黄褐色土(10YR4/2)
11層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

ローム粒子多量。
12層黒褐色土(10YR3/2)にぷい

黄褐色土ブロック少量含む。床。
13層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄

褐色土・黒色土ブロック多量。

≡ヨ一顧亥?

二二一-‾‾7

‾ 〇・二丁- ‾-

¥　』

∴∴:

第86図　H23号住居址(1)
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第Ⅲ輩　西近薄遇跡Ⅳ

0　　　(1 : 4)　　10c皿 ∠二三ミ。。
第87図　H23号住居址(2)

第51表　H23号住居址出土遺物観察表(1)　　　　　　　　　　(cm・g) 

日宇 劔������ﾜr�剞ｬ形・調整:文様 劑梃A纏(〉残存値<>丸鷹・ 

触・ ��Ygﾂ�響鰹 佰ｸﾆ��+r��∴廣軽く館) ��旭ﾘﾘ(*ﾘﾏ｢��拘∴∴園 僖ﾘ��:ﾂ�鯖　　考 偬�7�ｨ���

1 �7倡Hｮﾒ�士不 ��"縒�与,4 釘ﾃ"�ロクロナデ→ナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 斐�綯�uXｾiZ)7��uhｾiZ)7��uhｾiZ)7��uXｾiZ)7��4ｨ7ﾘ6��

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2ﾃb�� 禿2ﾃ3��ヘラミガキ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2ﾃB��(与,4) �2綯�ナデ→昭文施文 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��回転実測 

4 �7倡Hｮﾒ�士不 ��"��� 禿"ﾃc��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実測 

5 �7倡Hｮﾒ�士不 ��(6,0) 禿�紊��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 

6 �7倡Hｮﾒ�士不 ��与.0 禿�ﾃ凪�へラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 

7 �7倡Hｮﾒ�土不 ��Bﾃ2�6.0 釘�"�ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 碑�ｸ�ｳ84ｨ7ﾘ6��uXｾb��������ｸ�ｳB�uXｾhuhｾhuxｾb�uhｾiZ)7��uxｾiZ)7��uhｾiZ)7��

8 �7倡Hｮﾒ�1不 茶�2ﾃb��6,2 冰篥��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH�Y.ｩYH､�ﾈ-h8�5�5�8｢�完全実測 

9 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�"繧��6.2 釘���へラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 

10 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�B�"��6.4 �2綯�へラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�完全実測 

11 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�映顋�*�8｢�破片実測 

12 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�映顋�*�.��破片実測 

13 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�映顋�*�.��破片実測 

14 �7倡Hｮﾒ�杯 �� ��へラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�映顋�*�8｢�破片実測 �xｾiZ)7��

1与 �7倡Hｮﾒ�‡不 �� ��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�映顋�*�.��破片実測 曝ｾiZ)7��

16 �7倡Hｮﾒ�碗 ��(7.8) 禿��3��ヘラミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転実測 �hｾiZ)7��

17 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�Bﾃ��� 禿2ﾃC��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 曝ｾiZ)7��

18 ��ｸﾆ(ｮﾒ�1不 茶�"�"��(6,0) 禿B����ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �XｾiZ)7��

19 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(7,0) 禿"緜��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��回転実測 �XｾiZ)7��

20 丶H��:舒ﾒ�碗 ��(8,0) 禿"�#��ログロナデ→灰租施潤 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h����.越8+Xﾎ8ﾘ)�I5ﾉWH�愛I�H郢-ｲ�回転実測 �hｾiZ)7��

21 丶III:舒ﾒ�碗 �� ��ロクロナデ→灰潤施粕 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�愛I�H郢IB�破片実測 �xｾiZ)7��

22 �7倡Hｮﾒ�蛮 茶#�ﾃ��� 禿��紊��ヨコナデ　ナデ �8�5(6�6h��-h8�5�5�8｢�回転実測 斐��(��uXｾh4｢�7ﾘ6��

23 �7倡Hｮﾒ�璽 茶#����� 禿�"ﾃc��ハケメー→ヨコナデ �7x8�5�5�8ｨ��8�5(6�6b�回転実測 斐��(��uXｾh4｢�7ﾘ6��"�

24 �7倡Hｮﾒ�璽 茶�2紕�� 橡u篥s��ナデ �7x8�5�5�8ｨ��8�5(6�6b�回転実測 �XｾiZ)7��

25 �7倡Hｮﾒ�ロクロ璽 �� ��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 �hｾiZ)7��

26 �7倡Hｮﾒ�羽釜? ��9,8 禿b紊��へラナデ �-h8�6�6b�完全実測 �xｾiZ)7��

27 �7倡Hｮﾒ�有台璽 �� 禿Bﾃ��脚部ヨコナデ　璽部へラナデ �7x8�5�5迄�h��7x8�6�6b�回転実測 �XｾiZ)7��

28 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 �� �� ��断面実測 �hｾiZ)7��

3与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢か高林 茶#����� 禿r����ヘラミガキ→赤色塗彩 �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 曝ｾhuXｾh7｢�8ｩ_ｲ�

36 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢か高士不(16.0) 剴ﾃ2騏聹�ヘラミガキ→赤色塗彩 �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 曝ｾiZ)7��

29 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･Hｨy�ｨ�9[h�袷儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 �XｾiZ)7��

30 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[hﾏｹ��Hﾘ�-ﾘ�"�劔断面実測 �Xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

31 冢ﾙ�i7舒ﾒ�逐 ��ﾈ.云H+X���ﾈ�)>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��|�%ｹYH･HｨyFx�9[h��胸YH��肩蝿�8,ﾈ･Hｨx��i[h�"�劔断面実測 �xｾiZ)7��

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[hﾏｹ��Hﾘ�-ﾘ�"�劔断面実測 �XｾiZ)7��

ある。にぷい黄褐色土の袖部が僅か残存し、袖部芯材を固定したと思われる小ピットが袖部先端に認

められる。火床には、灰の堆積が見られる。床面は、堅く平坦である。ピットは、 3個検出された。

P3に径16cmの柱痕が認められた。カマド西脇のP2内覆土は、炭・焼土ブロックを含む。

遺物は土師器杯1へ10、土師器皿碗16、土師器杯か碗11へ15、土師器襲22-27、須恵器杯17へ19、
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H23号住居地出土遺物観察表(2 )　　　　　　　　　　　　　　　　　(Cm・ g)

N0. 偃ﾙ¥｢�器謹　　　　　　　　　　　　　　　　　　醇　　　　　　　　鼠 劔劔輪∴∴∴聾 

33 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文口唇部刻み。 劔剪f面実測 曝ｾiZ)7��

34 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描簾状文→櫛描波状文。 劔剪f面実測 兒)7��

37 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描簾状文→櫛描波状文。 劔剪f面実測 �hｾiZ)7��

38 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

39 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。底径(6.0)器厚<2.4>。 劔剏繩� �Xｾh7ｦ��i_ｲ�

幽○, �8���������H����､"�俐Y�X���最大礪章最大麗 劍@∴墨 凛8������������Nｲ�偬�7�ｩ'R�

40 冑������禿��ｸ�ｳC��<9.0> 禿�繝��<221,94> 儂ﾙDﾘ*�.ｈﾙX峇��丑ﾙDﾙFｨﾝ>$兢��)�8�ﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�"����R�

41 冑��Yﾜ���������ﾃ��10,1 �2�2�与32.00 儂ﾙDﾘ*�.ｈ自YHﾙX峇��9YH�Xﾛi�H,吁��Xﾚﾘ�)z�,�+x.瑛ｨ�"��4ｨ7ﾘ6��

42 冑��Yﾜ��������bﾃ��15,6 �*B騏��1914.与1 儂ﾙDﾘ*�.ｂﾙYHﾙX峇��8,吁��Xﾚﾘ�)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�"�碑�ｸ�ｳ��

須恵器襲28、灰紬陶器碗20・21、 40の磨石、磨面を持つ敲石41・42がある。 I区覆土からウマの右下顎

臼歯片が出土した。縄文時代後期・弥生時代後期土器は、混入遺物である。

土師器杯6へ19・土師器杯か碗11へ15は、内面黒色処理される。土師器1-3・5へ7・9・10・16、

須恵器杯19の底部は回転糸切り。土師器杯か碗11へ15は墨書される。 24・25は「コ」字口縁の土師器武

蔵聾、 25は土師器ロクロ薄である。 27は台付きの土師器武蔵饗、 26は羽釜かもしれない。

本址は、これらから小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置づけられる。

(24) H24号住居址

ふ鵜63Grにあり、 H21を切る。大半は調査区域外にある。カマド・炉等は調査範囲内では、検出さ

れない。ピットは3個確認され、いづれも壁柱穴である。 P3は床下から検出され径12c皿の柱痕がみ

られた。床面は堅く締まり平坦である。壁溝が東壁・南壁下を巡る。

遺物は、横位のへラ描沈線内にへラ描斜走文が施文され赤色塗彩される1の壷、口綾部・胴部に櫛

描波状文施文後頭部に櫛描簾状文が施される饗が出土した。重複する弥生時代後期H21に帰属する可

能性があり、本址の時期等詳細は不明である。

第52表　H24号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

N〇、 偃ﾙ¥｢�溺擬 兔ﾃｩ}杏8��(�依��鮎��騙∴∴∴考 偬�7佶)���

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼�ｬ(�9[h�"�断面実測 兒)7��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈ど �>�lｨ6�6h�(､�ｨ-h8儼�+��ﾉ>�,�7x8儼���i[h���I�i6緯ｨ�"�断面実測 兒)7��

(25) H25号住居址

l層暗褐色土(10YR3/4)褐色土ブロック・

粒子多量。
2層黒褐色土(10YR2/2)
3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)掘方埋土。
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第89図　H25号住居址(1)

2m

9層

暗褐色土(10YR3/3)炭少量。
黒褐色土(10YR2/3)

黒褐色土(10YR3/2)

褐色土(10YR3/3)

ぷい赤褐色土(5YR4/3)ロームブロック多量。
色土(10YR3/2)

土(10YR4/6)　ロームブロックが主。

色土(10YR3/4)堅くしまる。ロームブロック

。暗褐色土を帯状に含む。
色土(10YR2/3)柔い。柱痕。

0　　　(1 : 4)　　10c皿

第88図　H24号住居址
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第Ⅲ革　西近津遺跡Ⅳ
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第53表　H25号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

狂整 劍鯤���旭����感鰐・閻繋、・寛撥 剽h窪鱒()残存健<>丸底・ 

N〇千 ��Igﾂ�擬騒 佰ｸﾆ��+r��:底軽く噛) 僖i)�>X���璃∴∴溺 囘ﾘ�����犠∴∴営 偬�7�ｩ$"�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�B�"�� 禿"騏聹�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 曝�XuXｾiZ)7��Z)7��Z)7��Z)7��

2 �7倡Hｮﾒ�士不 ��与,7 禿�ﾃC��へラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�B�"�� 禿2ﾃS��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�2繧��(5.6) 茶B騏竰�ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)�ﾉYH岔%ｹ.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 

与 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2ﾃb�� 禿2ﾃ3��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 曝ｾiZ)7��Z)7��

6 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�"ﾃB��う.う �2紕�へラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 

7 �7倡Hｮﾒ�士不か碗 �� ��へラミガ千。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f顋�*�.��破片実測 兒)7��Z)7��

8 �7倡Hｮﾒ�碗 ��(8.0) 禿"����へラミガキ。黒色処理 �.ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�回転実測 

9 �7倡Hｮﾒ�皿 ��2ﾃb� 禿"ﾃC��ヘラミガキ。黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWH���ﾘ)�I5ﾉWB以y�鋳�完全実測 兒)7��

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��(6,2) 禿�ﾃ#��ロクロナデ �.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 兒)7儘粟h7ｨ8ｩ_ｲ�Z)7��Z)7��Z)7��Z)7��Z)7��仞iZ)7��

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 ��(7,2) 禿�縱��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�h�畏)�I5ﾉWB�回転実測 

12 �7倡Hｮﾒ�璽 茶#�ﾃb�� 禿r�3��ヘラナデ �7x8�5�5�8｢�回転実測 

13 �7倡Hｮﾒ�蓬 茶�ゅB�� 禿bﾃs��へラナデ �7x8�5�5迄�b�回転実測 

14 ��ｸﾆ(ｮﾒ�亜 ��7,4 禿�bﾃ凪�ロクロナデ 弌�5ﾘ鏈��.���6�6h�畏)�I5ﾉWB�完全実測 

1与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蛮 �>�lｨ6�6h�(､�ｩ[ﾘﾗ85�5�4ﾈ�"�劔断面実測 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二軍= 呈王 �>�lｨ6�6h�(､�ｨ-h8儼�ｦ倡�mｩ[h�"�劔 

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 偖xﾘy+��ﾈ�"�劔後期前半 �XｾiZ)7��uhｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 �>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH�Y;yYHｿ儼�*ｹFx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔 

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓮 �>�lｨ7�4ｸ訷�(､�ｨｿ儼��躡[h�"�劔 �hｾiZ)7��

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･HｨyFx�9[h�"�劔 兒)7��Z)7��

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�窓 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼�ｬ(�9[h�"�劔 

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼���i[h��7x8�7�4ｸ4ﾈ�"�劔 �XｾiZ)7��

N〇、 �H��>X�8�����ﾈ��-ﾈ鯔�颯ｶﾈ�(�8ｮ�ﾘﾂ�劔東嬢‡襲∴蓬　葺　　　　　　　　　　覇　　　　璃 劔ц�9����

23 �.ｹ�苻����ﾃﾓr#CﾖﾃﾓR經ﾖﾃﾓ8�S���ﾃ�c�#�3ﾖﾈ岔YHﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�(������������������������������Z)7��

ぴふ-64へ66Grにあり、 H23に切られ、 H31・F4を切る。東壁は調査区域外に伸びる。カマド

は調査範囲内では確認できない。床面ほぼ中央に2カ所焼土の堆積がみられた。深さ形状から柱穴と

思われるtiソトが1個西壁近くで検出された。北西隅に長さ1.2m幅12-24cm高さ5-14。mのベッド

状遺構が確認された。床は平坦で、掘方は浅めである。南壁中央下床面上に25cm.32。m大の礫がみられた。
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遺物は土師器杯1-6、土師器碗8、土師器皿9、土師器杯か碗7、土師器襲12・13、須恵器有台

杯11、須恵器杯10、須恵器饗15、須恵器轟14、磨石23、本地に伴わない縄文時代後期前半深鉢・弥生

時代後期壷16・琵18へ22がある。土師器杯2-6・杯か碗7 ・皿9・は、内面黒色処理される。土師器杯

2 ・ 6、須恵器杯10の底部は回転糸切り、土師器杯4は体部下端底部手持ちへラケズリ、須恵器有台

杯は底部へラケズリ後高台貼付される。土師器杯7は墨書「ネ」。 12・13は土師器武蔵嚢で胴部に最大

径があり、 「コ」字口綾部を持つ。 14は有台の長頸壷であろう。 16の轟はへラ描格子文、 18・20・21の馨

は櫛描波状文、 19の馨には櫛描斜走文が施文される。

本址は、小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅴ期- 9世紀前半に位置づけられる。

(26) H26号住居址

む一33G rにあり、東側部分をH52に切られる。カマド・柱穴等は調査範囲内では確認されない。断

面鍋底状で底面堅くはなく、竪穴住居址と扱うのは不適かもしれない。覆土は褐色土のブロック含み

人為埋土である。

遺物は1-6の縄文時代中期後葉から後期前半の深鉢片、磨石と見られる7がある。本址の機能等

不明、時期は縄文時代後期前半であろうか。

標高705. 8m

(1 :80) 2m

1層　暗褐色土(10YR3/3)

褐色土の大ブロック含む。
人為的埋土。

2層　暗褐色土(10YR3/4)

褐色土のブロック多量。
人為的埋土。

、し鵜」二プ1

第91図　H26号住居址

第54表　H26号住居址出土遺物観察表

H愛窃 劔態　　塞 劔剞ｬ形:調整・文録 劔指定偉く)残存 ���%ｨ*ﾓ隴ｹ���R�

N〇、 竸NeR�器鰹 剏綷a(長) 凵�鼬yく胎)∴ 剴桃�(厚) 剴Q∴∴題 劔Z�����癒∴∴馨 �)7弌����

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 � �7,4 �<1,7> 刄iデ 劍7�4ｸ4ﾂ�後期前半 兒)7��

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠線部内折。□縁に沿って刻み陰線。幾何学文。縄文」R充填。 劔劔剿x之内2 兒)7��

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線区画内に斜行沈線。 劔劔剪�卲纓t 兒)7��

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ｳ文。内面ヨコのナデ。外面胴上部ヨコ・胴下部タテのミガキ。 劔劔剏繩咜O半 兒)7��

5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状の集合沈線。 劔劔剿x之内1 兒)7��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状沈線。縄文」R。 劔劔剿x之内 兒)7��

I∴No. �,H����x｢�兀8���愛"�佶ｹWh���俛X�hｬﾒ�俐Yk8伉�刋��飴｢�灘∴∴∴∴車 劔¥y7佶)w��

7 冑��胄���禿2ﾃ���禿"縱��禿"�#��禿�bﾈ*C���全体にすりか?襲面は欠損か? 劔Z)7��

(27) H27号住居址

ひ・ふ一58.59Grにあり、 H23・H32・F4.Mllに切られる。主軸方位は西を指す。炉は2カ所から

検出された。主柱穴P l・P2間の炉1は、主炉である。炉1は第93図24の薄片を炉縁石の代用品に

し15cmほど掘り窪めた地床炉である。底面は焼け込んでいる。炉2は炉1の東に1.6m離れた主軸線
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

1層暗褐色土(10YR3/3)炭の粒子少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)炭化材・炭の粒子多量。

灰・焼土を部分的に含む。
3層暗褐色土(10YR3/4)炭を含まない。
4層暗褐色土(10YR3/4)炭の粒子を含み柔い。
5層暗赤褐色土(5YR3/2)焼土粒子・炭の

粒子少量。
6層黄褐色土(10YR5/6)黄褐色土が主。
7層明褐色土(7・5YR5/6)明褐色土ロームが主。
8層暗褐色土(7.5YR3/4)粘質土居。

標高703. 3m

O　(1:30) 0.9m

6 ¥¥_趣膣多ノ7 、、山鑑三多′8

0　　　(l : 4)　　10c皿

第92図　H27号住居址(1)
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第93図　H27号住居址(2)

第55表　H27号住居址出土遺物観察表(1)

10~4l.43・44　(1:4) 10c皿

O　　　　42　(1:2)　5c皿

日豊7 劔�H����｢�刳ｴ形・r　網整　音・寛厳 刳l琵鰭()残葬儀<>丸麗・ 

N〇、 仄�>R�器藻 �;Xﾆ�ﾜX�"�∴雇唾憧) 倩yyh���ﾘ�b�璃∴∴題 兀���ﾒ�儀∴∴馨 偬�7�ﾙ'R�

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�翌 �� 禿#�����ハケメ。景i」離 �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 �Xｾd����-2�*C��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��6.2 栃*B經��へラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ�)Hﾙz2�完全実測 儘粟h-�u繹-2�*C��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �� 禿r緜��ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h��-�I�ｨ�9[b�完全実測 �Xｾd�#8uXｾi|ﾒ�7ﾘ6��

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��う,0 禿r繝��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 曝ｾh��Iu���

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��(7.0) 禿偵c��ハケメ→ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �XｾiZ)7��

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(7.0) 禿2����ナデ �6�5�8��回転実測 �XｾiZ)7��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�欝 ��(6.0) 橡Eb緜��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �hｾiZ)7��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(8.0) 禿�縱��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �XｾiZ)7��

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 茶#"綯�� 禿�b繝��ハケメ→ヘラミガキ 仭儼��ｨ�9[h�袷儼�Fx�9[h�(ﾏｹ��Hﾘ�-ﾘ*�.��回転実測 曝ｾh��uxｾb�踉��2�

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�襲 ��(7.0) 禿B�#��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 買#8ﾔ粟b�

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�台付璽 ��(7.0) 禿"縱��ナデ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾiZ)7��

上にあり、東半分が調査区域外に伸びる。僅かに窪む底面がよく焼け込んでいる。ピットは6個検出

され、 P l・P2の主柱穴の掘方は、五平状の柱が想定される。梁行き2.8m。 P6の棟持柱も掘方か

ら、五平状の柱が想定される。出入口施設の基礎と考えられるP3・P4も五平状の部材が考えられ

る。本住居址の出入り口は、主軸に直交する位置に設けられている。床面は堅く平坦で、 Hll・H12・

H20同様暗褐色の粘質土が張り付くようにみられ、掘方は認められない。住居中央から西にかけて多
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第Ⅲ章　西近津追跡Ⅳ

H∠/号1土居現出工退物観馨衣¥∠)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g) 

日エフ 劔瀧∴∴登 劔剞ｬ形　教　弼鑑1i菟撥 劔姥窟撞く)残存纏<>丸廃・ 

N〇、 ��>R�藩撥 剿瑞ﾑ瀧載 剩n車〈偶) 剋藷��(障) 剋{∴∴蘭 劔�h��|��鯛∴∴考 偬�7几ｸ���

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�甑 �17,6 �4.与 �10.5 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測1孔の 穿孔は焼成後 斐��8�SH�S�"�

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �(18.2) � �<8.与> 刄wラミガキ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 曝ｾiZ)7��

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �(18.3) � 凾ｭら.9> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �Xｾh��踉�"�

1う 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓋 �(13.2) �7.2 �8.9 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実測焼成 前2孔 疲�u��

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � �(う,0) �<1,9> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 曝ｾiZ)7��

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 � � 凾ｭら.0> 刄wラミガキ 劍ｿ儼�ｬ(�9[h�挨HｨyFx�9[b�回転実測 斐���B�

26 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �(17.4) � �<4.7> 凾ﾖラミガキ 劍ｿ儼�Fx�9[b�回転実測 �hｾiZ)7��

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 剴煌O面へラミガキ赤色塗彩。□綾部に焼成前穿孔が1孔。 劔劔剩j片実測 曝ｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 剴燒ﾊ剥離。外面へラミガキ赤色塗彩穿孔が1孔。 劔劔剩j片実測 �XｾiZ)7��

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�こミニ 亜 剴燒ﾊナデ。外面横位のへラ描沈線内に横位羽状の櫛描斜走文→赤色塗彩。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剞ﾜり返し□縁。内面□縁端部と口唇部面取りそこに縄文R」。内外面赤色塗彩。 劔劔剪f面実測 曝ｾiZ)7��

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊへラミガキ。外面横位のヘラ描沈線内に櫛描斜走文→赤色塗彩。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描簾状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 曝ｾiZ)7��

2与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ手。外面横位櫛描斜志文。 劔劔剪f面実測 儘粟iZ)7��

27 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剞ﾜり返し口緑。内面へラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

28 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剏菶ﾎ部僅か 凾ｱ内苔。内面へラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔断面実測 曝ｾiZ)7��

29 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガ羊。外面概括き波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

30 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

31 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

33 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面締結波状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

34 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊ櫛歯状工具のナデ→ヘラミガキ。外面櫛商状工具のナデ→櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 曝ｾiZ)7��

35 冢ﾙ�i7舒ﾒ�謹 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描斜走文→櫛描簾状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

36 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 剴燒ﾊへラミガキ。外面樹描波状文→櫛描環状文。 劔劔剪f面実測 �XｾiZ)7��

37 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ羊。外面櫛描波状文→櫛描顧状文。 劔劔剪f面実測 �hｾiZ)7��

38 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描簾状文。 劔劔剪f面実測 曝ｾiZ)7��

39 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描横走文。 劔劔剪f面実測 �hｾiZ)7��

40 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位2条の沈線間に磨消縄文弧状の沈線区切り。 劔劔刮ﾁ営利B「 �XｾiZ)7��

41 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢　吸盤状把手剣先状況線内外に縄文R」。 劔劔劔称名寺 �Xｾd��ﾆﾈ*ﾒ�

料Q. 舒ﾘ���稲ﾘ�������h���茨r���i�Y�ｲ�俐Y�Yv���顋x���偖���"�離　　　　　党 劍�7�ｨ袵�

42 �5�4�8ﾈ487��ｲ���釘ﾃ"��"絣���綯�澱經�� 劍uXｾiZ)7��

43 冑��Yﾜ������禿��ﾃ#��禿b緜��禿B����禿3CBﾃ鼎��下部欠損。正面にすり面と敲打痕。 剩�����

44 冑��Yﾜ��������B�2���"�2�釘紕�涛��紊R�被熱あり?(周囲黒化)正面と縁辺に敲打痕。嚢面にすり面。 剩��綯�

H27口住居地出土遺物観察表(2 )

くの炭化材が検出された。床に接している炭化材もあるが、ほとんどが床面上の3へ5。mを測る覆土

第3層上にある。第3層は、炭化材・焼土・灰を含まない。炭化材の上下に灰・焼土・炭化粒子を含む。

火に遭ったのは、第3層堆積後である。

遺物は、餐(2へ10・22-39) ・台付蛮(11) ・轟(1 ・19へ21) ・鉢(13・16・17・18) ・蓋(18)の弥生土器、

磨面持つ敲石(43・44)、炉1内から獣類部位不明片、オニグルミ片1/ 3個がある。縄文時代後期称

名寺式・加曽利B l式深鉢片は混入遺物である。

口唇部刻みのある9の聾は、頚部櫛描簾状文後口綾部と胴部の櫛描波状文が施文される。 3 ・24・

30・36・37等は、胴部櫛描波状文や口綾部櫛描波状文後頭部櫛描簾状文が施される。 20の折り返し口縁

轟は、口唇部と内面口縁端部に縄文しR、赤色塗彩される。大型の鉢13・14は無彩、 16へ18の鉢は内

外面赤色塗彩。 15の蓋は2孔を持ち内外面赤色塗彩。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(28) H28号住居址
口住居　出　道

第56表　H28号住居址出土遺物観察表(1)　　　　　　　　　　　　(cm・g) 

日之怒　　l　　　麗∴∴壁 劔剞ｬ形・醗謹・蜜灘　　　　　　　　　　登鰹建纏()残葎鮭<>丸塵・ 

N①. 叺ｩ¥ｨ�悦ｸ��~ﾘﾍｨ��,�ﾈ�"�剩ﾝ程∴(個) 舒ﾘﾘ(*ﾘﾏ｢��確　　固 丶���[x������������������:ｸ��ｽX������ｼ�H肩ｺ��

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(8,0) 禿"ﾃ��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 碑ｾb�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二王= 亜 ��(9,2) 禿2纉��ハケ目 �-h8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 斐����

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二義=こ 亜 �>�lｩHﾙx��(､�ｨｿ儼����i[h�Y�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �8ｾb�

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鞍 �>�lｩHﾙx��(､�ｨ-h8儼����i[i>�,仭儼�Fx�9[h�)�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �8ｾb�

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二重二 亜 �>�lｮ�)YH-ﾈ,Y�I�i6緯ｨ�(､�ｨ-h8儼����i[i>�,�7x8儼�ｦ倡�mｩ[h�)�I�i6緯ｨ�"�劔後期 �8ｾb�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��|��Y;yYHｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔後期 店ｾb�

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼��ｨ�9[h��;yYHｿ儼���i[h�"�劔後期 碑ｾb�

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��|�);yYHｿ儼�Fx�9[h�袷儼�ｬ(�9[h�"�劔後期 碑ｾb�

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼���HI[h�YFx�9[h�"�劔後期 斐����

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔後期 �8ｾb�

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9{)���)>ｩ[h�e(�"�劔後期初頭 碑ｾb�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�"�劔後期初頭 �8ｾb�
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ぴふ-56・57Grにあり、 H29・Mllに切られる。炉は調査範囲内にはない。 tiソト3個検出されP l

は主柱穴、 P 2は出入口施設の基礎であろう。 P3は床下から検出。床面は堅く平坦で、掘方は極浅

い。覆土1-4層は人為埋土。 Hll・H12・H20・H27同様暗褐色の粘質土が張り付くようにみられるo

遺物は、蛮(6-10) ・轟(1へ5)の弥生土器、剥片(13)、敲石(14・15)、台石(16)、本址に伴わな
H28号住居址出土遺物観察表( 2)　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・ g)

B　　5　　　3　　12

標高704. 1m

(1 :80)

1層暗褐色土(10YR3/4)人為埋土。
2層褐色土(10YR4/4)黄褐色土。黒褐色土のブロック多量。

人為埋土。
3層暗褐色土(10YR3/4)黄褐色土ブロック多量。人為埋土。
4層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土ブロック多量。炭少量。
5層暗褐色土(10YR3/3)　しまっている。

6層褐色土(7.5YR4/4)　ローム粒子多量。

7層暗褐色土(7.5YR3/4)柔い。
8層明褐色土(7.5YR5/6)柔い。
9層黒褐色土(10YR2/3)

10層褐色土(10YR4/4)柔い。
11層黄褐色土(10YR5/6)黄褐色土が主。柔い。
12層暗褐色土(10YR3/3)粘質土。

2m

い縄文時代後期初頭の深鉢片がある。

3-5の轟外面赤色塗彩され、櫛描

横線文・横位のへラ描沈線内に櫛描波

状文やへラ描格子文が施文される。琵

6 ・ 8は口綾部・胴部櫛描波状文後頸部

櫛描簾状文が施される。

これらの遺物から、本址は弥生時代

後期箱清水期に位置づけられる。

;∴

↑⊂ 15

16 (1 :6)　15c皿

1へ12・14・15 (1 : 4)　10c皿

O　　　　13 (1:2)　　5c皿

ー84-

⊂l。

第94図　H28号住居地

憾
蕊

産

N

一

　

　

　

〔

∴

∴

∴

∴

高

囚
畷

V

存

〃

‖

八

や

、
心
W
u
間
口

2調‖
=

品
n
〃
目
口



第Ⅲ草　西近津週跡Ⅳ

(29) H29号住居址

ひ-55-57Grにあり、 F3・P165に切られ、 H28を切るo炉は調査範囲内では確認されない。

ピットは11個の壁柱穴が検出された。西壁下を巡る壁溝内に、 10カ所の壁柱痕のような浅い窪みがみ

られたo PlへP7は床面から、 P8へPllは床下から検出された。床面は堅く平坦で、直上にH

ll.H12・H20.H27・H28同様暗褐色の粘質土が張り付くようにみられる。覆土1 ・2層は人為理工で

ある。 2層は堅く締まる。

遺物は、琵(5へ9) ・壷(1-4)の弥生土器、磨石(12)、

本址に伴わない縄文時代後期堀之内式2の深鉢・称名寺

式か堀之内式1の注口土器片がある。

1の小形の壷は、内面に粘土帯が窺えるくらい内外面粗

く調整されている。 2の壷外面3の頚部まで赤色塗彩され、

2 -4の壷には櫛描横線文・横位羽状のへラ斜走文が施文

1層暗褐色土(7.5YR3/4)黄褐色土の小ブロック多量。

人為的埋土。
暗褐色土(7.5YR3/3)堅くしまる。人為的埋土。
暗褐色土(7.5YR3/4)粘質土。
明褐色土(7. 5YR5/6)

暗褐色土(10YR3/3)柔い。
暗褐色土(7. 5YR3/4)床面直上の糖質土。
褐色土(10YR4/4)床。堅くしまる。黄褐色土の
小ブロック多量。

8層黄褐色土(10YR5/6)掘方埋土。暗褐色土・黄橙
色土多量。

翻。

される。襲5-8は櫛描波

状文が施される。

これらの遺物から、本址

は弥生時代後期箱清水期に

位置づけられる。

∴ ・

第95図　H29号住居地

第　表　西‾華道第57表　西近津遺跡ⅣH29号住居地出土遺物観察表　　　　　　　　　　　(cm・g) 

離宮　　l　　　法∴∴婆 劔劔剋･形・擬整　裏　亥撥　　　　　　　　　　霊鑑定纏()残存儀<>丸臨・ 

N○○　穣艶 剏怺n 剴c緩く霞) 剿ｉV煽) 刮T薄く醇〉 刳ﾕ∴∴溺 劔dﾘ�����鱗∴∴考 偬�7�ｨ���

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�年号 �9.1 �(5.4) �<13.9> 刄iデ→□綾部へラミガキ。粘土帯痕 みられる 劍6�6h���X*(7x8�7�4ｸ4ﾈ�(ｿ儼�ｬ(�9[b�完全実測 碑ｾiZ)7��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 剴燒ﾊナデ。外面櫛描横走文赤色塗彩。 劔劔剏繩� 冰霎iZ)7��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二王ご ま雷 剴燒ﾊハケメヘラミガキ頚部上部まで赤色塗彩。外面へラ描斜走文横位羽状。 劔劔剏繩� �8ｾiZ)7��

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈王 剴燒ﾊナデ。外面へラ描斜売文横位羽状。 劔劔� �8ｾiZ)7��

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描簾状文。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剏罇O部面取り。内面へラミガキ。外面櫛描波状文→□綾部沿いをヘラナデ。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏罇O部面取り。2条の横位沈線内に縄文しR。 劔劔剿x之内2 碑ｾiZ)7��

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 剩�ｲ起線文。 劔劔剏繩咜O葉 �8ｾiZ)7��

N0. 儉ｸ�����R�估�����/r��9�Y�ｲ�俐Y�Y���俐Y�Xﾏ｢�偖��映��離　　　　　　党 劍�7�ｩ'R�

12 冑���������ﾃ"�途騏���2纈�冰�#"ﾃ�b�正面にすり面。 劍�����x.ﾘ*ｲ�
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(30) H30号住居址

轟「-講ケ

1層暗褐色土(10YR3/3)
2層暗褐色土(10YR3/4)人為埋土。
3層黒褐色土(10YR3/2)炭と灰を多量に含む。堅くしまる。

黒褐色土と黄褐色土の大きめのブロック多量。
4層暗褐色土(10YR3/4)堅くしまる。
5層褐色土(10YR4/6)柔い。
6層暗褐色土(10YR3/4)黄褐色のローム粒子含み、柔い。

柱痕。
7層暗褐色土(10YR3/4)黄褐色のローム多量。柔い。柱痕。
8層黒褐色土(10YR2/3)粘質あり。柔い。柱痕。
9層にぷい黄褐色土(10YR5/4)黄褐色のロームが主。柔い。
10層暗褐色土(10YR3/3)床面直上の粘質土。この層の下が

床面。しまりあり。
11層明黄褐色土(10YR6/6)と黒褐色土(10YR2/3)と橙色土

(7. 5YR7/6)の互層。掘方埋土。

12層黄褐色土(10YR5/6)黄褐色土が主。黒褐色土ブロック
少轟。ピット掘方の埋土。

第96図　H30号住居址
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

第58表　H30号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　(cm.g) 

日‡凸 劔���������剞ｬ形・認饗・玄撥 剩ﾁ蓮纏()残辞儀←→丸底・ 

N〇千 偃ﾙ¥｢�翳擬 佰ｸﾇ�*ﾙ+r��底程(個) 鐙ｮﾘﾘ(*ﾘｧﾂ�内∴∴蘭 ��8�依��儀∴∴考 回転実測 �*ｸ�7�ｩ'R�8ｾiZ)7��8��7ｨ8ｩ_ｲ��2�8ｾe8ｾh���8ｾiZ)7��霎h��8ｾiZ)7��XｾiZ)7��8ｾiZ)7��XｾiZ)7��8ｾiZ)7��8ｾiZ)7��4ｨ4�8�92�8ｾiZ)7��8ｾiZ)7��8ｾiZ)7��8ｾiZ)7��8ｾiZ)7��

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 茶#b�"�� �*ﾘ.rﾃ���へラミガキ。赤色塗彩 �7x8�7�4ｸ4ﾈ�)�I�i6緯｢�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二義二 王∑ �� 禿�"�3��ハケ目調整。摩耗している �-h8儼���i[h/���肩蝿�8,倡ｹ[b�完全実測 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈∑ �� 禿づs��頭部へラミガキ。胴部ハケ目調整 桴)YHｿ儼�)ｨ鬩[h�);yYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 回転実測 回転実測 完全実測 回転実測 後期 後期 後期 後期 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��(与,9) 禿"ﾃ3��へラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 茶�bﾃ��� 禿��騏聹�ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h�袷儼�ｬ(�9[b�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��6,7 禿"ﾃ��へラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ�)Hﾙz8+X,H*(.��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 茶�Bﾃ"�� 禿Bﾃ凪�へラミガ千　　　　　　　　　　へラミガキ 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 兢�ﾏｸ,ﾉJｸ�)>�､�ｨ-h8�6�6h�"�

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�ー“書一 三∑ �>�lｨ6�6h�(､�ｨ��肩蝿�8,ﾈ7x8儼���i[h自YI�I�i6緯ｨ�"�

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二±= 亜 �>�lｨ6�5�mｩ+)�譓)YH-ﾈ,Y�I�i6緯ｨ�(､�ｨｿ儼�)ｨ鬩[h���I�i6緯ｨ�"�

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�寵 ��ﾈ.云H+X��|��)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH�Y;yYHｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔後期 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼����i[h�袷儼�Fx�9[h�"�劔後期 

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 ���|�%ｹYI>�ｻｨｴ9j�,凛x+��8.��)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔後期 

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔後期 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ8ﾙ��Hﾘ�ｨ�(､�ｨｿ儼�ｬ(�9[h��8ﾘ胸YH�Y;yYHｿ儼�Fx�9[h�"�劔後期 

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ���|�%ｹYH.(.)>�揶ｴ9j�,凛x+��8.��)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼��ｨ�9[h�挨HｨyFx�9[h�"�劔後期 碑�U8ｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｩ;yYHｿ儼�Fx�9[h�杏ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�挨Hｨy�ｨ�9[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼��$)[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼���HI[h���肩蝿�8,ﾈｿ儼���i[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH式�)YH自;yYH�8肩蝿�8,ﾈｿ儼���i[h�"�劔後期 碑�U8ｾiZ)7��

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ訷�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�X苓ﾆ�5ﾉWI[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･Hｨx��i[h�"�劔後期 �8ｾiZ)7��

2与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>���ｴ9j�,凛x+��8.��#x��,ﾈ��見+��ﾈ�(ﾌｨ�9%ｩ+��ﾈ/�咥�8,ﾈｾi��.��)h���>ｩ[h�e(�"�劔加営利B「 碑ｾh��Z)7��

26 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#9gｸ離9gｹ�h.��"�劔後期前半 碑ｾh��Z)7��

困0. 舒ﾘ���或���ﾋ賈}ﾘ����/(��尨ﾜY�Xﾘﾈ�h�8ﾜY�Y�ﾈ��ﾜY�XｮH��蛮����������������������������z8��������7ﾒ�劔劍��8肩ﾎ｢�

27 ��I������������������#��#X���h�ｸ�ｸ����r������3c���ｨ�ｨ�ｨ���9lｨ,俶yw�lｨ�"�劔剩�����

28 冑��Yﾜ���������������ﾃ��ﾃC���ﾃrﾈ*C���ﾃ2ﾃ3���ﾃ3#づc�陋ｩYHﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�(�9%ｹYH,i�9lｨ,吁��Xﾚﾘ�"�劔剩��ｸ�ｳ"�

ふ-54へ56Grにあり、 H35・F3・Mllに切られる。炉は調査範囲内にはない。ピットは5個検出

さた。五平状の柱痕持つP lは主柱穴、出入口施設の基礎と考えられるP 2も五平状の部材が考えら

れる。出入口施設の基礎と考えられるP3の柱痕は、 P2側に傾斜する。床面は堅く平坦で、 Hll・

H12.H20.H27.H28同様暗褐色の粘質土が張り付くようにみられる。覆土2・3層は人為埋土、 3層

には炭と灰が多量に見られた。

遺物は壷(1へ3・9・10)・琵(4へ6・11へ24)・鉢(7・8)の弥生土器、磨面持つ敲石(28)、台石(27)、

本址に伴わない縄文土器(25・26)がある。

1 ・2は外面と内面頸部まで壷赤色塗彩され、 2は横位羽状のへラ描斜走文が施文される。 3・4頸

部には櫛描丁字文が施され、 3は無彩である。馨5 ・12・19は口綾部・胴部櫛描波状文後頚部櫛描簾状

文が施される。 11へ17は口綾部に櫛描波状文が、 20-22・24は櫛描斜走文が施文される。 25は口緑部

内蛮気味に立ち上がり、 7条の横位沈線を弧状短洗練と抑圧で区切る加営利B lの深鉢である。 26の

縄文深鉢網代底は、 3本越え3本潜りの編み

方である。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱

清水期に位置づけられる。

(31) H31号住居址

ひ・ふ-60へ62G rにあり、 H23・H25・H

33・F4・P195に切られる。 H32との新旧関

係は、重複部にP195がかかり不明である。

炉は主柱穴P lの西に近接する。第97図 第97図　H31号住居址(1)
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旦∴∴∴∴旦’

務該
0

標高

AA’　　　　703.6m

BB’へEE’ 703.Om

(1:80)

1層褐灰色(10YR4/l)にぷい黄褐色土
ブロック少量。

2層暗褐色土(10YR3/4)にぷい黄褐色
土ブロック・粒を含む。人為埋土。

3層黒褐色土(10YR2/2)人為埋土。
4層灰黄褐色土(10YR4/2)にぷい黄褐

色土ブロック・粒子を多量に含む。
人為埋土。

5層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄褐色
土の粒子を少量含む。

6層暗褐色土(10YR2/3)黄褐色のローム
粒子少量。

7層にぷい黄褐色土(10YR5/3)柔い。
8層褐色土(10YR4/6)黄褐色のローム

粒子少量。
9層橙色土(7.5YR6/6)黒褐色の粒子

少量。炭微量。
10層黒色土(7.5YR2/1)ねっとりとした

炭の粒子が主で、焼土粒子微量。
11層にぷい赤褐色土(5YR5/3)灰が主。

炭の粒子・炭を含む。
12層灰褐色土(7.5YR5/2)灰が主。

13層明黄褐色土(5YR4/6)焼土。
14層にぷい赤褐色土(5YR4/4)焼土

粒子多量。
15層暗赤褐色土(5YR3/4)焼土粒子多量。
16層黄褐色土(10Y畢/6)掘方埋土
17層暗褐色土丘OYR3/3)
18層黄褐色土(10YR5/6)黄褐色ローム

が主。

“臆、i一●才子

G　101415　1014　G’

0　標高703・Om(1:30)　0.6m

第98図　H31号住居址(2)
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第Ⅲ葦　西近津遁跡Ⅳ

ヽ ‾一二’.“● ‾‾‾‾‾プ
、、言一　/ 、、

第99図　H31号住居址(3)

第59表　H31号住居址出土遺物観察表

ー◎○ ○㊥-

18へ26 (1:4) 10c皿

0　　　27・28 (1:1) 2.5c皿

出劉 劔漣∴∴蓬 劔刹a醇　章一　閲護　-暮　染撥 劔錐寝輝く)残蒋傾く>丸底・ 

猶鍬. 亰ｹgﾂ�潔騒 剏綷a(長〉 凵�鼬yく嘔) 剩ﾗ高く厚) 剿ｷ∴∴圃 劔����4ﾒ�鱒　　考 剌o土億露 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二王= �36.1 � �<14.7> 凵｠綾部へラミガキ→赤色塗彩。頚部 辨�)YH-h8儼�+��ﾉ[h-h8儼�*ｸｦ倡�mｩ[h�(ﾏｹ��B�完全実測 刧V区　N○○4 亜 劔劔ハケメ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 �(17.4) � �<3,2> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 僮区 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �<23,3> � �<20,8> 凾ﾖラミガキ 劍��胸YH�Y;yYHｿ儼�Fx�9[h�杏ｩYHｿ儼��ｨ�9[b�回転実測 刧W区　P6　H 2与 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 � �(3,4) �<2.3> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 剄H区覆土 

う 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 � �8.6 �<6.2> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刧W区ホリ方lふ 61 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高士不 �(31.6) � �<12.7> 凾ﾖラミガキ→赤色塗彩 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実測突起 4ヶ所あり 儂0.3 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � 剽^.0 �<2,8> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ�).ｩYH-h8�5�5迄�b�完全実測 儂0.2 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � � �<4-4> 凾ﾖラミガキ→赤色塗彩 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実測焼成 前穿孔2ヶ所あり 刧U区覆土 

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�塞 �(11.0) � �<4.7> 刄wラミガキ 劍ｿ儼�Fx�9[b�回転実演 �8｢�Ⅲ区覆土 

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �(12.4) � 凾ｭら,2> 凾ﾖラミガキ 劍･HｨyFx�9[h�挨Hｨy�ｨ�9[b�回転実況 �8｢�Ⅱ区覆土 

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �(14,4) � �<3.2> 凾ﾖラミガキ 劍ｿ儼�Fx�9[b�回転実演 �8｢�Ⅱ区覆土 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガ干。外面櫛描斜走文→櫛描簾状文→刺突円形貼付文。 劔劔剪f面実演 �8｢�Ⅱ区覆土 

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�呈∑ 剴燒ﾊナデ。外面へラ描沈線文→へラ描斜走文。 劔劔剪f面実演 �8｢�Ⅳ区　ホリ方 

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実瀕 �8｢�覆土 

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描斜走文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅳ区覆土 

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描環状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅱ区覆土 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾; 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 刧U区H2与Ⅱ区 覆土 

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文→概括環状文。 劔劔剪f面実演 ��覆土 

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅳ区覆土 

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実況 ��Ⅳ区覆土 

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実演 ��Ⅱ区覆土 

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�± 呈∑ 剴燒ﾊナデ。外面へラ描沈線文内に横位羽状のへラ描斜走文。 劔劔剪f面実況 ��Ⅳ区覆土 

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描斜走文。 劔劔剪f面実演 ��覆土 

24 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位微隆起帯文のナデで-部縄文」Rが磨消される。 劔劔剪�卲纓t 剳｢土 

25 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藷 剏罇O部刻目。内面へラミガキ。外面□緑部概括波状文。 劔劔剪f面実測 刧U区覆土 

N叫 椄x���駅2���x���茨r�俐Y�XﾜR�俐Y�Y�2��6��Xｯb�偖����"�所　　　　　見 劔出土健霞 

26 吁�������*ﾘ.rﾃc��禿rﾃ3��禿2����禿#3r緜S��下部欠損。上端吾 ��,吁��Xﾚﾘ�"�刄Jクラン 

27 �7��ｸｭｸｼ｢�����繧���ﾃ����綯���ｸ�ｳ32�孔径○○1与。 劔炉 

28 �7��ｸｭｸｼ｢�����ﾃb���縒���騏������r�孔径0,2×0.1の楕円。 劔炉 

1の壷の口綾部から頭部を正位に埋設した埋琵炉である。壷南側のテラス部分と周辺がよく焼け込ん

でいる。壷の中最下部に灰、その上に粒子状の炭が堆積していた。テラスにも同様の堆積があった。

7個のtiソトが検出された。 Pl・P2が主柱穴、 P4が棟持柱、 P5は支柱、 P6・P7は壁柱穴で

ある。桁行きは4.8m。 P3は床面下から検出された。 P2の柱痕径16cm、 Plの柱痕は五平状とみ

られる。床面は堅く平坦で、 P3周辺に浅い掘方があるが、他にはない。覆土2・3層は人為埋土。

遺物は、壷(1・2・10・22) ・蛮(9・11-21・23・25) ・鉢(7・8)の弥生土器、敲石(26)、土製の丸玉

(27・28)、炉内からモモの破片が5個(1/ 2個分)と獣類の部位不明焼骨破片、本地に伴わない縄文

中期後葉深鉢片(24)がある。 1 ・2は外面と内面頚部まで壷赤色塗彩され、炉に用いられた1はへラ

描格子文が施文される。 3の嚢は、口綾部・胴部櫛描波状文後頭部櫛描簾状文が施される。 11・14・17・

18へ21は口綾部に櫛描波状文が、 12は櫛描斜走文が施文される。 6は口綾部屈曲し鍔状に開く高杯で、

内外面赤色塗彩される。これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。
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(32) H32号住居址

ふ-54へ56G rにあり、 H23・F4.P159・P195に切られ、 H27を切る。炉は調査範囲内にはない。

主柱穴P lの柱痕は五平状とみられる。床面は堅く平坦で、 Hll・H12・H20.H27・H28.H30同様暗

褐色の糖質土が床に張り付く。垂木や桁材であろう炭化材が床面に接して多数検出された。火に遭っ

たのは、居住時か廃屋間もなくみられる。遺物は1の嚢は口綾部と胴部の櫛描波状文後頸部に櫛描簾

状文、口綾部から胴中央部まで櫛描波状文のみ施文の2の聾、 4の台石がある。

B54　354B

場
1層暗褐色土(10YR3/4)

2層黒褐色土(10YR2/2)炭化材・炭化粒子が
主。灰と焼土が部分的にある。炭化材の
上部に焼土。

3層黄褐色土(10YR5/6)
4層暗褐色土(10YR3/3)粘質土。
5層褐色土(10YR4/4)明黄褐色土多量。

掘方埋土。

4　(1 :6)　15cm

l-3　(1:4) 10c皿

第100図　H32号住居址

これらの遺物から本址は、弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

第60表　H32号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

日毒2 劔港∴∴整 劔刳ｴ溜・∴蘭謹　賀∴安濃 劔施麗瀧(‡残祷鱒<>丸底" 

N〇千 ����R�器穫 剏綷yく長) 凵�ｈｭ(幅) 剩ﾗ高く庫) 刹d∴∴蘭 劍ﾖｸ��yb�凝∴∴考 亢)7�ｩ'R�

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �1与,9 � �<12,8> 凾ﾖラミガキ 劍6�5�8��(ｿ儼�Fx�9[h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 碑�ｸ�ｳ"�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 � �7.0 �<10,3> 刄wラミガキ 劍･HｨyFx�9[h��-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 碑�ｸ�ｳ��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �14.6 �6.7 �17,1 刄wラミガキ 劍ｿ儼�Fx�9[h��-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 斐��2�

博①. �<������R��ﾘ���胃��俐Y�^個�俐Y�Y���俐Y�X���偖��愛��騎　　　　　　馬 劍�7�ｩNｲ�

4 ��I������#ゅ����偵��唐�2�鉄c��ﾃ���正面が使用面。 剩��ｸ�ｳB�

(33) H33号住居址

ふ-62G rにあり、 H21・H23に切

られH31を切る。炉・ピット等調査

範囲内にはない。床面は堅く平坦で

Hll・H12・H20・H27・H28.H30同

様粘質土が床に張り付く。掘方はない。

1の馨と重複関係から弥生時代後期箱清水期であろう。

1　2　　3　A’

1層　暗褐色土(10YR3/4)

2層　黒褐色土(10YR2/3)

3層　褐色土(10YR4/4)

上端が床面。掘方埋土。

標高703. 3m

O　　　(1 :80) 2m

第101図　H33号住居地

(34) H34号住居址

ふ鵜51へ53G rにあり、 H39を切る。カマドは北壁中央にあり、暗褐色土で構築された袖・煙道部
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第Ⅲ車　西近津遁跡Ⅳ

ノ

/

焼け込み

揚場
焼け込み

G　　　　　912
⊆’　　却

1層黒褐色土(10YR3/2)小礫含む。人為埋土。
2層黒褐色土(10YR3/1)小礫含む。人為埋土。
3層にぷい黄橙色土(10YR7/4)暗褐色土ブロック・

暗褐色土粒子を含む。人為埋土。
4層にぷい黄橙色土(10YR4/3)黒褐色土・暗褐色土

粒子が少量、小礫を含む。人為埋土。
5層黒色土(10YR2/1)

6層黒褐色土(10YR3/l)小旗少量。
7層暗褐色土(10YR3/4)

8層黒褐色土(10YR3/2)

9層明赤褐色土(5YR5/8)焼土の堆積。
10層黒褐色土(7.5YR2/2)床。堅くしまる。

11層暗褐色土(7.5YR3/4)カマド構築土。粘質あり、

堅くしまる。
12層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色ロームの小ブロック少量。
13層黒褐色土(10YR2/3)黄褐色ロームの小ブロック多量。

掘方埋土。
14層黒褐色土(10YR2/2)黄褐色のローム小ブロック

僅かに含む。
15層黒褐色土(10YR2/3)灰・廃土多く含む。掘方埋土。

三二二三‾-‾二三‾
‾ノ

二二。フ 聞　劃

二二二‾二

第102図　H34号住居地(1)
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二二二‾二

¥こ=」ノ
0　　　(l : 4)　　10c皿
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三三二

20へ32・34へ36 (1:4) 10c皿

0　　　　　33 (1:2)　5c皿

第103図　H34号住居址(1)

第61表　H34号住居址出土遺物観察表(1)

〔ニラ。

円熟 劔d����延��刪ﾐ騒、・議整i・蔑擬 剿D霹纏‡事態蒋鰻くさ沌露・ 

N〇千 亰ｹ>R�題額 佰ｸﾇ�*ﾙ+r��底繹〈哺) 陶��ﾂ委｢��璃∴∴蘭 俎���yb�濫∴∴器 偬�7佶)�b�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2�"�� 迭ﾃ��ナデ ���胸YH8�5(6�6h�姐浦H-h8�5�5�8｢�完全実測 �Xｾh�������

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�"�"�� 禿2縱��ナデ �-h8�5�5�8ｨ����胸YH8�5(6�6b�回転実測 曝ｾiZ)7��

3 �7倡Hｮﾒ�1不 茶��綯�� �2ﾃR�ナデ �6�6h��7x8�5�5�8ｨ�(��胸YH8�5(6�6b�回転実測 �hｾhuXｾh7ｨ8｢�_ｵ��T�3��

4 �7倡Hｮﾒ�杯 �� ��ヘラミガキ �-h8�5�5迄�h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 �xｾiZ)7��

与 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶��ﾃ��� 禿"縱��ナデ �6�6h��7x8�5�5�8ｨ�(��胸YH8�5(6�6b�回転実測 �4ｨ7ﾘ6�Xｾh7｢�8ｩ_ｲ�

6 �7倡Hｮﾒ�高‡不 茶�"ﾃB�� 禿8�#凪�ヘラミガ羊。黒色処理 �7x8�5�5�8｢�回転実測 曝ｾh��uxｾb�

7 �7倡Hｮﾒ�高士不 �� 禿2����ヘラミガキ。黒色処理 �7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �hｾiZ)7��

8 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�R���� 禿B�3��ヘラミガキ。黒色処理 �-h8�5�5迄�h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �xｾiZ)7��

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�2ﾃ"�� 禿2ﾃ���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �xｾiZ)7��

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�"ﾃB�� 禿2ﾃ���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 �hｾiZ)7��

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台i不 ��(7.0) 禿�樋��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�畏)�I5ﾉWB�回転実測 �XｾiZ)7��

12 �7倡Hｮﾒ�璽 茶#�ﾃb�� 禿�v��S��ヘラナデ �7x8�5�5�8｢�回転実測 �XｾiZ)7��

13 �7倡Hｮﾒ�鉢 ��(9.6) 禿b纉��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �Xｾh��4ｨ7ﾘ6��

14 �7倡Hｮﾒ�鉢 ��(8-0) 禿B繝��ヘラナデ→一部へラミガキ �7x8�5�5�8ｨ�ほYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �4ｨ7ﾘ6��

15 �7倡Hｮﾒ�璽 茶�R綯�� 禿RﾃC��ヘラナデ �7x8�5�5�8｢�回転実測 曝�XuX�Xuhｾb�

16 �7倡Hｮﾒ�璽 �� ��ヨコナデ �8�5(6�6b�破片実測 �h�XuxｾiZ)7��

17 �7倡Hｮﾒ�璽 �� ��ヨコナデ �8�5(6�6h�(7x8�5�5�8｢�破片実測 �hｾiZ)7��

18 �7倡Hｮﾒ�露 �� ��ヘラナデ �7x8�5�5�8｢�破片実測 �4ｨ7ﾘ6��

19 ��ｸﾆ(ｮﾒ�王呈 ��9.6 禿bﾃ��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�当初横瓶に成形 したものを器種 変更し壷とした �hｾh���3��

30 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓋 迭ﾃ"� 禿2ﾉu聹�ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �hｾiZ)7��

31 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��(6.4) 禿2����ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 兒)7��

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�台付蓬 ��(10,6) 禿"紊��ナデ �-h8�5�5�8ｨ��-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 曝ｾiZ)7��

20 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 滴��,ﾉ[ﾘﾗ9+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�5X�"�劔堀之内2 �hｾiZ)7��

27I縄文土器 剞[鉢 ��肩�Xﾌｨ�9+��ﾂ鮎俤x*)+��ﾂ��"�劔称名寺 �XｾiZ)7��

22 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ��>ｩ[e(�h�"�劔堀之内1 曝ｾiZ)7��

23 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｸ離)gｹ�h.��"�劔後期前半 �4ｨ7ﾘ6��

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�こよこ 亜 �>�lｨ6�6h�(､�ｨｿ儼�)ｨ鬩[h�"�劔 曝ｾiZ)7��

2与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�誌 ��ﾈ.云H+X��|��)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔 曝ｾiZ)7��

26 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･HｨyFx�9[h�"�劔 �xｾiZ)7��

ー92-



第Ⅲ章　西近津遇跡Ⅳ

H34号住居址出土遺物観察表( 2 )　　　　　　　　　　　　　(cm・ g)

N〇、 偃ﾙ>R�翳穣 剴蛛@　　　　　　　　鳳 劔剳h∴∴馨 偬�7囘�｢�

27 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描斜売文。 劔� �hｾiZ)7��

28 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔� �hｾiZ)7��

29 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔� �4ｨ7ﾘ6��

∴N〇千 儖ｨ����������倚X���悪������刋�5n個�籠大橋 ��瓜ﾙ�XｿXﾋ��韻　堅 �������������O��偬�7�ｩ'R�

33 冉��竟"���俐Y�Xﾆ��ィﾃb��最少径 (3,1) 禿"�#��<31.97> 儘Xﾆ���綯��(悩�Hﾈy���"�斐��2�

34 冑������禿津C��<7,1> 禿"ﾃ��<317.63> ��9lｨ,�+x.瑛ｨ�(悩�H耳岔�Hﾈy���"��hｾiZ)7��

3与 冓ｸ�Yﾜ��������u粤��1○○0 迭�2�1293,19 ��9z�,�+x.瑛ｨ�(傚]8,吁��Xﾚﾘ�"�疲�B�

36 冑��Yﾜ��������づB�8.4 �*Bﾃ2�1301.4与 ��9lｨ,�+x.瑛ｨ�(�9%ｹYH,吁��Xﾚﾘ�"�斐�騏��

分と焼土が堆積する火床が残存する。 tiソトは4個検出された。 P lの柱痕18cm、主柱穴P l・P2

は桁行340cmを測る。 P3カマドに対時し位置的に出入り口の基礎であろう。 P4は壁柱穴。床は堅

く締まり平坦、 20cmほどの掘方には灰と焼土が多く含まれる。カマド西の北壁・南壁下を壁溝が巡る。

覆土1-4層は人為埋土である。獣類四肢骨の破片がP 4南の床面から検出された。

遺物は、土師器杯(1へ5・8) ・高杯(6・7) ・鉢(13・14) ・馨(12・15-18)、須恵器杯(9・10) ・有台

杯(11) ・壷(19)、紡錘車(33)、磨石(34)、磨面持つ敲石(35・36)、混入遺物である縄文時代後期称名

寺式・堀之内1式・堀之内2式の深鉢片、弥生時代後期壷・蛮・台付琵・蓋がある。

土師器杯1へ5・8は半球状の杯、 8の杯と6・7の高杯杯部は内面黒色処理される。 10の須恵器杯

底部は手持ちへラケズリ、 11の有台杯は底部回転へラケズリ後高台貼付。土師器聾は、器肉厚く胴部

長く縦長のへラケズリされる12や口綾部「く」字の武蔵薄17・18がある。 19の須恵器壷は、当初横瓶に

成形調整した後器種変更されて壷として焼成されたようである。本址はこれらの遺物から小林眞寿の

編年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位置づけられる。

(35) H35号住居址

第62表　H35号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

弼轟 劍蓼ｸ�����~ﾂ�劑桾h　一・顕整1(薮撥 刪ﾛ建鱒〈)残存燵くさ親藩・ 

N∴〇二 ��IDb�繋繚 佰ｸﾇ�*ﾙ+r��底軽〈旧) 佶ﾈ�)mH涬�腕∴∴圃 仆ｸ��4ﾒ�騙∴∴嘗 偬�7囘H���

12 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��4.6 禿b纉��ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 ��2�

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��6.6 禿"ﾃ���ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 嚢ｾiZ)7��

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �� ��ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実測焼成 前穿孔2カ所あリ �8ｾiZ)7��

1与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 茶�"�2��(5,0) 冰粤��ヘラミガキ→赤色塗彩 �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 �8ｾiZ)7��

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 茶�2���� 禿2騏聹�ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�回転実測 碑�U8ｾiZ)7��

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �� ��へラミガキ→赤色塗彩 �7x8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実測 �8ｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�手づくね 土器 ��2.8 禿�ﾈ*C��ナデ �6�6b�完全実測 碑ｾiZ)7��

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±二 王呈 �>�lｨ6�6h�(､�ｨ-h8儼���見+��ﾉ>�,��肩蝿�8-h8儼���i[h���I�i6緯ｨ�"�劔断面実測 碑ｾiZ)7��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二重二 三号 �>�lｨ6�6h�(､�ｨ��肩-h8儼�+��ﾉ>�,��肩蝿�8,ﾈ7x8儼���i[h���I�i6緯ｨ�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±= 官署 �>�lｨ6�6h�Y�I�i6緯ｨ�(､�ｨｿ儼�)ｨ鬩[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･HｨyFx�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

5 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 嚢ｾiZ)7��

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�窮 ��ﾈ.云H+X��傀�)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨﾏｹ��H-h��胸YHｿ儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 兒)7��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�挨Hｨy�ｨ�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

10 冢ﾙ�i7舒ﾒ�題 ��ﾈ.云H+X��傀�)>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨﾏｹ��H-h��胸YHｿ儼���i[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

11 冢ﾙ�i7舒ﾒ�誌 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

19 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 �>�､�ｨ7�4ｸ4ﾈ�(ﾌｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�劔堀之内 �8ｾiZ)7��

20 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��献(��,ﾉ+��ﾈ岑,侘ｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�5X�"�劔堀之内1 碑ｾiZ)7��

21 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YH岑,��見{)���){)��岑,仭倬X�8ﾔ粟�,�.h.��(岔+��ﾈ�"�劔称名寺 碑ｾiZ)7��

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土製品 �7舒ﾙ]�鈴L(�(ﾘ)}�ｷ)YI]��)ﾜ��Xﾚﾘ�(ﾊIh�ﾚﾘ�)Uﾉlｩ�I�i6緯ｨ�)z�lｨ6�6h�)+y]32ﾃ���ﾏｨ+3�繆�"�劔破片実測 �8ｾiZ)7��

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土製品 �7舒ﾙ]�69L(�)Jｸ*俘)}�]��)Hﾙz8ﾚﾘ�)Uﾉz�lｩ�I�i6緯ｨ�(ﾜY�YYﾓ2ﾃ���ﾏｨ+3�騏��"�劔破片実測 碑ｾiZ)7��

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土製品 �7舒ﾙ]�鈴L(�(�*���)]��)Uﾉlｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(��lｨ6�6h�)+y]3Bﾃ�%ｩ]32ﾃ���ﾏｨ+3�纔�"�劔破片実測 �8ｾiZ)7��

N〇、 亰ｸ�駅9=ﾈ�h��FX��ｵ�8ﾈﾉｸ���8遧V���ﾘﾉ������|����h����������������������ｮ8��������Nｲ�劔劍�7佶(���

2与 吁��譏������ﾃ����S���ﾃrﾃs���ﾃ2�����ﾃ3�"�#3阡Y�Hﾈy���)�9E�,吁��Xﾚﾘ�"�劔剳�b�

26 ��鞴ﾖﾈ��������ﾃB縱���ﾃr繝���ﾃBﾃ#���ﾃ�3bﾃc3鞆i�H決､�y���"�劔剩霎iZ)7��
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1層褐色土(10YR4/6)暗褐色土(10YR3/4).

暗褐色土(10YR3/3) ・褐色土(10YR4/6)が相互に

堆積している。人為埋土。
2層褐色土(10YR4/4)黄褐色のローム粒子多量。
3層暗褐色土(10YR3/3)床面直上の粘質土。
4層褐色土(10YR4/4)

5層にぷい橙色土(7. 5YR6/4)

6層暗褐色土(10YR3/3)

7層にぷい褐色土(7. 5YR5/4)

8層褐色土(10YR4/4)黄褐色のロームが主。

にぷい褐色土を含む。最終の床。
層暗褐色土(10YR3/3)旧床面直上の粘質土。

9層の下が旧床面。

′　21 ⊂=⊃22　⊂二二二⊃23　⊂二二⊃24

0　　　(1 : 4)　　10c皿

第104図　H35号住居址

ふ-53・54G rにあり、 H38・H39・F3・M12に切られる。炉は水道管の下に位置するとみられる。

主柱穴Pl-P4でP2・P3の柱は五平状とみられる。桁行き・梁行き共に2.2mを測る。出入り口

施設の基礎であろうP5の柱痕は住居の外方に傾く。 P6・P7は貯蔵穴であろうか。新旧2面の床

面は双方とも堅く平坦で旧の床面直上には、 Hll・H12・H20.H27・H28.H30.H33同様暗褐色の糖質

鵜94-
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第Ⅲ軍　西近津遇跡Ⅳ

土が床に張り付く。覆土第1・2層は、人為埋土である。

遺物は壷(1へ3) ・聾(4へ13) ・鉢(14へ17) ・手捏土器(18)の弥生土器、土製品(22-24)、敲石(25)、

本址に伴わない縄文後期堀之内式深鉢片(20・21)がある。

1 ・2の轟は、外面壷赤色塗彩され横位羽状のへラ描斜走文が施文される。 2・3は、内面頸部まで

赤色塗彩され、 3は頸部櫛描丁字文が施される。 4へ9・11の薄は口綾部に櫛描波状文が、 6の馨は

折り返し口縁を持ち口唇部から口綾部櫛描波状文が施される。 10は折り返し口縁を持ち口唇部から口

緑部櫛描斜走文が施される。 14へ17は、内外面赤色塗彩される。土製品22へ24は、土器片田板である。

22は表面赤色塗彩の高杯脚部片で、側面に敲打痕・研磨痕が認められる。 23は表裏面積際のこれら赤

彩の鉢か高杯片で、剥離痕が見られる。 24は琵胴部片である。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(36) H36号住居址

ふ-48.49Grにあり、 H37・D55・M13に切られる。カマドは調査範囲にない。主柱穴Pl・P2の

柱は五平状とみられる。桁行き2.3mを測る。床は堅く平坦で、覆土第1層は人為埋土である。

遺物は、土師器聾(5)、須恵器椀か杯(1) ・有台杯(2へ4)、磨石(8)、敲石(9)、面取状に加工

、¥占’2
、一二二時: 4

1層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色土の

標高704. 7m

(1:80)　　2m

粒子・小ブロック多量。人為埋土
暗褐色土(10YR3/3)柔い。
←柱痕。

暗褐色土(10YR3/3)明黄褐色
土の小ブロック多量。
堅くしまる床。
褐色土(10YR4/4)明黄褐色土・
黒褐色土のブロック多量。
掘方埋土。

第105図　H36号住居址

第63表　西近津遺跡ⅣH36号住居址出土遺物観察表

0　　　(l : 4)　　10c皿

日36 劔　　:一i一 議∴∴遷 劔剞ｬ形∴・調整∴∴　文様 劔　　　¥Cm“g) 穏遼橿()残祷償<>丸底・ 

掴め. ��Y�R�器極　言 凵�綷a(長〉 剋q鹿径(旧)∴ 剋渚ｐ｣) 剴焉��ﾅ 劍���yb�鰭　　考 冩�7儷Y���

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�鉢か高林 �(14.0) � �<4,4> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �8ｾiZ)7��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 � �(10.0) �<1,8> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 丿ﾙDil｢�

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 � �(11。0) �<2,0> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 丿ﾙDil｢�

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台1不 � �(11.0) �<1.3> 刄鴻Nロナデ。ヘラ記号あり 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 碑ｾiZ)7��

与 �7倡Hｮﾘ������剴燒ﾊへラナデヨコナデ。外面口辺部ヨコナデ胴部へラケズリ。 劔劔剩j片実測 兒)7��

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 丿ﾙDil｢�

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラナデ。外面横位波状の概括斜走文。 劔劔剪f面実測 丿ﾙDil｢�

触. 侏����扱ｲ�几����厩｢��顋y��俐Y�X�｢�刋�5h��偖���ｽb�鰊　　　　　　蔑 劍�7�ｩ'R�

8 冑������禿��經��禿偵#��禿Bﾃ#��橡u縱づc��下部欠損。正嚢にすり面。 劍ｦﾙDil｢�

9 吁������途繧�擢澱��2ﾃ2���cづ�b�下端部に敲打痕。下部に赤色の付着物か? 劔Z)7��

10 儻9k����橡u粤s��禿2ﾃ凪�禿�ﾃ��禿ヨ�ｸ�ｳ��全周欠損。面取り状に研磨。 剳��R�

ー95-

層

　

層

　

　

層

2

　

　

3

　

　

　

　

4



した石器(10)、混入遺物である弥生時代後期聾がある。

須恵器有台杯3・4の底部は、回転へラ切り後高台貼付される。土師器饗は、口綾部「く」字の武蔵

饗で、口綾部に最大径がある。

これらから、小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位置づけられる。

(37) H37号住居址

ふ-48.49Grにあり、 H36・D56を切る。カマドは北壁中央にあり、礫を芯材とし暗褐色の粘質土

で構築された袖・煙道部の一部、火床が残存する。柱穴等は検出されない。床は堅く締まりほぼ平坦

団

B　2鶴し11　10　　3

1層暗褐色土(10YR3/4)黄褐色
ローム・黒褐色土の小ブロック
多量。人為埋土。

2層黒褐色土(10YR3/2)黄褐色
のローム小ブロック含む。

3層暗褐色土(10YR3/3)床面

直上の粘質土。
4層黒褐色土(10YR3/3)黄褐色

のローム小ブロック含む。
5層赤褐色土(5YR4/8)焼土。
6層褐色土(10YR4/4)炭・灰・

焼土中ブロック少量。

標高704.4m

O　　　(1 :80)

7層にぷい黄橙色(10YR7/4)

灰が主。
8層暗褐色土(10YR3/4)

粘質土。
9層褐色土(10YR4/6)柔い。

10層黒褐色土(10YR2/2)床。

堅くしまる。
11層褐色土(10YR4/6)にぷい

黄橙色土が主。暗褐色土の
小ブロック含む。

2m

第106図　H37号住居址

第64表　H37号住居址出土遺物観察表

二二ブ

Hう7 劔��������剋･鰭・「醗整　葛だ　鷺鰭 劑梠�ﾄ津弓仁慈祷撞く>熱感・ 

Nb、 冽9*｢�懸踵 ���8ﾘ己*ﾙ+r��底軽く鴫) 傚ｨﾄi5��斑∴∴蘭 ��x��:ﾂ�鵜∴∴聾 ���7��Hﾖ��

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��2縒�6.8 �2纈�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測内外 面火だすき有 疲�(��踉紕�

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土不 ��"#��7.2 �2繧�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測内外 面火だすき有 疲�2�

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�i不 ��"繧�7.0 釘���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��8｢�完全実測内外 面火だすき有 碑�ｸ�ｳX�Sh�Sr�

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 茶�2����(7.6) �2紕�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��回転実測内外 面火だすき有 疲���

5 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��2ﾃr�7.6 釘���ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測内外 面火だすき有 疲����

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 ��u粤��(10.4) 澱纈�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5迄�h�(ﾘ)�I5ﾉWB�完全実測 偬Hｾhuxｾh�������B�

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 茶�B繧��(9.8) 澱���ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYHﾙ�ﾎｨ-h8�5�5�8ｨ�畏)�I5ﾉWB�完全実測 碑�ｸ�ｳ��

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�高台士不 茶�2ﾃ��� 禿2紊��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��(ﾘ)�Hﾈy���回転実測内外 面火だすき有 曝ｾh��踉��2�

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 茶���ｸ�ｲ�� 禿"�#��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測返り を有す 曝ｾh��uxｾb�

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑+x.�+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�"�劔中期後薬 �xｾiZ)7��

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�Xﾌｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�劔堀之内1 �XｾiZ)7��

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見{)��[h�9>ｩ[h�e(�"�劔中期後葉 �Xｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土器片円板 刋�;yYI]��(ﾊIh�ﾚﾘ�(ｿ儼�Fx�9[h�(ﾜY�YYﾓB繆��ﾏｨ+3�繹�"�劔破片実測 �hｾiZ)7��

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�土器片田板 �;yYI]��)ﾜ��Xﾚﾘ�)>ｩ[h+U(�(ﾆ�2�8��ﾏｨ+3����"�劔後期前半 �xｾiZ)7��

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗 �>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 �hｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ��胸YH,i;yYH,ﾈｿ儼�Fx�9[h�杏ｩYHｿ儼��ｨ�9[h�"�劔断面実測 �hｾh7ｨ8ｩ_ｲ�

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 �>�lｨ-h8�7�4ｸ訷�(､�ｨｿ儼����ﾉ[h���肩蝿�8,ﾈｿ儼���i[h�"�劔断面実測 �xｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･Hｨy�ｨ�9[h�袷儼�Fx�9[h�"�劔断面実測 �xｾiZ)7��
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第Ⅲ牽　西近津遇跡Ⅳ

である。覆土第1層は人為埋土である。カマド東脇床面には、平石が見られた。第105図1・2・7が

北東隅の床面、 4・6・8がカマド内、 3が東壁中央下の床面から出土した。

遺物は、須恵器杯(1へ5) ・有台杯(6-8) ・蓋(9)、混入遺物である縄文時代中期後葉・後期前半

の深鉢(10へ12) ・弥生時代後期蛮(15-18)、土製

品(13・14)がある。カマド内灰から獣類部位不明

焼骨片出土。 1-5・8の底部回転糸切り、 6・7

の底部回転糸切り後に回転へラケズリ。 9は、僅

かなかえりを有す。 13は弥生時代後期饗片を加工

した土器片田板、側面に研磨痕。 14は縄文時代後

期前半深鉢を加工した土器片円板。側面に敲打痕。

これらから本址は、小林眞寿の編年(2005聖原)

奈良・平安時代Ⅲ期- 8世紀第3四半期に位置づ

けられる。

(38) H38号住居址

1層暗褐色土(10YR3/3)

2層黒褐色土(10YR2/2)

炭化材多量。下端が床面。
3層暗褐色土(10YR3/3)

掘方埋土。

A32　A’

標高704. 3m

(1:80)　　2m

第107図　H38号住居地

ふ-48.49GrにありH35を切り、 M12に切られる。カマド・柱穴等調査範囲内にはない。床は堅く

締まりほぼ平坦。覆土第2層は炭化材を多量に含む。第107図1の砥石は、最大長10cm最大幅5.3cm最

大厚2.5cm重量162. 16g、砥面数4、右側欠損後も使用。本址の時期等詳細は不明である

(39) H39号住居址

囲園害
二二三二

I ll　　焼け込み10 1工　I’

標高703. 2m

(1 :30) 0.6m

1層暗褐色士(10YR3/4)褐色土・黒褐色土のブロック多最。
人為埋土。

2層黒褐色土(10YR2/2)堅くしまる。
3層暗褐色土(10YR3/3)

4層黒褐色土(10YR4/1)
5層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色のPlブロック含む。
6層黄褐色土(10YR5/6)が主。黒褐色土中ブロック少量。
7層にぷい赤褐色土(5YR4/4)が主。黒褐色土中ブロック少量。
8層にぷい黄橙色土(10YR7/4)が主。黒褐色土中ブロック少量。
9層褐色土(10YR4/6)黄褐色土が主。
10層黒褐色土(7.5YR3/1)焼土ブロック・黄褐色土中ブロック少量。
11層暗褐色土(10YR3/3)と黄褐色土(10YR5/6)の互層。堅くしまる床。
12層黒褐色土(7. 5YR2/2)

13層褐色土(7,5YR4/3)褐色(7.5YR4/6)のロームが主。掘方埋土。

尽、1、¥〇〇〇血_エゴ二部3
0　　　(l : 4)　　10c皿

第108図　H39号住居址
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第109図　H39号住居址

第65表　H39号住居址出土遺物観察表

日三9 劔潰∴∴義 劔刹a鰐〕i溺蟹　○○　琵撥 劔姥寵纏()藤袴鱒<>丸庵・ 

N鵜. ��Ygﾂ�態擬 剏綷yく長) 剪鼬yく暗) 刳寘�(厚) 剽栫��ﾞ 劍､������横∴∴考 剌o土位置 

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±ニ 亜 � �(14,8) �<3,0> 刄iデ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��P2 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 � �6.3 �<2,1> 刄wラミガキ→赤色塗彩 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�完全実演 ��覆土 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二重= 官主 剴燒ﾊナデ。外面櫛指標走文。 劔劔剪f面実演 ��W区覆土 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文→櫛描簾状文。 劔劔剪f面実演 ��E区覆土 

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実演 ��ホリ方 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□緑部下に横位隆帯。 劔劔剌ﾌ名寺 僞区覆土 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。□綾部に沿って円形刺突。 劔劔剌ﾌ名寺 剳｢土 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ� 刮｡位の集合沈線上の8字状貼付文を起点に重弧状の集合沈線。 劔劔剿x之内1 刄zi」方 

N〇、 儉ｸ�����ｲ�几����渥��俐Y�XﾜR�仭���W��俐Y�Xﾏｨ���梃ﾈ���b�覇　　　　　　最 劔出土位置 

9 吁���������ﾈ*B�澱���釘ﾃ��鼎3"ﾃ�"�上下端部と右側に敲打痕。 劔炉 

10 冑������途ﾃ"�釘繧���纈�涛rﾃs��正嚢にすり面。 劔W区覆土 

11 仭｢��;｢�禿�緜��禿�����禿�����禿�ﾃ�C��両端欠損。 劔覆土 

ひ・ふ-52へ53G rにありH34切られH35を切る。炉は2カ所から検出された。主柱穴Pl・P2間

の炉1は主炉で、北側にテラスを持つ地床炉である。底面にあった敲石(第109図9)は炉縁石が移動

したのかは定かでない。炉底面はよく焼け込んでいる。炉1南65cmの住居主軸線上の炉2は、床面か

らの掘り込みは見られず、南北80cm東西40cmの楕円形状によく焼け込んでいる。ピットは5個検出さ

れ、 P lへP3の主柱穴は掘方からP4の棟持柱と共に五平状の柱が考えられる。 P2は外側に向け

て傾斜している。 P5は壁柱穴。 PlとP2の桁行き350cm.P2とP3の梁行き160cmを測る。敲き

床の床面は堅く平坦で、掘方は北側に僅か認められる。南壁西側部分に壁溝がある。覆土第l層は、

人為埋土である。

遺物は壷(1・2) ・聾(4・5) ・鉢(3)の弥生土器、敲石(9・10)、銅釧(11)、本址に伴わない縄文後

期称名寺式・堀之内1式深鉢片(6-8)がある。

1の無彩の轟は、頚部に櫛描横走文が施文される。 4の饗は胴部櫛描波状文後頸部櫛描簾状文が施

される。 3の鉢は、内外面赤色塗彩される。

1層褐色土(10YR4/4)

黄褐色ローム大ブロック多量。人為埋土。
2層黒褐色土(±pYR2/3)

黄褐色ローム小ブロック含む。
3層黒褐色土(10YR3/塾

粘質土(下端に床面)

標高704. 4m

(1:80)　　2m

0　　　(1:4 10c皿 「董2
第110図　H40号住居址

第66表　H40号住居址出土遺物観察表

これらの遺物から本址は弥生時

代後期箱清水期に位置づけられる。

(40) H40号住居址

ひ-54.55G rにありH29・M12・

P165に切られる。調査範囲内で

炉・柱穴等見られない。覆土第1

層は人為埋土。床面直上に糖質土

が張り付く。時期はH29との関係

で弥生時代後期かそれ以前である。

(cm・g)
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第Ⅲ華　西近津適跡Ⅳ

(41) H41号住居址

0　標署嵩m　2m

1層にぷい黄橙色土・黒褐色士・黒色土がプロツ
レンズ状に堆積する。人為埋土。

2層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄橙色土ブロック
少量。人為堆積。
黒褐色土(10YR3/1)にぷい黄橙色土ブロック
を少量含む。人為堆積。
暗褐色土(10YR3/4)柔い。
黒褐色土(10YR4/1)柔い。柱痕。

圏

綴　目1 ∈夢プ2

ニー、_クーー

にぷい黄褐色土(10YR5/3)黒色土ブロック僅かに含む。
灰黄褐色土(10YR4/2)暗褐色土ブロック多量に含む。
暗褐色土(10YR3/4)にぷい黄橙色土の小ブロック多量に含む。
堅くしまる。

9層褐色土(10YR4/4)にぷい黄橙色土・褐色土が主。黒褐色土の
小ブロック少量。掘方壁土。

1:4 10c皿

乱醐1。

第111図　H41号住居址
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第67表　H41号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

口41 劔漣∴∴義 劔剴｡懸〕〔鏑畿)農　法撥 劔躍寵鱒()鶏祷鰻<>丸露・ 

N〇、 偃ﾙ¥｢�額態 剏綷yく患) 剏ﾉ軽く悼)∴ 刳寘ｂｭ厚) 剽栫��� 劔>������欝∴∴馨 偬�7倚瓜"�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13,4) � �<2,8> 刄�Rナデ 劍8ﾘ胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾh��uhｾb�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 � � �<2,与> 刄�Rナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�破片実測 曝ｾb�

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � 凾ｭら,0> 刄�Rナデ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5迄�b�破片実測 �Xｾb�

4 �7倡Hｮﾒ�士不 � � �<3-1> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�破片実測 兒)7��

与 �7倡Hｮﾒ�鉢 �(9.2) � �6,2 刄wラミガキ 劍7x8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾb�

6 �7倡Hｮﾒ�蓬 � 剽^,2 �<3,8> 刄iデ 劍7x8�5�5�8｢�完全実測 儘粟b�

7 �7倡Hｮﾒ�亜 � �(8,8) �<4.4. 剿�耗している 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ��h�mX+X,H*(.��回転実測 �hｾb�

8 �7倡Hｮﾒ�襲 �(20,8) � �<14,1> 凵｠綾部ヨコナデ　胴部へラナデ 劍��胸YH8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾh�������

9 �7倡Hｮﾒ�蓬 � �5.0 �<6,4> 刄wラナデ 劍7x8�5�5�8｢�完全実測 �hｾb�

10 �7倡Hｮﾒ�甑 �(19.2) � �<9.9> 凵｠綾部ヨコナデ　胴部ナデ 劍ﾏｹ|餾H8�5(6�6i;yYH-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｲ�4ﾂ�回転実測 曝ｾh�����"�

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � � � 剴ｯ心円文当て具痕 剪�断面実測 �hｾb�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑に沿って2条の沈線下に連続刺突。 劔劔剌ﾌ名寺 兒)7��

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部下横位沈線。 劔劔剏繩叝遠ｪ 曝ｾb�

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。□緑下横位刻み隆線上に8字状貼付文。 劔劔剿x之内2 �hｾb�

1与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。2個の円形刺実から横位の沈線。その下斜位の沈線。 劔劔剿x之内1 曝ｾb�

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。□緑に沿って横位沈線。 劔劔剿x之内1 �Xｾb�

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑に沿った沈線の下2条1対の沈線が垂下。 劔劔剿x之内1 �hｾb�

18 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状の沈線区画。 劔劔剌ﾌ名寺 �hｾb�

19 冢ﾙ�i7舒ﾒ�亜 剴燒ﾊ赤色塗彩。外面へラ描沈線文内にヘラ描斜走文→赤色塗彩。 劔劔剪f面実測 �7ｦ��i_ｲ�

20 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二つ=二 王さ 剴燒ﾊナデ。外面へラ措沈線文内に横位羽状。ヘラ描斜走文。 劔劔剪f面実測 兒)7��

21 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二二豊こ二 王呈 剴燒ﾊナデ。外面へラ描沈線文内にヘラ描斜走文・刺実を充填したへラ描鋸歯文。 劔劔剪f面実測 �hｾb�

22 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 �hｾb�

23 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括斜走文。 劔劔剪f面実測 �hｾb�

24 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 兒)7��

2与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描横線文。 劔劔剪f面実測 �hｾb�

26 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 兒)7��

27 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括波状文。 劔劔剪f面実測 兒)7��

28 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面概括環状文。 劔劔剪f面実測 兒)7��

29 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描環状文。櫛描波状文。 劔劔剪f面実測 �Xｾb�

:No∴ �h���扱ﾒ�佗����茨r�俐Y�Y+r��5駟i���俐Y�X��丼ﾘ����灘　　　　　　議 劔MY7儻�ｨ��

30 冑��Yﾜ������禿にu聹�禿R緜��禿2ﾃ#��禿#s2纉s��正面にすり面。両側に敲打痕と条痕。 剩仞b�

31 冑������途綯�釘ﾃ���"ﾃ����3r緜B�被熱あり?(襲面赤化)全体にすり。 劔Z)7��

32 冑��Yﾜ��������2ﾃ��湯ﾃ��迭���涛��ﾃ���上端部に敲打痕。正嚢にすり面。 劔Z)7��

ほ・ま-46・47G rにありH42を切る。カマドは北壁東寄りに、粘土・焼土を検出しのみで大半が調査

区域外に伸びる。 tiソトは2個検出され、主柱穴P lは径24cmの柱痕が確認された。深さ22cmのP 2

は支柱であろう。床は平坦で堅く締まる。北壁・南壁・西壁下には壁溝が巡る。覆土1へ3層は人為埋土。

遺物は、土師器杯(1へ4)、土師器鉢(5)、土師器饗(6・8・9)、土師器壷(7)、土師器甑(10)、

須恵器薄(11)、石器(30-31)、本址に伴わない縄文時代後期土器称名寺式深鉢(12・18)、堀之内式1

深鉢(12-18)、弥生時代後期箱清水式土器轟(19へ21) ・琵(22-29)がある。

土師器杯は須恵器杯蓋模倣1 ・3、須恵器杯身模倣2、半球状4があり、 3・4が内面黒色処理され

る。饗8は、口綾部に最大径がある。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。

(42) H42号住居址

は・ま-45・46GrにありH47を切り、 H41に切られる。カマドは北壁に、袖部芯材にし字形に加工

した軽石を用い、暗褐色の粘土・黒褐色土で構築されていた。火床に熔結凝灰岩を加工した支脚石が

残る。火床と煙道部・袖部の内側が焼け込んでいる。ピットは4個検出され、主柱穴Pl・P3・P4

は径30cmの柱痕が確認された。 P 4の底面は荷重によるものか、硬化している。桁行き3.Om梁行き3.O

mを測る。床は平坦で堅く締まる。北壁・南壁下には壁溝が巡る。覆土1層は、黒褐色土・明黄褐色

ー100-



第Ⅲ革　西近津遇跡Ⅳ

UI

H lO　　910　9　10

J7810　12912 10　1078J

H’

Oi

標高704. 6m

O　　　(1二40) 1m

<1 

圃魅 
ヾl 凵x,、 

一 

二で 

く○ 

」で〕臆‾ ��

くく⊃ 【、○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇臆臆 ∞-喜一臆臆 や <「 ��畷 

毘　　種 

標高704. 6m

O　　　(1 :80)

1層暗褐色土(10YR3/4)黒褐色十・明黄褐色土・暗褐色土の斜め
方向の帯状ブロックが堆積する。 (北壁から南へ、南壁から
北へ)人為埋土。

2層暗褐色土(10YR3/4)
3層暗褐色土(10YR3/3)

4層褐色土(10YR4/4)

5層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色土ブロック含む。
6層黄褐色土(10YR5/6)明黄褐色ロームとにぷい橙色Plが混じる。
7層暗褐色土(10YR3/4)堅くしまる床。
8層黄褐色土(10YR5/6)黒褐色上・明黄褐色(10YR6/6)のローム・

明黄褐色(10YR7/6)のロームブロック多量。掘方埋土。
9層橙色土(5YR6/8)カマド構築土が焼けたもの。
10層暗褐色土(7.5YR3/4)粘土。カマド構築土。
11層褐色土(10YR4/6)

12層黒褐色土(10YR2/3)明黄褐色士の小ブロック少量。カマド構築土。

⊂二二二⊃ 12

0　　　(1 : 4)　　10c皿

第112図　H42号住居址
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第68表　H42号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm.g)

日鍍 劔������'｢�剴蝟c・・闇整・愛嬢 刳ﾓ建凝!)藤澤績<>丸麗・ 

弾む. ��ｹgﾂ�擬態 佰ｸﾇ�*ﾙ+x�2�鹿軽く晴) ��窺xﾘ(*ﾘﾌ鋳�碗∴∴圃 兌������鵜∴考　上出土使置 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2ﾃB�� 迭���ヘラミガキ→黒色処理 �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 疲�"�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2ﾃ��� 禿2縱��ヨコナデ �7x8�5�5�8｢�回転実測 �XｾiZ)7��

3 �7倡Hｮﾒ�高士不 茶�"����(6,2) 澱���林部へラミガキ→黒色処理。脚部ナデ 凩�YH-h8�7�4ｸ4ﾈ�(ｷ)YH6�6b�完全実測 碑�ｸ�ｳ��

4 �7倡Hｮﾒ�手づくね 土器 �� ��ヘラミガキ �6�6h�).ｩYH-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 丿ﾙDil｢�

う �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�(ｯH巉ｧy[h�)>ｩ[e(�h�5X�"�劔堀之内2 丿ﾙDil｢�

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傅ﾉ<ｸｴ�,�霹�謌��,h��見+��ﾈ�"�劔堀之内1 兒)7��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傅ﾉ<ｸｴ�,偬8見+��ﾈ,im8ﾔX�(+ｸ+�*�.y�(岑+x.俘�-ﾙ{)���"�劔堀之内1 �XｾiZ)7��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 們鞅8�ﾘy+��ﾈ�)>ｩ[h+U(�"�劔堀之内1 �xｾiZ)7��

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 弍H巉ｧy[h�)>ｩ[h�e(�"�劔堀之内2 丿ﾙDil｢�

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�劔堀之内1 丿ﾙDil｢�

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｸ離)gｹ�h.��"�劔後期前半 �hｾb�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 �7舒ﾙ]�鈴L(�(ﾘ�-ﾙ{)���(ｯH巉ｧy[h�)>ｩ[h�e(�5X�)+y]3Bﾃ���%ｩ]32ﾃ(��ﾏｨ+8�ｸ�ｳx�"�劔堀之内之 丿ﾙDil｢�

13 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=±= 亜 ��劔断面実測 �hｾb�

14 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��劔断面実測 丿ﾙDil｢�

1与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��劔断面実測 �XｾiZ)7��

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 ��劔断面実測 �xｾiZ)7��

N0. ��ｸ���扱ｸ駟FX�椅�8��ﾉYﾞ�8耳ﾍｹ(�h耳��ｮ驂���旗������������������^8��������Db�劔劔i�7儻(袵�

17 吁��苻����ﾈ�X�Rﾃ�R綏ﾃ2紮ﾃ33bﾃc&ﾉNﾙDﾘ*�.ｉ�9z�ﾙX峇��9YH,吁��Xﾚﾘ�)z�lｨ,ﾙNﾙDﾘｨH.ｨ*��"�劔劍uXｾiZ)7��

土・暗褐色土の帯状ブロックが住居中央に向けて傾斜する人為埋土である。

遺物は、土師器杯(1・2)、土師器高杯(3)、土師器手捏(4)、敲石(17)、本地に伴わない縄文時

代後期土器堀之内式1深鉢(6へ7・10) ・堀之内式2 (5 ・9)、土製品(12)、弥生時代後期箱清水式土

器壷(13) ・聾(14へ16)がある。土製品は、堀之内式2の深鉢を加工した土器片円板である。

土師器杯は半球状の1 ・2があり、 1が内面黒色処理される。 3の高杯も内面黒色処理される。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。

(43) H43号住居址

ま-44、み-43・44G rにありD57に切られる。カマドは東壁やや

南壁寄りに、焼け込みが見られる火床と沿道の張り出し部が僅かに

残存する。北壁下に厚さ10cmほどの焼土の堆積が確認された。床面

は堅固ではない。柱穴はみられない。

、庄’鰯二塾4

l・4~9 (1:4)　10c皿

2　(1 : 3)　7.5c皿

3　(1 : 1)　2.5cⅢ

第113図　H43号住居址
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勘ナ込み　2

1層黒褐色土(10YR3/2)灰黄褐色土ブロック

含む。
2層暗赤褐色土(5YR3/4)にぷい赤褐色の

焼土粒子・灰黄褐色土を含む。

2

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

両

三

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

仙
川
川
肌
用
V、齢⇔ 轟



第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

第69表　H43号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

日魯合 劔漉　褒 劔剞ｬ形　"　調整:文様 劔鰹翻蹟〈〉鶏祷鑑<>丸鷹番 

舶載. �/yo��饗穫 凵�綷y鰹) 剌詞yく脂)∴ 剄訣ｂｭ庫) 劍q∴∴溺 劔[ｸ��4ﾒ�凝　　繋 偬�7傚餔｢�霎iZ)7��霎e8ｾb�

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 � �(6,8) �<2.2> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH-h8�6�6b�回転実測 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�璽 深鉢 �(14,8) � �<7,1> 凾ﾖラミガキ 劍ｿ儼�Fx�9[h�挨Hｨy�ｨ�9[b�回転実測 

4 劔環状把手の表裏と側面に円形刺実と沈線。 劔劔剿x之内1 碑ｾiZ)7��霎iZ)7��8ｾiZ)7��霎iZ)7��8ｾiZ)7��

う �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする刻み隆帯と斜行する刻み隆帯好交点上に環状隆帯。 劔劔剿x之内1 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。 劔劔剏繩咜O半 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。□緑下に横位沈線。縄文しR。 劔劔剿x之内2 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 刳�ｽ学文。縄文」R。 劔劔剿x之内2 

:N〇十 佗������ｲ�冩(����5ｲ�凭Ix員���8ｼHｵ��凭I�Xｮ��兔ﾘ�握"�翻　　　　　　襲 劍�7�ｨ���

2 侈胄��52����ｸ�ｳ����紕���ﾃ�*B�途ﾃ#��方形の2孔あり。 劔Z)7��霎iZ)7��

3 ��隴2���禿�����禿�����禿�ﾃ#��禿�ﾃ#���先端・両脚欠損。 

遺物は、底部へラナデされる土師器杯(1)、方形の2孔がある器種不明の鉄器(2)、本址に伴わな

い縄文時代後期土器堀之内1式深鉢(4・ 5) ・堀之内2式深鉢(7・ 8)、弥生時代後期箱清水式饗(9)、

石鍛(3)がある。本址の時期は、 1の8世紀代とみられる土師器杯が唯一のよりどころである。

(44) H44号住居址

み-40・41G rにあり、大半は西側の調査区域外に伸びる。カマド・炉は調査範囲内では確認されない。

2m

1層暗褐色土(10YR3/3)黄褐色土少量含む。
2層にぷい黄褐色土(10YR4/3)黄褐色土・黒褐

色土ブロックを多量に含む。人為埋土。
3層黒褐色土(10YR2/3)暗褐色土少量含む。
4層黒褐色土(10YR2/3)

5層暗褐色土(10YR3/3)
6層灰黄褐色土(10YR4/2)黒褐色土のブロック・

粒子を含む。堅くしまる床。
7層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色土ブロック

を少量含む。

ピットは北東隅に2個検出された。壁溝が東壁から南壁下

を巡る。覆土第2層は、黄褐色土・黒褐色土のブロックを多

量に含む人為埋土である。床面は堅く平坦である。

遺物は、縄文時代後期称名寺式と思われる深鉢(1)、堀之

内1式の深鉢(2)、堀之内2式の深鉢(3)、後期前半のミニ

チュア土器(4)、側面に剥離痕・研磨痕、内外面に未貫通孔

(二〔こフ　　　　　ぐ二二コ　　　6

1へ5・7 (1:4)

0　　　　6 (1:2)

10cm

5c皿

第114図　H44号住居址

第70表　H44号住居址出土遺物観察表

紹蝿。

肘音0. 刋�>R�器極　言 剽�:駁・し　議I畿 劔剳h∴∴∴寄 偬�7几ｸ袵�

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□緑?□綾部に沿って沈線。斜位横位の沈線。 劔剌ﾌ名寺? 兒)7��

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。小突起頂部2個円形刺実から横位沈線。 劔剿x之内1 兒)7��

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。波頂部盲孔から斜位に垂下する刻み隆帯。 劔剿x之内2 兒)7��

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�ミニユチ ア土器 剪鼬a3.6cm　残存器高3,4cm。網代底? 劔剏繩咜O半 兒)7��

う �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板深鉢胴部片。剥離痕。研磨痕。内外面に未貫通の孔あり。2条の縦位沈線。斜位沈線。縄文」R充填。 劔剿x之内1 兒)7��
長辺3.5cm短辺2,5cm厚さ0.7cm。 

雨龍章 佝H������刎ﾘ���姥r�俐Y�XﾜR�韻大堀 亊��隶B�霞∴薮 ��h������������ｴｲ�偬�7�ｩNｲ�

6 �?�鵁��ﾔ�,ﾂ�*�.僣ﾙ]��俛Yvｩ�����纈�1,4 ��ﾃ2�0,8之 ��9YH,�?�鵁��ﾔ��"�兒)7��

7 吁������禿rﾃc��<4.9> 禿2ﾃ���<205.4与> �ｩYHﾈy���(�9%ｹYH,吁��Xﾚﾘ�"����R�
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を持つ堀之内式深鉢胴部片を加工した土器片円板(5)、二次加工のある剥片(6)、敲石(7)がある。

本址は、縄文時代後期の遺物が主であるがいづれも小片であり、時期不明としたい。

(45) H45号住居址

み-39・40Grにあり、 H51を切る。カマドは調査範囲内では確認されない。ピットは3個検出され、

主柱穴P lは径30cm.P 2は径20cmの柱痕が確認された。 P 3は位置的に貯蔵穴かと思えたが、五平

[二⊃ 2。

○つ 独ﾂ�

※ 
○) 

丁子 し(つ- ��

N　’∴ 

C教二 °l 山つ ぐ- くe 念 轡 ⊂⊃ ○ヽ ��

婆 

※ 
ン ヽ’1ヽ 音三、- 　p 剽� 

【∃ 

題音調喜劇 � 

N 　ぐlつ くI 

※ 

→ノ/

1層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色のPl少量含む。
2層暗褐色土(10YR3/3)
3層暗褐色土(10YR3/3)明黄褐色のPl少量、柔い。
4層明黄褐色土(10YR6/6)

5層黒褐色土(10YR2/3)明黄褐色のPlのブロック多量、
にぷい黄褐色のPl微量含む。柱痕。

6層暗褐色土(10YR3/3)
7層黒褐色土(10YR2/3)明黄褐色(10YR7/6)のPlが主。

明黄褐色(10YR6/6)のPlの小ブロック多量。堅くしまる。
8層黒褐色土(10YR3/1)にぷい黄褐色のPl少量含む。
9層黒褐色土(10YR3/2)明黄褐色のPlブロック少量。

堅くしまる床。
10層褐色土(10YR4/4)

ll層暗褐色土(10YR3/4)掘方埋土。

⊂二⊃ 23

ー¥〇　〇〇二‾

(ユ2。
1へ26 (1:4) 10cⅢ

27・28 (1:2)　　5cⅢ

第115図　H45号住居址
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第Ⅲ革　西近津遺跡Ⅳ

第71表　H45号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

靴晦 劔濃∴霞 劔剌x滞・閲饗　場　二転蟻 劔推建纏‡)残存使<>丸蟻・ 

∴N〇千 亅H���攫撥 �:ロ母(長) 剪鼬yく脂) 剔ﾔ藩 �iYB�弼∴∴題 劍畔�����鱗∴∴考 偬�7佶(���

1 �7倡Hｮﾒ�杯 �13.2 � �<4.4> 凾ﾖラナデ 劔.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 �8�T霎h����R�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �12,4 � �<3,4> 凾ﾖラナデ 劔.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 碑ｾiZ)7��

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 �11.1 � �<3,与> 刄wラミガキ→黒色処理 劔.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 碑ｾiZ)7��8ｾiZ)7��霎iZ)7��

4 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � � 刄wラミガキ→黒色処理 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 

う �7倡Hｮﾒ�甑 � �(6.1) �<4.2> 凾ﾖラナデ。黒色処理 劍7x8�6�6h�).ｩYH-h8�5�5�8｢�1穴　回転実測 

15 冢ﾙ�i7舒ﾒ�二±= 呈呈 � �(8.2) �<3,与> 凾ﾖラナデ→にぷい赤色塗彩。一部魚 劍��*)�I�i6緯｢�回転実測 �87ｨ8ｩ_ｸ��8ｾb�
塗彩 劔斐��2�87ｨ8ｩ_ｲ�

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剴齦ｶ」R。 劔劔剪�卲續ｼ 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状の隆帯。磨消縄文R」。 劔劔剪�卲續ｼ 碑ｾiZ)7��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌c位沈線区画内に斜位の沈線。 劔劔剪�卲續ｼ 碑7ｨ8ｩ_ｲ�

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剋ﾎ位の微睡超文。縄文R」。 劔劔剪�卲續ｼ �87ｨ8ｩ_ｲ�

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪n文縄文」R。弧状沈線。 劔劔剿x之内 碑7ｨ8ｩ_ｲ�

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。所謂粗製土器。 劔劔剿x之内 碑7ｨ8ｩ_ｲ�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線で幾何学的文様描く。縄文眼充填。 劔劔剿x之内2 碑7ｨ8ｩ_ｲ�

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。幾何学的文様。縄文」R充填。 劔劔剿x之内1 �8ｾiZ)7��

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。1本題1本潜り。 劔劔剏繩咜O半 碑7ｨ8ｩ_ｲ�

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。櫛描斜走文。 劔劔剏繩� 碑ｾiZ)7��

17 �>ｩ[b�7��ｹV��土器片円 板 剞[鉢片。「部欠損。研磨痕。無文。最大長4,5cm　厚さ0.9cm。 劔劔剏繩�? 碑ｾiZ)7��

18 �>ｩ[b�7��ｹV��土器片円 板 剞[鉢片。敲打痕。無文。長径2,7cm　短径2.3cm　厚さ0.8cm。 劔劔剏繩�? �8ｾiZ)7��

19 冢ﾙ�b�7��ｸ軏�土器片円 板 剄､片。敲打痕。研磨痕。櫛描波状文。最大長・厚さ0,7cm。 劔劔剏繩� 碑7ｦ��i_ｲ�

N〇十 �H���或��������h���胃���9x畏ﾂ�俛X笹�2�俐Y�Xｧ｢�刎ﾘ�延��灘　　　　　認 劍�7�ｩ'R�

20 兢)Z���������絣�迭ﾃ���2ﾉu���3�Bﾃ#B� 剩��ｸ�ｳr�

21 兢)Z���������ﾃ��釘纈�釘ﾃ���#c�ﾃc2� 剩��ｸ�ｳ��

22 兢)Z������������釘纈��2�"���ッ縱"�左側に敲打痕。 剳8ｾiZ)7��

23 兢)Z��������"���澱����2騏���3s津C�� 剩��騏��

24 兢)Z��������"ﾃ��迭�"�釘縒��3s2纉�� 剳8���

2与 兢)Z������湯綯�釘ﾃ���2ﾃ���#3"��"� 剩��綯�

26 兢)Z������途繧�釘ﾃ���"騏����#B纉�� 剩��紕�

27 �7��ｹV亊ｸｼ｢�����ﾃB���ﾃ"����2��"��r�孔径0,2へ0,3。焼成後穿孔?　ナデ調整。 剩�����

28 �7��ｹV佰仂｢����"ﾃB��"ﾃ����ﾃ���2騏���孔径0,4。焼成後穿孔?　ナデ調整。 剩���"�

状の柱痕が確認された。 P l・P2の桁行き2.6mを測る。床は平坦で堅く締まる。北壁・西壁下には

壁溝が巡る。南西隅の床面にくい込んだ鉄平石(第　図)が壁に斜めに架かり、この下に壁溝は認め

られない。この鉄平石からP 2底面にかけて床面から幅2cm、 40cmの高さで墳砂(浅黄橙色のシルト

質土)が検出された。本址廃絶後覆土第1層が堆積した後の事象である。

遺物は、土師器杯(1へ3)、土師器鉢(4)、土師器甑(5)、編物石(20へ28)、台石(Pl14掲載図)、

土製の丸玉(27・28)、本址に伴わない縄文時代中期後半の深鉢、後期堀之内式深鉢(10へ13)、後期土

器片円板(17へ19)、弥生時代後期箱清水式の壷(15) ・饗(16)がある。

1へ3は須恵器杯蓋模倣杯で　3が内面黒色処理される。 4の鉢・5の甑は、内面黒色処理される。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期喜7世紀代に位置づけられる。

(46) H46号住居址

葛、-　二三
」　〇二二・・・

/

」」』 、、」二三与:三二二二エ

第116図　H46号住居址(1)
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第72表　H46号住居址出土遺物観察表 (cm・g)

日鱒 劔法∴∴憲 劔刹a撥　葵・頚響・捷繚 劔総靂願い残葎纏<>丸底・ 

N〇、 �����顥¥｢�※運 剪ﾐ敏感 劈A径(喝)∴ 凵�渚�(庫) 刹f 剄� 囘ﾘ�����鶴∴∴馨 剌o土健護 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.0) � �4,8 刄iデ 劍7x8�5�5�8｢�回転実演 ��カマド 

2 �7倡Hｮﾒ�甑 � �(う,8) �<3.4> 刄wラミガキ 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYI�ﾘﾔR�回転実演 ��W区覆土 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 �(13,2) � �<2.9> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実況 ��覆土 

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏罇O部面取り。所謂粗製深鉢。 劔劔剏繩咜O半 剳｢土 

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。口緑部下に圧痕持つ隆帯。 劔劔剏繩咜O半 儻区覆土 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。幾何単文内に縄文しR。 劔劔剿x之内2 剳｢土 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 刮｡位沈線内に磨消縄文」R。 劔劔剿x之内2 儻区覆土 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�注口土器 刳�ｽ学文。縄文」R。 劔劔剿x之内2 剳｢土 

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。 劔劔剏繩咜O半 僞区覆土 

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。底径8,2。 劔劔剏繩咜O半 剳｢土 

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。底径8,0。 劔劔剏繩咜O半 剳｢土 

N〇千 �>X�������冩(���愛"�亳��i���俐Y�Yw2�俐Y�Yi��刋����b�醗　　　　　親 劔出土飽澄 

12 ��Y�ｹ�餽����禿rﾃ3��禿bﾃ���禿�ﾃC��禿迭��s��上部欠損。刃部に磨滅痕。正嚢とも節理面。 劔S区覆土 

13 ��Y�ｹ�餽����禿2纉��禿bﾃc��禿�ﾃ��禿S2ﾃ�s��上部欠損。正面 �+�齷�(柯�"�儡区覆土 

標高705.3m

O　　　(1:80)　　2m

1層暗褐色土(10YR3/4)南壁寄りの下層に褐色土、全般に褐色土が
主で、にぷい黄橙色のPlブロック・粒子多量。
人為埋土。

1’層暗褐色土(10YR3/4) 1層に廃土ブロック多く含む。カマド煙道部

に堆積する。
2層暗褐色土(10YR3/3)
3層暗褐色土(10YR3/4)床面直上の粘質土。
4層暗褐色土(10YR3/3)炭が主、焼土・粘土小ブロック少量。
5層明黄褐色土(10YR6/6)と暗褐色土(10YR3/3)が混じる。

カマド構築土。
6層黒褐色土(10YR3/2)明黄褐色・明赤褐色のPlのブロック

多量。掘方埋土。

聖　　　　　　堂_’

5　　焼け込み　　　　　C ’

標高705.3m

O　　　(1 : 40)

第117図　H46号住居址(2)

み・む-37・38G rにあり、 F5・P179・P185に切られる。

カマドは北壁中央に設置され、僅かな袖部・火床・原形を保

つ煙道部の一部が検出された。煙道部の末端は、 F5・P

185に壊されているが、北壁から竪穴外に伸びる天井部は

残存(72cm)する。煙道部の断面は長方形で、北壁部分で横

幅28cm立幅22cmを測る。ピットは、カマドに対時するよう

に南壁下に1個検出された。主柱穴であろうか。床面は堅く平坦で、暗褐色の粘質土が床に張り付く。

覆土第1層は、人為埋土である。

遺物は、 1の須恵器杯身模倣の土師器杯、 2の多孔持つ土師器甑、混入遺物の須恵器杯(3)、縄文

時代後期前半の土器(4へ11)、打製石斧(12・13)がある。

本址は少ない遺物だが、古墳時代後期- 7世紀代とみて大過ないであろう。

(47) H47号住居址

⊂二二⊃ 1

(1 :4)　　10c皿

未

鴻
査
区

域

標高704, 5m

(1:80)　　　2m

第118図　H47号住居址
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層黒褐色土(10YR2/3)黒褐色土・明黄褐色の
ブロック多量。人為埋土。

2層黒褐色土(10YR3/2)

3層暗褐色土(10YR3/3)

4層黄褐色土(10YR5/6)明黄褐色土のブロック含む。
5層暗褐色土(10YR3/4)床面直上の粘質土。
6層暗褐色土(10YR3/3)明黄褐色土を帯状に含む。

堅くしまる床。
7層明黄褐色土(10YR6/6)明黄褐色土が主で、斜め

方向に帯状の暗褐色土を含む。



第Ⅲ華　西近津退助Ⅳ

ま・み-45Grにあり、 H42に切られる。カマド・炉・柱穴等は、調査範囲内では確認されない。覆

土第1層は、明黄褐色土・黒褐色土のブロックを多量に含む人為埋土である。床面は堅く平坦であり、

弥生時代後期のHll・H12・H20.H27・H28.H30.H33・H35に見られた暗褐色の粘質土が、床面直上

に張り付く。

遺物は、縄文時代後期堀之内式の深鉢片を加工した土器片円板が図示できた。 2条の平行沈線・縄

文が施文される。最大幅4.2cm厚さ1.2cmを測る。他に図示できない、縄文時代・弥生時代の土器小片

が出土している。本址の時期は、重複するH42の古墳時代後期- 7世紀以前である。

(48) H48号住居址

み・む-36・37Grにあり、 M14を切る。カマドは、調査範囲内では確認されない。ピットは柱穴で

あろうか、不規則な位置に2個検出された。床面は堅く締まり平坦である。

遺物は、土師器杯(1・2)、須恵器杯(3・4)、混入遺物である縄文時代後期堀之内1式の深鉢

(6) ・堀之内2式の深鉢(5) ・弥生時代後期箱清水式の饗(7)、打製石斧(8)がある。

1 ・3の底部回転糸切り、 2の底部回転糸切り後に手持ちへラケズリされる。

これらの遺物から本址は、小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅲ期- 8世紀第3四半期に位

置づけられる。

1層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄褐色のPlを少量含む。
2層黒褐色土(10YR3/1)
3層黒褐色土(10YR2/3)黒褐色を主に、にぷい黄褐色の

Plを少量含む。
4層にぷい黄褐色土(10YR4/3)堅くしまる床。
5層褐色土(10YR4/4)明黄褐色のPlが主、暗褐色土の

ブロック含む。掘方埋土。

標高704. 6m

(1:80) 2m ニー‾〇・〇。7

1-7 (1:4)　　10c皿

0　　　8 (1:3)　　7.5cⅢ

第119図　H48号住居址

第73表　H48号住居址出土遺物観察表

白48 劔�H����ｪb�劔成形・I調整・∴文様 劔w8�����h�99扱�*ﾓ隴ｸﾆ8饕�

賂. 叨ｸｾ��譲繕 鐙ﾏｸﾇ�*���倡�F霽�8鋳�琵高く陣)∴ 剏y∴∴顕 剪y　駆 仂8���怨r�出土麓麗 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 ��b���澱絣�4.2 凾ﾖラミガキ。黒色処理 刄鴻Nロナデ。底部回転糸切り 亂��8���｢�N0.1・2 S・N区覆土 

2 �7倡Hｮﾒ�土不 ��b�"�途ﾉu��4.4 刄wラミガキ。黒色処理 刄鴻Nロナデ。底部回転糸切り→手持ちへラケ ズリ 亂��8���｢�N0.3 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�Bﾃ������bﾃ"��3.6 刄鴻Nロナデ 刄鴻Nロナデ。底部右回転糸切リ 亂��8���｢�No.4 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 茶�2綯����<4.2> 刄鴻Nロナデ 刄鴻Nロナデ 弌�5ﾘ���｢�S区覆土 

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾H岑,俘�-ﾙ{)�ﾈ�(��見+��ﾈ�"�劔劔g右i>�"�N区覆土 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑�X�ﾗ8+x.偖xﾘy+��ﾈ�)>ｩ[e(�h�"�劔劔g右i>���N区覆土 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�塞 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼�ｬ(�9[h�"�劔剪�N区覆土 

N〇、 ��H�厭���ｵH��ｽH���一R�刹�ﾇ鐙言恐大願 劍ﾜXｭ��ｲ�刎ﾘ��､���=ﾈ����������������������J����������������������������������������7�ｩ���

8 ��Y�ｹ�餽����8,3iう,与 剴�ﾃ2�都Bﾃ�&冑�lXﾚﾘ�8.��)�9lｨ,俾��(柯�"�儂区覆土 

(49) H49号住居址

み・む-34G rにあり、 H50を切る。本址は東隣で調査された西近津遺跡ⅧのH20号住居址と同一住
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標高705. 8m

(1:80)

l層黒褐色土(10YR3/2)にぷい黄橙色の
Plブロック・小礫含む。人為埋土。

2層黒褐色土(5YR3/1)
3層黒褐色土(5YR3/1)焼土ブロック・灰

褐色の粘土ブロック少量含む。
4層灰褐色土(5YR4/2)灰褐色の灰・焼土

を多く含む。
5層灰褐色土(5YR5/2)灰が主。
6周明赤褐色土(5YR3/6)焼込み。
7層暗赤褐色土(5YR3/2)粘土。カマド

構築土。
8層褐色土(7.5YR4/3)カマド構築土。
9層暗褐色土(10YR3/3)床。

2m

□」墨圃

第120図　H49号住居址

第74表　H49号住居址出土遺物観察表

C　9　　　7焼け込み 団

1へ18 (1:4)

19 (1:3)

持婚 劍鯤����¥r�刹[頼　義　顕鑑　直　轄撥 剿�梔^上上賎祷纏で>親麿・ 

N〇、 �,H��題額 佰ｸﾇ�*ﾙ+r��底怪(嶋) 鐙顏ﾘ(*ﾘﾏ｢����施∴∴溺 �>������鱒∴∴萄 偬�xﾉ)���

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土不 ��Bﾃ��8,2 �2綯�ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8訷鰄+�-h8�5�5��完全実測　内外 碑�ｸ�ｳ(�S2�
リ ��+�+x*ｹtﾂ�

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��Bﾃ��7,6 �2ﾃ��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8訷鰄+�-h8�5�5��完全実測　内外 碑�ｸ�ｳ��SB�
リ ��+�+x*ｹtﾂ�

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(ﾏｹ|餾H岑,�8ﾚﾘ�"�劔後期前半 碑ｾiZ)7��

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(��|餾H岑,�8ﾚﾘ鰄,){)���"�劔後期前半 碑ｾiZ)7��

5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(��|餾I>��ﾈ�"�劔後期前半 碑ｾiZ)7��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �<ｸｴ餾H,�饉h,hﾌｨ�9+��ﾈ�"�劔堀之内1 �7ｨ8ｩ_ｲ�

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �)ｨ鬨�8ｻY�ﾈｾh柯�)>ｩ[h�e(�"�劔称名寺 碑ｾiZ)7��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�(��|�,��,�,I+��ﾈ�"�劔堀之内1 碑ｾiZ)7��

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 俘�-ﾙ{)���"�劔堀之内 �7ｨ8ｩ_ｲ�

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 弍H巉ｧy[h�)>ｩ[h�e(�5X�"�劔堀之内2 �8ｾiZ)7��

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 弍H巉ｧy[h�"�劔堀之内2 �8ｾiZ)7��

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 菱鬨�8ｻY�ﾈ�"�劔称名寺 碑ｾiZ)7��

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.｣�.ｨﾆ�づh�"�劔後期前半 斐�綯�

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#9gｹ��9gｹ�h.��).ｨﾆ���ﾃ��"�劔後期前半 碑ｾiZ)7��

1与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��"�劔後期前半 碑ｾiZ)7��

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 店��,ﾈ��見+��ﾈｭH,冑���>ｩ[h+U(ｾi��.��"�劔加営利B「 �7ｨ8ｩ_ｲ�

17 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨｿ儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[h�"�劔断面実測 �8ｾiZ)7��

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 �>�lｨ7�4ｸ4ﾈ�(､�ｨ･HｨyFx�9[h�"�劔断面実測 碑ｾiZ)7��

N0. �����ﾄF冩(���影h��ｹ霑��Xﾆ8�hﾜY&ﾙi�俐XｼI^ｹ=ﾈ��+8�延���-ﾈ����������������������z8����������7ﾒ�劔劍�7�ﾙ���

19 ��Y�ｹ�餽��������ﾃﾃR縱貪ﾃRﾃs貪ﾃ���貪ﾃCBﾃ3�貶岔YHﾈy���(齷�(柯�8.��"�劔剳8ｾb�

居址である。カマドは北壁中央に、面取り軽石と熔結凝灰岩を袖部の芯材にし、粘土と褐色土で構築

されている。火床に安山岩を加工した支脚石が残る。火床上部に灰の堆積が顕著である。火床と煙道

部がよく焼け込んでいる。両方の調査範囲内から柱穴は検出されない。床面は堅く締まり平坦である。

遺物は、底部手持ちへラケズリされる須恵器杯(1 ・ 2)、混入遺物の縄文時代後期称名寺式・堀之内

1式・堀之内2式・加営利B l式の深鉢、弥生時代後期箱清水式の饗、打製石斧がある。

本址は、小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅲ期- 8世紀第2四半期に位置づけられる。
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第Ⅲ軍　西近津遇跡Ⅳ

(50) H50号住居址

み・む-34・35Grにあり、 H51に切られる。カマドは北壁中央に、暗褐色の粘土と暗褐色土・黒褐色

標高705. 7m

O　　　(1 :80)

標智諾n lm

1層暗褐色土(10YR3/4)

2層褐色土(10YR4/4)明黄褐色・明褐色のPl
ブロックおよび極暗褐色土ブロック多量。
人為埋土。

3層暗褐色土(7. 5YR3/3)

4層暗褐色土(7.5YR3/4)粘土。
5層黒褐色土(7. 5YR3/2)炭が主。
6層明赤褐色土(5YR5/8)焼土ブロック。

7層明赤褐色土(5YR5/6)灰。
8層褐色土(7.5YR4/3)粘土・灰・焼土のブロック。
9層黒褐色土(10YR3/2)褐色土の小ブロック含む。

旦_ 18焼け込み14　粗ナ込み　G’ 10層褐色土(1q型/4)浅黄橙色・褐色のPl
ブロック多量。

11層暗褐色土(10YR3/4)柔い。

12層黒褐色土(10YR2/2)柔い。柱痕。
13層黒褐色土(10YR2/3)カマド構築土。
14層暗褐色土(7.5YR3/4)粘土。カマド構築土。
15層褐色土(10YR4/6)暗褐色土の小ブロック

多量。カマド構築土。
16層暗褐色土(10YR3/4)粘土・炭の小ブロック、

柔い。支脚石埋穴?
17層暗褐色土(10YR3/3)カマド稽策士。
18層褐色土(10YR4/4)浅黄橙色のPl・褐色土・

暗褐色土のブロック多量。掘方埋土。2m

国星型墓園
第121図　H50号住居址(1)

0　　　(1 : 4)　　10cⅢ
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土・褐色土と礫で構築されてい

る。袖は地山削り出しで、袖部

先端に芯材の礫を立てる小ピッ

トがある。床に散在する熔結凝

灰岩や面取り軽石・鉄平石もカ
マドの構築材の一部と見られる。

火床の上部に顕著な灰の堆積が

認められた。火床中央には、支

脚石抜き取り跡であろう小ピッ

トがある。

ピットが3個検出された。径

20cmの柱痕が確認された主柱穴

P2・P3の柱穴間、桁行きは3.

4cmを測る。 P lは貯蔵穴であ

ろうか。壁溝が北壁・東壁・南壁

下を巡る。床中央から南壁にか

け床直上に5 -10cmに炭が堆積

していた。



申報諾諺夢

5へ37・39-41 (1:4) 10c皿

0　　　　　38 (l:3) 7.5c皿

撰議蓮華7)

∬

〔二二⊃q　⊂二コ29

13

‾ “¥葛_⊥4

⊂二二二〕 30　⊂二二コ31

28 ¥、_⊥4′∴¥　J　二

第122図　H50号住居址(2)
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第Ⅲ輩　西近津遺跡Ⅳ

第75表　H50号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　(cm.g) 

甲0 劔浅∴∴選 劔剞ｬ形　重∴溺鞍・∴亥繚 劔縫定纏()残存健<>丸療・ 

栂①. 叨ｸﾈ��擬態 剏綷yく長) 剪鼬yく寄掛 凵�ｪ向(厚) 刹d∴∴蘭 劔Y���w��編∴∴馨 偬�7�ﾘ���

1 �7倡Hｮﾒ�蓬 � � � 刄wラミガキ 劍7x8�5�5�8ｨ��8�5(6�6b�破片実測 �4ｨ7ﾘ6��

2 �7倡Hｮﾒ�甑 �17.0 �8.6 �13.3 凾ﾖラミガキ 劍7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測　多孔 �xｾh����紕�

3 �7倡Hｮﾒ�二±= 王ど � �(8,0) �<7.2> 刄nケメ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 �hｾh��uxｾb�

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄wラミガキ→黒色処理 劍-h8�5�5迄�h��7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 �hｾb�

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 � �3.3 �<2,6> 刄wラナデ→ヘラミガキ 劍-h8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �Xｾb�

33 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 � �6.0 �<2.7> 凾ﾖラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 �Xｾb�

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□緑。口唇部剣先状沈線内に縄文R」。逆三角形状の沈線区画内に縄文R」を充填。 劔劔剌ﾌ名寺 �Xｾb�

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線と円形貼付文の突起。□緑に沿って沈線。突起下に刺実を囲む弧状沈線さらに垂下する短沈線。そこから2条 劔劔刮ﾁ曽利B「 �Xｾb�
の横位沈線内に磨消縄文」R。内面突起下にお玉杓子状の沈線。3条の横位沈線。 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□緑部下に圧痕持つ隆帯。 劔劔剏繩咜O半 曝ｾb�

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□緑。沈線区画内に縄文」R充填。 劔劔剌ﾌ名寺 �xｾb�

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。突起部 劔こ円形刺突もつ円形貼付文。 劔剿x之内1 �hｾb�

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳ﾂ状突起内外面両側 劔こ円形刺実の円形貼付文。 劔剿x之内1 �hｾb�

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□縁。□緑部内折。波頂部に円孔もつ円形貼付文。その下8字状貼付文から刻み隆線。さらに斜行沈線。 劔劔剿x之内2 曝ｾb�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。□緑部下□緑に沿って刻み隆線。内面□緑に沿って沈線。 劔劔剿x之内2 曝ｾb�

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剴燒ﾊ口唇部に刻み。その下2条の横位沈線。 劔劔刮ﾁ営利B「 �Xｾb�

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位刻み隆帯。その下斜行沈線。 劔劔剿x之内1 �Xｾb�

15 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位刻み隆線またぐ両端に円形刺突もつ刻み隆線。 劔劔剿x之内2 �Xｾb�

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 刹�`斜走文。 劔劔� 曝ｾb�

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 刳�ｽ学沈線。 劔劔剿x之内2 �xｾb�

18 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線区画内に縄文」R充填。 劔劔剌ﾌ名寺 �Xｾb�

19 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剋ﾎ行沈線。綾杉状の沈線。 劔劔剪�卲續ｼ �hｾb�

20 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする沈線。斜行沈線。 劔劔剪�卲續ｼ 曝ｾb�

21 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �2条の横位沈線内に縄文」R。 劔劔剿x之内2 �xｾb�

22 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。素材細い。底径10,4。 劔劔剏繩咜O半 曝ｾhuxｾd��C�8ｾb�

23 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。素材細い。底径(11,0)。 劔劔剏繩咜O半 �hｾb�

24 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。胴下部斜行沈線。底径(8,0)。 劔劔剏繩咜O葉 �xｾb�

2与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。底径(10.0)。 劔劔剏繩咜O半 曝ｾb�

26 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剞ｒｩ同部片。外面で貫通する孔もつ。長辺4.7　短辺3.8　厚さ0.6。 劔劔剏繩� �xｾb�

27 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 � 劔劔剏繩咜O半 兒)7��

28 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。粗製深鉢胴部片。焼成後穿孔の1孔あり→敲打痕。研磨痕。長径5.8　短径5,1厚さ0,9。 劔劔剏繩咜O半 �Xｾb�

29 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製晶 剴y器片円板。深鉢胴部片。敲打痕。研磨痕。櫛歯状工具による沈線。径4.2　厚さ1.2。 劔劔剌ﾌ名寺 �xｾb�

30 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。深鉢胴部片。敲打痕。無文。径3,8　厚さ0.7。 劔劔剏繩咜O半? �xｾb�

31 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。深鉢胴部片。敲打痕。無文。最大幅4,2　厚さ1,0。 劔劔剏繩咜O半? �Xｾb�

34 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪鼬a7.0。 劔劔剏繩�? 曝ｾb�

3与 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。翌朝同部片。剥離痕。敲打痕。概括波状文。長径10.与　短径8,6　厚さ0,8。 劔劔剩j片実測 �4ｨ7ﾘ6��

36 冢ﾙ�i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。壷胴部片。敲打痕。表面赤色塗彩。嚢面ナデ。径2,5　厚さ0.8。 劔劔剩j片実測 �hｾb�

37 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劔劔� �Xｾb�

N㊦, 乂ｨ���菓ｲ�佗����葦b�俐Y�XﾜR�俐Y�Y����,I5h蜥�偖���6��離　　　　　党 劍�7�ｨ���

38 ��Y�ｹ�餽����禿bﾃ��禿r�#��禿�����禿c�ﾃsc��上部・左側欠損。刃部に磨滅。 劍uxｾb�

39 冑������澱絣��2縒��"ﾃ��都2ﾃC��全体にすり(両側顕著)。 劔Z)7��

40 冓ｹ�������B繧���2ﾃ���2ﾃ����#�づ3��被熟あり(表面は被熱による剥離と思われる)。 剩踉�2�

41 �7Y�胄�����rﾃ"���Bﾃb�釘ﾃ"���S��緜��周囲に敲打痕。正面にすり面。正面に条痕。砥石として使用か。 剩踉�"�

遺物は、 1の口綾部に最大径があり胴長の土師器聾、 2の土師器多孔有する甑、 4の須恵器杯蓋模

倣の土師器杯、 3土師器壷、 39・40の磨石、 41の砥石、多量の混入遺物縄文時代後期前半の土器(5-

34)、弥生時代後期聾(37)、打製石斧(38)、土製

品縄文時代後期の土器片円板(35) ・弥生時代後期

の土器片田板がある。カマド内から獣類四肢骨

の焼骨破片、覆土から炭化したモモの破片1/ 2
へ1/ 3個分が出土した。本址は少ない遺物だが、

古墳時代後期- 7世紀代とみて大過ないであろう。

(51) H51号住居址

み-39・40G rにあり覆土大半がH45に切られる。

0　　　(1 : 4)　10c皿
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第123図　H51号住居址(1)



炉は調査範囲内には、検出されない。主柱穴P lは、五平状の柱が考えられる。床面は堅く平坦であ

り、弥生時代後期のHll・H12・H20.H27・H28.H30.H33・H35に見られた暗褐色の粘質土が、床面

1層暗褐色土(10YR3/4)明黄褐色のPl粒子多量。
2層黒褐色土(10YR2/3)柔い。柱痕。
3層明褐色土(7. 5YR5/6)明褐色のPlが主。

4層暗褐色土(10YR3/4)床面直上の粘質土。

0　　　　(l : 4)　　10cm

第76表　H51号住居址出土遺物観察表(1)

白5千　　　1 劔�����緯r�剞ｬ形∴∴調整　∴文様 剏恬孖闔�)残存纏くさ丸底・ 

N〇十 亰ｹ¥｢�湯瀬 佰ｸﾆ��鋳�底軽く悼): 倩�(*ﾙ^｢��痢∴∴顕 ��8��]��鱗∴∴蓉 偬�7佶)���

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�=ゴビ∵ 鞍 ��4.2 禿づ���ヘラミガキ �7�4ｸ4ﾈ�)�I�i6緯｢�完全実測 傴��

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�「=ま=● 望 ��偵�� 禿�2����赤色塗彩 仭儼�)ｨ鬩[h���I�i6緯｢�完全実測 傴��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 茶�偵"�� 禿�Bﾃ���ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h�袷儼��ｨ�9[b�回転実測 秤u����オu葢�7ｨ8ｩ_ｲ�

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 ��*Bﾃ�� 禿�"繝��ヘラミガキ 仭儼��ｩ>ｩ[h�袷儼�Fx�9[b�完全実測 碑7ｨ8ｩ_ｸ�����

5　弥生土器　　饗 剪��津b��10.1 禿32����ハケメ調整→口緑へラミガキ 仭儼�Fx�9[h�挨Hｨy�ｨ�9[h��6�5�8���7�4ｸ4ﾂ�完全実測 傴���オu蒻7ｨ8ｩ_ｲ�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �� ��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 兒)7��
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第Ⅲ草　西近津遺跡Ⅳ

H51号住居地出土遺物観察表( 2 )　　　　　　　　　　　　　　(cm・ g)

N〇、 丿霎��懸撥 剔Q　　　　　　　　　　鼎 劔刹]∴∴考 偬�7�ｩ+ﾂ�

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蕗 刹�`斜走文。 劔剏繩� 秤u�����

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□線。波頂部隆帯上の盲孔から□緑に沿って円形刺突隆帯その下をなぞる沈線3条の斜位沈線。 劔剿x之内1 買S����

N〇、 �,H�����B�刎ﾘ���宇R�儂ｹ�����罷太臓 冩y�X�ﾂ�襲∴壁 �H����������}ﾒ�偬�7�ｨｶ"�

9 冑������途ﾃ"�4,与 �"ﾃ2�109.73 ��9�ﾈ,�+x.��"���"�

10 冑������禿R緜��<9,0> 禿"ﾃ���<120.76> ��9YH自z�lｨﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�"�傴��

直上に張り付く。床下の掘方はない。

遺物は、壷(1・2) ・聾(3-5・7) ・鉢(6)の弥生土器、磨石(9・10)、本址に伴わない縄文後期堀

之内1式深鉢片(8)がある。 2の赤彩壷は、頚部に櫛描丁字文が施文される。 3-5の饗は口綾部と

胴部櫛描波状文後頸部櫛摘簾状文が施される。 7の馨には、櫛描斜走文が施文される。 6の鉢は、無

彩。これらの遺物から本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

(52) H52号住居址

( )は、西近津遺跡Ⅵ皿のH18号住居址出土遺物

・ノ

1へ9・12・13

(1)~(8)　(1 :4) 10c皿

O lO・11　　(1:2)　5c皿

二二「‾ 、テ

l層にぷい黄褐色土(10YR3/4)
2層にぷい黄褐色土(10YR5/3)にぷい黄橙色土・黒褐色土の

ブロック多軸こ含む。人為埋土。
3層暗褐色土(10YR3/4)にぷい黄橙色土のブロック含む。

人為埋土。
4層黒褐色土(10YR3/2)人為埋土。
5層黒褐色土(10YR3/2)とにぷい黄橙色土(10YR6/4)を

縞状に含む。堅くしまる床。
6層褐色土(10YR4/4)にぷい黄橙色土・黒褐色土のブロックを

含む。最終床面下の埋土。
7層灰黄褐色土(10YR4/2)にぷい黄橙色土・黒褐色土の

ブロック多量に含む。この7層の上端が最初の床面。

二二‾‾三二
‾‾一二‾

第125図　H52号住居址(1)
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国語詞
二　‾　　臆‾二

第126図　H52号住居址(2)

第77表　H52号住居址出土遺物観察表

白与∴2 劔惑∴∴凄 劔剞ｬ形・音　譜霊善・文様 劔鵜琵燈()残存飽く>丸嬢・ 

N郵置 偃ﾙ¥ｨ���葱縄 剏綷a(長) 剪鼬yく旧主 剌矧�(厚〉 剄戟��M 劔�X��隆�繍∴∴華 偬�7囘���

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(14.0) � �<3,4> 刄wラミガキ。黒色処理 劍��胸YH8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�回転実測 兒)7��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �(6,0) �<1.2> 刄鴻Nロナデ。火だすき痕 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��.��(懆+�+x*ｹtﾂ�回転実測 兒)7��

3 �7倡Hｮﾒ�饗 �(13.4) � �<4,7> 刄wラナデ 劍7x8�5�5迄�b�回転実測 兒)7��

4 �7倡Hｮﾒ�蔑 � �(4,4) �<4,与> 刄wラナデ 劍-h8�5�5�8｢�回転実測 兒)7��

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�露 �(23,8) � �<10,7> 刄wラミガキ 劍･Hｨx��i[h�袷儼���i[b�回転実測 �7ｨ8ｩ_ｸ��-�3"�

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 � �4,2 �<1.4> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 兒)7��

う �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。口縁部下横位刻み隆線。沈線内に縄文し良充填。 劔劔剿x之内2 兒)7��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 剴y器片円板。深鉢胴部片。縄文しR。敲打痕。研磨痕。径3,3　厚さ○○8。 劔劔剏繩咜O半 兒)7��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。口縁部下横位刻み隆線。内面□緑に沿って沈線。 劔劔剿x之内2 �7ｨ8ｩ_ｲ�

N〇千 叺ｨ�����ｲ�估����萎��亳�Wn個��)韶杆���)8ﾉ�ｲ��6H烹�灘　　　　　　鼠 劍�7囘�"�

10 僣ﾙ]�����2ﾃB��2�"���ﾃr�迭繝R�自然画の残る剥片。 劔Z)7��

11 �?�鵁��ﾔ�,ﾂ�*�.僣ﾙ]�����2����"紕���ﾉu��釘ﾃ9u��下端部に二次加工。 劔Z)7��

12 吁������禿るu聹�禿bﾃ凪�禿B纉��禿##2ﾃ涛��下部欠損。上部に敲打痕。 劍7ｦ��i_ｲ�

13 冑������迭繧��2ﾃ����ﾃ2��#偵c��被熱あり(裏面赤化)全体にすり。 劔Z)7��

む喜32・33Grにあり、 M15に切られ、 H26を切る。

本址は、東隣で調査された西近津遺跡Ⅵ皿のH18号住

居址と同一住居址である。カマドは排水路内か未調

査区にあろう。柱痕が確認された。主柱穴Pl・P

2の桁行き2.Omを測る。平坦で堅く締まる床が2

面確認された。西近津遺跡ⅥⅡの調査分では、住居の

拡張が認められたが、本調査分ではみられない。覆

土第2へ4層は人為埋土である。

遺物は、土師器杯・護、敲石、磨石、本址に伴わ

ない縄文時代後期土器・石器、弥生時代後期の嚢、

須恵器杯がある。西近津遺跡Ⅷの調査分では、須恵

器杯蓋模倣の土師器杯・半球状の土師器杯・分厚い土

師器琵・内面黒色処理される土師器鉢等がある。

本址はこれらの遺物より小林眞寿の縞年(2005聖

原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけられる。
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H45号住居地出土遺物
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第Ⅲ章　西近津遇跡Ⅳ

第2節　竪穴状遺構

(l)T al号竪穴状遺構

た・ち-17・18G rで検出され、大半が調査区域外にある。隅丸長方形を呈するとみられる。南北軸

長6.4m東西軸長1.Om壁高0.35mで、南北軸方位はN-28O鵜Eを指す。ピットは遺構内から6個(P5へ

P8)深さ20-32cm、壁柱穴が5個(P2・P4.P9へPll)深さ28-42cm、外柱穴が7個(Pl・P3・P19・

単独P87・単独P189へ191)深さ14-46cmを測る。床面は脆弱である。遺物は、 1の両端を欠損する刀

子と2の器種不明鉄器

丁a「

ミ　第3節　掘立柱建物址

ミ　(l)Fl号掘立柱建物址

ミ　　ひ-71G rから検出され、西側調査区域外

ミ　に伸びる側柱式建物址か柱列か不明。柱間

ミ　180cm、柱穴径60。m深さ40-48。mである。軸

ミ　方位はN-10○○W、出土遺物は皆無であり、

ミ　本址の年代は不明。

ミ　(2)F2号掘立柱建物址

ミ　　ひ-67・68Grから検出された。東側調査

ミ　区域外に伸びる側柱式建物址か柱列か不明。

軸方位はN-250-W、 H14を切る。柱間

2m 180cm.200cm、 PlへP3の柱痕径40cmである。

1層黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック多量。
2層暗褐色土(10YR3/3)ロームブロック少量、よくしまる。
3層褐色土(10YR4/6)ロームブロックが主。柔い。

1層褐灰色土(10YR4/1)
しまり粘性弱く、下層に
ロームブロック多く含む。

雪国董星型
Ⅲ患

0　　　　(1 : 3)　　7.5cⅢ

1層黒褐色土(10YR2/3)
ロームブロック少量。

2層黒褐色土(10YR3/1)

にぷい黄褐色土少量。
3層黒褐色土(10YR2/2)

/

標高702. 9m

(1:80)　　2m

標高704. Om

(1:80)　　2m

1層暗褐色土(10YR3/4)黒褐色土粒子含む。
2層黒褐色土(10YR3/1)

3層黒褐色土(10YR3/2)灰黄褐色土粒子含み柔い。
4層黒褐色土(10YR3/1)にぷい黄橙色土がレンズ状に混じる。

第127図　Tal号竪穴状遺構・Fl号・F2号・F3号掘立柱建物址
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F4

開園骸

¥

⊆二

H’

亥/"励

旦_

N N’ s

0　5　　25　0’

P　　　2　　　　P’

R　5S　2　R’

Q　2　　　　2　　Q’

2　　　　S

T　　2　　2　23　　T’

標高703. 8m

(l:80) 2m

1層暗褐色土(10YR3/3)褐色土のブロック含む。
2層明褐色土(7.5YR5/6)明褐色のロームが主。

層にぷい黄褐色(10YR4/3)にぷい黄褐色土を
主とし、柔くしまりない。
黒褐色土(10YR3/1)柱痕。柔くしまりない。
にぷい黄褐色(10YR5/3)黒褐色土の
1へ3cm大のブロック多量。

6層黒褐色土(10YR3/1)

出土遺物は皆無であり本址の年
i　　　　　　代は不明。

(3) F3号掘立柱建物址

ひ-54・55G rから検出された。東側調

査区域外に伸びる側柱式建物址。軸方位は、

N-8O -Wで、 Mll・M12に切られ、 H29・

H30を切る。柱間は桁行きが160cm梁行き

が180cm。出土遺物は皆無であり、本址の

年代は不明。
旦’(4) F4号掘立柱建物址

ひ-58-61・ふ喜58-60G rから検出され

た。 H23・H25・Mllに切られH27・H31・

H32を切る。調査された範囲で南北は6間

の12m、東西2間の3.6m以上の大型の総柱

式建物址である。柱穴の平面形は楕円形

が主で、長軸は100cmを越え深さも多くが

100cmを越える。南北軸方位はN-20O -W

を指す。

第128図F 4号掘立柱建物址(1)
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第Ⅲ章　西近津適跡Ⅳ

函星豊国圏

酬3

≡≡ ≡≡喜多

第129図　F4号掘立柱建物址(2)

第78表　F4号掘立柱建物址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　(cm. g)

F4 劔漣∴∴罷 劔刪ﾐ膨∴季　題醗堅・憩穫 劔揺積憤()残存健<　>丸鷹・ 

N①. 乂饅｢�議題 剪ﾟ蟹‡ �"�底桂子幅)∴ 刳寘ｂｭ厚) 剴ｩ∴∴蘭 劔�8���吋b�騙∴∴考 ���7俚(���

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13.4) �(5,2) �3,与 刪ﾃ文。黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��.��回転実測 ���8��-�c��

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(18.8) � �<4.6> 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 ���2�

3 �7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��f顋�*�.��破片実測 ��r�

4 �7倡Hｮﾒ�杯 �12,4 �4,0 �4.0 刄鴻Oロナデ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��完全実測 ���"�

5 丶I�I:舒ﾒ�皿 �(13,6) �(7.2) �2,9 刄鴻Nロナデ→施租 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8ﾘ)�I5ﾉWH���郢IB�回転実測 ���"�

6 �7倡Hｮﾒ�蓬 � �(5.与) �<2.0> 刄wラナデ 劔;yYH-h8�5�5�8ｨ�).ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 ��b�

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �11.与 �4,1 �5,4 刄~ガキ→赤色塗彩 劍7�4ｸ4ﾈ�姐浦I�I�i6緯｢�完全実測 ��2�

No. �7ｸ���������H���宇R�亂ﾙWi)��仭���2�俐Y�Xｯb�偖���w��醗　　　　　麗 劍�7�ｩ'R�

8 吁������禿�"�3��禿偵#��禿2ﾃS��禿Ssb�3���被熱あり(正面黒化)正面は被熱による剥離か?右側欠損。 剳��2�

9 冑������禿津凪�禿ゅ#��禿"繝��禿3#bﾃc3��被熱あり(正面黒化)左側一袋面欠損。正面にすり面。 剳��2�

柱痕は30へ40c皿で太い柱が想定される。遺物は、

底部回転糸切りで内面黒色処理される土師器杯(1・

2・4)、判読不明の墨書土師器杯(3)、土師器馨(6)、 F5

灰粕陶器皿(5)、弥生土器鉢(7)、敲石(8・9)がある。

これらの遺物と重複関係から本址は、平安時代9世

紀前半に位置づけられる。

(5) F5号掘立柱建物址

み・む-37・38G rから検出され、 H32・P185を切

る。東西調査区域外のどちらかに伸びる2間×2間

の総柱式建物址であろう。南北軸方位はN-8○ ○W

を指す。南北柱間は180cmと220cm東西柱間は230cm

を測る。時代が判明する出土遺物はない。

第4節　土坑

D「号土坑　さ-7G rにあり、長軸長57cm短軸

長54cm壁高は33cm長軸方位はN-70O -E。平面

形円形、断面鍋底。出土遺物は皆無時期は不明

である。

D2号土抗　え・お-4G rにあり、長軸長236cm

標曹鴇m　2m
1層黒褐色土(10YR3/2)

にぷい黄橙色土を少量含む。
2層暗褐色土(10YR3/4)
3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

検出矩軸長90cm壁高72cm長軸方位はN-30O -E 。　　　　　　　第13O図　F5号掘立柱建物址

平面形円形、断面鍋底。出土遺物は、縄文時代堀之内2式深鉢片・後期前葉の土器片円板、土師器杯

小片があるが、時期は比定できない。

D4号土坑　うー3G rにあり、長軸長150cm短軸長58cm壁高は18.5cm長軸方位はN-55。 -E。平面形

楕円形、断面鍋底。成年から壮年前半とみられる人骨が、左側を上にした横臥状態で埋葬されていた。

女性とみられるが断定できない。出土遺物皆無のため、時期は不明。

D5号土坑　け-6G rにあり、検出長軸長183cm短軸長92cm壁高は78cm長軸方位はN-30O -Wを指す。
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Dl
l層黒褐色土(10YR3/1)

2層黒褐色土(10YR2/3)
ローム粒子微量。

D2

図画固
D2
1層黒褐色土(10YR3/1) _　　　標高708.4m

0　　　(l:80)2層黒褐色土(10YR3/2)
3層暗褐色土(10YR3/4)

ローム粒子多量。

囚

D5

標高707. 6m

(l:30) 7.5m

A A’

励
標高708. 6m

(]∴ 80)
2m

D6
1層黒褐色土(10YR3/1)

ロームブロック少量。

2m

1層褐色土(10YR4/4)ロームブロック多量。人為埋土。

D7
1層黒褐色土(10YR3/1)

/ 2層離籍増築しク
’　　少量含む。

3層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

褐色のロームブロック多量。
人為埋土。

A　　　　1 2　　　A’

D8牛鰯

4層暗褐色土(10YR3/3)

褐色のローム粒子
少量。人為埋土。

5層暗褐色土(10YR3/4)
ローム粒子多量。ローム
ブロック少量。人為埋土。

6層褐色土(10YR4/6)

暗褐色土・褐色土粒子を含む。
標高707. 93m

(1 :80) 2m

A s 1　2　　A’‾姦顔‾

標高707. 6m

(1 :80)
2m

D4

1層暗褐色土(10YR3/4)

ローム粒子少量。

D9
1層黒褐色土(10YR3/2)

D8
1層黒褐色土(10YR3/2)
2層黒褐色土(10YR2/3)

ロームブロック含む。

※※※※
標高707. 8m

(1 :80)

第131図　Dl・D2・D4.D5・D6・D7・D8.D9.DlO.Dll及びD5号土坑出土遺物
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D11
1層黒褐色土(10YR3/1)

小礫少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)

ローム粒子少量。

DlO
l層黒褐色土(10YR3/2)

小礫少量。
2層黒褐色土(10YR3/1)

10へ20cm大の礫・

小旗含む。人為埋土。
3層暗褐色土(10YR3/3)

小礫少量。人為埋土。
4層にぷい黄褐色土(10YR

5/3)　ローム粒子多量。

小礫少量。人為埋土。
5層黒褐色土(10YR3/1)

小礫多量。ローム粒
子少量。人為壁土。
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第Ⅲ章　西近津適跡Ⅳ

標高707. 3m

(1:80)
2m

D13

Cフ
D」鰯

該務
標高707. Om

(1:80) 2m

D12
1層黒褐色土(10YR3/2)

しまり粘性弱く、ローム粒子
を含む。

D16　　　　　D17

国劇
蕩霧

標高706. 4m

(1:80)　　2m

D16
1層黒褐色土(10了R2/2)

小旗少量に含む。
2層黒褐色土(10YR3/1)

ロームブロック少量。

D21
1層黒褐色土(10YR2/3)

3へ5c血の礫多量。人為埋土。

2層黒褐色土(10YR2/2)
ローム粒子少量。

3層黒褐色土(10YR2/3)

D25

未調査区域! /ハトへ

仝　　　　　　　A’

2m

D13
1層暗褐色土(10YR3/3)

しまり粘性あり、黒褐色土
ブロックを含む。人為埋士。

2層暗褐色土(10YR3/3)

しまり粘性弱い。ローム
ブロック多量に含む。人為埋土。

D18

国劇
標高706. 4m

(1 ;80) 2m

D17

1層黒褐色土(10YR2/2)
ローム粒子少量含む。

2層黒褐色土(10YR2/3)

D22

●

A　　　3　　　　　A’

標高706. 2m

(1 :80) 2m

D22
1層黒褐色土(10YR2/2)

2層黒褐色土(10YR2/3)

3層黒褐色土(10YR3/2)
ロームが主体。

D25
1層黒褐色土(10YR3/1)

人為埋土。
2層黒褐色土(10YR2/3)

小礫含む。人為埋土。
3層黒褐色土(10YR2/3)

ロームブロック(5へ7

cm大)多量。人為埋土。
4層黒褐色土(10YR3/1)

ローム粒子・ローム
ブロック・小礫含む。
人為埋土。

A

D14
1層暗褐色土(10YR3/3)

しまり粘性弱い。

未調査区域

水道管

顔豪該

標高707. 2m

(1:80)　　　2m

D15
1層暗褐色土(10YR3/3)

しまり粘性弱い。ローム粒子を
軽石粒子を多量に含む。

A A’

全,　励

標高706・3m　2m
(1:80)

D18
1層黒褐色土(10YR2/2)

D締
未調査区域

標高706. 4m

(1:80)　　2m

1層黒褐色土(10YR2/3)　　0

D 23　/X/ア

脚へ」-二二二手

A

圏困図
標高706. 6m

(1 : 80) 2m

D23
1層黒色土(10YR2/l)

小旗少量。
2層暗褐色土(10YR3/3)

ローム粒子・黒色土含む。

仝　　　2　　　　　A’

¥¥　臆　′

標秤嵩m　2m

D26

1層黒褐色土(10YR3/2)
ローム粒子微量。

2層黒褐色土(10YR2/3)
ローム粒子含む。

D24

ー‾-顔二

標高706. 1m

(1 :80) 2m

D20
1層黒褐色土(10YR2/3)

ローム粒子微量。
2層黒褐色土(10YR3/1)

ロームブロック少量。

標高706. lm

(1:80) 2m

D24
1層黒褐色土(10YR3/2)

小旗含みローム粒子微量。
2層黒褐色土(10YR2/3)

ローム粒子含む。

標高706. Om

(l :80)

D27
1層暗褐色土(10YR3/3)

小礫・ローム粒子
多量。人為埋土。

2m 標高706. Om

(1 :80) 2m

D28
1層黒褐色土(10YR3/2)

ロームブロック含む。

人為埋土。

第132図　D12.D13.D14.D15.D16・D17.D18.D19.D20.D2l.D22.D23.D24.D25.D26.D27・D28号土坑
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標高706. Om

(1 :80) 2m

D29
1層黒褐色土(10YR3/1)

小磯含む。人為埋土。

D34

標高706. Om

(1 : 80)
2m

D34
1層黄褐色土(10YR5/6)

黒褐色土を含む。
2層にぷい黄褐色土(10YR

5/4)暗褐色土を含む。
3層黒褐色土(10YR3/2)

黄褐色土を多量に含む。
4層明黄褐色土(10YR6/6)

黒褐色土を含む。
1へ4層人為埋土。

標高702. 7m

(1 : 80) 2m

D37
1層暗褐色土(10YR3/3)

炭・灰・焼土ブロック含む。

D 54　　¥へへ

標高706. Om

(1 :80)

D30
1層黒褐色土(10YR3/2)

小礫含む。人為埋土。

D33

2m

D33
1層にぷい黄褐色土(10YR5/4)

暗褐色土多量に含む。
2層明黄褐色土(10YR6/6)

黒褐色土多量に含む。
3層黒褐色土(10YR3/2)

にぷい黄褐色土を含む。
1’一3層人為埋土。

D38

A　　　　　4　　　　　　　　　　　　A’-ああ秀該‾

標高704. 3m

(1:80)　　　2m

D54
1層黒褐色土(10YR2/2)
2層暗褐色土(10YR3/3)
3層暗褐色土(10YR3/4)明褐色土の

ブロック・粒子多量。人為埋土。
4層褐色土(7,5YR4/6)明褐色土の

粒子多量。人為埋土。

標高706. lm

(]言80)

D31
1層黒色土(10YR2/1)

小礫少量含む。
2層暗褐色土(10YR3/3)

ローム粒子・黒色
土を含む。

2m

D35
1層黒褐色土(10YR3/1)

黄褐色土・炭を含む。
2層にぷい黄褐色土(10YR5/4)

灰黄褐色土多量に含む。
1 ・ 2層人為埋土。

D38
1層極暗褐色土(7. 5YR2/3)

7, 5YR6/4の小ブロックを少量含む。

2層暗褐色土(7. 5YR3/4)

シルト質土。
3層暗褐色土(7. 5YR3/3)

粘質土。
4層暗褐色土(7. 5YR3/3)

砂主体。
5層褐色土(10YR4/4)

ローム粒子を少量含む。

柔い。
6層明黄褐色土(10YR6/8)

10YR4/4の小ブロックを少量含む。

N0. 181へNo. 184は第138図・ No工85へN0. 191は第139図

N0. 192へN0. 194は第140図の適物番号と一致する。　　　0
標高703. 2m

(1 :40)

標高706. Om

(1 :80) 2m

D32
1層暗褐色土(10YR3/3)

ロームブロック・黒褐色土
ブロック含む。人為埋土。

標高702. 2m

(1 :80)

D36
1層黒褐色土(10YR2/3)

堅くしまる、ローム
粒子多寛。

2層黒褐色土(10YR2/3)

3層褐色土(10YR4/4)
ロームブロック多量。

D40

2m

標高702. 3皿

(1 :80)

D40
1層暗褐色土(10YR3/3)

黒色土ブロック含む。

D43

第133図　D29.D30.D31.D32.D33.D34.D35.D36.D37.D38.D40.D43.D54号土坑
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醒‾羨寡言

標高703. 3m

(1 :80)
2m

D43
1層暗褐色土(10YR3/3)

明黄褐色土の小
ブロック少量含む。
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第Ⅲ草　西近津遁跡Ⅳ

第134図　D55.D56.D57.D58.D59号土坑及びD2・D6.D7・D8.D9・DlO号土坑出土遺物

ー121-



第135図　DlO.Dll・D12・D13・D15・D16・D17・D18.D20号土坑出土遺物
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ
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第136図　D19.D21.D22.D23号土坑出土遺物
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D23

第137図　D23.D25.D26.D27号土坑出土遺物
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第Ⅲ車　両近津追跡Ⅳ

圃

国国昭
第138図　D26.D29.D30.D3l.D35.D38号土坑出土遺物
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0　　　　165 (1:3) 7.5c皿



D38

185→191 (1:8) 20c皿

0　177へ180 (1:4) 10cⅢ

第139図　D36・D37・D38号土坑出土遁物
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場相聞謀議

220

第140図　D38.D54.D56.D58号土坑出土遺物

ー127鵜

192へ194 (1:8)　20c皿

0　195へ225 (1:4) 10c皿

70

・
札
m
い
。

90

‖
円
月
〃
何
l

ノ苛



D58

226へ231 (1 :4)　10c皿

232へ234 (l:3)　7.5cm

O　　　　235 (1:2)　5c皿
⊂二二ゝ

231　　　　　　232

⊂⊃　234 国重量星星星豊国
235

第141図　D58号土坑出土遺物

平面形長方形、断面逆梯子形。底面北端から8-10歳の小児とみられる頭蓋骨が、底面に密着した刀

子(第131図1)の直上から検出された。他の部位は遺存しないが、頭蓋骨の位置と底面南端から出土

した刀子(第131図4)と鎌(第131図2・3)の存在と遺構の規模から、全身の埋葬が想定される。 1の刀子

は切先を西に刃部を北に向けている。 4の刀子は茎部も刃部も中央から折り曲げられ、切先を東に刃

部を北に向けている。 2・3の鎌は同一の個体で、刃部中央から折り切りされたような断面を持ち、同
一面を意識し刃部を北に向けている。

1および4の刀子は、南関で下部の関が茎から垂直に立ち上がらず角度を有する。鎌は、湾曲が強く、

三日月状の平面形である。この3点の鉄器の特徴から本址は、小林眞寿の金属器・金属製品編年(2005

聖原)奈良・平安時代Ⅱ期-8世紀第2四半期に位置づけられる。

D6号土抗　い鵜1G rにあり、 7世紀代のH5を切る。長軸長182cm矩軸長128cm壁高は24cm長軸方位

はN-800 -Eを指す。平面形楕円形、断面鍋底。遺物は、土師器杯・馨、須恵器杯(第134図3・4) ・襲、

縄文後期前葉土器片、刀子(10)が出土した。土師器杯・須恵器杯はロクロ成形、 5は内面黒色処理さ

れる。平安時代9世紀代であろうか。

D7号土坑　く-6G rにありM2に切られ、 H6を切る。長軸長140cm短軸長108cm壁高は120cm長軸方

位はN-800 -Eを指す。平面形長方形、断面逆梯子形。覆土3へ5は人為埋土。遺物は、半球状の土師

器杯(12・13)、土師器高杯(14・15)、敲石(17へ19)、磨石(20)、縄文後期前葉深鉢片、最下層の第6

層から獣骨が出土した。獣骨はウマの左横骨・左尺骨、ニホンジカの角、獣類の焼骨(肋骨・四肢骨) ・

非焼骨(四肢骨)。本址の時期は、 8世紀代であろうか。

D8号土坑　た-12G rにあり、長軸長106cm短軸長90cm壁高は30.5cm長軸方位はNを指す。平面形は

方形、断面逆梯子形。遺物は、須恵器の底部手持ちへラケズリの杯(21) ・皿状のつまみを持つ蓋(22)、

縄文時代堀之内式深鉢がある。本址の時期は、 8世紀代前半であろう。

D9号土坑　せ-10G rで検出、大半が調査区域外である。検出長軸長116cm短軸長22cm詳細不明である。

D「O号土坑　そ-14Grにあり、 M6に切られ、 Dll・P30.P32を切る。長軸長244cm検出短軸長130

cm壁高は132cm軸方位はNを指す。平面形は円形、断面逆梯子形。第2-5層は人為埋土。遺物は、須

恵器の底部回転へラケズリの杯(29・30) ・有台杯(31) ・蓋(28) ・長頸壷(32)、凹石(41・44)、磨面持つ

敲石(40・42・43)、第2層からウマ/ウシの四肢骨破片・獣類の四肢骨破片、縄文時代堀之内1式深鉢片

が出土した。本址の時期は、 8世紀代前半であろう。

D「「号土坑　そ・た-14G rにあり、 DlO.M7に切られる。残存長軸長188cm矩軸長112cm壁高は47cm

長軸方位はN-30○ ○Wを指す。平面形は楕円形、断面逆梯子形。時期は、 8世紀代前半以前。

D12号土坑　た-16・17G rにあり、 P41に切られる。長軸長118cm短軸長80cm壁高は26cm、長軸方

位はN-10○ ○Wを指す。平面形は楕円形、断面逆梯子形。時期は、遺物小片少量で不明。

D13号士坑　つ-8G rにあり、 P41に切られる。長軸長118cm短軸長80cm壁高は26cm、長軸方位は

N-100鵜Wを指す。平面形は円形か、断面逆梯子形。覆土第1・2層人為埋土。遺物は、縄文時代後期

前葉深鉢片・弥生時代後期鉢片があるが、時期は、比定できない。

D14号土坑　て-19G rにあり、長軸長96cm矩軸長56cm壁高は23cm、長軸方位はN-10O -Wを指す。

平面形は長方形、断面逆梯子形。出土遺物皆無で、時期不明。
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第Ⅲ章　西近津遇跡Ⅳ

D15号土抗　に鵜20G rにあり、 MlO・P90.P91に切られる。長軸長166cm検出短軸長56cm壁高は22.5

cm、長軸方位はN-55。 -Wを指す。平面形は楕円形か、断面逆梯子形。底面円形の小ピットに第135

図-51の深鉢が正位に埋設されていた。遺物は、縄文時代堀之内1式の深鉢51へ53、後期前葉の深鉢

54・55、台石(56)がある。本址は縄文時代後期前葉に位置づけられよう。

D16号土抗　に-20G rにあり、長軸長100cm検出短軸長43cm壁高は51cm、平面形は楕円形か、断

面逆梯子形。遺物は、縄文時代後期初頭の把手(57) ・堀之内1式の深鉢片、磨製石斧(59)、打製石斧

(60)がある。本址は縄文時代後期前葉に位置づけられよう。

D17号土坑　ふ-22G rにあり、長軸長95cm残存矩軸長76cm壁高は57cm、軸方位はN-70O -Eを指す。

平面形は円形、断面逆梯子形。遺物は、縄文時代後期前葉・前半の深鉢片が出土した。本址の時期は、

不確実であるが縄文時代後期前葉に比定されようか。

D18号土坑　ふ・へ鵜22G rにあり、残存長軸長110cm短軸長98cm壁高は25.5cm、軸方位はN-21O -W

を指す。平面形は不整楕円形、断面鍋底。遺物は、縄文時代中期後半、堀之内式の深鉢片、石鍛(77)

が出土した。本址の時期は、不確実であるが縄文時代後期前葉に比定されようか。

D19号土抗　へ-22G rにあり、長軸長100cm残存短軸長52cm壁高は18cm、軸方位はN-75O -Eを指す。

平面形は楕円形、断面逆梯子形。遺物は、縄文時代堀之内1式の深鉢(79) ・ (80)が出土した。本址の

時期は、縄文時代後期前葉に比定されよう。

D20号土坑　ま-23G rにありP139に切られ、 D21を切る。検出長軸長95cm短軸長94cm壁高は63cm、

長軸方位はNを指す。平面形は楕円形、断面逆梯子形。遺物は、縄文時代後期前葉の深鉢片が出土し

た。本址の時期は、縄文時代後期前葉のD21より後出する。

D21号土坑　ま-23G rにありD20に切られる。長軸長150cm壁高は45cm、平面形は不整多角形、断

面逆梯子形。壁際に深さ8cmの溝がみられる。覆土第1層は人為埋土。遺物は、縄文時代後期前半の

粗製深鉢(81)等の深鉢片、打製石斧(97・98)がある。本址の時期は、縄文時代後期前半に比定されよ

う。

D22号土坑　ま-23G rにあり長軸長106cm検出短軸長64cm壁高は66cm、平面形は円形?断面テラス

を持つ逆梯子形。軸方位はN-75○ ○Eを指す。縄文時代後期前葉深鉢片少量、時期は比定できない。

D23号土坑　む・め-24G rにあり、 P141・P146に切られる。長軸長174cm検出短軸長76cm壁高は61

c皿、平面形は円形?断面凸凹した逆梯子形。長軸方位はN-25○ ○Eを指す。遺物は沈線部分に赤彩が

みられる縄文時代中期後半浅鉢(107)、縄文時代後期前葉深鉢片、打製石斧(118-121)、剥片(122)

がある。時期は、縄文時代後期前葉に比定されよう。

D24号土坑　め-26G rにあり、 P147を切る。長軸長127cm検出短軸長80cm壁高は74cm、平面形は

円形、断面逆梯子形。長軸方位はN-250 -Eを指す。縄文時代後期前葉深鉢片少量、時期は比定でき

ない。

D25号士坑　め-26G rにありH7に切られる。残存長軸長150cm検出短軸長58cm壁高は118cm、平面

形は楕円形、断面逆梯子形。長軸方位はNを指す。覆土第1へ4層は人為埋土。遺物は、 125縄文時代

堀之内1式の深鉢が3層上部から出土。渦巻き文を両側から抱き込むように三角形状の縄文部を配し、

渦巻き文下端が閉じている。縄文時代称名寺式・堀之内1式等の深鉢片、台石(133)、剥片(132)がある。

本址の時期は、縄文時代後期前葉に比定されよう。

D26号土坑　め-24.25G rにあり、長軸長124cm検出短軸長42cm壁高は44cm、平面形は楕円形、断面

逆梯子形。長軸方位はN-22○ ○Eを指す。遺物は、縄文時代称名寺式・堀之内1式・堀之内2式・加営利

Bl式等の深鉢片、磨石(152)、台石(153・154)がある。本址の時期は、縄文時代後期中葉であろうか。

D27号土坑　む鵜28G rにありD28に切られD29を切る。長軸長117cm検出短軸長91cm壁高は38cm平

面形は楕円形断面逆梯子形。長軸方位N-25○ ○W。縄文時代後期前葉深鉢片少量あるが時期は不明。

D28号土坑　む-28G rにありD27を切る。長軸長106cm検出矩軸長91cm壁高は38cm、平面形は長方

形?断面逆梯子形。遺物は縄文土器片少量あるが、時期は不明である。

D29号土坑　む-28G rにありD27.P150に切られる。長軸長107cm検出短軸長85cm壁高は39.5cm、
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平面形は円形?断面逆梯子形。長軸方位N-15○ ○W。覆土は、人為埋土。遺物は、縄文土器片・打製

石斧(165)あるが、時期不明である。

D30号土坑　め-28G rにありP149に切られる。検出長軸長60cm短軸長53cm壁高は39cm、平面形は

楕円形、断面テラス持つ逆梯子形。長軸方位N-420 -E。覆土は、人為埋土。遺物は、縄文後期前半

深鉢片少量あるが、時期不明である。

D31号土坑　む-28G rにあり、長軸長164cm検出矩軸長85cm壁高は37cm、平面形は長方形?断面逆

梯子形。長軸方位N-170 -E。遺物縄文中期後半一後期前葉の土器片少量あるが、時期不明。

D32号土坑　め-28G rにあり、長軸長108cm検出短軸長40cm壁高は55cm、平面形は円形?断面逆梯

子形。覆土は、人為埋土。遺物は、縄文後期粗製深鉢片少量あるが、時期不明である。

D33号土抗　は-77G rにあり、検出長軸長113cm短軸長78cm壁高は49cm、平面形は楕円形、断面逆

梯子形。小ピット3個あり。長軸方位N-560 -E。覆土1-3層は人為埋土。遺物は、弥生後期土器・土

師器片少量あるが、時期は比定できない。

D34号土坑　ひ-77G rにあり、長軸長172cm検出短軸長90cm壁高は52cm、平面形は円形?断面逆

梯子形、テラスあり。覆土1へ4層は人為埋土。遺物は、弥生後期土器・土師器・須恵器片少量あるが、

時期は比定できない。

D35号士抗　の-76G rにあり、検出長軸長74cm短軸長96cm壁高は18cm、平面形は楕円形?断面逆梯

子形、長軸方位N-85○ ○E。覆土は人為埋土。遺物は内面黒色処理の土師器杯・縄文土器片少量あるが、

時期は比定できない。

D36号士抗　の鵜76G rにあり、東部を撹乱で破壊される。 Hll・H15を切る。残存長軸長106cm残存

短軸長92cm壁高は47cm、平面形は円形、断面テラス持つ逆梯子形。長軸方位N-65O -E。遺物は磨石

(177)、弥生後期土器・土師器・須恵器片少量あるが、時期は比定できない。

D37号士坑　ひ-65GrにありH19 (9世紀前半).H20を切り、 H18 (9世紀後半)に切られる。長軸

長78cm短軸長75cm壁高は14cm、平面形は円形、断面鍋底。長軸方位N-42O -W。炭・灰・焼土ブロッ

ク含む。遺物は土師器皿(180)等がある。時期はこれらの遺物と重複関係から、 9世紀前半へ9世紀後

半になる。

D38号土坑　ひ-65G rにありH22.D43を切る。隅丸方形の穴の壁面に石を3-4段積んでいる土抗

である。南北軸はN-5。 -W。石の大半が五輪塔笠部の火輪を使用し、腹面を内側としている。東側

が調査区域外で全容は見えないが、南北幅122cm深さ86cmを測る。石組みの内上幅は南北76cm (下幅

64cm)、東西78cm (下幅58cm)である。石積みの間は第6層の地山の土を入れている。土坑底面は石積

み底面より5cmほど高く壁充填土の第6層を貼っている。底面には西壁に接して長楕円形の33cmXll

cmのピットがあり、深さ7cmを測る。土坑内の覆土は下から糖質土と砂質土が交互に堆積し、三度繰

り返している。遺構から石積みに使用した五輪塔以外の遺物は出土していない。

石積みの石は五輪塔の火輪が14個、区域外に伸びる東壁面の火輪9個(東壁の石は未回収であるが

五輪塔火輪を三段に積んでいる。)と併せて23個の五輪塔を使用している。石質は熔結凝灰岩が20個、

軽石が3個である。他には安山岩の河原石も調整用に6個使っている。

石積みの遺構は見られるが、五輪塔の火輪のみを使用することは佐久では初見である。

土坑の壁に石積みを持つ小規模な土坑は14世紀以降に便所遺構とされるものが福井の一乗谷朝倉氏

関連遺跡などで確認されている。土坑内に有機物が確認できないことから肥溜ではないと思われるが、

本址は粘質土と砂質土が交互にあることから液体物を貯蔵していたものとみられる。

五輪塔は磨耗が少なく完存しており、第139図188の軽石の五輪塔が割れているのみである。これ

からこの五輪塔は作成されてそれほどの時間を持たず、積まれたものとみられる。笠部の最上部か

ら軒までの稜線は曲線を描き、軒の幅は笠の高さに対し厚く、軒反りの勾配はややきつくなってい

る。最大幅が20-30cm未満、最大高14-18. 2cmのものが14個の内6個あり、小型化の傾向が見られ

る。これらより16世紀頃の年代があてられようか。しかし、形態的に気になる190の軒までの稜線が

折れており、笠塔婆の可能性もある。また、 184の最大幅26.5cmに対し最大高13.1と高さの低いもの、
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185の軒先までの稜線が直線的で軒先の反りの少ないものは吉相が窺える。

D40号土坑　ふ-58G rにありP160を切る。長軸長80cm残存短軸長68cm壁高は41cm、平面形は円形、

断面鍋底。長軸方位N-40○ ○E。遺物は縄文・弥生後期土器、土師器片少量、時期は比定できない。

D43号士坑　ひ-62G rにありH22を切り、 D38に切られる。残存長軸長100cm検出短軸長106cm壁

高は17.5cm、平面形は楕円形、断面鍋底。遺物は弥生後期土器片少量、時期は比定できない。

D54号土抗　へ-50G rにあり、検出長軸長268cm検出短軸長98cm壁高は57cm、 3.4層は人為埋土。平

面形は楕円形、断面鍋底。遺物は縄文後期土器少片と弥生時代後期鉢・壷・饗南部がある。 200は、赤

井戸・吉ヶ谷系の聾である。本址は、弥生時代後期箱清水式期に比定できよう。

D55号土坑　ふ・へ-49G rでH36を切る。長軸長116cm矩軸長93cm壁高38.5cm、平面形楕円形、断面

逆梯子形、テラス有り。長軸方位E。遺物は、縄文後期・弥生後期・土師器片少量あるが、時期は、不明。

D56号土抗　へ一49G rにありH37に切られる。長軸長116cm短軸長93cm壁高は38.5cm、平面形は楕

円形、断面逆梯子形、テラス有り。長軸方位N-20○ ○E。遺物は縄文・弥生土器小片があるが時期は

不明。

D57号土坑　み-45G rでH43を切る。長軸長88cm短軸長82cm壁高49cm、平面形は円形、断面テラス

持つ逆梯子形、長軸方位N-300 -W。人為埋土。遺物は縄文・弥生土器、土師器小片があるが時期は

不明。

D58号土坑　む-33G rにあり、長軸長118cm残存短軸長68cm壁高62cm、平面形は楕円形、断面不整

フラスコ状、長軸方位N-37○ ○W。 1・2層人為埋土。出土遺物から縄文時代後期初頭に比定されよう。

D59号土坑　む-33G rにあり、長軸長113cm残存短軸長76cm壁高54cm、平面形は円形、断面逆梯子

形、長軸方位N-21。 -E。覆土人為埋土。遺物は縄文後期土器片少量あるが時期は不明。

第79表　西近津遺跡Ⅳ土坑一覧表　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (。m)

進報命 亰ｹi�(ﾉﾂ�軍報鯨 陶+x鰮_ｸ犬�凄艶靂 冏ﾉNｲ�饗轟 凉H�����������ｶ�ｶ�ﾗ舒茜ｨ-ﾉO�[b�遭瀧蜜 �ｾ4�8ｶ2�畢顕膨 ���+x�)_ｸ犬�愚難愚 ���ﾆYt｢�襲轟 �ﾘ�������椅ﾂ�液ｩf�hﾅx�Y��贓;叟��

D「 �+8�sr�円形 披ﾓs��ｸ�ｴR�ら7 鉄B�33 ��D30 �-�#��楕円形(?) 披ﾓC(�ｸ�ｴR�<60> 鉄2�39 ���C�,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D2 �*h�X*ィ�長方形 披ﾓ3��ｸ�ｴR�236 禿����72 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�Y7舒ﾙ]�鈴L(�"�D31 �-�)u��長方形(?) 披ﾓ�x�ｸ�ｴR�164 禿ゴ��37 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D3 佇r� �� �� �:ｨﾚ��Y�Y�ｩ(��):ｩ9�ﾈ�Y�Y�ｨﾟ��X貭�闊菜�)�ﾉD闔ｩ�9D���ﾈ�"�D32 �-�#��円形(?) ��108 禿C���うら ��

D4 �*C2�長方形 披ﾘ*H.v�R�150 鉄��18.与 僖33 �,ﾓsr�楕円形 披ﾙu緝�"ﾔR�113 都��49 �6X8�5�*�.��"�

Dう �*��長方形 披ﾓ3��ｸ�ｵr�<183> 涛"�78.0 �:ｩ�鞁ﾈ�#�-c��ﾜ�,ﾈ抦髦�(ｩ���R�8���(�"�D34 �-�sr�円形(?) ��172 禿����与2 �6X8�5�*�.��"�

D3与 �,ﾃsb�円形(?) 披ﾓ疫��ｸ�ｴR�96 禿sC��18 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹ�ﾘ��7倡HｮﾙGH�"���X�ｨ�T��u�/���.定6X8�5�*�.��"�.ｹ���

D6 �*#��楕円形 披ﾓ���ｸ�ｴR�182 ��#��24 秤u�/���.��)7倡HﾗX踪�Xｼ��)�ｸﾆ(ｮﾒ�eh�X��)8����"�D36 �,ﾓs"�円形(?) 披ﾓiu踉ﾔR�<106> 禿�#��47 

D7 �*ﾓb�長方形 秘'S���'TR�140 �����120 晩(,���.x.ｨ��ド/���.��)>ｩ[hﾎ2�ｯｩ�ｹJｸ�)7倡Hｶ�贓W8�XⅹGH�).ｹ���Yﾜ�����(4X7ﾘ,ﾈﾛh��z��Xﾛh愷ﾙﾈ�(6ｨ7｢�985x4ｨ,ﾈｧ��(�)}�,ﾈｯ凅ｲ飲Yz��X貭�闊ｿR��)O�佇ｬr域ﾈ闊ﾙﾂ��"�D37 �-�iu��円形 披ﾓIEh�"ﾕr�78 土u��14 買���T�#�/���.������,���.x.｢�.��)7倡Hｮﾙ|ｩW8�X蒭�XﾊX�"�

D38 曝�ﾃ�c2�円形 披ﾓV�r�124 禿ツ��82 買#(/���.��$CC8/���.��(ﾍﾉ}b�88,ﾉ���x�"�

D8 �+ﾓ�"�方形 披�106 涛��30.5 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�)�ｸﾆ(�贓W8�YyX�"�D39 �-8*C��楕円形 円形 ��113 涛��77 把E�ﾈ-i¥���$ﾘ�X�X,���.x.ｨ����#x/���.��"�

D9 �+����? ��<116> 禿##�� �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ盈I�8ﾚﾒ��"�

D「O �+ｳ�B�円形 披�244 禿�3���132 晩h,���.x.ｨ��H�X�X�U�3��U�3(/����.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�)�ｸﾆ(ｮﾙGH�R�tﾉ�IGH�Y~ﾈ�Y-��(勦���)ﾜ����(4X7ﾒ�*�4X5h,ﾈ貶濶xｸ�(�)}�,ﾈ貶闊菜�"�D40 �-8*C��披ﾓH�ｸ���ｴR�80 田��41 ���c�/���.��"�D41 �-8*C��楕円形 ��<98> 禿3���<28> 把E��T�-i¥���$�#8,���.x.ｨ���右cx/���.��"�

D42 �-3c��楕円形 ��1之6 禿ャ��10与 �6X8�5�*�.��$cE��,兔���"�

D「「 �+ｸ�X+ﾓ�B�長方形(?) 披ﾓ3��ｸ�ｵr�(188) ���"�47 禰�T��Tﾓx,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯ｢��ｹJｸ�"�D43 �-�c"�楕円形(?) ��<100> 禿��c��<17.5> 任3�,���.x.ｨ���#(/���.��"�

D44 �-3c��楕円形 ��113 涛��4与 把E��X�X-i¥���$右c8,���.x.ｨ����#x/���.��(6X8�5�*�.��"�
D1之 �+ﾓ�h�S�r�長方形 披ﾓ���ﾕr�118 塔��26 ��C�,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D13 �,#���円形 ��1う4 �*ﾘ.s��<133> �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ��nﾙ�hﾎ8ｯｩJｸ�"�D4与 �-3c��円形 ��137 禿����45 把E��(-i¥���$右c8,���.x.ｨ����#x/���.��(6X8�5�*�.��)7倡Hｮﾒ�贓W8�X､Igﾈ�X蒭�"�

D14 �,C���長方形 披ﾓ���ｸ�ｴR�96 冰綯�23 ��

D1う �,僞d��楕円形(?) 披ﾘ*H.s�ﾕr�166 禿鼎��<22.5> 蛮�T�%����U���,���.x.ｨ.��)>｢�[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ���I���"�
D46 �-3c��楕円形 ��11う 涛��49.5 把E�H-i¥���$�#8,���.x.ｨ����#x�T�3(/���.��(6X8�5�*�.��"�

D16 �-3#"�長方形(?) ��100 禿C3��51 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ��nﾙ�hﾎ8ｯｩJｸ�)h��ｲ��餽����Y�ｹ�餽��"�
D47 �-3c��摺円形 ��<70> �*ﾘ.s��38.う 把E�u�-i¥���$�#8,���.x.ｨ����#x�T�3(/���.��(6X8�5�*�.��"�

D17 ��馗�)Eb�円形(?) 披ﾓs��ｸ�ｴR�95 茶sb��与7 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D48 �-9u纈�楕円形 ��<132> 涛��62 把E�8-i¥���$�#8,���.x.ｨ����#x�T�3(/���.��(6X8�5�*�.��"�nﾙ�hﾎ8ｯｩJｲ��
D18 �-8�X-c#"�不正楕円形 披ﾓ#��r�(110) 涛��2与.5 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ���隴8�"�

D19 �-c#"�楕円形(?) 披ﾓsV�R�100 忠u�"��18 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ盈I�9.ｨ�Ym駅Hﾚﾒ��

D20 �-ﾃ#2�円形(?) 披�<9与> 涛B�63 ���3�,���.x.ｨ.��$C#�/���.��"�>ｩ[i�ｹJｸ�"�D49 �-9u纈�円形(?) ��<110> 禿Cs��<48> 把E��-i¥���$ﾖﾆﾈ,���.x.ｨ����#x/���.��(6X8�5�*�.��"�

D21 �-ﾃ#2�不正多角形 ��1ら0 禿����4与 任#�,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ�盈I�8ﾚﾘ�Ym駅Hﾚﾒ����Y�ｹ�餽��"�D50 �-3c��楕円形(?) ��63 禿Ss��48.与 把E��8,兔���$�#2艫#X,���.r�.ｨ���#x/���.��"�

D22 �-ﾃ#2�円形(?) 披ﾓyu��ｸ�ｸｹ��106 禿cC��66 �6X8�5�*�.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ盈I�2�ﾚﾒ��D与1 �-8*C��楕円形 ��122 塔��29.与 把E�(-i¥���$�#x/���.��(6X8��5�*�.��"�

D23 �-��X-�#B�円形(?) 披ﾓ)u��"ﾔR�174 禿sc��61 ���C��U��Ch,���.x.ｨ.��)>ｩ[i(b�ｯｨﾎ9Kﾉ�9Jｸ��ﾎ8ｯｩ��ﾉ�ｹJｸ�Y(ﾘ���7舒ﾘ���Y�ｹ�餽��"�Dう2 箔3�c��方形(?) ��(106) 茶�����42 把E�x-i¥���$右h処+���.x.ｨ����3�/���.��)7倡HｮﾙGB厭ｹ�"��"�

D53 �-iu���円形 ��(12之) 茶�#���<26> 把E�h-i¥���$�#8�T�)u�,���.x.｢�.��)7倡Hｮﾙ���"�

D24 �-�#b�円形 披ﾓ#��ｸ�ｴR�127 禿����74 ���Cx/���.��)>ｩ[hﾎ8ｯｨｫ�ｲ盈I�2�ﾚﾒ��"�

D与4 �-cC��SS��楕円形(?) ��<268> 禿塔��くら7> �6X8�5�*�.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ��nﾙ�b�ﾎ8ｯｩ-��X�YGH�X顏��7倡Hｮﾘ贓W8�"�

D2与 �-�#b�楕円形? 披�<100> �*ﾘ.s��118 買x,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ盈B��8ﾚﾒ��Y�I���YHﾙ]��"�

Dうら �-8�X-cC��禰円形 燃�116 涛2�38与 買3h/���.���6X8�5�*�8｢�

D26 �-�#H�S)u��楕円形? 披ﾓ#(�ｸ�ｴR�124 禿C#��44 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｲ盈I�8ﾚﾒ���h������B����D56 �-cC��円形(?) 披ﾓ#��R�<10与> 禿�����39 買3x,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D与7 �-ﾓIu��円形 披ﾓ3�ﾕr�88 塔"�49 買C8/���.��"�
D27 �-�#��楕円形 披ﾓ#X�ｸ�ｵr�117 涛��38 任#��TC#�/���.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�

D58 �-�32�綺円形 披ﾓ3v�'Ur�118 禿c��62 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�)�Y�ｹ�餽��)���ｹ���X��"�
D28 �-�#��長方形 ��106 禿C���23 任#x,���.x.ｨ.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ����Y�ｹ�餽��"�

D与9 �-�8*B�円形 披ﾙEc��ｸ�ｴR�「13 禿sc��54 �4ｨ�(�)}�,ﾉYH見W9k�,ﾉFｩ]��"�

D之9 �-�#��円形(?) 披ﾓ�u��ｸ�ｵr�107 禿疫聹�39.与 任#x�U��u��,���.x.ｨ.��(6X8�5��*�.��)>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�"�
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第80表　土坑出土遺物観察表(1)　　　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

D与　　　　　を　　　　　漉∴∴萩　　　　‡　　　　　　　　　　　　　凝滞・弼態　葵i墓繚　　　　　　　　　　　　　　　書　　鱗寝健(橘存穫<　>丸鷹・ 

No言　綬別‡　議穣 劔��wﾈ鰭ﾘｸ�i~ﾘｬ�-ﾉ��ﾘﾈ肘uｩ^8棈������������y���iｨ����������ﾈ����������������[�����������������������鬨��{���������������y7佶(腕�

N玖‡議　揺　　窯　漑　　籠来襲　蟻尭題　　額東陛　　　垂　範　　　　　　　　　　　　　　　　騎　　　　　鶉　　　　　　　　　　　　　　　　臓王位鐘 

1i　刀子　　　　　鉄　　　　<13.2>　<1.6>　　<0.3>　　　<15.74>　　-部欠損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D5N0.5 

2 刋(������������58��������ﾃゅc�����ﾃ2�������ﾃ��#�������ﾃ�"緜C�����悩�Hﾈy���#8,i:�ｨﾌ)�ﾈ��������������������������������������������������������������CT踉�"�

3 刋(������������58��������ﾃ偵s�����ﾃ2�#�����ﾃ��3�������ﾃ�r縱c�����ﾛi�Hﾈy���#(,i:�ｨﾌ)�ﾈ��������������������������������������������������������������CT踉�2�

4 �8���������������58��������ﾃ偵c�����ﾃ"�#�����ﾃ�經�������ﾃC偵sc�����{ﾉ%ｸﾈy���)�ﾈ.�+ﾘ+ﾘ-ﾈ.ｨ+ﾘ�9�H��������������������������������������������������������CT�����

的. 亢越2�議穏 �8ﾈ��ｧｨ�Rﾉ�8�窺R�冤X���挨ﾒ�亊8-ﾉ�ｻ��博〕∴ ��Igﾂ�繋感 俶ｨ�菓ｸ�Y+(�����鱒∴∴馨 剿沒y位置 

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傅ﾉ<ｸｴ�/�鰄,(�"�冏右i>�"�任"�74 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 侘ｨ�9+��ﾈ�"�堀之内 僖18 

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�土製品 �7舒ﾙ]�鈴L(�)�Y�ｹ�ｹJｹ;yYI]��)ﾜ��Xﾚﾘ�)Hﾒ�z8ﾚﾘ�)+xﾆ�b�.y%ｨﾆ�b��ﾏｨ+3��(�"�佩8ｯｩ��ﾂ�任"�75 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 們鞅8+x.偖xﾘy+��ﾈ�"�堀之内1 僖18 
76 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 侘ｨ�9+��ﾈ�)h���>ｩ[e(�h�"�後期前半 僖18 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(ﾏｸﾆ����B�"舒ﾘﾘ(*ﾓ2�3��弌�5ﾘ���ｨ��､�｢�懆+�+x*ｹtﾂ�任h*#"�78 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 們鞅8+x.�(��,ﾉ+��ﾈ�)>ｩ[h�e"��後期前半 僖20覆土 

79 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(ﾌ#��x,ﾈ7ｸ5�98�9<ｸｴ�*�.yEh��,ﾈ��見{)���"�<ｸｴ��8,�霹�謌�/�(fﾈﾔ��ﾈ,h+X+ﾘ�ﾌｨ�9[h�"�堀之内1 僖19No.1・ へ22 
4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(ﾏｸﾆ��弌�5ﾘ���｢�任h*#"�

(14.4)器高<之.6> 劔劔その両側に弓削犬の集合沈線。底部2本題2 本潜りの網代底を磨消す。底径(9.0)器高 

与 �7倡Hｮﾒ�士不 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾘ��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6��僥ｩ]����｢�任b�
デ。器高く3.2> 劔劔<17.9> 

6 �7倡Hｮﾒ�鉢? �>�lｨ-h8�6�6h��､�ｨ-h8�5�5�8ｨ�(ｮﾘﾘ"�ﾃ2����弌�5ﾘ���｢�任b�80 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 丶�ｩm駅Hﾚﾘ�).ｨﾆ�ビ�2舒ﾘﾘ#ﾃ�緜��後期後半 僖19N0.2 

81 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �>�lｨ����Y�ｹ�ｹJｸ��､�ｨ��見zI���(､�｢���傚YH岑,�8ﾚﾘ鰄,(�(ﾏｸﾆ���偵�舒ﾘﾘ"�*ﾓ#b����後期前半 僖27No,7 7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�藍 ���&ilｨ���｢�任b�

8 ��ｸﾆ(ｮﾒ�藍 ���&ilｨ���｢�任b�

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �+��ﾈ,�.h.倅��ﾆ��8ｾh枴>�,�>ｩ[e(�h�5X�"�佩8ｯｩ��B�任b�82 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�"�後期中葉 � 

11 �7倡Hｮﾒ�士不 �>�lｨ6�6h��､�ｨ-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾈ�"�弌�5ﾘ���｢�任r�83 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(��傚YH岑,��見{)���(+ｸ,ﾈ屬�後期前半 僖21 
口径(11.6)器高く4.う> 劔劔なぞる沈線。斜位沈線。 

12 �7倡Hｮﾒ�士不 �>�lｨ-h8�7�4ｸ訷��､�ｨ-h8�5�5�8ｨ�(ﾏｸﾆ��弌�5ﾘ���｢�任r�84 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(ﾉY�h�8ｻY�ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�"�称名寺 � 
(13.6)器高く3.8> 劔劔一部磨消。 

13 �7倡Hｮﾒ�士不 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ��､�ｨ-h8�7�4ｸ訷�(ｶﾈｯ��弌�5ﾘ���｢�任r�85 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ傚YI>����)Fx�8��傀*廿e��*ｹ+��ﾈｾh枌�後期中葉 僖21 
<3.7> 劔劔内に磨消縄文眼。 

14 �7倡Hｮﾒ�高士不 �>�lｩ}�YH-h8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾘ��ｷ)YH6�6h�"�､�ｩ}�YH-h8�7�4ｸ4ﾈ��ｷ)YH6�6h�"�弌�5ﾘ���｢�任r�86 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�"�後期 迄�iKﾂ�D21覆土 
87 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYH,冦駅Hﾚﾘ�).ｨﾆ�ッ��舒ﾘﾘ(*ﾓB����後期 迄�iKﾂ�D21No.1 

15 �7倡Hｮﾒ�高士不 �>�lｨ6�6h��､�ｨ-h8�7�4ｸ訷�).ｨﾆ�ヲ繧舒ﾒ�ﾘ#"紕�弌�5ﾘ���｢�任r�88 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��"�後期 迄�iKﾂ�D之1 
89 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｸ離)gｹ�h.��"�後期 漂Kﾂ�D21 

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ傚YI>��ﾈ�(ｬ(�9<ｸｴ驢X,ﾉ>�､�ｨ,�霹�謔�<ｸ�)<ｸｴ陋ｩ%ｸ-ﾈ,Y>ｩ[h�e(�"�冏右i>���任r�90 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑+x.�(��,ﾉ+��ﾈ,h��見+��ﾈ,h,ﾈﾏ�5�,�5ﾉWI[h�"�堀之内1 僖21 

91 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(��,ﾈﾌｨ�9+��ﾈ�(ｭHｧX,ﾈｻx*#(ﾝ�,ﾈ�ﾗ9+���ﾈ�)>ｩ[h+U"ﾙYIh���+X�"�後期 僖21 
21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�H8ﾘ4�8ﾘ6�6i.ｩYH-h8��5�5�8ｨ�(ﾏｸﾆ���B綯�.ｨﾆ�ビ�"舒ﾘﾘ#B�2�弌�5ﾘ���｢�任��

92 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鍋 ���傚YI>��ﾈ�#(ﾌ(,ﾈ苓ﾆ�謌��*�.x��初+��ﾈ�"�堀之内1 僖21 

22 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h蒭�8,"�-ﾈ-ﾙ5ﾉWB�弌�5ﾘ���ｨ､�｢�,俾��)=yWI�2�任��93 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8��傀�(��|餾H岔����苓ﾆ�謇<ｸ�"�称名寺 僖22 
94 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�(�_ｹW9k��"�後期 雄Kﾂ�D22 

23 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(��傚YH岑,俘�-ﾙ{)�ﾈ�(+ｸ,ﾈ屬�,們鞅9+��ﾈ�"�冏右i>�"�任��9与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��"�後期 雄Kﾂ�D22 

96 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�(�_ｹW9k��"�後期 �8ｩKﾂ�D22 
十・「.「、 � � 

24 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(ｬ(�95i;刎X,ﾉ>�､�ｨ,�霹�謔�<ｸ�)<ｸｴ陋ｩ%ｸ-ﾈ,Y>ｩ[h�e(�"�冏右i>���任��99 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ7舒ﾘ�"�後期 弁Kﾂ�D22覆土 

100 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(揵<ｸｴ�,�+��ﾈ�(��傚YH岑ﾌｨ�2�+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�(�Y79����"�称名寺 僖22覆土 之5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�Xﾌｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�冏右i>���任��
、ブ9 ������

26 冏ﾈ���R"�)木垂 俾�,ﾈ������ﾆ(���8+R��"���任��101 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��"�後期前半 僖22覆土 
、プロ ��ｲ��-8耳�｢��(�ﾂ�

27 僭R�深 ��(��-ﾒ��?ｩl｢�任��102 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥8訷�"�後期 雄Kﾂ�D23覆土 

28 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6i5h鯖YB�-h8�5�5�8ｨ��,(-ﾈ-ﾙ5ﾉWH�(ﾏｸﾆ���u篥r�.｢�ﾆ�,(-ﾈ-ﾘﾆ�2�8ｮﾘﾘ#"繧�亂��8���｢�禰�T��103 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(ｬ(�9<ｸｴ驢Y>�､�ｨ苓ﾆ�謌��*��.x��処*ｹ+��ﾈ�"�堀之内1 僖23覆土 

後期前半 僖23覆土 

之9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5ﾘ-b�8���.委ｸﾆ��C�.ｨﾆ�ペ$�ﾘ#C��亂��8���ｩ>�､��lｨ,��+�+x4ﾉtﾂ�禰�T�� 仄｢� ��105 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｨﾆ�モ繧舒ﾘﾘ#ﾃ"紊��後期 迄�iKﾂ�D23覆土 
○　　　　　土　　.　　　　±　.　　　　⊂"　. 凾ｵ_　　　　」　　　C � ���b�縄文土器 ��ｹJｲ�小突起下は隆起し渦巻状況線から横引き 沈線。突起脇の円形刺実から横引き沈線。 冏右i>���任#9Z)7��

30 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ-b�8���.�.ｨﾆ�ピ"��ｨ�ｨﾘ(*ﾓ�3��弌�5ﾘ���｢�禰�T��

31 ��ｹDｸｮﾒ�有台士不 ����ｸ8h6｢��>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､��ﾎ8ﾘ)�I5ﾉWH�).ｨﾆ�モ�占も‥ 面ロクロナデ切り離し .2)器高く2.1> 弌�5ﾘ���｢�禰�T��107 �>ｩ[i7舒ﾒ�浅鉢 ��肩�X�ﾗ8�Xﾌｨ�9{)��,ﾈ傀/�,�+ﾈ.�+��ﾈ�)+���ﾉYIZｨ,��I�i6緯ｨ�"�中期後半 僖23覆土 

●● ��ごワl= �ｨ���� �" 

32 ��ｸﾆ(ｮﾒ�壷 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6i��.掩(ﾎ2�ﾘ)�I5ﾉWB�弌�5ﾘ���｢�禰�T��108 �7舒ﾒ�)禾 ����ﾂﾈﾏｸ,著��,(+ﾒ��(�"�1 僖23　土 109 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(��傚YH岑,�8ﾚﾘ鰄,){)���"�後期 抹ﾙKﾂ�D23覆土 

33 ��ｸﾆ(ｮﾒ�長頭重 �>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h��､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(ﾏｸﾆ����"繧舒ﾘﾘ#ﾃB縱��弌�5ﾘ���ｩ>�l｢�,俾��(ﾍ�WHﾄ��禰�T��110 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｨﾆ�ビ��舒ﾘﾘ#ﾃ�纉��後期 迄�iKﾂ�D23覆土 111 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 侘ｨ�8�ﾘy+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�5X�"�堀之内1 僖23 

34 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(��,ﾉ+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�"�冏右i>���禰�T��112 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 �>ｩ[h�e(�"�後期前半 僖23 

35 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ胸YHｼﾘ*�,�>��ﾈ�(��傀,��,�,I+��ﾈ�"�冏右i>���禰�T��113 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 仭倬X�8ﾔ粟�,�.h.��(岑+x.�+��ﾈ�"�称名寺 僖23 

36 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 几(�齎,�霹�謇<ｸ鰄,(ｬ(�95ﾉWI[h�#(��,ﾂ�ﾌｨ�9+��ﾈ�"�冏右i>���禰�T��114 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�)])_ｹW9k��"�後期 迄�iKﾂ�D23覆土 
11与 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 侘ｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h�e"ﾙYIh���+X�"�後期 迄�iKﾂ�D23 

37 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｹ�ﾉYI>��ﾈ�)>�､�ｨ,���傀,��,�+ﾙ+��ﾈ�"�冏右i>���禰�T��116 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 侘ｨ�9+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�"�堀之内1 僖23 

38 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 們鞅8+x.偖xﾘy+��ﾈ�"�冏右i>���禰�T��117 �>ｩ[i7舒ﾒ�注口土器 侘ｨ�9{)���(ﾌｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h+X悊ﾙYIh���+X�"�堀之内之 僖23 

39 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�X�8肩�X�ﾗ9+��ﾈ�"�冏右i>���禰�T��123 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 冦I�8ﾚﾘ/�繁YIh���+X�"�後期 僖24 

4与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(�8ﾚﾘ/�鰄,(��見{)���"�佩8ｯｩ��ﾂ�禰�X�R�124 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見+��ﾈｭH,�>ｩ[h�e(�5X�"�堀之内2 僖24 

46 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ傚YI>��ﾈ�(����Y�ｹ7舒ﾘ�"�佩8ｯｩ��ﾂ�任�)Z)7��12与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8��傀�(��傚YI>��ﾈ�(��ｪｨ�8ｻY�ﾈ*�.x���処*ｹ+��ﾈｭH,刋���謇<ｸ�"�称名寺 僖2ら 

47 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�8ﾘ�-ﾙ{)���"�佩8ｯｩ��ﾂ�任�)Z)7��

48 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e"��冏右i>�"�任�2�126 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 滴9h�,�霹�謌��*�.x鈴[h/��.�+��ﾈ/�鰓�,(苓ﾆ�5ﾉWI[h�(+�,ﾈ苓謌��,ﾙ�9lｨ,iGylｨ*｢�堀之内1 僖2与 N0.1 

49 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 �>�lｨ-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ��､�ｨ-h8�7�4ｲ�亂��8���｢�任�2�
キ→赤色塗彩。 劔劔円文の下・左右側面が左に施文される。正 面と背面にこの円形貼付文を起点に2条1 組の沈線で渦巻文・左右側面に縄文」Rが充 填される。底径6.3器高く14.8>。 

与0 �>ｩ[i7舒ﾒ�粗製深鉢 �.ｨﾆ����繧舒ﾞMﾘ*ﾘ.r纉��弌�5ﾘ���ｨ��ﾎ8ｯ｣��任�2�

与1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�(��胸YC89h�,傅ﾉ<ｸｴ��(苓ﾆ�謌���/�鰄,)�9lｨ,ﾉ<ｸｴ�,�,ﾘ��>�､�ｨ,偬8見+��ﾈ,b���初+��ﾈ�(ﾘ�-ﾙ�(岔{)��*�.uh鬨�9�ﾈ,ﾃ(9b��,ﾉ<ｸｴ�*�.x,ﾓ����);yYH,ﾘ丙,俘�-ﾘ/�����+r�.�8��,ﾈ��初+��ﾈ�3h9h�,嶋鬨�9<ｸｴ�/�5ﾉWH�"��(岑ﾘ�-ﾙ{)��,i����+x.嶋鬨�9<ｸｴ�/�ｴ�5�,迭���,ﾉ�(岔+��ﾉ�ﾈ,ﾃ89h�,ﾉ<ｸｴ�*�.x,ﾘｾh枴>��,侘ｨ�9+��ﾈ/�Gｨ+x.蛮鬨�8,ﾉ+��ﾈｾh柯�"�冏右i>���任�*B�踉���

127 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 儖y{(ｴ���[h�(+ｸ,ﾈﾎ9>ｩ[h�e(�"�中期後葉 僖25 

128 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��後期前半 僖25 

129 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鍋 侘ｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h�e(�"�中期後半 僖25 

130 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 們鞅8�X��見{)��,ﾈ自YH/�+��ﾈ,X,�+ﾈ.��"�堀之内1 僖25 

131 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYIm駅Hﾚﾘ�"�後期 僖25 

134 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸﾆ���2��舒ﾘﾘ#ﾃB繝�� 僖26め2与 

与2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�"�冏右i>���任�u饂)7��135 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(��|餾I>�旗�"�後期 僖26 

与3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �+��ﾈ/�鰄,(ｻH�9F8詹{ﾉ%ｸ*�.y�(岑+x.�(���,ﾈﾘ�-ﾙ{)�ﾈ�)F8詹{ﾉ�*�.x��肩ﾘ�-ﾙzI�ﾈ,b�冏右i>���任�YZ)7��136 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冦I�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��).ｨﾆ�モ�"��後期前半 僖26め26 137 冢ﾙ�i7舒ﾒ� ���胸YH�8ﾏｸ�8�(��胸YH��肩-h8儼�+��ﾈ,ﾈ�2�弥生中期栗林 僖26 沈線。垂下する刻み隆線を起点とする重弧 状沈線。 劔劔x"�位にへラ推量山形文。 

138 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 冰���,ﾈ��見+��ﾈ�hﾆ�ｾi��.��)>ｩ[h�e(�5X�"�>�l｣(�,ﾈ��見+��ﾈ�"�加営利B「 僖26 54 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+��ﾉ>�,�>ｩ[h�e(�"�佩8ｯｩ��B�任�*H��7��

5与 �>ｩ[i7冤｢�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�)mI�9.ｨ�#)gｹ��)gｹ�h.��"�佩8ｯｩ��ﾂ�任�YZ)7��139 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���胸YH,ﾉ����ﾘ�-ﾘ/�-ﾈ+ﾘ*繹鬨�95ﾉWI[h�"�堀之内2 僖26 

与7 �>ｩ[i7冤｢�深鉢 �靫X鰄,)F8蘒��佩8ｯｩ��ﾂ�任�b�140 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ傚YI>��ﾈ�(ﾏｸ傚YH屮(��,ﾈ��肩ﾘ�-ﾙ{)�ﾂ��8,ﾃ磯ｩ5ﾉWI[iHﾙx��"�堀之内之 僖26 

58 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見zI��,ﾈ岑苓ﾆ�謌��*�.x��肩�X�見{)���/�,�+ﾈ.�+��ﾈ�"�冏右i>���任�b�

141 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�)>�l｣(��,ﾈ��見+��ﾈ�)>ｩ[e(�b�自YIh���+X�"�加営利B「 僖26 61 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(�8ﾚﾘ/�鰄,)zI���"�佩8ｯｩ��ﾂ�任�r�

62 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8��ﾄｨ�(����Y�ｹ�ｹJｸ�(��傚YH岑,��犬�ﾘ�-ﾙ{)���"�佩8ｯｩ��ﾂ�任�r�142 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(��傚YI>�yｸ�"�後期 僖26 
143 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��ｪｨ�8ｻY�ﾈ/�鰄,)<ｸｴ��"�堀之内1 僖26 

63 �>ｩ[i7佩｢�深鉢 侘ｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[h�"�佩8ｯｩ��B�任�r�144 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 ��見Oy{)��ｾh枴>�,仂傅ﾈ,ﾉ����苓ﾆ�謇<ｸ�"�堀之内2 僖26 

64 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+��ﾈ�)>ｩ[e(�h�"�佩8ｯｩ>冩"�任�r�145 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 豫(�95ﾉWI[h/��.處�/�+��ﾈ*ｨ,�+ﾈ.凛I���"�堀之内1 僖之6 

6う ら6 67 �>ｩ[i7儁B��y[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9{(�8�"�佩8ｯｨﾉr�i」繋 任�r�146 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 弍H巍%�[i>�,�>ｩ[h�e(�"�堀之内2 僖26 

鉢 深鉢 �>�lｨ��傀,��,�,I+��ﾈ�"�����Y�ｹ�ｹJｸ�(��傚YH岑,�8ﾚﾘ鰄,){)���"�冏右i>�"�ﾎ8ｯｩ��ﾂ�任���C���147 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 豫(�9F8訷�#(ﾌ(,ﾈ苓ﾔXｭH,�霹�謇<ｸ鰄,(ｬ"��95ﾉWI[h�(ﾏｹ��H,�+��ﾈ,h苓ﾆ�謇<ｸ�"�堀之内1 僖之6 

68 69 70 71 72 73 �>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ��>ｩ[i7舒ﾒ��>ｩ[i7舒ﾒ��>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 深鉢 深鉢 i深鉢 i深鉢 i深鉢 冖9[h�"���傚%ｹYH,��初+��ﾈ�(+ｸ,ﾈ岑,�>ｩ[e(�h�"��(岑+x.�+��ﾈ�(苓ﾆ�謇<ｸ�"��+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�5X�"��+�ｸｾh枴>�,�>ｩ[h+U(�5X�"���肩�Xﾌｨ�8�ﾘy+��ﾈ�"�佩8ｯｩ��ﾂ�g右i>���g右i>��(hｯｨﾎ9Kﾂ�ﾎ8ｯｩ��B�g右i>���任���C���C���C���C���C���148 149 150 1与1 1うら �>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 深鉢 深鉢 深鉢 深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�(�8ﾚﾘ/�鰄,(��見{)���"���|餾I>��ﾈ�)�(岑+x.��(ﾘ�-ﾘ���ﾈ�"�Fx�8��傀�(ﾏｸ傀屮(��,ﾈ��肩ﾘ�-ﾘ���ﾈ/�ﾍr�*ﾓ磯ｨ�9[h�(��見+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h+U(�5X�"�mI�9.ｨ�(�_ｹW9k��"�����8ｻY�ﾉ>�,�>ｩ[hｮ��5X�"�後期前半 堀之内1 堀之内2 後期前半 i称名寺? 僖26 D26 D26 D26 D27 
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

土坑出土遺物観察表(2)　　　　　　　　　　　　　　　　(cm・ g)

恥頭書( 仄颯b�鬱澄 刳ｰ∴撥・認∴繋 劔劔�����烏��凵f出土俄認 儂〇、 劍[翻 �:題額 刳ｰ　撥・減　軽 劍畔���椅ﾂ��97儷Y�ｲ�

1与6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏罇O部面取り。 劔劍ﾎ8ｯ｢�僖29 �202 剿岦ｶ土器 剄ﾇ 剴燒ﾊへラミガ千、外面へラミガキ。 底径(3.6)器高<3.2> 剪�任SIZ)7��

1与7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。口縁部下横位隆帯。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ�Xﾎ8ｯｨ�:｢�僖29 

1与8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位隆帯。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ�Xﾎ8ｯｨ�:｢�僖29 �203 剿岦ｶ土器 剪謫� 剴燒ﾊハケメ。外面櫛描丁字文→赤色塗彩。 劍ﾎ8ｯ｢�祢u紵Z)7��

159 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状沈線区画内に縄文R」。 劔劍�kﾈ魑��僖29 �204 剿岦ｶ土器 劍I 剴燒ﾊへラミガ字。外面櫛描波状文→櫛描藤状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

160 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状陸帯。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ�Xﾎ8ｯｨ�:｢�僖29 �20与 剿岦ｶ土器 剋｣ 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描環状文一衛描 波状文。口径(之0.4)。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

161 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剋ﾎ行隆帯。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ�Xﾎ8ｯｨ�:｢�僖29 

162 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器? 剏ﾊ状沈線。縄文。 劔劍ﾎ8ｯｩ��B�僖29 �206 剿岦ｶ土 ��璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劍ﾎ8ｯ｢�祢u紵Z)7��

163 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位隆帯。 劔劍ﾎ8ｯｩ��B�僖29 �207 剿岦ｶ土 ��璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描擬状文→櫛描波状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

164 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする沈線。綾杉状況線。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ�Xﾎ8ｯｨ�:｢�僖29 �208 剿岦ｶ土 ��璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→闘満願状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

166 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剋ﾎ行する集合沈線。 劔劔g右i>���僖30 �209 剿岦ｶ土 ��璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劍ﾎ8ｯ｢�祢u紕�

167 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠稼部内折。口緑に沿って沈線。 劔劔g右i>���僖31 �210 剿岦ｶ土 ��璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描簾状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SB�

168 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□緑?□縁都下□縁なりの沈線。 劔劍ﾎ8ｯｨ�:｢�僖31 �211 剿岦ｶ土 ��蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面凝滞波状文→櫛端厳状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

169 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□縁部下に横位刻み陸帯。 劔劍ﾎ8ｯｨ�:｢�僖31 �212 剿岦ｶ土器 刹ﾀ 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文。 劍ﾎ8ｯ｢�任SIZ)7��

170 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪n文縄文」R。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ耳ﾎ8ｯｩ��B�僖31 �213 剿岦ｶ土器 剄ｎm不 剴燒ﾊ林部ミガキ→赤色塗彩脚部ナチ外 部ミガキ→赤色塗彩。 劍ｪ��8���｢�任SIZ)7��

171 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 � 劔劍ﾎ8ｯ｢�僖31 

172 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする沈線。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾂ�僖31 �214 剿岦ｶ土器 剴� 剴燒ﾊへラミガ手。外面櫛描斜志文。 劍ﾎ8ｯ｢�禰*CIZ)7��

173 �7倡Hｮﾒ�士不 剴燒ﾊへラミガキ→黒色処理、外面ロクロナ デ→回転糸切り。底径(与.0)器高<2.5> 劔劍��5ﾘ���｢�僖3与 �21与 剴齦ｶ土器 剞[鉢 �2条1組の垂下沈線。斜行沈線。 劔g右i>��禰*H.r�

216 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剪ｸ部に円孔有す縞状把手。脇に弧状沈線区 画内に磨消縄文」R。 剪�傲ﾉkﾈ魎�
174 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□縁に沿う隆帯下に環状隆帯と縄文R」。 劔劔(hｯｨﾎ9wB�僖31N0.1 

17与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剩g状□緑。□緑部内折。□緑に沿って隆帯 下をなぞる沈線。その下弧状沈線。 劔劍�kﾈ魎�僖3与 �217 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剌活熨e製深鉢。□縁部下に圧痕を持つ横位隆帯。 劍�kﾈ魎�任S��
218 剴齦ｶ土器 剞[鉢 刳ﾂ状把手。円形貼付文から円孔に沿って沈 線。脇に円形刺突文。把手下に垂下する沈線。 劍�kﾈ魎�祢u繧�

176 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺ隆帯。その後縄文」R。 劔劔(hｯｨﾎ9wB�僖3う 

178 �7倡Hｮﾒ�士不 剴燒ﾊへラミガキ→黒色処理、外面ロクロナ 劔劍��5ﾘ���｢�僖37 �219 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剩g状□縁。口縁部内屈。環状把手の脇外面 劍�kﾈ魎�祢u繧�
デ。口径(13.8)器高<2.9> 劔劔劔劔凾ﾉ8字貼付文。内面にS字貼付文。外面□ 緑に沿った2集の沈線区画内に磨消縄文」R。 

179 �7倡Hｮﾒ�皿 剴燒ﾊへラミガキ、外部へラミガキ底部回転糸 切り後高台貼付。口径(12.2)底径与.9器高3.与 劔劍ｪ��8���｢�僖37 
220 剴齦ｶ土器 剞[鍋 剏精助箔煖�ｷるとみられる。2条の平行沈 線区画内に磨消縄文」R。 劍�kﾈ魎�任S��

180 �7倡Hｮﾒ�碗 剴燒ﾊへラミガキ→黒色処理、外面ロクロナ デ→回転糸切り→高台貼付→黒色処理。底 径(6.0)器商<2.0> 劔劍��5ﾘ���｢�僖37 221 剴齦ｶ土 ��深鉢 剩g状口縁。□縁に沿って沈線。 劍�kﾈ魎�祢u繧�

222 剴齦ｶ土 ��深鉢 剩g状口縁。口綾部隆帯の円形刺実から口縁に沿って沈熟 劍�kﾈ魎�任S��

19与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 剴燒ﾊナデ、外面ミガキ。 口径(19.6)器高く2.7> 劔劍��5ﾘ���｢�僖54覆土 �223 剴齦ｶ土 ��深鉢 剴燒ﾊ□縁に沿って沈線。 劍�kﾈ魑��任S��
224 剴齦ｶ土 ��鉢 剴齦ｶ」R。 劍�kﾈ魑��祢u繧�

196 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 剴燒ﾊナデ外面へラミガ千。底径(12.0) 器高く2.8> 劔剪�僖与4覆土 �22う 剴齦ｶ土 ��深鉢 剞ｉｺする縦位・斜行沈線。横位沈線。 劍�kﾈ魎�任S��
226 剴齦ｶ土 ��深鉢 剏武謠�ｵ線。縄文」R。 劍�kﾈ魎�任S��

197 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剴齦ｶR」。その後弧状沈繰。 劔劔(hｯｨﾎ9Kﾈ耳ﾎ8ｯｨ�:｢�僖54覆土 �227 剴齦ｶ土 ��深鉢 剞ｉｺ隆帯。縄文しR。 劍�kﾈ魎�任S��

198 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳�ｽ学文。磨消縄文R」。 劔劍ﾎ8ｯｩ��ﾂ�僖与4覆土 �228 剴齦ｶ土 ��深鉢 剏ﾊ状隆帯。 劍�kﾈ魎�任S��

199 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。続方不明。底径(8.3)。 劔劍ﾎ8ｯｩ��ﾂ�僖54覆土 �229 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剴齦ｶ眼の後弧状・横位沈線。 劍�kﾈ魎�祢u繧�

200 冢ﾙ�i7舒ﾒ�恐 剴齦ｶR」。 劔劍ﾎ8ｯｨ���H皐ﾌｸ�Xｶx5�$ｨﾆ��僖与4覆土 �230 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剌c位沈線。 劍�kﾈ魎�任S��

201 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鍋 凵｠縁部内折。口唇部面取り。 劔劍ﾎ8ｯｩ��ﾂ�� �231 剴齦ｶ土器 剞[鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。 劍ﾎ8ｯｩ��ﾂ�祢u繧�

N①. 儁x����>R�倩����迂b�桀�����仭�8ﾉ����-I�Xﾙ��刳磨�E 劍��������������ﾂ�劔劔剌o土位蓮 

10 �8�����52�禿�R�#�������禿�經���<16.41> 劔{ﾉ%ｸﾈy���劔劔僖6N0.2 

17 冑��Yﾜ��������2�2�澱���釘騏���4与1.31 劔�9�(,�+x.瑛ｨ�(-�-ｩ�8�,吁��Xﾚﾒ�劔劔僖7 

18 吁��������*B綯�澱纈��2繧��508.44 劍�9%ｹYH,吁��Xﾚﾒ�劔劔僖7 

19 冑��Yﾜ��������B�2�澱�"�冰粤2��706.12 劔{ﾉlｨ,�+x.瑛ｨ�)ﾜ��X*�8｢�劔劔僖7 

20 冑��������R���途�2��2�2�剽^79.29 劔�9lｨ,�+x.瑛｢�劔劔僖7 

40 冑��Yﾜ������禿��紊��禿������禿b�#���<1047.8与> 劍�9YHﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�)ﾜ��X*�.��劔劔僖「ON0.7 

41 �ｩ������#b���禿�ゅc��俘(+3ﾃ�*B纉���<6680> 劍悩�Hﾈy����勣ﾆ���R�*B�ｩ�ｸ*ﾓ偵#��劔劔僖「ON0.6 

4之 冑��Yﾜ������禿�"緜��禿r紊��禿2ﾃs���<与50,02> 劍悩�Hﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�(�鈷,吁��Xﾚﾒ�劔劔僖「O5屈 

43 吁��������b�2�澱繧�澱綯��903.78 劍�8岔%ｹYH,吁��Xﾚﾒ�劔劔僖「ONo.4 

44 �ｩ��������紕���2纈��������940.与6 劔NﾙDﾘ*�.���9lｨﾙX峇��9lｨ,�(ﾔR��R�ｨﾆ�2�(��"緝勦�ｳ���淫ﾂ�ｨﾆ�"紿��"�8勦�ｳ�繧�劔劔僖lON0.与 

う6 ��I������3�絣���偵r��"騏���2610.00 劔NﾙDﾘ*�.���9lｨﾙX峇��9lｨ,俶yw�l｢�劔劔僖1うN0.2 

与9 冑��ｹ�餽����禿������禿B繝��禿"�3���<177,86> 劍岔YHﾈy���)�9�ﾈ,僣ﾙx�*廿ﾜ���,h+X,H諍w���劔劔僖16 

60 ��Y�ｹ�餽������2���澱�2���紕��11与.83 劔�餾H,俶x�ﾚﾒ�劔劔僖16 

77 ��驗"���禿"����禿"�#��禿��3���<0.92> 劍�9YH�Xﾛhｷ)YHﾈy���)�8芥,��Y(Xﾚﾒ�劔劔僖18 

97 ��Y�ｹ�餽����禿r縱���*ﾘ.rﾃc��禿"�#���<162.93> 劍岔YHﾈy���)�9[�ﾘ*�.xｮ餾H,h輊.ﾘ.ｨ.��劔劔僖21No.2 

98 ��Y�ｹ�餽����禿��繝��禿r�3��禿"�����<190.与4> 劍�9YHﾈy���劔劔僖21No.3 

118 ��Y�ｹ�餽������*ﾘ.r繝��禿r����禿�經���<67.63> 劍�9YHﾈy���)j)�ｹV�-ﾈ+ﾘ,ﾘﾈy�儼��劔劔僖23 

119 ��Y�ｹ�餽����禿b����禿B繝��禿�ﾃ���<40.00> 劍�8岔YHﾈy���劔劔僖23 

120 ��Y�ｹ�餽����禿偵C��禿b����禿��#���<78.26> 劍�9YHﾈy���)�餾B�凾ｱ使用痕 劔劔D23 

1之1 ��Y�ｹ�餽����禿R纉��禿B�*C��禿�縱���<68.00> 劍岔YHﾈy���(ﾛi�B�凾ｱ窟柄痕 劔劔D23 

122 僣ﾙ]�����2�"�釘絣���繧��12.7与 剪�劔劔僖23 

132 僣ﾙ]����釘�2�冰粤B�偖ﾈﾔ���29.25 剪�劔劔僖2与 

133 ��I�������ゅ����づ��途騏���4510.00 劔�9ox,h.�諍w�ﾚﾘ*��劔劔僖2与No.2 

1与2 冑��������b纈�����"�釘ﾃ���1175.80 劔�9lｨ,�+x.瑛｢�劔劔僖26 

1う3 ��I�����冰��縒�冰�2���途騏���21760.0 劔�9�H,俶yw�l｢�劔劔僖26No.1 

1与4 ��I������8*B縒��#2�"�途綯��11560.0 劔�9lｨ*ｨ諍w�l｢�劔劔僖26No.2 

165 ��Y�ｹ�餽�������纈�澱綯���騏���111.8与 劔�餾H,俶yw�ﾚﾒ�劔劔僖29 

177 俐�燃���禿ゅ#��禿ゅ凪�禿2�#���<401.04> 劔�9lｨ,�+x.瑛｢�劔劔僖36No.1 

232 ��Y�ｹ�餽������*ﾘ.r繝��禿B紊��禿�紊���<26.41> 劍悩�H/��8+Xﾈy���(岔YH,冑�lXﾚﾘ�)�YX�]�,h輊.ﾘ.ｨ.��劔劔僖58 

233 ��Y�ｹ�餽�]����禿�緜��禿2緜��禿�繝���<7.03> 劍悩�H決､�y���)h�lX,ﾉvﾈ��*�.y�YX�,ﾉ�餾IWHｽ�*��劔劔僖与8 

234 冑��ｹ�餽�����2紕���纈���ﾃr��8.23 剪�劔劔僖与8 

23与 僣ﾙ]����迭絣�途綯����"��44.95 劔dｨ7ﾈ5s�lｨ,ﾉHﾙ]��劔劔僖与8 

N0. �I�r������僊 剏D 僂 劍8ﾒ�冕����｢�几2�丶丿ｲ�僞��鰯考 刮k王位澄 

181 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��10.0 �23.6 �20.0 剴�b絣�冰粤2��*B絣�釘騏��鉄�#���� 僖38N0.8 

182 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��10.7 �22.1 �17.5 剴�B騏��冰粤"�澱ﾃB�釘ﾃ��禿C3C�����一部欠損 僖38No.1 

183 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺t���9,3 �20.2 �17.3 剴�B���迭ﾃ2�迭�2�滴�ｸ�ｲ�田cs���� 僖38No.11 

184 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��10.う �26.与 �(26.7) 剴�2���途絣�����冰緜s��佗����凹なし 僖38N0.13 

185 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺t���17.与 �34.8 �33,5 剴#�繧�途�"�湯騏��途縒�涛����佗���� 僖38No.2 

186 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��16.5 �<31.6> (34.0) �31.5 剴#��"�禿ゅ���モ騏竰�����塔C���佗����凹なし 僖38No.3 

187 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��12.0 �28.9 �27,6 剴#����唐�"�途繧�釘紕�禿�*Cc���佗����一部欠損 僖38No.7 

188 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��<13.0> �<23.5> �<18.9> 剴ﾃ#"經��禿偵S������禿ツ#�����凹なし　左側欠損 僖38N0.6 

189 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��12.3 �24.9 �23.2 劍�Sゅ"����騏��澱���釘繧�都ツ���� 僖38No.9 

190 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��11.6 �27.う �28.6 剴�偵"�唐騏��途繧�冰粳u��涛C#���� 僖38N0.4 

191 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺t���15.0 �28.与 �26.0 剴�ゅ2�途�"�途纈��2纈����3����� 僖38No.14 

192 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺}b��13.0 �24.3 剩V4.8 剴�R�"�唐���唐���釘紕�都#C���� 僖38N0.10 

193 ����ｹV��佻ﾉ}i88憺t���13.8 �27.1 �22.0 剴�r紕�釘�"�迭縒�釘繧�田�3���� 僖38N0.5 

194 ����ｹV���������ﾍﾉ}i88憺t��劔15.0 �27.6 �2う.2 剴�r���唐�"�途綯��2縒�塔C#����lD38N0.12 

五輪塔(火輪)計測凡例
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第5節　溝状遺構

M十号溝状遺構

く・け-6Grにあり、 H6・M2を切る。南北方向に延び北側と南側が

調査区域外となる。断面形状は、浅い皿状である。規模は検出部分で全長

3.56m、幅0.76-1.04m、深さ16-26cmを測る。南北底面の比高差はない。

西側には粗い砂がみられた。

遺物は図示できるものはなく、縄文後期土器・土師器杯・須恵器聾の小片

が出土した。本址の時期不明である。

M 2号溝状遺構

くへこ-6Grにあり、 Ml・M3に切られ、 H6・D7を切る。断面U

字形と鍋底状で東西方向から北側の調査区域外へし字状に屈曲する。検出

長12.4m、幅0.56-0.8m、深さ22-62cmを測る。西が低く東との比高差

30cmである。

遺物は、縄文後期土器・土師器杯・須恵器杯・饗の小片が出土した。本址

の時期不明である。

M2

第143図　M2号溝状遺構

く二 1

0　　　(1 : 3)　　7.5cⅢ

標高708.O m

(1 :80)

第144図　M3号溝状遺構
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M「

縛
]専[
仝械’

標高707. 9m

(1 :80) 2m

1層黒褐色土(10YR3/l)

2層暗褐色土(10YR3/3)

粒子の粗い砂。

第142図　Ml号溝状遺構

1層黒褐色土(10YR3/1)

2層暗褐色土(10YR3/3)

粒子の粗い砂。

0　　　(1:4)

1層黒褐色土(10YR3/2)

褐色土のブロック少量。
2層黒褐色土(10YR3/1)

3層黒褐色土(10YR2/3)

2 m　　　　　4層暗褐色土(10YR3/3)
褐色土含む。



第Ⅲ章　西近津遁跡Ⅳ

(1:320)　　8m

1層黒褐色土(10YR2/3)にぷい黄橙色の砂質土が主、
黒褐色土ブロックを少量含む。

2層暗褐色土(10YR3/3)にぷい黄橙色のシルト質土
が主、小旗多量。

3層灰黄褐色土(10YR4/2)砂・黄褐色土のブロック

(10cm大)少量。円礫(1へ10cm大)が主。角礫少量。

¥¥、些二重二二㌢ 4

≡ ‾i-‾葬

、モ二三三十」三園■左2

A.
1　　　　　　　2 1

≡‾‾-‾‾二二亥

F三千二千。

二¥〇　三・〇、ミミー

第145図　M4号溝状遺構(1)
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□41 [　　42
25へ46 (1 :4)　10cm

47 (1.3)　7.5cm

〔二二二⊃
第146図　M4号溝状遺構(2)

M 3号溝状遺構

け-6Grにあり、 H6・M2・P20を切る。南北方向に延び北側と南側が調査区域外となる。断面

U字形、覆土はレンズ状堆積を見せ、流水の跡はない。規模は検出部分で全長2.8m、幅0.86へ1.24

m、深さ56-76cmを測る。南北底面の比高差はない。

遺物は第144図1の石核、縄文後期土器・土師器・須恵器の小片であり、本址の時期は不明である。

M 4号溝状遺構

おへき-5、さへけ-6、そへた-12へ14GrにありP33を切り、 Ml・M5に切られる。検出長23.52m、

幅3.7m、深さ54-73cmを測る。断面形は溝底凸凹する逆台形を呈する。覆土第1層は砂質土が主で

第2層は小礫多量に合むにぷい黄橙色のシルト質土が主である。最下層の3層は角礫と砂・黄褐色土

のブロックが少量、 1-19cm大の円礫が主である。北東から南西方向へ流下する河川跡である。
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第Ⅲ章　西近津遇跡Ⅳ

第81表　M2 ・ 3 ・4号溝状遺構出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g)

雨龍. 亰ｸﾈ��怒瀬 剄X　綬　章　縄∴饗 劔劔剞早���� ��ｹ7佶)w��

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �2条の横位沈線。弧状の集合沈線。 劔劔剿x之内1 晩(*ﾓb�

主、 僖h���或����x���鰻��俘ﾉx員�������ﾜY�YYﾘ�����偖��Y��偖����b�蔚　　　　　　麗 劍�因�7�ｨﾜR�

1 ��隕｢���湯ﾃR�湯ﾃ"�釘���鼎�津冰��自然面残る 剩ﾓ4��ｸ�ｳ��

繍4 劔邁　　壁 劔刳ﾍ影∴筆　瀦蟹・∴叢撥 劔耀憲纏(〉残存煩く　>丸麿・ 

N鱈. 亅H�2�欝蘭 剏綷y(長) 刹a緩く蠣) �:器南偶) 剽栫��M 劔mﾘ����4ﾒ�鱒∴∴考 偬�7�ｩ'R�

1 �7倡Hｮﾒ�鉢 � � � 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 晩B�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(15.9) � �<3.8> 刄iデ→昭文 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 晩H+8.r�

3 �7倡Hｮﾒ�士不 �(16.8) � �4.2 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�).ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 晩B�

4 �7倡Hｮﾒ�士不 � � �<1.7> 刄iデ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 晩H+8.r�

与 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � � 刄�Rナデ 劍8�5(6�6h��-h8�5�5�8｢�破片実測 晩H*�*C9�r�

6 �7倡Hｮﾒ�杯 �(10.6) �(10.4) �3.0 刄�Rナデ 劍8�5(6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�回転実測 晩B�

7 �7倡Hｮﾒ�鉢 �(17.0) � 凾ｭら,8> 刄wラミガキ→黒色処理 劍-h8�5�5迄�h��-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 晩H+8.r�

8 �7倡Hｮﾒ�杯 �(14,0) � �<3,7> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 晩B�

9 ��ｸﾆ(ｮﾒ�ヱ干 �(9,4) � �<1,6> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 晩B�

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�竃 �(17,2) � �<2.8> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�回転実測 晩H+8.r�

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � � �<2,与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�完全実測 晩H+8.r�

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 � �(7,0) �<1,1> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 晩B�

千3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 � �(9.0) �<2.6> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 晩B�

14 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �(7○○) �<1。3> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 晩B�

15 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 � �6,6 �<2.0> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.���.ｩYH､�ﾈ��5ﾒ�-h8�5�5�8｢�完全実測 晩H+8.s9�r�

16 ��ｸﾆ(ｮﾒ�‡不 �(14,2) �(9,0) �4.0 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH��5ﾘ鏈��8｢�回転実測 晩H+8.s9�r�

17 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台士不 �14,0 �8.与 �4。4 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.夷8-h8�6�6h�畏"��I5ﾉWB�完全実測 晩H+8.s9�r�

18 冢ﾙ�i7舒ﾒ�高‡不 � �8,1 �<4,3> 剽ﾑ部摩耗。脚部へラナデ・ヨコナデ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 晩B�

23 ��ｸﾆ(ｮﾒ�墾 � � �<4,6> 刄鴻Nロナデ。当て具痕。 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�閏ﾘﾗ85�5�4ﾉm｢�回転実測 晩H+ｳ�2�

N〇、 亰ｹzｲ�讃攫 剌妬隣る　書　類　繋 劔劔剌k∴∴∴蕾 仄��9&ﾈｩb�

19 丶III:舒ﾒ�亜 � 劔劔剪f面実測 晩B�

20 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � 劔劔剪f面実測 晩B�

21 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � 劔劔剪f面実測 晩H*�.s9�r�

22 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � 劔劔剪f面実測 晩H+8.r�

24 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � 劔劔剪f面実測 晩H+8.s9�r�

2与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � 劔劔剪f面実測 晩B�

26 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � 劔劔剪f面実測 晩B�

27 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � 劔劔剪f面実測 晩H*ﾓh����ｸ�ｳr�

28 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠線部内折。小突起部の盲孔からロ縁に沿った沈線内に刺実を充填。 劔劔剿x之内 晩B�

29 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位刻み隆帯の下幾何学文、縄文」R。 劔劔剿x之内2 晩B�

30 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺ・斜位の集合沈線。 劔劔剿x之内 晩B�

31 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳O面底部網代痕。2本題2本潜り。 劔劔剏繩� 晩B�

N∴〇、 儉ｸ����2��ﾘ���移��俐Y�YO｢�俐Y�YYﾒ�俐Y�X������欝��覇　　　　　　揺 劍�7�ｩ'R�

32 �?�鵁��ﾔ�,ﾂ�*�.僣ﾙ]��俛Yvｩ����2�����綯���ﾃr��2紊��左側に二次加工痕 剩ﾓB�

33 ��Y�ｹ�餽�������ﾃ��澱����"ﾃ"���C2縱��両端に着柄痕 剩ﾓB�

34 ��靄S����禿b紊��禿�繝��禿�紊��禿#rﾃ#��下部一裏面欠損 剩ﾓH+ｸ�X+ﾓ�(�S�2�

3与 冑������唐ﾃ���"絣���ﾃb��9u篥迭�左側にすり面 剩ﾓB�

36 冑��Yﾜ���������ﾃ��釘縒���繧���#bﾃ#��右側に敲打痕。正面にすり面 剩ﾓB�

37 冑�)ﾜ���������ﾃ"�冰粤"�僞bﾃR���sゅ���被熱あり?(黒化)正面と左側にすり面。下端部に敲打痕 剩ﾓB�

38 冑��Yﾜ������禿bﾃ��禿づ3��禿B����禿3�Rﾃ�#��被熱あり?(赤化と黒化)下部欠損、正嚢にすり面。上端部に敲打痕 剩ﾓH*�.x��9�r�

39 冑��Yﾜ������湯ﾃB�唐ﾃ2�迭騏��田32�#��被熟あり?(-部黒化)左側を中l心に敲打痕。正嚢にすり面 剩ﾓB�

40 ��I�������B���冰篥b�途繧����#"�#r�正嚢とも使用面。周囲の欠損状況不明 剩ﾓH+ｸ�X+ﾓ�(�S�2���ｸ�ｹu��

41 ��I�饐����禿�"ﾃ���禿bﾈ*C��禿2ﾃ3��禿Cc�縱3��上側以外周囲欠損。正面が使用面 剩ﾓH*ｸ*H��*I�r�

42 ��I�饐������ゅb����ﾃB��"ﾃ��塔��ﾃc��全周欠損。正面が使用面 剩ﾓB�

43 ��I�饐����禿��ﾃ���禿bﾃ��禿2ﾃs��禿C�"縱���正嚢とも使用面。全周欠損 剩ﾓB�

44 ��I�饐����禿偵S��禿R經��禿"ﾃ���禿�c"ﾃ����全局欠損。正面が使用面 剩ﾓB�

4与 �7Y�����禿偵c��禿bﾃc��禿Bﾉu聹�禿#�2�3c��下部欠損。砥麺数3 剩ﾓD��綯�

46 �7Y�����禿津#��禿偵s��禿"ﾃ3��禿#crﾃ�C��下部欠損。砥麺数2。正裏に条痕 剩ﾓH*�.x��)�r�

47 �7B��52�橡u粤s��禿�ﾓc��禿��3��禿2ﾃC��下部欠損。片刃。饗箭か 剩ﾓH+ｸ�X+ﾓ�(�S�2�
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西近津遺跡ⅥでM4号溝状遺構として検出された河川跡と同一のものである。 M4-M7は並行する。

遺物は縄文時代後期土器・弥生時代後期・土師器・須恵器、二次加工のある剥片32、打製石斧33、石

剣?34、磨石35、磨り面持つ敲石36-39、台石40-44、砥石45・46、鉄鍛47がある。

覆土3層からウシの右中手骨破片、ウマの左上顎3/ 4前日菌破片、ニホンジカの角の可能性があ

る破片、ニホンジカの中手骨/中足骨の破片が出土した。

28-30は、縄文時代後期堀之内式の深鉢、 31の底部網代は、 2本越え2本潜りの編み方である。

土師器には、 1・2の内斜口緑林、 3の丸底から口綾部長く外反し内面黒色処理される杯、 5・6の

半球状の杯、 8のロクロ成形の杯がある。須恵器には、底部へラ調整がみられる杯11へ15・有台杯17、

天井部へラケズリされ返りを有す蓋10、広口で頚部が括れ口綾部が長い琵20へ23がある。 19は灰粕陶

器壷である。これらの土器には、磨耗がみえる。縄文時代後期、弥生時代後期、古墳時代、平安時代

の遺物が出土した。本址の時期は、 8世紀代であろうか。

M 5号溝状遺構

そ-12・13、た-13G rから検出され、 M4を切り、 M4の中にある。 M4へM7は並走する。北東

から南西方向に延び両側が調査区域外となる。断面逆梯子形、覆土は流水によるシルト質土が堆積す

る。規模は検出部分で全長5.36m、幅0.8へ1 m、深さ12へ35cmを測る。底面の此高差はなくほぼ平

坦である。遺物は、 1・2の土師器杯、 3-5の須恵器がある。本址の時期は、平安時代であろうか。

7 (1:6)　15c皿

lへ6 (1:4)　10cm

第147図　M5号溝状遺構

第82表　M 5号溝状遺構出土遺物観察表

⊂‾二二二二フ

滅5　　　1　　　法∴基 劔劔剴｡懸∴・劉蘭饗　場∴鶉撥 劔羅建纏()蟻蒋横寺　>丸擾・ 

N癌　擬親　　翳耀　壇饉暖自臆教場艶 劔劔詩高く串) 剽� 剿ﾊ 仗��������鱒　　零 剞ｷ土佳麗 

1 �7倡Hｮﾒ�碗 � �8.6 �<3,4> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH��5ﾘ鏈��.��畏)�I5ﾉWB�完全実演 ��M4　N0.4 

2 �7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 ��M4　N○○4 

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � � � 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実況 ��N0.1 

N〇、 叺ｩgﾂ�欝攫 剔ﾀ　撥・騒　踵 劔劔刹ﾃ∴∴∴考 凵�o土位竃 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � 劔劔剪f面実演 ��3層 

与 ��ｸﾆ(ｮﾘ����･ﾒ�劔劔劔断面実演 ��N0.3 

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�横瓶 � 劔劔剪f面実演 ��N0.2 

随喜音 �<����謁b�兀8���鰻ｲ������ﾜY�Y+r�俐Y�^W��凭I�Xｮ��舒��伊ｲ�離　　　　　　島 劔拙土位置 

7 ��I������#�ﾃ���#�綯��2ﾓ2��#�C�ﾃ���正面が使用面 劔 
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第Ⅲ軍　西近津遺跡Ⅳ

M 6号溝状遺構

そ-12・13、た-13G rにあり、 M4-M7は並走する。北東から南西方向に延び両側が調査区域外

となる。断面鍋底状、覆土は、流水による砂と3へ5cm大の小礫が堆積する。規模は検出部分で全長

5 m、幅0.4へ1.14m、深さ13へ20cmを測る。北東から南西方向に緩く傾斜、比高差は10cm程度であ

る。遺物は、 2の縄文後期深鉢、 3の弥生後期聾、土師器杯がある。本址の時期は、不明である。

‾ ‾‾二亥,

、」と] 2

0　　　　(1 : 4)　　10c皿

第148図　M6号・M7号溝状遺構

第83表　M 6号溝状遺構出土遺物観察表

1層黒褐色土(10YR2/2)

軽石(2へ3cm大) ・にぷい黄褐

色土ブロック多量に含む。

柄6 辨z����越��剋･雑　事 亰ｹ�H��E���o)ﾙｲ�鑑琵轍　よ　残存健<　>　兎底・ 

蕪鉱置 乂ｩgﾂ�溺擬 �8ﾘｼﾒ�+r��慮軽く帽) 俘ﾈﾘ(*ﾘﾋB��碑∴∴蘭 兌�������凝∴∴考 偬�7�ｨ���

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �� ��ヘラミガキ→黒色処理 �7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 ��

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��6,8 禿2紊�� ��完全実測 ��

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �� ��ヘラミガキ 丼HｨyFx�9[b�断面実測 ��

M 7号溝状遺構

そ・た-14Grにあり、 Dllを切る。 M4-M7は並走する。北東から南西方向に延び両側が調査区

域外となる。断面凹凸ある鍋底状。規模は検出部分で全長4.6m、幅0.66へ0.88m、深さ6へ11cmを

測る。北東から南西方向に緩く傾斜、比高差は12cm程度である。遺物は縄文土器小片がある。本址の

時期は、不明である。

M 8号溝状遺構

ち-18Grにあり、 P54.P188を切る。南北方向に延び北側と南側が調査区域外となる。断面テラ

ス持つ逆梯子形、規模は検出部分で全長3.32m、幅1-1.22m、深さ25へ35cmを測る。北から南方向

に緩く傾斜、比高差は10c皿程度である。

第84表　M 8号溝状遺構出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　(cm・g)

M8 劔�����悪��劔亳�褸��T�尨��傾ｴX��E���o)}��剞�阨q)残存輝く　>丸底・ 

No: 凩馮ﾂ�馨轡 佰ｸﾆ���+r���.ｨﾇ�*ﾙeｒ�佶ﾉ>�iu��刧�����]��僖ﾘ���円ﾒ�鎖∴∴琴 偬�7佶(���

1 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��茶��紕��禿"縱���8ﾘ4�8ﾘ6�6b��8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ86�6h�(-h8亢ﾈﾘitﾂ�回転実測 ��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�I不 �������8ﾘ4�8ﾘ6�6b��8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実測 ��

N〇、 僮ｸｾ��擬態 們x��ｮ������依����B�劔劔鯖∴∴∴藷 偬�7�ｩ4ｲ�

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｹ|餾I>��ﾈ�(��|��凾ｱ沿って1条の沈線。 劔剿x之内1 ��

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �靫X鰄,)<ｸｴ��)��凾ｱ弧状沈線。さらに円形刺突文から□緑に沿って1条の沈線。2条の横位沈線の下2条の垂下する 劔剿x之内1 ��
沈線。沈線区画内 劍+�>ｩ[e(�h�5X�"�

5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8��|��(苓ﾆ�謌��*�.x���ﾈ,��,�,C(��,ﾉ+��ﾈ�"�劔劔堀之内 ��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �<ｸｴ餾H,ﾈ苓ﾆ�謌��/�鈷-�8鬨ﾌｨ�9+��ﾈ�)�,ﾃ(ﾌ(,ﾈ苓ﾆ�謌��*�.x��ｷﾂ�劔劍*ｹ+��ﾈ,h��見:x+XﾔX�"�堀之内1 ��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��Y�ｹ�ｹJｸ�)%ｹYH*ｩNﾈ�8+x.��"�劔劔後期前半 ��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��Y�ｹ�ｹJｸ�(�8ﾚﾘ鰄,(��見{)���"�劔劔後期前半 ��

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 弍H巉ｧy[h�(ｾh枴>��凾ｱ磨消縄文」R。 劔剿x之内2 ��

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩ﾘ�-ﾙ{)��,嶋鬩5ﾉWI[h�"�劔劔堀之内2 ��

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�土器片円板 刮~形。須恵器杯底部片。底部へラナデ。敲打痕。ヘラ記号あり。径8,9　厚さ1.0 劔劔8C代 ��

:No: ����ｻ�����9��hﾘﾈ���鰻ｲ�剿�漉� 剌�ｭ縮 刹� �8ﾉ>X����ｽ���ｹr�繭　　　　　　罷 劍�7囘�'R�

12 ��Y�ｹ�餽����<6.0>iくら.与> 劔<2,2>i<11.13> 剌繪ｺ欠損 剪�
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遺物は、 3-10の縄文後期堀之内1式・堀之内2式・後期前半のの深鉢、底部へラ調整される須恵器

杯1 ・11、打製石斧12がある。 11は底部へラ調整・へラ記号もつ須恵器杯底部加工した、土器片円板で

ある。須恵器杯1・2・11から、本址は8世紀代であろうか。

A’

1層褐灰色土(10YR4/1)　しまり

粘性弱く小磯含む。
2層にぷい黄褐色土(10YR4/3)

しまり粘性弱くロームブロ
ック含む。

3層黄褐色土(10YR5/8)

しまり粘性弱い。
P54

A’ l層黒褐色土(10YR3/1)しま

粘性ややあり、黄褐色土
ブロック含む。

2層褐色土(10YR4/4)

しまり粘性弱い。

2m

∴　、一・

標高706. 8m

(1:80)

二真因=;こ霊葛SSSS"

’“:‾憲i :.、

1~11 (1:4)　10c皿

0　　　12 (1:3)　7.5cⅢ

第149図　M8号溝状遺構

M 9号溝状遺構

て-19G rにあり、南北方向に延び北側と南側が調査区域外となる。断面凹凸あるU字形、規模は

検出部分で全長3.8m、幅0.28-0.64m、深さ7-41cmを測る。北から南方向に緩く傾斜、比高差は

10cm程度である。覆土2層は、砂層である。

遺物は、 5・6の縄文時代後期土器、 7の弥生時代後期饗、 1へ3の土師器杯・南部がある。

M9
図日

A　1 2　　A’‾場‾

1層暗褐色土(10YR3/3)

しまり・粘質ややあり
小礫を多く含む。

2層灰白色土(10YR7/1)

しまり・粘質少ない。
砂層。

標高709. Om

(1:80)　　2m

二、二一二二‾

三三三
第150図　M9号溝状遺構

第85表　M9 ・10号溝状遺構出土遺物観察表

(1:4)
10c皿

融雪 劔漣　　壁 劔剋･形・(題題　意　蔑騒 劔慈澄償()残祷纏<　>　丸麿・ 

N0. 偃ﾙ¥｢�騒凝 剏綷yく長)∴ 剪齟�(鳴) 剩ﾗ患(厚) 刳普��M 劍ﾖｸ���謁b�編　　著 偬�7佶(ﾇr�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(12.4) � �4.8 刄wラミガキ→黒色処理 劍8�5(6�6h��7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 晩��

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(15,8) �(12.0) �3,8 刄wラミガキ→黒色処理 劔h�mR�回転実測 晩��

3 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 晩��

4 �7倡Hｮﾒ�高士不 � �(9.0) �<与.8> 刄iデ→へラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 晩��

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 �(15○○) � 凾ｭら.与> 刄wラミガキ 劍･Hｨx��i[bﾘ�袷儼��ｨ�9[b�回転実測　　　　M9 

う �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剴ﾋ起部に縦位沈線。外面□縁に沿って沈線。 劔劔剿x之内1 晩��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器? 剪ｾ線区画内に縄文しR。 劔劔剿x之内2 晩��

鰯凋 劔 

N〇、 ��I5��欝穣 剄ﾌ∴穫・韻∴整 劔劔刹ﾃ∴∴∴話 俚ﾘ齎ﾉ(袵�

1縄文土器 剩ｫ 剴燒ﾊ□縁に沿って沈線。 劔劔儁「O堀之内1 磐ﾄ��

N〇千 �H���姉��冰X���茨r������ﾜY�Y+r�亢(�hｨ��亊騙����偖��因ﾒ�輔　　　　　　鶉 劍�7冲I~ﾒ�

2 ��Y�ｹ�餽����橡u粤3��禿b����禿�ﾃ��禿c"ﾃC3��上部欠損。全体に摩耗 剩ﾘ�T��

3 俶yw�ﾚﾘ,ﾂ�*�.僣ﾙ]����途�"�途ﾃ2���ﾃ�����"ﾃC��正面は自然画か?縁辺の剥離は使用によるものか 剩ﾘ�T��
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

M 「O号溝状遺構

に-20G rにありD15を切り、 P90.P91・PlO3に切られる。北方向に延び北側が調査区域外となる。

断面日字形、規模は検出部分で全長2.2m、幅0.2へ0.78m、深さ30へ40cmを測る。北から南方向に緩

く傾斜、比高差は10cm程度である。覆土1層は、砂層である。

遺物は、 1の縄文時代後期土器、 2の打製石斧、 3の使用痕ある剥片がある。時期は不明である。

M「O
I

1層褐灰色土(10YR6/1)

しまり粘性ない砂層。

密書図
㌦議農機具重ん鞘倣斡場

<二二　2

第151図　MlO号溝状遺構

M漢「号溝状遺構

ふ-54へ56、ひ-56-58Grにあり、 H27・H28.H30.H38・F3・F5を切る。南北方向に延び南北

側が調査区域外となる。断面日宇状であるが、溝底が二つになり断面W

第152図　Mll・M12号溝状遺構

ー141-

1層黒褐色土(10YR3/2)

2層暗褐色土(10YR3/4)

砂と褐色土を含む。
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度である。規模は検出部分で全長14.6m、幅0.32-0.8m、深さ10-32cmを測る。 2層に砂の堆積が

ある。遺物は、縄文・弥生時代後期土器片と土師器・須恵器・灰紬陶器片、第152図4の鉄鋏がある。本

址の時期は、不明である。

M 12号溝状遺構

ひ・ふ-54.55G rにあり、 H35・H38.H40を切る。北西から南東方向に延び遺構の両側は、調査区

域外にある。断面は逆梯子形、溝底は平坦である。規模は検出部分で全長4.9m、幅0.46-0.52m、

深さ18へ20cmを測る。 2層に砂の堆積がある。遺物は皆無で、本址の時期は不明である。

M 13号溝状遺構

ふ・へ-48G rにあり、 H36を切る。東西方向に延び遺構の両側は調査区域外にある。断面は凹凸あ

る逆梯子形、規模は検出部分で全長3.8m、幅0.7へ0.84m、深さ70cmを測る。東へ緩く傾斜、比高差

13cm。 1層上部から10個の礫(安山岩、熔結凝灰岩)。縄文後期・弥生時代後期土器片と土師器・須恵器、

第153図10-13の石器と14の刀子がある。本址の時期は不明である。

∴-..三〇・ 。 ‾‾二‾

御‾‾‾　‾

1層暗褐色土(10YR3/3)堅くしまる。
2層暗褐色土(10YR3/4)にぷい黄橙

色土の小ブロック多量。

〔二二二二二フ1。 〔ニラ

圃四囲

11 ⊂ニラ12

第153図　M13号溝状遺構

第86表　Mll・13号溝状遺構出土遺物観察表

⊂)13守
1へ9・11へ13　(1:4)  10c皿

14　(1∴3)　7,5c皿

0　　　10 (1:2)　5c皿

棚出 劔 

N〇、 �����L�¥｢�欝態 剌P　鱗　真∴鶏∴整 劔劔刮L∴∴∴努 劍ﾙI7冲I~ﾒ�

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刹�`波状文 劔劔剿岦ｶ後期 剩ﾘ�X�R�

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�藍 刹�`波状文 劔劔剿岦ｶ後期 剩ﾙ�y)｢�

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�薙 刹�`斜走文 劔劔剿岦ｶ後期 剩ﾘ�X�R�

栂〇、 叺ｨ���或����h����/"���ｹ�陞���馼���ｩ�Y�ﾒ�劍倪�大願‡　築　露 剔@　　　　　　鰻 劔偬�7�,i���

4 儼B��52�禿R緜貪ﾃ�縱貪ﾃ��3S貪ﾃB��c��劔剌繪ｺ欠損。関都残存。長頸有茎 劔蛮�X�T踉���

姻13 劔滋 劍･｢�剩p滅・讃躍三　筋　疫鰭 劔嬢薄緻)滋葡輝く　>　丸應二 

N0. 冽y>R�議題 刳�緩く遼寧 刹ﾃ繊瀞 刳]績懐手 剄戟��M 劍､X���謁b�撥∴∴苺 劔�闇ﾉ]h��

1 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)f飄�*�.��"�破片実演 塘9�cB�晩�2�

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(13.0) �(9.0) �3.7 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI��.悦�,h+Xﾎ8-h8�6�6b�回転実演 塘9�cB�晩�8ｦﾙDil｢�

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�薔 �(20.6) � �<2.5> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�)}ｹ�(*�.��(齷�(ﾍ�WI�2�回転実演 塘9�cB�晩�2�

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�董 � � � 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�破片実演 塘9�cB�晩�2�

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 刹�`波状文・横走文→赤色塗彩 劔劔剿岦ｶ後期 剪�

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷 刄wラ描犠位・斜走沈線文→赤色塗彩 劔劔剿岦ｶ後期 剪�

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽∴i内面へラミガ手。橘描波状文。 劔劔劔弥生後期 剪�

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽∴i内面へラミガキ。横位羽状の櫛描斜走文。 劔劔劔弥生後期 剪�

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢　　横位4条の沈線。」字区切り。 劔劔劔加曽利B「 剪�

離日, 亰ｸ���稲ﾒ�����h�����ｨ���������O�匯O｢��顋x���將�侏�5i�2�桀������麟　　　　　　罷 劔薗土龍撮 

10使用痕のある 　剥片 剪��2綯�釘騏����繧���S2�3"�下辺に使用痕 劔M13 

11 冑������唐絣�釘ﾃB��"ﾃ"����b紵u��正面にすり面 劔M13 

12 冑��Yﾜ��������B紕�湯ﾃR��2繧�塔3B緜R�正面・右側にすり面。左側に敲打痕 劔M13No.1 

13 佗����ｹV��佗����澱���澱�"�迭紕�塔"�#b�条痕。削り痕。穿孔痕あり。砥石として使用か? 劔M13 

14 �8������52�禿"����禿�緜��禿��#��禿�繝凪�両端欠損 劔M13ひ54　確認面 
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第Ⅲ車　西近津遺跡Ⅳ

M 14号溝状遺構

み・む-36G rにあり、 H48 (奈良時代後半)に切られる。東西方向に延び遺構の両側は調査区域外

にある。断面は逆梯子形、規模は検出部分で全長3.64m、幅3.2m、深さ80cmを測る。 2.3層は人為埋

土、平坦な溝底にはシルト質土が堆積する。西端がテラス状に20へ25cmほど高くなっている。遺物は、

夕霧親鶏
醒顕囲露

綴※聾ヤ
鵜野

縄文後期前葉・中葉の土器、弥生時代後期

薄と台石が出土している。

本址の時期は、これらの遺物から弥生時

代後期箱清水式期に比定されよう。

本址の東方100mで平成19年度に長野県
1層暗褐色土(10YR3/3)褐色土のブロック少量。
2層黄褐色土(10YR5/6)黄褐色のPlが主、南側に緩く傾斜する

褐色土の帯状ブロックが北側にある。人為埋土。
3層暗褐色土(10YR3/4)黒褐色土(10YR2/2) ・黒褐色土(10YR2/3) ・

明褐色のPlの帯状ブロックが中央に向け傾斜する。人為埋土。
4層褐色土(10YR4/4)暗褐色土ブロック含む。
5層にぷい褐色土(7.5YR5/4)シルト質土。

(1:4)

第154図　M14号溝状遺構

第87表　M14号溝状遺構出土遺物観察表

10c皿

N〇、∴ ��ｹz2�議題 剿d　蟻　〇・閲∴整 劍������椅ﾂ�出土位彊 

1 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刹�`斜走文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

2 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蛮 刹�`波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

3 冢ﾙ�i7舒ﾒ�窪 刹�`波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

4 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 刹�ﾟ波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

与 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刹�`波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

6 冢ﾙ�i7舒ﾒ�塾; 刹�`波状文・櫛端麗状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

7 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刹�`波状文→櫛描環状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

8 冢ﾙ�i7舒ﾒ�墾 刹�`波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

9 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刹�`波状文 劔nﾙ�hﾎ8ｯ｢� 

10 �>ｩ[i7舒ﾒ� 凵｠緑部内折。波状□緑。波頂部に2個の円形貼付文。波頂部の下渦巻状沈線内に磨消縄文眼。その下お玉杓子状区 劍���9y�(�R� 
切りを持つ4条の 刮｡位沈線区画内に磨消縄文しR。内面4条の横位沈線。 

11 �>ｩ[i7舒ﾒ� �10と同一個体とみられる。□縁部下にお玉杓子状の区切り持つ沈線。口唇部に連続刻み目。 劍���9y�(�R� 

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �4条の横位沈線区画内に縄文」R。-部磨消。」字区切り。 劍���9y�(�R� 

13 �>ｩ[i7舒ﾒ� 剋ﾎ行・縦位の集合沈線。 劔g右i>�� 

14 �>ｩ[i7舒ﾒ� 刮｡位刻み隆縁の下2条の横位沈線区画内に縄文」R充填。 劔g右i>�"� 

N〇、 �7ｸ���姶ﾂ���H�����(��將�俐Y�Y+r�最六億十最大願主　重　量「　　　　　　　　　　所　　　　見 剌o土億:澄 

1与 ��I�����禿�2ﾃ���<15.7>i<6,9>i<1790>i周囲一裏面欠損 儂0.1 
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埋蔵文化財センターが実施した中部横断道路関係西近津遺跡群の調査で検出された弥生時代後期の大

溝とされる溝状遺構に繋がる可能性が非常に大きい。

M 15号溝状遺構

む-32・33G rにあり、 H52・H54・P186・P187

を切る。東西方向に延び遺構の両側は調査区域外

にあり、東側は東隣で調査された西近津遺跡ⅥⅡの

M lと同一遺構で繋がる。断面は凹凸が激しい逆

梯子形、規模は検出部分で全長3.68m、幅1.44m、

深さ46cmを測る。

遺物は、縄文後期土器・土師器・須恵器、凹石、

敲石が出土した。

さらに、ニホンジカの右下顎骨、ウマの右下顎

M15

∈訊、由’2

第155図　M15号溝状遺構

第88表　西近津遺跡ⅣM15号溝状遺構出土遺物観察表

l⊂二> 。l

(1 : 4)　10c皿

幽1蚤 劔法∴∴萎 劔剩p酸　着　類題・薬擬 劔維建轡)残存儀<　>　丸薦・ 

N健。 凅ｩz2�題額 剏綷yく長) 刳鞳k轍 剋恁b(母) 剴���� 劔[����謁b�煽∴∴馨 偬�7�ｩ'R�

1 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄wラミガキ。黒色処理 劍6�6b�破片実測 ��

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�有台杯? 壷? � �(9,2) �<1,8> 刄鴻Oロナデ 劔.ｩYH��5ﾘ-h8���.夷8ﾘ)�I5ﾉWB�回転実測 ��

3 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � � � � 剪� ��

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 � � � � 剪� ��

5 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□線下に横位隆帯。 劔劔剏繩咜O半 ��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□緑部内折。□線直下の横位刻み隆帯から短く垂下する刻み隆帯。 劔劔剌ﾌ名寺 ��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。□緑直下に圧痕持つ横位隆帯。 劔劔剌ﾌ名寺 ��

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線区画内に縄文」R充填。 劔劔剏繩咜O半 ��

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剞ｉｺする隆帯上に円形貼付文。沈線による幾何学文。縄文」R充填。 劔劔剿x之内2 ��

No∴ 僖h�������估ｸ���姶��儂ｹ�Y-��俐Y�Xｨ���)�Xｮ��僭��噂ﾂ�痛　　　　　　罵 劍�7佶(ｺ��

10 �ｩ�������2ﾃr�澱����2�2�鼎3�ﾃC"�正嚢に2ヶ所ずつの浅い敲打痕 劔Z)7��

11 吁��胄������絣�冰篷u���"ﾃ����cbﾃsb�上端部一左側に 冑�lX�(悩�Ilｨ,(-H.ｨ�2�兒)7��

第1門歯、ウマの右大腿骨片・遠位端片・脛骨近位端片・四肢骨片、ウマの左下顎第1門歯片、 4へ5

歳程度の大型馬の左右下顎骨が検出された。

本址の時期は、竪穴住居址等の重複関係や出土遺物から古墳時代後期以降とみられる。

第6節　ピット

総数185基が検出され、そ-16一め-24G rに集中している。縄文時代後期の土坑が多く存在する地

点である。大半が何らかの建物に開通した柱穴と思われるが、建物址として把握できなかった。
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第Ⅲ車　両近津避跡Ⅳ

1層暗褐色土(10YR3/3)

粘質少しある。炭少最含む。
上部に灰のブロック。

2層黒色土(10YR2/3)

黄褐色土の小ブロック含む。
人為埋土。

※　第156図2の深鉢片の間に

炭の小片あり。

標高704, 7m

(1 : 20)

二二一一二‾二
二二三弦ミニ

i

第156図　P172号ピット(1)

ー145臆

l :4

0.5m

10c皿



0　　　(1 : 4)　　10c皿

/

、、∴二∴二ノティ ¥噸闇二王タ1了

第157図　P172号ピット(2)

P172号ピット

柱穴として扱ったが、土坑としたほうが妥当であろう。平面形は径56cmのほぼ円形、深さは44cmを

測る。底面10cmほどから総数82個の土器片を重ね置きしてある。第156図1の鉢が最上部、その下部

東側に2へ4が西側に10が、 2へ4に挟み込まれて10がある。覆土は人為埋土で、 1層には少量の

灰・炭小片が含まれる。 2の土器片間に炭片、 1の土器上面に接して灰の小ブロックが認められた。

1は口緑部内折する鉢、括れ部8字貼付文下の渦巻き状刻み隆線と紡錘状の集合沈線を斜行集合沈

線でつなぐ。これらの間に形成された槍先状区画内は、横位の短沈線で充填される。

2へ5は口緑部内折する深鉢の同一個体。突起部円孔から横引きの短沈線をC字状と弧状の沈線が

囲み、両脇に円形刺突。突起内面口唇部から円孔へ縦位沈線、脇に円形刺笑と短沈線。

第89表　西近津遺跡ⅣP172号ピット出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm.g)

Nむ。 ��Y>R�器種 佩ﾈ��ｬ���ｶ���Dh�鮎��儲∴∴∴聾 偬�7�ｩ'R�

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 ���|餾I>��ﾈ�)<ｸｴ餾H�8献(��,ﾉ+��ﾉ{ﾉ�,ﾈ苓ﾆ�謌��*�.x��|�,��,�,I+��ﾈ�(+�,ﾉ+��ﾈ*�.uh鬨�8ﾘ�-ﾙ{)�ﾈ*ｨ*ﾘ-�.｢�堀之内2古 疲��#�(�S�8�S�h�R��r�
部・横位集合沈線上の8字貼付文に垂下する。8字貼付文の下に渦巻状刻み陰線。下を弧状集合沈線でふさぐ。他の 
8字賠付文の下に紡錘状の集合沈線。渦巻状刻み隆線と紡錘状の集合沈線を斜行集合沈線で繋ぐ。横位集合沈線と 
渦巻状と紡錘状は弧状集合沈線で繋がる。これらの間に形成された槍先状区画内は横の短沈線が充填される。縄文 
Rし充填。口径(32.4)器高<10,9> 

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�)<ｸｴ餾H苓ﾔX*�.y%ｨ*(��処*ｹ+��ﾈ/�鈷-�8鬨�9+��ﾈ,hﾌｨ�9+��ﾈ�){ﾉ�,�霹�謇<ｸ�)<ｸｴ�>�lｨﾏｹ��H*�.r�堀之内2古 斐�����S�(�S�H�R��x�S(�ｨ�S#(�S#8�R�#x�S#��SC��Yu���
円孔へ縦位沈線。脇に円形刺実と短沈線。3・4・与と同一個体。口径(52,8)器高<10.9> 

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(�Yu�,i:�ｨﾌ)�ﾈ�(��肩�ﾘy+��ﾈ*�.yf����8,hﾌｨ�8�ﾘy+��ﾈ�"�堀之内2古 疲�#��S3�-cC��R�C8�SCb�

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(�S8�Yu�,i:�ｨﾌ)�ﾈ�(��|餾I>��ﾈ�"�堀之内2古 碑�ｸ�ｳ���

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(-cH,i:�ｨﾌ)�ﾈ�(ﾌｨ�8�ﾘy+��ﾈ�)f����8�ﾘy+��ﾈ�"�堀之内2古 碑�ｸ�ｳ��

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �����9{)��*�.x��見{)���"�堀之内2古 斐�紊��

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 嶋�S�,i:�ｨﾌ)�ﾈ�(��|餾I>��ﾈ�(ｼ傅ﾉ<ｸｴ�(ﾌ(,ﾈ苓ﾆ�謇<ｸｭH,�?��,ﾈｷH蓼ｧ�ﾆ�+��ﾈ/�鰄,(ｷH蓼ｧ�ﾆ�,ﾉ<ｸｴ��#(����x,ﾂ�堀之内2古 斐��8�S�R�
沈線で楕円形と逆三角形が交互に描かれる。区画内に縄文R」充填。 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 度�S�,i:�ｨﾌ)�ﾈ�(ｷH蓼ｧ�ﾆ�,ﾃ(����x,ﾉ+��ﾈ�(ｾh枴>�>ｩ[e(�h�5X�"�堀之内2古 ��

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 度�S�,i:�ｨﾌ)�ﾈ�)��霹�,ﾃ(����x,ﾉ+��ﾈ�(ｾh枴>�>ｩ[e(�h�5X�"�堀之内2古 疲�)u��

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(,i:�ｨﾌ)�ﾈ*虹ｷH�韜ｨ�8ｻY�ﾈ,ﾉ{ﾉ�,侘ｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�堀之内2古 斐��#H�S3��S3(�R�3H�S3r�

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 亶H�韜ｨ�8ｻY�ﾈ�(�ﾗ9+��ﾈ�"�堀之内2古 斐��3b�

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���,i:�ｨﾌ)�ﾈ*虹ﾌｨ�8,h�ﾗ8�ﾘy+��ﾈ�"�堀之内2古 買C(ｦﾙDil｢�

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �.ｩYIWHｽ��"� 碑�ｸ�ｳCr�

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|�+ﾈ岑��見+��ﾈ*尼�堀之内2古 疲����

1与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｹ|�79>��ﾈ�(���ﾉ+ﾈ岑,��見+��ﾈ�"�堀之内2古 ��

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 冦I�9.ｨ�)])_ｹW9k竄ﾙYIh����.ｨﾆ�ビﾃB��堀之内2古 疲�(��イ(ｦﾙDil｢�

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 �.ｨﾆ�疫篥"��堀之内2古 ��

18 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 �.ｨﾆ�ッ�"��堀之内2古 疲�3��
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第Ⅲ章　西近津遺跡Ⅳ

く二ニラ　21

う

l-20・23-25 (l:4) 10c皿

21 (1:3) 7.5c皿

0　　　　　　22 (1:2)　5c皿

議　　　悶鍾

‾:ノ

∈二) 23

ーへ　三二三∴

(二二二) 24
第158図　ピット出土遺物実測図

6は楕円状の隆帯から横位の隆帯。 7-9は口縁部内折する鉢、極小突起に2個の円形刺突間に二

重の逆三角形洗練を持つ逆三角形の突起を付す。その下部に2条1組の沈線で楕円形と逆台形が交互

に描かれ、区画内に縄文しR充填される。 10と11は同一個体とみられる。逆日宇状況線の両脇に弧状

の集合洗練が施文される。これらは総じて縄文時代後期前葉堀之内2式に比定される。

第90表　西近津遺跡Ⅳピット出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　(cm・g)

常 劔慈∴∴遷 劔刳ｴ膨　季　題麗・吏綴 劔撼建鍾()残存撞く　>　丸鷹・ 

N樽、 �>Y>R�鰭穣 剏綷a鰻): 刪ﾁ軽く帽) 刳寘ｍ�) 剄メ��ｰ 劍､�������備　　考 剌o土位置 

17 �7倡Hｮﾒ�高士不 � �(19,2) �<2.0> 刄iデ 劍7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��P「O 

18 冖9�i7舒ﾒ�士不 �(12.8) � �<3.7> 刄wラミガキ。黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�(ﾙY�h�yﾒ�回転実演 ��P81 

19 �7倡Hｮﾒ�士不 �(14.0) � �4,8 刄wラミガキ。黒色処理 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実演 ��P1与4N0.1 

20 ��ｸﾆ(ｮﾒ�I不 �13,4 �6.4 �3.7 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�).ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実演 ��Pうら 

N〇十 丿�>R�態謹　音 剿�@擬1音　闘∴整 劔劔剋I∴∴∴書 刳^王位霞 

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮~孔持つ突起の両脇からV字状に垂下する隆帯。口緑部内折。 劔劔剿x之内 儕9与 

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。突起部に楕円形に沈線。脇の円形刺実から横引き沈線と弧状沈線。弧状沈線から垂下する隆帯。 劔劔剿x之内2 儕38 

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。口緑直下 劔こ横位沈線。 劔剿x之内1 儕40 

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌活熨e製深鉢。口縁直下に圧痕持つ横位隆帯。 劔劔剏繩咜O半 儕93 

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。 劔劔剿x之内 儕66 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位刻み陸縁の下弧状集合沈線。 劔劔剿x之内 儕9与 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪ｾ線による幾何学文。X字状に平行沈線区画。交点の刺実から縦位と斜位に連続刺突。平行沈線内に縄文」R充填。 劔劔剿x之内2 儕38 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位沈線。弧状の集合沈線。縄文」R充填。 劔劔剿x之内 儕92 

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状の集合沈線。10と同一個体。 劔劔剿x之内 儕80 

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏ﾊ状の集合沈線。9と同一個体。 劔劔剿x之内 儕80 

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剌c位・弧状沈線(紡錘状?) 劔劔剿x之内 儕4与 

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳�ｽ学文。縄文しR充填。-都塵消。 劔劔剿x之内2 儕与0 

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。 劔劔剏繩咜O半 儕51 

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�土器片円 　板 刮~形。無文の深鉢片。剥離痕・研磨痕。最大径3.3厚さ1.0 劔劔剏繩咜O半? 儕与6 

工三、 �>ｩ[i7舒ﾒ�土器片円 　板 刮~形。弧状・斜行集合沈線。最大径4.6厚さ1.1 劔劔剿x之内 儕与1 

16 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→ヘラミガキ 劔劔剿岦ｶ後期 儕153 

No: ��ｸ����>R�佗������R�兔ﾉ�霑��俐Y�Xｶ��凭IY8���偖���E��騎　　　　　　毘 劔艶土位薩 

21 ��Y�ｹ�餽����禿r纉��禿b紊��禿�ﾃS��禿���繝C��上部欠損 劔P143 

22 ��隕｢�俛Yvｩ����"�"��2縒���絣����縱2�自然面打面 劔P131 

23 冑������������澱�"�釘紕��3ヲ�3r�正嚢にすり面 劔P168 

24 冑��������u粤����2紕�釘�2���C���#�"�被熱あり(全体に黒化)正面の剥離は被熱によるもの 劔P163 

2与 ��I�饐����禿��縱��禿b�#��禿ゅ#��禿イr縱s��左側以外欠損。正裳に使用面 劔P177 
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第91表　遺構外出土遺物観蛮表(1)プロJ⊥4X:　捜己’I骨ノi‾田⊥J星1クリ’軌オて4丈¥⊥/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にm●g) 

G「 劔�ｨ���宛��劍��ﾋX��8��ｵｹ�H�X�����延�5ｨ�h�h�9�h苗ﾈ�����ｭｹ���R�

困0. ��Y¥｢�擬態 佰ｸﾆ��+r������ﾆ�;(�"�器高く母) �(H���肢R�兜∴∴囲 冓����挨ﾒ�出土億罷 

74 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢? ���2ﾃ"�<1.8> ��木葉痕 佩8ｯ｢�め26 

76 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��澱紕�<2.3> �� 亂��8���ｨ��ﾎ8ｯ｢�表採 

77 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��茶rﾃb��<1,6> �� 弌�5ﾘ���ｨ��ﾎ8ｯ｢�み36 

86 冢ﾙ�i7舒ﾒ�蓬 ��迭纈�<2,3> �7�4ｸ4ﾂ�胴部ミガキ。底部ミガキ 亂��8���｢�は71　カクラン 

87 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 ��迭���<3,7> �-h8�7�4ｸ4ﾈ�)�I�i6緯｢�ヘラミガキ。赤色塗彩 亂��8���ｨ��ﾎ8ｯ｢�ふう0　V暦上部 

88 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 ���2ﾃ��<3,2> �-h8�7�4ｸ4ﾈ�)�I�i6緯｢�ヘラミガキ。赤色塗彩 亂��8���ｨ��ﾎ8ｯ｢�Iふ60 

89 冢ﾙ�i7舒ﾒ�鉢 ���� �7x8�7�4ｸ4ﾈ�(���ﾉWHｽ��I�i6緯｢�へラミガキ。□綾部に2孔。赤色塗彩 僥ｩ]����ｨ��ﾎ8ｯ｢�ふ与6 

90 冢ﾙ�i7舒ﾒ�甑 ��茶B�"��<4,8> �-h8�7�4ｸ4ﾈ�)�HﾜｩWI(X�"�ヘラミガキ 弌�5ﾘ���ｨ��ﾎ8ｯ｢�ふう0　V層上部 

91 冢ﾙ�i7舒ﾒ�手捏土器 茶r紕����<1,7> �6�6b�ナデ 弌�5ﾘ���｢�ふ51　V層上部 

92 �7倡Hｮﾒ�士不 ���� �7x8�7�4ｹ�x�(ﾙY�h�yﾒ�ロクロナデ。墨書あり 僥ｩ]����｢�ふう1V層上部 

93 �7倡Hｮﾒ�‡不 ���� �-h8�7�4ｸ4ﾈ�(ﾙY�h�yﾒ�ロクロナデ。墨書あり 僥ｩ]����｢�ひ66 

94 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��澱�"�<1.7> �-h8�7�4ｸ4ﾈ�(ﾙY�h�yﾒ�ロクロナデ。底部右回転糸切り 亂��8���｢�ふ54 

95 �7倡Hｮﾒ�碗 ��迭ﾃ"�<1.4> 傴ｩ[h�(ﾙY�h�yﾒ�ロクロナデ→高台貼付。墨書あり 亂��8���｢�ひ66 

96 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��茶bﾃb��<1.3> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ログロナデ。底部回転糸切り 弌�5ﾘ���｢�け6 

97 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��茶b繧��<2,2> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ロクロナデ。底部右回転糸切リ 弌�5ﾘ���｢�ふ6う 

99 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 ����<3,3> �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�ロクロナデ。天井部回転へラケズi」 弌�5ﾘ���｢�た・ち17・18 

100 丶H��:舒ﾒ�碗 ��迭�"�<3,4> �8ﾘ4�8ﾘ6�6h�(郢IB�ログロナデ。高台貼付 弌�5ﾘ���｢�ひ66　カクラン 

N①. ��Y¥｢�鰭饗 兔ﾈ��ﾉﾈ��ﾅ(��鑓�����劔儼������掩��出土位置 

1 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8��|��)Oy{(ｴ���[i>�,�&饉i>ｩ[e(�h�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�み40・41 

2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 几)��ｾh枴>�,�>ｩ[e(�h�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�み40 

3 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見{)���)>ｩ[h�e(�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�み40 

4 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 僥x�8���ﾈ�(ﾌｨ�9+��ﾈ�)&饉i>ｩ[e(�h�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�ひ6与　力クラン 

与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑+x.�+��ﾈ�(胸���9+��ﾈ�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�み42 

6 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩,ﾉ%ｩ+��ﾈ�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾈ耳ﾎ8ｯ｢���B�む40 

7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �ｹ���8,ﾉ%ｩ+��ﾈ�"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾈ耳ﾎ8ｯ｢���B�み43 

8 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���傚YI>��ﾈ�)+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h+U(�5X�"�劔傲ﾉkﾈ魎�め2与 

9 �>ｩ[i7舒ﾒ�釣手土器 �����8,ﾉ{)���)>��H/�,�+ﾈ.�+��ﾈ�"�劔傲ﾉkﾈ魎�ち17 

10 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｸ傚YI>��ﾈ�(��|�+ﾈ岑��見+��ﾈ�"�劔冏右i>���み40 

11 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�)<ｸｴ餾H,�����9{)���"�劔冏右i>���み44 

12 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|�+ﾈ岑��見+��ﾈ�(+ｸ,ﾈ岑ﾌｨ�9+��ﾈ�"�劔冏右i>���み40 

13 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|�+ﾈ岑,��見+��ﾈ�(+ｸ,ﾈ岑�ﾗ8+x.偖xﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>���み44 

14 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|�+ﾈ岑��見+��ﾈ�(�ﾗ8�ﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>���Z　表採 

1与 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑�X�ﾗ9+��ﾈ�"�劔冏右i>���み43 

16 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見+陂�,ﾈ岑��ｪｨ�8ｻY�ﾈ�"�劔冏右i>���み43 

17 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(ﾌ(,ﾈ苓ﾔX鰄,)<ｸｴ��"�劔冏右i>���む28 

18 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �<ｸｴ餾I>�､�,�霹�謇<ｸ�)>�lｨ苓ﾆ�<ｸｴ�*�.x��見+��ﾈ�"�劔冏右i>���み41 

19 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �<ｸｴ餾I>�lｨ,偬8肩,ﾉ+��ﾈ�(+ｸ+�*�.x��見+��ﾈ�"�劔冏右i>�"�む40 

20 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���胸YC磯ｩ5ﾉWI[i�����9+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�5X�"�劔冏右i>���む40 

21 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+��ﾉ>�,冑���>ｩ[h�e(,ﾈ�8,���霹�,ﾈ咥�8�"�劔冏右i>���な・に19・20 

22 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �霹�謇<ｸ�(ﾌｨ�9+��ﾈ�"�劔冏右i>��ち17 

23 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 侘ｨ�9+��ﾈ�"�劔冏右i>��み43 

24 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��(岑�Xﾌｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>��み44 

25 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�X�ﾗ8�ﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>��み44 

26 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�Xﾌｨ�8,ﾈ�ﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>��み44 

27 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�ﾘy+��ﾈ�(�ﾗ8�ﾘy+��ﾈ�"�劔冏右i>��ふう0　V層上部 

28 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �:�ﾌ�鈴[h,ﾉ+��ﾈ�)+��ﾈｾh枴>�,�>ｩ[h�e(�5X�"�劔冏右i>�"�む28 

29 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �(ﾌ(,ﾈ苓ﾆ�謇<ｸ�(�韜ｨ�8�Xﾌｨ�9+��ﾈ�"�劔冏右i>��Z 

30 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀ｨ���Y�ｹ�ｹJｸ�)�(岑+x.�8ﾚﾘ鰄,){)���"�劔佩8ｯｩ��ﾂ�た14 

31 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��肩�ﾘy+��ﾈ�)�靂ｨ�8�ﾘy+��ﾈ�)>ｩ[h+U(�"�劔冏右i>��ち17 

32 �>ｩ[i7舒ﾒ�鉢 嶋鬨謇<ｸ�(��見+陂�,ﾈ岔����謇<ｸ�5X�"�劔傲ﾉkﾈ魎�ふう0　V層 

33 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��ﾙ|ｨ,ﾈ謌��[h�"�劔傲ﾉkﾈ魎�ふ22　カクラン 

34 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��ﾙ|ｨ,ﾈ謇<ｸ�"�劔倅�ﾉ�ｨ�｢�み40 

35 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�目粗製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。 劔佩8ｯｩ��ﾂ�は21 

36 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�胃粗製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。その下欄歯状工具による垂下沈線。 劔傲ﾉkﾈ魎�む28 

37 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�目粗製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。 劔佩8ｯｩ��ﾂ�む33 

38 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�談且製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。 劔佩8ｯｩ��ﾂ�め26 

39 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�目粗製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。 劔佩8ｯｩ��ﾂ�む28 

40 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�胃粗製深鉢。圧痕持つ横位隆帯。 劔佩8ｯｩ��ﾂ�め2与 

41 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 傀｢�目粗製深鉢。横位隆帯。 劔佩8ｯ｢�ふ50　V層 

42 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 佰ｹ|餾I>��ﾈ�"�劔冏右i>��た14 

43 �>ｩ[i7舒ﾘ���ｹJｸ������Y�ｹ�ｹJｸ�"�劔劍ﾎ8ｯ｢�ふ50　V層 

44 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ���|餾I>��ﾈ�"�劔冏右i>��な・に19・20 

45 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 ��見{)���"�劔�(hｯｨﾎ9Kﾂ�め26 
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第Ⅲ葦　西近津遺跡Ⅳ

西近津遺跡Ⅳ遇構外出土遭物観察表( 2 )　　　　　　　　　　　　　　　(cm・ g)

N屯.音 凩�>R�欝擬 剽t音　鱒を・∴頚∴襲 劔刪����] 剌o土他誌 

46 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。 劔剿x之内 凾ﾞ28 

47 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部下に横位沈線。縄文R」。 劔剪�卲續ｼ 凾ﾝ40 

48 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。ロ緑下横位刻み隆線。幾何学文。縄文」R充填。 劔剿x之内2 冤ふう0　V層 

49 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠綾部内切。口緑直下横位刻み隆線状に8字貼付文。沈線区画内縄文しR。 劔剿x之内2 凾ﾓう0　V層上部 

与0 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �8字貼付文。横位刻み隆帯。 劔剿x之内2 凾ﾐ23 

51 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剏精助箔熕ﾜ。口縁下に刻み隆帯。その下横位沈線。 劔剿x之内2 刄i6 

与2 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑部内折。□縁下に刻み隆帯。その下横位沈線。 劔剿x之内2 凾ﾟ25・之6 

53 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 凵｠縁直下横位隆帯。その下蛇行する隆帯。隆帯上(こ縄文」R。隆帯をなぞる沈線。 劔剿x之内2 凾ﾐ64 

54 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠縁部内折。□緑下横位沈線。 劔剌ﾌ名寺 凾ﾐ23 

うら �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳�ｽ学文。縄文」R充填。 劔剿x之内2 凾ﾞ35 

56 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刳�ｽ学文。磨消縄文しR。 劔剿x之内2 凾ｽ14 

与7 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �60と同一個体。幾何学文。区画内に斜行沈線充填。帯状 劔仞h枴>�,�>ｩ[h�e(�5X�"�堀之内2 凾ﾈ・に19・20 

58 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位・斜行沈線。 劔剿x之内2 凾ｽ14 

59 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �2条1組沈線区画。磨消縄文」R。 劔剿x之内2 凾ｽ14 

60 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �57と同一個体。幾何学文。区画内に斜行沈線充填。帯状区画内に縄文」R充填。 劔剿x之内2 凾ﾈ・に19・20 

61 �>ｩ[i7舒ﾒ�注□土器 剏罇O部連続刻み。□緑直下連続円形刺突。重楕円形沈線。縄文R」。 劔剿x之内2 凾ｽ・ち17・18 

6之 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剋ﾎ行する集合沈線。 劔剿x之内 凾ﾈ・に19・20 

63 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 刮｡位隆帯の下位に4条の横位沈線。64と同一個体とみられる。口緑部内折。口唇部に刻み・横位沈線・縄文施文。内面□練直 劔刮ﾁ営利Bl 凾ﾟ26 
下に連続刺突。 

64 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �63と同一個体とみられる。□縁部内折。口唇部に刻み。内面□緑直下に連続刺突。横位隆帯の下横位沈線。 劔刮ﾁ営利B「 凾ﾟ2与 

6う �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �6条の横位沈線。」字区切り。内面4条の横位沈線。 劔刮ﾁ曽利B「 凾ﾟ26 

N①, �>ｩzｲ�蔀穣 剴ﾖ∴撥・蘭∴蟹 劔刹V∴∴∴琴 剌o土位遇 

66 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠緑直下から6条の横位沈線。 劔刮ﾁ害利Bl 凾ﾟ26 

67 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 凵｠綾部に2条の隆帯。波状□緑。 劔剌ﾌ名寺 凾ﾟ26 

68 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 �5条の横位沈線。磨消縄文」Rの下横位沈線。 劔刮ﾁ営利B「 凾ｽ14 

69 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剪齦白ｼ上に横位沈線。垂下する連続刺突。 劔剿x之内2 凾ﾞ40 

70 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。底径(8.6)。 劔剏繩� 刄i6 

71 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。底径(8.8)。 劔剏繩� 凾ﾝ43 

72 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。底径(6.0)。 劔剏繩� 凾ﾝ44 

73 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。縞方不明。底径(7.0)。 劔剏繩� 凾ﾟ26 

78 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。1本越1本潜り。 劔剏繩� 凾ﾐうら 

79 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本越2本潜り。素材細い。 劔剏繩� 凾ﾓう0　V層上部 

80 �>ｩ[i7舒ﾒ�深鉢 剿ﾔ代底。2本題2本潜り。素材細い。 劔剏繩� 凾ﾜ21 

81 �>ｩ[i7舒ﾒ�土器片円板 刮~形深鉢片。敲打痕。研磨痕。無文。最大径3.8　厚さ1.0 劔剏繩� 凾ﾝ43 

82 �>ｩ[i7舒ﾒ�土器片円板 刮~形深鉢胴部片。敲打痕。隆帯をなぞる沈線。縄文しR。最大径4,6　厚さ1,0。 劔剪�卲續ｼ 凾ｽ・ち17・18 

83 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 刮｡位羽状の櫛描斜走文。 劔剿岦ｶ後期 凾ﾝ44 

84 冢ﾙ�i7舒ﾒ�璽 剴燒ﾊへラミガキ。外面櫛描波状文→櫛描環状文。 劔剿岦ｶ後期 凾ﾞ28 

85 冢ﾙ�i7舒ﾒ�壷か深鉢 刹�`簾状文→赤色塗彩。内面頭部上位まで赤色塗彩。焼成前穿孔の2孔あり。 劔剿岦ｶ後期 凾ﾓう0 

98 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽… 剴燒ﾊ剥離。外面櫛描波状文。 劔� 凾ｻ13 

101 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 刳O面敲打痕。 劔� 凾ﾓ63　カクラン 

掴①. ����旭ﾘ���稲ﾒ�亳8���宇R�俐Y�Y+r�懸束隠 俐Y�^E��箋　婁 僥X�������������ﾂ�偬�yK8ｽ��

102 �5�4�8ﾈ487��ｲ���迭紕�3.7 �"繧�与0.24 �Y�H/��餾H,h.�+x5�4�8ﾈ487��ｸ*尼��,(�X,H�����S�排�

103 �5�4�8ﾈ487��ｲ���釘ﾃ��5.6 ���2�38.32 �ｩ]8/��餾H,h+X+ﾘ5�4�8ﾈ487��ｸ*���-3c8��4ｨ4�8�92�

104 僣ﾙ]����釘紕�5.3 ���2�27.86 ���,(�X,H�����S�排�

105 ��Y�ｹ�餽����禿������<6.8> 禿�紊��<152.うう> ��9YHﾈy���)�9lｨ,ﾘ齷�)lｨ�)�餾H,俶yw�ﾚﾒ��6澱�

106 ��Y�ｹ�餽����禿b紊��<5.う> 禿�纉��<94.う4> �ｩYHﾈy���)�9E�,���ﾙl｢��-�#��

107 ��Y�ｹ�餽����禿r����くら,3> 禿�����<うう.20> ��9YHﾈy���)�餾H,俶yw�ﾚﾒ��-ﾓC"�

108 冑��ｹ�餽����禿R����<3,9> 禿�ﾃS��<48.02> ��9YHﾈy����+ﾓ�2�

109 ��靄S�����*ﾘ.r�#��<1.4> 禿��#��<13.60> ��8岑ﾈy����+ﾘ�X+��x�S�в�

110 ��I�饐����禿���#���<6,3> 禿�紊��<168.34> ��9lｨ*ｨ諍w�lｨ�(�9�H決､�y��*���-�#h��4ｨ4�8�92�

111 ��I�饐����禿R經��<9.9> 禿Bﾃ3��<310,12> �Y�H決､�y���)�9z�,俶yw�l｢�覆�

112 ��Y�ｹ�餽����禿2縱��くら.5> 禿��#��<2う.0与> ��9YHﾈy���)h�lXﾚﾘ*�.y�餾H,h輊.ﾘ.ｨ.���-ﾓC��

113 吁������禿b紊��<4.9> 禿"紊��<111.08> �ｩYHﾈy���(�9YH,吁��Xﾚﾒ��+ｳ�2�

114 冑��Yﾜ������禿R紊��<4.0> 禿2�#��<103.32> �ｩYHﾈy���(�9%ｹYH,吁��Xﾚﾘ�)�9z�,�+x.瑛｢��-ﾓC��

11与 冑��Yﾜ������禿�b�3��<8.0> 橡u粤���<910.69> �ｩYHﾈy���)�9lｨ,�+x.瑛ｨ�(�9YH,吁��Xﾚﾒ��,(�X,H�����S�排�

116 吁������������4,9 �2繧�2与2.22 ��8岔%ｹYH,吁��Xﾚﾒ�覆�

117 �7Y�胄���禿づ#��<4.4> 禿"縱��<168.86> �ｩYHﾈy���)7Ylｩ�CH�(��ﾚﾘ,hﾝx*�*)ﾜ��Xﾚﾘ*�8｢��-�32�

118 �7Y�胄���度�#b�8,与 ��ﾃB�98.19 ��9E�,���ﾚﾘ�)�Ilｨ,�.�諍w�ﾚﾘ�)7Y��4�,域yw�,h輊.ﾘ.ｨ.���-�h*B�

篇7節　遺構外出士遺物

遺構確認時に多くの縄文時代中期後半・後期初頭・後期前葉・後期中葉、弥生時代後期、古墳時代後

期、奈良時代、平安時代の土器や土製品・石器が出土した。弥生時代後期、古墳時代後期、奈良時代、

平安時代の土器は、該期の竪穴住居址覆土上部から出土したものである。縄文時代の遺物は、土抗や

ピットの上部や周辺から検出された。

縄文時代後期初頭称名寺式土器は、 D23・D25・D29.D31のあるG rめ-25-28に集中する。後期中

葉加営利B l式土器は、 D26周辺G rめ-25から出土した。後期前葉堀之内1式・ 2式土器は本調査で

最も多く、た-12へむ・め一26G r内で遺構はD8-D25が存在する地点でから出土した。この地点は、

平成22年度に縄文時代後期前葉の遺構が多く検出された西近津遺跡Ⅷに接する。

ここから60m南方の地点でH44号住居址のあるG rみ-40・41には、縄文時代中期後半・後期前葉堀

之内式の深鉢片が集中している。この地点には、堀之内2式土器片82がみられたP172が存在する。
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第92表　竪穴住居址・竪穴状遺構一覧表(1)　　　　　　(残存値)<検出値>(。m) 

還嬬名 佶��)�B�畢∴∴∴顕∴∴∴膨 劔丼y�XﾔI��筋∴∴∴馨 
光耀最 亰ｸ��~ﾒ�議題襲 刋儁Yﾛ｢�繋葡 忠+y(ｩ_ｸ犬��碇疎鶴澱・嚢緩・疇鰯簿 

H「 �*��X*蔦B�隅丸長方形? 劔披ﾓ�H�ｸ�ｵr�P144×36×59　P2-×-×25　P328×28×34　P420×16×24　P5 

400 禿#Cc��<与6> 鼎2���h���H��#h���c#�������#8���x������������T��

H2 �+8�X+Rﾓx�S�� 劔�� 

<100> 禿���� �#���27 

H3 �*ｲﾙu��Sb�隅丸長方形? 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�M2に切られる。P132×24×61P236×28×47　P340×26×37 

(22.8) 禿�C���<68> �3����C3H��#��紊(���*H.sh��3h���r�

H4 �*Bﾓ"�方形? 劔披�P18に切られる。P148×34×40　P2与8×26×39 
<220> 禿�u���� ��r�

H与 �*��X*"ﾓ��方形? 劔披ﾓ38�ｸ�ｵr�D6に切られる。壁溝間仕切り。P「柱痕18〔ク60×56×46　P2柱痕1生ら 

(420) 禿#����<156> 冰�2�田��經h�緜����3Ch��3��紊X���C#�������3r�

H6 �*ﾘ�X*�X�Sb�方形? 劔披ﾓX�ｸ�ｵr�Ml.M2.M3.D7に切られる。P3へP5床下から。P172×(44)×69　P2 

(216) 禿����� �������繝��緜����9(ﾈﾚﾓ#�x鼎(�紊��騏�8���C3h��#��紊����u�3����
32×26 

H7 �-�#h-c#��方形?(南北軸長630) 劔披ﾓX�ｸ�ｵr�H8.P148に切られる。D25を切る。南北軸長630cm　Pl<22>×30× 
<1与0> 禿cc��(70) ��72 �24　P230×<14>×23 

H8 �-�#r�方形? 劔��H7を切る。壁溝18cm 
<90> 禿�u緜�� 冰繧�

H9 �-��X-�#��S3��方形(主軸長与40) 劔披�HlOを切る言善壁16cm　P176×66×67　P2<46>×66×57　P364 
328 �3���108 ��60 凵~<24>×60　P482×72×69　P与与6×<36>×与3　P638×30×29 

P7与0×<46>×与4　P8<36>×36×1与 

H「O �-簽#��方形? 劔披ﾓh�"ﾕr�H9に切られる。壁溝5cm　P142×39×39　P2<46>×22×38　P3 
<144> �� �� �<36>×20×42　P4(34)×(34)×63　P532×20×37　P638×36× 

15　P7<74>×<38>×37　P8与2×48×16　P9(30)×38×31P「O 

(80)×<48>×32　P「144×<32>×71P1250×42×32　P13与4× 

48×56 

H「l �,ﾒﾓs(-csB�隅丸長方形(主軸長668) 劔披ﾓ�8�ｸ�ｴR�D36に切られる。P「へP3五平状の柱。P180×62×85　P2<70>×72 
<340> �#c��180 ��22 凵~73　P3(与6)×74×99　P474×64×与2　P与柱痕30Q)×20Q〉78× 

与2×うら　P6<16>×<10>×8　P744×38×26　P826×<14>×5 

H12 �,ﾘ�X-�ﾓc��Ss��隅丸長方形 劔披ﾓ�f�R�P3とP6外へ傾斜。　P154×36×87,5　P276×43×38　P356×20× 
<130> ��<640> 的u���3x���Cs��緜���#H���S#���#(�緜H���c#H��#(�經x���s�h���h���

30 

H13 �-�ﾓc��隅丸長方形? 劔披ﾓ�8�"ﾔR�P153に切られ、H16を切る。P「柱痕18の　32×46×39 
<410> ��<190> ��50 

H14 �-�ﾓcx�Sc��方形? 劔披ﾓ9u��ｸ�ｵr�F2に切られる。P「柱痕24②40×36×40　P2柱痕20の42×42×73 
<190> 禿c��� 茶#C��� 儕3柱痕24②32×24×24 

H1与 �-�ﾓs��Ss"�長方形? 劔嫡簽#x�ｸ�ｵr��D36に切られる。 

(126) ��380 �#"�

H16 �-�ﾓc��方形? 劔披ﾓH�ｸ�ｵr�P154×30×9　P236×28×18　P322×18×13　　P4<70>× 
<70> ��(2う0) ��与0 �<26>×19　P与<26>×<12>×33 

H17 �-2ﾓcr�方形? 劔披ﾓx�ｸ�ｵr�H20を切る。 
<24> 禿#���276 ��26 

H18 �-��X-2ﾓcH爾�方形? 劔披ﾓ���"ﾕr�H19.H20.D37を切る。P132×30×6　P232×28×16　P3<22.>× 
66 禿3c���<314> �� �#R��3��繹���C#���#H���h���S3(��3���3H���c���縱���3��

H19 �-��X-2ﾓcH-b�方形? 劔披ﾓ�薬ﾕr�H20を切り、H18.D37に切られる。P「(38)×44×7　P236×(24)×40 
66 禿�S���<294> 鼎C�� �#2���3#���#���3����C�h���h��3h���Rツ���緜���#8���bャ�����#����

24 

H20 �-��Vﾈ�ﾆﾂﾓcH-b�隅丸長方形(主軸長900) 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�H17.H18.H19・D37に　切　ら　れ　る。Pl<16>×<10>×<22>　P2 
<300> 禿#s���<180> 禿����62 �<44>×<与0>×46　P374×24×84　P440×20×62　P5<70>× 67 劔劍F北寄り 禿3���翕C�����c#H��#(���h���s#���#h��������#����������

P952×34×27　P「O28×24×15　P「122×20×15　P1234×36 

×10　P1342×<30>×19 

H21 �-2ﾓc8�ScB�隅丸長方形(主軸長580) 劔披ﾓ��ｸ�ｵr�H24に切られ、H22.P161・P162を切る。P134×30×55　P250× 
<72> 禿�3���(344) ��34 �<32>×33　P324×16×38　P422×12×3与 

H22 �-��X-2ﾓc(-b�隅丸長方形(主軸長740) 劔披ﾓ�8�ｸ�ｵr�H18.H21・H24・P161へP164.P167に切られる。　P166×60×70　P2 
64 茶�cｒ�(186) ��(与6) �3"�炉3 田H�窿SB��繝8���2ャB��縱���#����BャB��縱���#��

H23 �-��X-2ﾓS�-b�隅丸長方形 劔披ﾓ�8�ｸ�ｵr�H25.H27.H32.F4を切り、P159に切られる。　P170×60×4　P270 
60 禿3CC��<202> ��486 �#��カマド北壁西寄り ��經H�������3��H�翕CC���32�

H24 �-3c2� 劔��H21を切る。壁満幅8へ18、深さ10~14　P140×30×21P240×30 

(140) 茶�c��� 田�����3��3���窿�����#��

H2与 �-��X-2ﾓc��Sc��隅丸長方形 劔披ﾓ�3�ﾔR�H23に切られ、H31・F4を切る。北西隅にベッド状遺構。床面に焼込み2ケ 
<290> 禿#3��� �3���40 剌鰍｠り。P126×20×43 

H26 �-�32�方形? 劔��H与2に切られる。底は鍋底状。 
(16) 茶����� ��S��31 

H27 �-��X-2ﾓS��SS��隅丸方形? 劔瓶�H23.H32.P・M「lに切られる。P144×34×86　P240×26×86　P3 

(360) 茶�モ�� ��42 忠�(9h���<48>×<24>×63　P4与8×20×64　P与32×24×26　P660×44× 
71 

H28 �-��X-2ﾙu緝�Yu縒�隅丸長方形(?) 劔披ﾓ���ｸ�ｴR�H29.M「lに切られる。P154×<44>×65　P248×<32>×8　P360 
<220> ��<492> �3"����3H��*H*B�
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第Ⅲ章　西近津遇跡Ⅳ

竪穴住居址・竪穴状遺構一覧表(2)　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (。m)

邁凝蜜 �Y{Iu���卒　　　園　　　膨 劔囘ﾈ��ﾇy��鰭∴∴∴薄 
搬鑑轟 冓ｩ~ﾘ���議題轟 ��逢ｨﾘﾈ��將�蟻蘭 忠+x�)_ｸ犬��篠凍斌頼義箋綬章鶏鰯繋 

H29 �-�ﾘ*H*H-iu縒�隅丸長方形? 劔披ﾓ��ｸ�ｵr�F3.P165に切られ、H28を切る。P128×14×24　P234×20×30 
<100> �� 禿�#��� 儕350×24×36　P446×24×50　P5与Ox(42)X24　P624×18×28 P718×(8)×35　P828×<12>×32　P9<14>×18×13　P「O16× 

10×22　P「120×16×18 

H30 �-2ﾓSH-iu綯�隅丸長方形 劔披ﾓ#��ｸ�ｵr�H35.F3.M「lに切られる。壁溝10へ16幅、深さ3へ5cm　P184×36 
<200> 茶3CB�� 田����縱i(ﾈﾚﾓ#���#����#Ch��#��騏繆���9u紿�紊H��3��C#(��#���#��

P520×18×18 

H31 �-��X-2ﾓc�-b���c"� 劔披ﾓ���ｸ�ｴR�延ihI�ﾙ���H23.H25.H33.F4"P195に切られる。H32とは不明。Pl<58>×54× 
<320> ��<9与0> ��47 

H32 �-2ﾓS�-cc��隅丸長方形? 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�H23.F4.P159.P195H32.Fに切られ、H27を切る。H31とは?P130 
(80) 茶C�b�� �3"����#��緜I(ﾈﾚﾙYﾓ�h���#3���#��緜Im駅HﾚﾙYﾓ�H���3ch��3h�騏繹���B�

36×26×25　P526×20×34　P620×18×24　P7与0×34×31 

H33 �-2ﾓc"� 劔��H21・H22に切られ、H31を切る。 
<102> �� ��32 

H34 �-8璽S�-iu�2�隅丸方形(南北軸長680) 劔披ﾓ�8�ｸ�ｵr�H39を切る。Pl<86>×74×63柱痕径20　P2<40>×70×46　P390 
<380> 禿3cc�� ��与9 �4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸�×58×与2　P436×24×28 

H3与 �-2ﾓS8�Yu紕� 劔披ﾓ��ｸ�ｵr�H38.H39.F3.M12に切られる。梁行・桁行220　P150×48×44　P2 
<376> �� 都r�塔(�窿Cｘ�紊����3���經(�縱����Cs��緜h�縱(���Sc���3H�經X���b�

46×36×43　P752×<36>×25 

H36 �-2ﾓC��SC��隅丸長方形 劔披ﾓ)u��ｸ�ｵr�H37.M13.D55に切られる。桁行230　P138×18×77柱痕五平状　P2 
<190> 禿�3��� 冰騏��� �40×22×91柱痕五平状 

H37 �-2ﾓC��SC��隅丸方形(主軸長240) 劔���簽��ｸ�ｵr��4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸��H36・D56を切る。 
214 茶#�B��220 �#�"�33 

H38 �-8璽S8�X*CB�隅丸方形? 劔披ﾓ�C�ﾕr�H3与を切り、M12に切られる。 
<与0> 禿3C��� 鼎��

H39 �-��X-2ﾙu�(�Yu�2�隅丸長方形(主軸長620) 劔披ﾓh�ｸ�ｴR�H34に切られ、H3与を切る。梁行160桁行3与0壁溝10　P「<42>×62× 
<160> 禿3C��� 禿3���� 刋b�&顯��兀ｹ��74　P264×60×60　P394×与0×67　P436×14×与6 

H40 �-�ﾓSH�X*H*B�隅丸方形? 劔披�H29.M12.P165に切られる。 
<20> 禿#C�� �#���50 

H41 �-��X-ﾂﾓCh�SCr�隅丸方形(主軸長与00) 劔披ﾓ�X�ｸ�ｵr�映ｹ¥x,傲I7鋳�H42を切る。壁溝4へ12深さ　P176×62×66　P248×42×22 
<286> 禿3c��� 禿#cC��49 

H42 �-��X-ﾂﾓCX�SCb�隅丸?方形(主軸長与74) 劔披ﾓ3��r�H41に切られ、H47を切る。梁行300桁行300Pl<48>×42×89　P2 
<352> 禿33#�� ��うら 忠fｹ¥y(h匣4ｨ7ﾘ6ｒ�64×与6×70　P370×与0×82　P476×<56>×7与 

H43 �-ﾂﾓCB�-ﾒﾓC2#CB�方形 劔���簽c��ｸ�ｴR��4ｨ7ﾘ6�8ﾉ¥y(h甸��D57に切られる。北壁下に10cm程の焼土堆積。壁溝2へ8cm 
<180> 茶�����460 ��17 

H44 �-ﾒﾓC��SC��隅丸方形? 劔披�P124×24×15　P228×24×13 
<70> 禿3c��2与0 ��47 

H45 �-ﾒﾓ3��SC��隅丸方形(南北軸長580) 劔披ﾓ�h�ｸ�ｵr�H51を切る。壁溝12へ16cm。桁行260噴砂あり(Pl)。　P150×40× 
<1与0> 禿田�� 茶3���� �79　P2<48>×<26>×43　P3<70>×64×82 

H46 �-ﾘ�X-簽3x�S3��隅丸方形 劔�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥r�簽���ｸ�ｵr�P与・P18引こ切られる。P120×14×14 
<184> 禿#c#��238 ��与1 

H47 �-ﾈ�X-ﾘ璽CR�隅丸方形 劔披ﾓ#x�ｸ�ｵr�H42に切られる。 
<270> ��(96) �� 

H48 �-ﾘ�X-簽3h�S3r�方形(南北軸長3与4) 劔披ﾓ#(�ｸ�ｵr�M14を切る。P125×21×32　P2<30>×28×15 
<144> 禿##c��(230) ��39 

H49 �-ﾘ�X-簽3B� 劔�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥r�簽x�ｸ�ｵr�H与0を切る。 

<194> 禿��#�� �#c��31 

本址と西近津 ⅦH20は同- 住居址 仭xｭｹ_ｸﾆ��劔��

主軸長300　東西軸長340 

H与0 �-ﾘ�X-簽3H�S3R�隅丸方形(主軸長580) 劔�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥r�H49に切られる。壁濡らへ13。桁行340。P「柱痕径2040×30×47 
<330> 禿33���<86> ��64 披ﾓ�x�ｸ�ｵr�P2　柱痕径2040×38×48　P366×う之x4与 

H51 �-ﾒﾓ3��SC��隅丸方形? 劔忠>ﾉfｸ�"��簽38�ｸ�ｵr�H4与に切られる。P「柱痕五平状40×24×69 
(40) 禿c��� 禿�����59 

Hう2 �-簽3(�S32� 劔披ﾓ#8�ｸ�ｵr�Ml引こ切られ、H26を切る。 

<60> ��<320> 冰縒�

本址と西近津 ⅧH18同一住 居址 仭xｭｹ_ｸﾆ��劔偃Y(ﾈﾈｩ�ﾈｽ�,8�)�Xuｴ���,�(ﾌ(�(ﾈXﾗ3#���

南北軸長与14　東西軸長(514) 

丁a「 �+ﾘ�X+�｣�x�S��� 劔��凹凸激しい　まわりのP189.P190.P191・P19.P87も関係ありそう言葉 
<80> 禿c��� 鉄c��3与 凾ｳ46・14・17・27・24　P134×22×28　P230×28×17　P360×40 

×46　P460×30×40　P530×22×20　P656×<22>×27　P7 

40×36×26　P840×40×32　P936×3之×Z6　P「O58×34×19 

P「130×<20>×12 
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第93表　ピット計測表　　　　　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (Cm)

N〇、 冲���袵�露篠X潔姦 冓�������������ｮﾒ�碑�ｨ���強艶飽態 �<HﾄE��ｹ7"�臓　　　　　　器 

1 �+3r�35×34 ����#2���S���#"�2������に20 �3H����� 

之 �+3r�36×11 ����#2�2������ぬ21 田x��#B� 

3 �+3r�28×27 ����#2������"�ぬ21 �#h��3�騏�� 

4 �+3r�<42×34> ����#2�2����2�に20 冰紿��9u�� 

5 �+3r�48×18 �6X8�5�*�.��%�h/���.��#���#2������B�ぬ21 禿C��經"經��テラスあり。 

6 �+3r�<44×17> �6X8�5�*�.��%�x/���.��%�処+���.x.ｨ.��#���#2������R�ね21 田8���2絣� 

7 �+3r�<43×28> �6X8�5�*�.��%�h,���.x.ｨ.��#���#2������b�ね20 鼎H��#2� 

8 �+3b�<34×14> ����#2������r�に20 禿3���#"經�� 

9 �*(�"�46×16。5 ����#"������#"�"#���#b�����#b�������ね21 �3��繧� 

10 �*cB�66×36 �7倡Hｮﾘ�Xﾘ)}��"������に20 鼎���#�� 

11 �*cB�28×9 �������に20 �3x���Rﾉu�� 

12 �*c2�43×49 �6X8�5�*�.��"������ね20・21 �#����b� 

13 �*c2�6之×21 �����"�ね21 �3(��#2騏�� 

14 �*c2�3与×17 �����2�ね之1 鼎H�紵u�� 

1与 �*c2�31×20.5 �����B�な20 禿CH���c�� 

16 �*C2�<44×18> �����u��は21 禿��H��3c��テラスあり。10Y尺2/3 

17 �*C2�34×11.5 �����b�は22 茶����b��10YR2/3 

18 �*C"�40×46 買H/���.��#���#"�2����#2�2����#2������r�は22 塔����r�10YR2/3 

20 �*��<46×47> �6X8�5�*�.��$ﾓ8,ﾈ7ｨ8ｩ_ｸ,X�+ﾘ�"������は22 禿S���3るu聹�10YR2/3 

之1 �+ｳ���88×43 ����#2�8�S���#B�2������ひ22 禿s����2騏聹�10YR2/2 

22 �+ｳ���48×26.与 ����#"�"����#2�"����#2����#��ひ22 �3h��3R�10YR2/1 

23 �+ｳ���48×34.5 ��S�倆｣"�(�S���#2�(�S���#2����#��ひ21・22 �3����r�10YR2/2 

24 �+ｳ���42×13 ����#"�"���#"�ひ21 鉄��紊2�10YR2/2 

2与 �+ﾓ���78×74 丿謁�*弐���#B�"����#B�2����#2�"����#"�"�����#B��S���#R����#2�ひ21 禿Ch��3偵S��テラスあり。10YR2/2 

124 �-c#"�与0×27.う ����#"���

26 �+ﾓ�B�26×18 ����#2������#2�"����#B�2���)u��へ22 鉄8�����10YR2/1 

之7 �+ﾓ�R�25×11 ����#2������#2�"����#B�2���#b�へ2之 禿ch���c��10YR2/1 

28 �+ﾓ�R�46×13 ����#2�����#r�ほ22 �*C���#r騏��テラスあり。10YR之/1 

29 �+ﾓ�R�34×12 ����#2�����#��ほ22 田���3B�10YR2/2 

30 �+ｳ�B�<68×36> 禰�T��こ切られる。10YR3/1.10YR3/3.10YR4/3 ��Ec��ほ23 鉄��紊帝u��テラスあり。10YR2/2 

31 �+ﾓ�B�<107×24> 晩r�こ切られる。10YR3/1 ��3��ま22 �3������10YR之/1 

32 �+ｳ�u��<72×7.う> 禰�T�,���.x.ｨ.��#���#2�����3��ほ・ま23 涛h��3"騏��石核。10YR2/3 

33 �+ﾓ�"�<88×83> 晩B�こ切られる。 ��3"�み23 鼎���3R�10YR3/3 

34 �+ｳ�"�<94×7与> 晩H,���.x.ｨ.��"�����32�み23 鼎h��3r騏��10YR3/3 

35 �+ﾓ�b�<63×32> ����3B�み23 都8�颱c��10YR3/3 

36 �+ﾓ�b�47×22 ����9u��ほ23 鼎8��3��10YR2/2 

37 �+ﾓ�b�54×43 ����3b�へ22 �3H�紊2�10YR2/2 

38 �+ﾓ�b�52×48 �>ｩ[hﾎ8ｯｩ�ｹJｸ�%��滴/���.��"���3r�ま23 鉄����u粨*B�10YR2/2 

39 �+ﾓ�b�4与×3之.与 ����3��ま23 禿S��颱c帝u聹�10YR2/2 

40 �+ﾓ�r�82×22 �>ｩ[i7舒ﾘ�(6X8�5�*�.��"���3��ま23 �3H���u��10YR3/1 

41 �+ﾓ�r�41×36 任�(/���.��"���C��む24 冰緝��#2�10YR3/1 

42 �+��r�34×14 ����C��む24 禿c8��#C��10YR3/1 

43 �+ﾓ�r�64×20 ����IEb�む24 �*H.x���"�10YR3/1 

44 �+��r�<74×19> ����C2�め24 都8��#b�打製石斧。10YR3/1 

4与 �+��r�くら8×73.5> �>ｩ[i�ｹJｸ�"���CB�む24・2与 橡u�(��##��10YR3/1 

46 �+ﾓ�r�与4×41 ���3�/���.��"���Iu��め2与 鉄���3r�10YR3/1 

47 �+��r�47×2与 ����Cb�む24 禿CH��3#��D23を切る。 

48 �+��r�46×34 ����Cr�め25 禿sH�騏����10YR2/2 

49 �+����<66×26,う> ����C��め之7 禿Cx�紊B騏聹�日7を切る。 

与0 �,#���49×17 �>ｩ[i�ｹJｲ���C��め28 鼎H��#r� 

与1 �,#���104×29 �>ｩ[i7儉"%H7H5�*�.��"���u���む28 鼎(��#r絣�D29を切る。 

与之 �,#���66×27 ����S��む28 鼎8��)u��ホi」方より確認。テラスあり。 

53 �,#���48×18 ����u�"�む24 都(��3�� 

う4 �+ﾓ���<73×44> 兌�,���.x.ｨ.��"���S2�ふ69 涛��紊2�弥生土器・藍。テラスあり。H13・H16を切る。10YR之/2・ 10YR4/3・10YR7/6 

うら �+����40×22 ��ｸﾆ(�蹂�"�

56 �,#���40×39 �7舒ﾙ]�鈴L(�"���SB�ふ67 都��繝2�土師器・士不。10YR3/1.10YR5/4.10YR2/3 

57 �,#���25×39 兩ｸﾆ��)g雲ｸ�-�.��%�S�,���.x.ｨ.��"���*H*B�ひ68 禿c(�騏�#��10YR3/1・10YR与/4 

与8 �,#���51×26 �6X8�5�*�.��%�u繆/���.��"���Sb�ひ68 冰緝��3b�H16を切る。10YR3/1.10YR6/6 

59 �,#���52×31.与 ���,H.sr�ひ70 �#��紊�騏�� 

60 �,#���<56×27> ��iu�/���.��"���.s��ひ70 �*ﾘ.sH�經S�� 

61 �,C���与1×30.5 ����u纈�ふ60 田���3B騏��テラスあり。H23の西壁を破壊。10Y尺3/1"10YR5/4・ 10YR2/3.10YR3/3.10YR4/3 

62 �,#���84×30.与 ��

63 �,#���70×8 ����c��ふう7 禿s���#r騏聹�テラスあり。D40に切られる。10YR3/3.10YR2/1 

64 �,#���与1×13,与 ����c��ふ64 禿3(��3c��H22を切り、H21に切られる。10YR4/4.10YR5/6 

65 �,C���<47×23> ��c�,���.x.ｨ.��"���c"�ふ64 禿C8��3���H22を切り、H21に切られる。10YR3/4 

66 �,#���47×19.5 �>ｩ[i�ｹJｸ�"���c2�l〕164 鼎H���ゅR�P164を切る。磨石。 

67 �,#���27×6 ����cB�l‡164 禿C���#ゅS��P163に切られる。 

68 �,#���92×19.与 ����iu��ひうら 禿Ch��#�騏聹� 

69 �,C���S���<44×28> �6X8�5�*�.��"���cr�ふ64 �#h��3��H22を切る。 

70 �,C���41×22 ����c��I〕1与4 �����緜R�テラスあり。磨石。10YR3/4 

71 �,C���与7×3ら �6X8�5�*�.��"���c��ふ54 冰繹�緜b�10YR3/4 

72 �,C���29×16 ����s��ふう4 田(�紊b�10YR3/4 

73 �,C���<64×16> ��h鬨�8�"���s��み44 冰繹��32絣�H3与を切る。 

74 �,C���58×4与 ����s"�む38 �*ﾘ.sh�紊C��縄文深鉢・炭。 

75 �,c���<72×21> ��sh,i��.畏x*(�(6X8�5�*�.��"���s2�む37 都h�紊r�F5P2へ変更。テラスあり。P185に切られる。10YR3/2. 10YR6/4.10YR4/3"10YR3/4 

76 �,����34×12 ��yu�,i��.畏x*(�"�

77 �,c���48×15 ����sB�み37 橡u�(�騏�3��10YR3/2"10YR4/3.10YR6/4 

78 �,����81×31 ����yu��み37 鼎8��#b�F5P「へ変更。10YR3/2.10YR6/4 

79 �,�#��うら×8 ����sb�み37 橡u繆�紊c��テラスあり。10YR3/2.10YR3/1.10YR4/3.10YR6/4 

80 �,右c��82×22、5 �>ｩ[i7舒ﾘ�"���sr�む38 田���#b�F与P6へ変更。台石片。10YR3/2.10YR6/4 

81 �,�#��61×30 俛Y�h�S�W8�"���s��む38 鉄������F5P3へ変更。10YR3/2.10YR6/4 

82 �,�#��34×14 ����s��み38 �*ﾘ.s����C��10YR3/2・10YR6/4 

83 �,�#��30×10 �������み38 禿����#���10YR3/2・10YR6/4 

84 �,c#��<37×12> �������み39 鼎h���B�F5P4へ変更。10YR3/2・10YR6/4 

8与 �,c#��106×24 �6X8�5�*�.��"���右b�み38 禿3H��#���F5P5へ変更。10YR3/2"10YR6/4 

86 �,c#��99×31 �6X8�5�*�.��"����2�み37 鉄���#R�10YR3/2・10YR6/4 

88 �,�#��うつ×26 ����ィ�み37 鼎���#2�10YR3/2・10YR6/4 

89 �,�#��6与×42 �6X8�5�*�.��"���疫��む37 橡u�(��3C��H46とP173を切る。10YR与/6 

90 �,�#��64×14.5 任�u�/���.��"���ッ�む32 鼎���#��M15に切られる。10YR3/1褐色土ブロック少量。 

91 �,�#��78×83 �6X8�5�*�.��"���ビ�む32 鼎h��3��M1与に切られる。テラスあり。10Y尺3/1褐色土ブロック少量。 

92 �,�#��90×37 �>ｩ[i7舒ﾘ�(6X8�5�*�.��"���モ�ち18 田���3��M8に切られる。 

93 �,�#��くら2×33> ��滴/���.��"���ヲ�ち18 �3����r�l 

94 �,�#��くら3×24> ���8�U�冰�,���.x.ｨ.��"������ち18 �3h��#R�ト　新旧不明。丁a「に付属するものか? 

9与 �,�#��<84×66> �>ｩ[i�ｹJｸ�%�滴/���.��(6X8�5�*�.��"������ち18 �3���#r�」 

96 �+ﾓ�x����������Cx�紊r������"�み38 禿C��繝��P180に切られる。 

97 �,�#�����������3����B������2�た17 塔���3��P46に切られる。テラスあり。 

98 �,�#�����������u�(��#������釘�た16 鼎h��3��P38に切られる。 

99 �,�#���������*C�����騏��劔 �� 
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第Ⅳ章　西近津遺跡Ⅴ

第Ⅳ章　西近津遺跡Ⅴ

第1節　竪穴住居址

//¶¥¥　調査区域外

710.Om
O　　　(1:80)

l層　灰褐色土層(10YR4/2)

しまりややあり。

粘性弱い。軽石を多く含む。
2層　灰褐色土層(10YR4/2)

しまりややあり。

粘性弱い。 1層より白色の軽石が少ない。
3層　褐色土層(10YR4/4)

2m　　　しまりあり。粘性ややあり。
ロームと黒色土の混合土。上面硬質。

・　　　　　　　　"

●

●

第162図　H l号住居址及び出土遺物

第94表　H l号住居址出土遺物観察表

10

国壁画
0　　　1:4　　10cm

∴N〇、 �>Y>R�欝纏 剋ｽ∴∴塵 劔��ﾈﾆ��Y:ﾈ���Yo)ﾙｲ�劍釆{�'���:�ﾍ��ﾃ隴ｸｵﾘ�R�

中華(長) ��俐�*ﾘﾕ���儁xﾘ(*ﾘﾌ鋳�凉����雨��剴轣A　蘭 偬ｸ���怨r�丼ｩ7�ｩ'R�

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(14,4) 忠u粤R��迭ﾃ"��7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�刄鴻Nロナデ→切り離し方法不明底部外周回転 へラケズリ 弌�5ﾘ���｢�疲�u�����ｸ�ｳh��uXｾb�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 �(16,2) 澱ﾃr�迭ﾃ2��7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�刄鴻Nロナデ→回転糸切リ 弌�5ﾘ���｢�儘粟b�

3 �7倡Hｮﾒ�士不 � 澱縒����7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�刄鴻Nロナデ→回転糸切り 弌�5ﾘ���｢�曝ｾb�

4 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(8,1) �����7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�刄鴻Nロナデ 弌�5ﾘ���｢��Xｾh��uXｾh7ｦ��i_ｲ�

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 �(14.1) 途ﾃ��釘�2��8ﾘ4�8ﾘ6�6b�刄鴻Nロナデ→回転糸切り 弌�5ﾘ���｢�斐��2�

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�i不 �(13,2) 茶r����釘ﾃ2��8ﾘ4�8ﾘ6�6b�刄鴻Nロナデ→糸切り 弌�5ﾘ���ｨ�if顋��*�.��曝ｾb�

7 �7倡Hｮﾒ�武蔵蓬 �(9,5) ������6�6b�刄wラケズi」 弌�5ﾘ���｢�曝ｾh��ﾘｨr�

8 �7倡Hｮﾒ�武蔵璽 �(9.7) ������6�6b�刄wラケズリ 弌�5ﾘ���｢�曝ｾb�

9 ��ｸ敢ｮﾒ� �(23.8) �����8ﾘ4�8ﾘ6�6b�刄鴻Nロナデ 弌�5ﾘ���｢�曝ｾh��uXｾh��畔ｨr�

N鎖 �7ｸ�����ｲ�佗����愛(ｹﾈ��ﾜY�^個�刹B太臆 剄ﾎ末欝 咏ｰ∴凄 價��������������ﾂ�剌o土健霜 

10 冑��Yﾜ����俣�b����14.6 剽^,4 �2170,00 ��8岔%ｹYH,吁��Xﾚﾘ���9lｨ,�+x.瑛｢�� 
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(l)Hl号住居址

チ・ツー32・33Grにあり、 H3・OTlを切る。カマドは東壁南隅にあり、礫を芯材とし粘質土で被

覆し構築されたとみられる。柱穴等は検出されない。床は僅か凹凸があるが堅く硬質化している。第

162図1と5が、カマド付近床面から出土した。

遺物は土師器杯1-4、土師器饗7・8、須恵器杯5・6、須恵器馨9、磨面持つ敲石10が出土した。

土師器杯1へ4は、内面黒色処理される。土師器杯2・3、須恵器杯5・6の底部は回転糸切り。土

師器杯1は底部外周回転へラケズリされる。須恵器杯6は、墨書がみえる。 7・8は土師器武蔵馨で、

「コ」字口綾部を持ち、胴部に最大径がある。

本址は、これらの遺物から小林眞寿の縞年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置づけ

られる。

(2)H2号住居址

ター30、チー30.31Grにあり、 H4・H5を切る。カマドは東壁南隅にあり、礫を芯材とし構築され

たとみられる。支脚石が残る火床と煙道の一部が残存するのみである。礫が火床付近に散在する。柱

穴等は検出されない。床は平坦で堅く硬質化している。第164図1へ8・10・11が、カマド火床や火床

前面の床面から集中して出土した。

遺物は土師器杯1・2、土師器高台皿3、土師器蓋4、土師器薄8・9、須恵器杯5-7、須恵器嚢

調査区域外

i

710.Om

(1:80)　　　2m

④　水道管　　④水道管

3　　B’　　　1層灰黄褐色土層(10YR4/2)

709.8m

(1:40)

第163図　H2号住居址(1)

1皿

第95表　H 2号住居址出土遺物観察表

しまり・粘性弱い。

小石・炭化物を含む。

2層　赤褐色土居(2.5YR4/8)

しまり・粘性弱い。

ぼそぼそ・粘性弱い。

焼けている。

3層　暗赤褐色土層(2.5YR3/4)

しまり・粘性弱い。

掴め. 偃ﾙ¥｢�譲耀 ������ｶ��剌x形　一　顕馨・遭綬 刮W蔑輝く)残蒋鐘<>沌底・ 
口径(長) �.ｨ歟郁鋳�器轟く厚)∴ 偸ﾘ���謁b�外　面 �����挨ﾒ�出土億題 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 ��Bﾃ"�7,3 釘綯�ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 �Xｾh��踉����

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��BﾃR�7,0 �2ﾃ��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH訷鰄+�-h8�5�5�8｢�回転実測 斐�綯�

3 �7倡Hｮﾒ�高台皿 ��づB�7.9 �2縒�ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYI�8鉅鏈��.��姥Hﾘ)�H��胸YI}h截�完全実測 �Xｾh����ｸ�ｳ2�

4 �7倡Hｮﾒ�蓋 �� ��ミガキ→黒色処理 �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5�8｢�完全実測 �4ｨ7ﾘ6��

与 ��ｸﾆ(ｮﾒ�杯 ��Bﾃb�6.6 釘�)u��ログロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��.��完全実測 疲�"�

6 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��6,4 禿2ﾃc��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��8｢�完全実測 �Xｾh��踉ﾃ�"�

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 ��"ﾃB�与,2 �2纈�ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH嚢��5ﾘ鏈��8｢�完全実測 儘粟h��uXｾh����ｸ�ｳ��

8 �7倡Hｮﾒ�武蔵璽 ��津�� ��□緑ヨコナデ→胴部へラナデ ���|�8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 碑�ｸ�ｳ���

9 �7倡Hｮﾒ�璽 �� ��□縁ヨコナデ→胴部へラナデ ���|�8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�破片実測 �Xｾb�

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 ��(22.4) 禿3h�ｸ�ｳ��ナデ �5�5�4ﾉm｢�回転実測 斐�紿����ｸ�ｳx��uR�ｾh��耳ｨr�

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�馨 �� �� ��断面実測 疲�r�
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第Ⅳ章　西近津遇跡Ⅴ

寒

第164図　H2号住居址(2)

10・11が出土した。

土師器1-4は内面黒色処理される。 3は片口を有する。土師器杯1と須恵器杯5へ7の底部は回

転糸切り、土師器杯2は底部手持ちへラケズリされる。 8・9は土師器武蔵饗で、 「コ」字口緑部を持

ち胴部に最大径がある。

本址は、これらの遺物から小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代Ⅵ期- 9世紀後半に位置づけ

られる。
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710.Om
O　　(1:80)　　2m

図書臆田圃

二一。‾二

0　　　(1 :4)　　10c皿

1層黒褐色土層(10YR3/2)しまりややあり。粘性弱い。黄色の軽石を多量に含む。　4層黒褐色土層(10YR3/1)しまり・粘性弱い。軽石を含む。

2層　暗褐色土層(10YR3/3)しまり・粘性弱い。小石を多量に含む。　　　　　　　　5層　黄褐色土層(10YR5/8)しまりややあり。粘性弱い。黒色土とローム土の混合土。

3層暗褐色土層(10YR3/4)しまり・粘性弱い。黄色ロームブロックを多量に含む。　　6層暗褐色土層(10YR3/4)しまり・粘性ややあり。黒色土とローム土の混合土。上面硬質化。

第165図　H3号住居址

第96表　H 3号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm)

N0. 亰ｹ>R�器類 剿@∴∴蔑 劔剞ｬ∴形・調整　∴史∴球 劔縫寵轍藤澤鰭<>丸歴・ 
口軽(長) 剪鼬yく疇) 凵�ﾗ高く厚) 剌､∴∴麗 劍､������鱒　　牽∴　ま∴∴艶立優麗 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � �<3,1> 刄iデ 劍7x8�5�5�8｢�破片実測 僮区 

2 �7倡Hｮﾒ�蓬 �(13.6) � �<4.6> 凵｠縁ヨコナデ 劍��傀8ﾘ4�8ﾘ6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 剄H区 

3 �7倡Hｮﾒ�墾 � � �<4.2> 刄iデ 劍��|�8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�破片実測 剄H区 

4 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � � � � 劍5�5�4ﾉm｢�断面実測 僮区 

5 冢ﾙ�b�高士不 � � �<2.6> 剽ﾑ部へラミガキ→赤彩　脚部ナデ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 僮区 

N0. ����ｭ8����,B�几����嬰2�俘ﾉ5h��俐Y�^W��俘ﾎW��偖��施��灘　　　　　　蒐 劍�7佰�'R�

6 冑��Yﾜ��胄���������釘����"ﾈ*B���sb��r�被熱あり?(正面黒化)全体に滑らか　すりか?　正面中央は敲打痕 剪�

(3)H3号住居址

チー33、ツー33・34Grにあり、 Hlに切られ、 OTlを切る。カマドは調査範囲内にはみられない。

床は平坦で堅く硬質化している。主柱穴P l・P2間は、 240cmを測る。東壁・西壁下に壁溝が巡る。

遺物は土師器杯1、土師器琵2・3、須恵器琵4、敲石であろう6、混入遺物である弥生時代後期の

赤彩される高杯が覆土中から出土した。本址の時期は、遺物少量で判然としないが、 1の半球状の土

師器杯、 「く」の字口縁の土師器琵3から8世紀初頭であろうか。

(4)H4号住居址

チー31・32Grにあり、 H2・P32・P33に切られる。 D2砥の重複関係は、不明である。炉址は調査

範囲内にはみられない。柱穴は3個検出された。 Plはテラスを持ち、 79cmを測る深さである。床は

平坦でよく硬質化している。遺物は、壷1・2、饗3へ5、台付琵6・7、高杯8・9・11、甑10の弥生

土器、覆土からシカの臼歯片が出土した。 4はPl、 1はP2、 6・10は床面から出土した。 1の轟

は赤色塗彩され、頸部櫛描丁字文が施される。 2は無彩の無頸壷である。 4の饗は、口綾部横位羽状

の櫛描斜走文、頭部櫛描簾状文、胴部横位羽状の櫛描斜走文の順で施文される。 6の台付馨は、胴部

櫛描波状文、頚部簾状文、最後に口綾部櫛描斜走文が施される。 6は口緑部屈曲し鍔状に開く高杯で、

内外面赤色塗彩される。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。
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第Ⅳ章　西近津過勤Ⅴ

A’
5　　　　　6　　　　5

1層　褐灰色土層(10YR4/1)しまり粘性弱い。軽石粒を多量に含む。

2周　明黄褐色土層(10YR6/8)　しまりややあり。黄色ローム粒子を多量に含む。

3層　黒褐色土層(10YR3/1)　しまり・粘性弱い。小石を多量に含む。

4層　灰黄褐色土層(10YR4/2)　しまり弱く、粘性ややあり。

5層　黒褐色土屈(10YR3/l)

しまり・粘性あり。上面よく硬質化している。貼床。

6層　黄褐色土屈(10YR5/8)

しまりやや弱い。着古性弱い。黒色土ブロックを含む。貼床。

¥潮賄

0　　　1:4　　10cm

;

第166図　H4号住居址及び出土遺物

ー161-



710.1皿

O　　　(1:80)　　2m

1層　褐灰色土(10YR4/1)しまり・粘性弱い。

2層　灰黄褐色土(10YR4/2) 1層より黒色土ブロックを多量に含む。

3層　黒褐色土(10YR3/2)しまり・粘性弱い。ロームと黒色土ブロックの混合土。

4層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性ややあり。

5層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。黄色粒子を多貴に含む。

6層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性ややあり。黒色土が縞状になる。

7層　にぷい黄褐色土(10YR5/4)しまり・粘性弱い詰まそぼその土。

8層　にぷい黄橙色土(10YR7/2)しまり・粘性あり。白色粘土が縞状になる。

産要害閣 ノ

副

第167図　H 5号住居址及び出土遺物

第97表　H 5号住居址出土遺物観察表

1m

9層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。

下層に焼土層。

10層　暗赤褐色土(2.5YR3/6)しまりあり、粘性弱い。

火床部.

11層　灰黄色土(2.5YR6/2)しまり・粘性あり。粘土層。

12層　黄褐色土(10YR5/6)しまりあり、粘性弱い。

黄色ロームと黒色土の混合土。

音音

圏
0　　　(1:4)　　10cm

N〇、 ��Hﾈ��欝瀧 �����噂r�刹a膨・∴蘭牒堅　強∴薮穣 剽i護鱒()嬢蒋纏<>丸爆・ 
口軽(長)∴ 卞�ﾇ�*ﾘｿB��∴患高崎)∴ 凉�����ﾒ�外　面 仆����旭ﾒ�出土麓置 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2���� 禿2ﾃC��ヘラミガキ→黒色処理 �7x8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�完全実測 �Xｾb�

2 �7倡Hｮﾒ�士不 茶��ﾃb�� 禿2ﾉu聹�ヨコナデ �-h8�5�5迄�b�回転実測 儘粟b�

3 �7倡Hｮﾒ�甑 �� ��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 曝ｾb�

(5)H5号住居址

タ・チー30Grにあり、 H2に切られ、 D2を切る。カマドは北壁やや東寄りにあり、袖部地山削り

出しで、灰黄色の粘土で構築されている。袖部先端の小ピットは、礫を芯材としたことを窺わせる。

径18cmの柱痕が確認されたP lの位置と、主軸が短い事から2本の主柱であろう。床は平坦である。

壁溝がカマド東脇から東壁中央にかけてと南壁中央付近、西壁下にみられる。覆土1-6層は、人為

理工である。

遺物は、土師器杯1 ・2、土師器甑の把手片が図示できた。 1は内外面黒色処理され、半球状で口

綾部が短く外反する。本地の時期は、遺物少量で判然としないが、古墳時代後期7世紀代であろうか。
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第Ⅳ革　西近津遭跡Ⅴ

第98表　H 4号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm)

随. ���eR�麗擬 ��ｨ���愛��刪ﾐ撥　夢一　頼義・蕊撥 剔U定優(駿存鱒<>丸底・ 
口軽く長) 倡��殄ﾌ"����藩高く厚) 傅H�������兜∴顕 刎����椅ﾂ�出土位置 

1 冢ﾙ�b�=±二 号主 茶(�ｸ�ｳB�� 禿���3��□綾部へラミガキ→赤彩　頚部ナデ 桴)YHｿ儼����ﾉ[h･Hｨy�(岔[h��胸YH-h8�7��4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 ��"�

2 冢ﾙ�b�亜 茶��ﾃ2��8,1 ���ﾃ��ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾈ��.ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 碑�ｸ�ｳB�

3 冢ﾙ�b�璽 �� �� 仭儼���i[b�断面実測 曝ｾb�

4 冢ﾙ�b�蓬 茶#�ﾃB�� 禿�Bﾃ��ヘラミガキ �:ｩYHｿ儼��ｨ�9[h����|���;yYH･Hｨx��i[b�回転実測 斐�紿����騏��

与 冢ﾙ�b�璽? ��7.6 禿������ヘラミガキ 丼Hｨx��i[c�ｩYH-h8�7�4ｸ4ﾉ.ｩYH-h8�7��4ｸ4ﾂ�完全実測 斐�紿��踉�*B�

6 冢ﾙ�b�台付露 ��r纈� �#2ﾃR�胴部へラナデ　脚台部ハケ目 ���胸YHｿ儼�Fx�9[h�袷儼��HI[i;yYH･HｨyFr��9[n�)YHｿ儼��ｨ�9[h岔KﾉYH-h8�6�6h��-b�8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 疲�2�

7 冢ﾙ�b�台付璽 �� 禿2ﾉu聹�胴部へラミガキ　脚台部ナデ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 曝ｾb�

8 冢ﾙ�b�高‡不 �� 禿2緜��林部へラミガキ→赤彩　脚部ナデ �7x8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 買B�

9 冢ﾙ�b�高林 �� 禿2ﾃ3��林部へラミガキ→赤彩　脚部ナデ �-h8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 透かし3ヶ所 曝ｾb�

10 冢ﾙ�b�甑 ��rﾃ��7,2 ���縒�ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測　1孔 斐��(��仞b�

11 冢ﾙ�b�高士不 �#づ"�13.6 �#2繧�林部へラミガキ→赤彩　脚部ナデ �7x8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 突起あリ 斐�����仞b�

A’ B B’

易¥、舘5
709.8m

(1:80)　　　2m

I層　黒褐色土(工0YR3/1)しまり・粘性弱い。ローム粒子を多量に含む。

2層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。大粒の粘土と焼土ブロックを含む。

3層　赤褐色土(2.5YR4/8)しまり・粘性弱い。橙色の焼土でよく焼けている。

4層　暗褐色土(10YR3/4)しまりあり。粘性弱い。黒色土・黄色土ブロックの混合土。

上面硬質化している。

¶

第168図　H 6号住居址及び出土遺物

第99表　H6号住居址出土遺物観察表

二二

露　7
1へ7(1:4) 10cm

8(l:3) 7.5cm

N〇、 ��Igﾂ�擬態 剽�@　轟 劔剌x膨・r　溺響・琵滋 劔施建鰹()残存優<>丸底・ ∴口径(長)鹿軽く特〉 劔惑溺凋黙 剴焉��� 劍､���股�僑∴∴聾 剌o土位竃 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(13,6) �(13.0) �4.8 刄wラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ�X7x8�5�5迄�b�回転実測 � 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(13○○) �(12.2) �<3.与> 凾ﾖラミガ→黒色処理 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 � 

3 �7倡Hｮﾒ�土木 �(12.4) �(12.2) �<3,与> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾈ��7x8�5�5�8｢�回転実測 � 

4 �7倡Hｮﾒ�杯 � � � 刄wラミガキ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h耳耳-h8�5�5迄�b�破片実測 � 

与 丶H��:舒ﾒ�碗 � �7,8 �<1,8> 刄鴻Nロクナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ4�6�6h��.ｩYI��.越8+Xﾎ8ﾘ)�I5ﾉWH�愛B�IH���｢�完全実測 � 

6 丶III:舒ﾒ�亜 � � � 刄鴻Nロクナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�愛IIH郢IB�破片実測 � 

No: �<������R�估ｸ���引��俐Y�X��亅I�偸R�梃ﾉ�襍ｲ�����閲��覇　　　　　　鼠 劍�7�ｩ'R�

7 �7Y�����禿偵����*ﾘ.r����禿2ﾃ���禿�ォ�#�C��上部欠損、砥画数与、右側の稜上と下部に条痕 剪�

8 �8����仞����ｹV����*B絣���騏����綯�禿�u粤イ��ほほ完形、茎部に木質残る 剳��R�
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H7号住居址

1層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。

2層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)しまり・粘性ややあり。

ロームと黒色土ブロックの混合土。

軽石粒子を多く含む。

3層　黄褐色土(10YR5/6)しまり・粘性弱い。ロームと砂の混合土。

4層　黒色土(10YR2/1)しまり・粘性あり。

5層　褐色土(10YR4/6)しまり・粘性ややあり。

上面硬質で黒色土とロームの混合土。貼床。

710,3m

(1:80) 2m

第169図　H 7号住居地及び出土遺物

第100表　H7号住居址出土遺物観察表

鴫. 偃ﾙ>R�擬態 �(���因ﾒ�剌x離,・鱒讃)農　薬澱 剏恃ﾋ績〈‡残祷纏くさ親藻青 
:口軽績) �.ｨﾇ�*ﾙYﾒ��講高(厚)∴ 冓ｨ����ﾒ�舛∴擬 儼����怨r�出土儲謹 

1 冢ﾙ�b�蓬 �� ��ヘラミガキ 仭儼�Fx�9[h��ｿ儼��ｨ�9[b�断面実測・拓本 ��

2 冢ﾙ�b�蛮 �� ��ヘラミガキ 丼HｨyFx�9[h��ｿ儼�ｬ(�9[b�断面実測・拓本 ��

3 冢ﾙ�b�璽 �� ��へラミガキ 仭儼�Fx�9[b�断面実測・拓本 ��

4 冢ﾙ�b�高‡不 �� ��ヘラミガキ→赤色塗彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯｢�破片実測 ��

(6)H6号住居址

ツー33・34、テー34G rにあり、 Pl・P34に切られ、 OTlを切る。埋め込まれた礫がある焼土の堆

積がP lの東脇から検出された。この付近の覆土には、粘土と焼土ブロックがみられカマドの火床で

あろう。床は平坦で堅く硬質化している。覆土土1・2層は人為埋土である。 8の刀子はPlから出

土。

遺物は土師器杯1へ4、砥石7、茎部に木質が残存する刀子8、混入遺物の灰粕陶器碗5・轟6が

ある。 1へ3は須恵器杯蓋模倣杯で、 1・2は内面黒色処理される。 4の杯は、丸みを帯びた平底か

ら口縁部が直立する。

これらの遺物から本址の時期は、古墳時代後期7世紀代であろう。

(7)H7号住居址

ター27-29、チー28・29Grにあり、 Fl・Ml・P14に切られる。炉は調査範囲には、検出されない。

ピットは6個検出された。壁柱穴P2-P6は、北壁下に配列されている。径は16へ34cmのほぼ円形

で、深さは4. 5-28cmを測る。楕円形で深さ55cmのPlは、位置的に棟持柱であろう。床面は、平

坦で堅く硬質化している。覆土2層はロームと黒色土ブロックの混合土、 3層はロームと砂の混合土

で人為埋土である。遺物は、 1-3の饗、内外面赤色塗彩される4の高杯がある。 1・2は、口緑部・

胴部櫛描波状文、頚部に櫛描簾状文が施される。 2は櫛描波状文施文後頭部簾状文が施文される。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。
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第Ⅳ革　西近津遺跡Ⅴ

水　道　管

調　査　区域　外

9　　　　　5

1層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。小石を多く含む。

2層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。小石・粘土ブロックを多く含む。

3層　黒褐色土(10YR3/l)しまり・粘性弱い。

4層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。小石を多く含む。

5層　明黄褐色土(10YR6/6)しまり・粘性弱い。ローム掘り崩れ。

6層　褐色土(10YR4/4)黒色土と砂の混合土。

7層　黒褐色土(10YR2/2)しまり・粘性弱い。ロームブロックを含む。

8層　黄褐色土(10YR5/6)しまり・粘性弱い。ぼそぼそしている。ローム掘り崩れ。

9層　暗褐色土(10YR3/3)しまり・粘性あり。上面硬質化している。

黄色ロームと黒色土の混合土。貼床。

710.6m

(l:80)　　　2m

四

第170図　H 8号住居址及び出土遺物

第101表　H8号住居址出土遺物観察表

N〇、 ���'��し擬態 刮秩��J 劔剽ﾙ灘　章子　謡整　`　凍凝 劔濯琵騒く)残蒋鰹く>丸魔・ ′態織 估B�:庵軽偶)∴ 剏y高(曙) 剿C∴∴溺 劔�X��隆�騰∴∴寄 剌o土偽琵 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(10.4) �(9.6) �<3,3> 刄iデ 劍7x8�5�5�8ｨ����傀8�5(6�6b�回転実測 � 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(12,0) �(9,4) �3.3 刄wラミガキ 劍-h8�5�5�8ｨ��-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 � 

3 �7倡Hｮﾒ�杯 �(11,4) �(10,4) �3,8 刄iデ 劍7x8�5�5迄�h����|�8�5(6�6b�回転実測 � 

4 �7倡Hｮﾒ�蛮 � �(与,4) �<10.6> 刄wラナテ 劍-h8�5�5迄�b�回転実測 � 

与 �7倡Hｮﾒ�蛮 �(22.0) � �<19.1 刄wラナデ 劍7x8�5�5�8｢�回転実測 儕「 

6 冢ﾙ�b�藍 � �9,9 �<2,8> 刄wラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 儕「 

∴N〇、 �<����鮎��椄x���茨r�俐Y8ﾎ個�侈��X���儂ｹ�������8�宛��醗　　　　　　麗 劍�7偃�ﾒ�

7 兢(-ﾙZ������湯ﾃ��迭縒��"ﾃR���湯縱2�右側に摩滅した剥離痕。挟りか? 剪�

8 兢(-ﾙZ������������迭ﾓ��釘�2�鼎���ｸ�ｳ�� 剪�
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(8)H8号住居址

ソー23・24G rにあり、カマドは北壁中央に煙道部の一部が残存する。床はほぼ平坦で堅く硬質化し

ている。いずれもテラスを持つ主柱穴P l ・P2間は、 280cmを測る。北壁・東壁・西壁下に壁溝が巡る。

遺物は土師器杯1-3、土師器馨4・5、編み物石7・8、混入遺物である弥生時代後期の馨がある。

5・6は、 Plから出土。 1へ3は須恵器杯蓋模倣の杯で、体部と口綾部の境に積を有する。 5は口

綾部に最大径を持ち、長い胴部外面は、縦長にへラケズリされる。

これらの遺物から本址の時期は、古墳時代後期7世紀代に位置づけられる。

」‾三二:ニー

∴園田

1層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまりややあり、粘性弱い。

ローム粒子と黒色土ブロックを含む。

2層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。

3層　黒褐色土(10YR3/1)しまりややあり、粘性弱い。ローム粒子を含む。

4層　暗褐色土(10YR3/3)しまり・粘性あり。上面硬質化している。貼床

5層　褐色土(10YR4/6)しまりややあり、粘性弱い。

ロームと黒色土のブロックを混入している。

1へ5(1:4) 10cm　　由
6・7 (1:3)　7.5cm

第171図　H 9号住居址及び出土遺物

第102表　H9号住居址出土遺物観察表

間合。 偃ﾙ¥｢�羅譲 咏ｰ∴∴袈 劔刹Y藤1(類義・置　無籍 劔鵜麗感‡‡蟻祷績く>丸廣・ 

口軽く長)∴ 凵�鼬yく幅〉 刮T競鱒妻 剽栫��M 劔dﾘ�����瀬∴∴考 剞ｩ上位置 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13,0) � �<4.8> 刄wラミガキ→黒色処理 劍7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 儂o,1H「O掘り方 

2 �7倡Hｮﾒ�杯 �(12.0) � �<3.1> 刄wラミガキ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刧U区 

3 �7倡Hｮﾒ�鉢 � �8,4 �<6.0> 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 刧U区 

4 �7倡Hｮﾒ�露 劔 � 刄wラミガキ 劍8�5(6�6h�ｸ��7x8�5�5�8｢�破片実測 刧U区掘り方 

う ��ｸﾆ(ｮﾒ�高‡不 � �(9,4) �<6.0> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 刧U区 

N°、 佗����課｢�几��������9�Y~ﾒ��)顋xｨ��俘ﾉ�飃��2�偖��課｢�覇　　　　　　毘 劍､�-ﾉK8ｽ��

6 �8�����59�ｹV��禿rﾃ3��禿�縱��禿�ﾃ3��禿Bﾃ3��両端欠損 劍ﾄ�.雲ｸ��uXｾb�

7 �+~�)&(������59�ｹV�����ﾃ津���劔��纈����#B�禿rﾃツ��鍛身部が折れ曲がる、下部欠損、疎刺犬関 劍ﾄ�.雲ｸ��uXｾb�
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第Ⅳ章　西近津遮跡Ⅴ

(9)H9号住居址

ス・セー21・22Grにあり、 HlOを切る。カマドは調査範囲では確認されない。床はほぼ平坦で堅く

硬質化している。 Plは深さ59cmで位置的にも主柱穴であろう。 P2は、掘方から検出された。南

壁・東壁・西壁下に壁溝が巡る。

遺物は土師器杯1・2、土師器鉢3、土師器馨4、須恵器高杯5、刀子6、長頸鍛7がある。 4・

6・7は掘方から出土。 1・2とも半球状の杯で、 1は内面黒色処理される。 3の大型の鉢の内面黒色

処理される。 4は口緑部に最大径を持ち、長い胴部外面は、縦長にへラケズリされる。

これらから、小林眞寿の編年(2005聖原)奈良・平安時代I期- 8世紀第1四半期に位置づけられる。

(10) H10号住居址

セー21・22Grにあり、 H9に切られる。カマドおよびピットは、調査範囲では確認されない。が、

覆土7層に多量の白色粘土が含まれ、第172図3が出土した地点床面にまとまった白色粘土がみえ、

北壁にカマドが存在したと想定できる。床はほぼ平坦で堅く硬質化している。覆土7層の上部中央か

ら西にかけて炭化物の堆積がみられた。南壁・東壁・西壁下に壁溝が巡る。

遺物は土師器杯1、土師器鉢2、土師器輩3がある。 1は壁溝内、 3は床面から出土。

1・2とも内面黒色処理される。 1は須恵器杯蓋模倣の杯で、体部と口綾部の境に榎を有する。 3

は口綾部に最大径を持ち、長い胴部外面は、縦長にへラケズリされる。

これらの遺物から、古墳時代後期7世紀代に位置づけられる。

H「O号住居址　　　　水道管

l層　褐灰色土(10YR5/1)耕作土。

2層　褐灰色土(10YR5/l) 1と同じ耕作土であるが、しまりあり。

3層　黄褐色土(10YR5/6)砂層。

4層　褐色土(10YR4/1)しまり・粘性多い。砂を多く含み、じゃりじゃりしている。

5層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。

6層　炭化物層。

7層　灰黄褐色土(10YR6/2)しまり・粘性あり。白色粘土ブロックを多量に含む。

8層　暗褐色土(10YR3/4)しまりあり、粘性弱い。

白色粘土と焼土ブロックを含む。貼床

9層　黒褐色土(10YR3/1)しまり弱く、粘性多い。

黒色土とロームブロックの混合土。貼床

第172図　HlO号住居地及び出土遺物

第103表　HlO号住居址出土遺物観察表

N〇、 凭ﾞeR�繋擬 �����旭��剴｡懸・綬整・東熊 剩Q定値()璃存傾く>丸底・ 
口軽(長) ���:ｈｵ�%��韓南(厚) �:����謁b�外　面 仂8���怨r�出土健澄 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 ��B�"�12.3 迭紕�ヘラミガキ、黒色処理 �7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 疲��R�

2 �7倡Hｮﾒ�鉢 茶#"ﾃ"�� 禿r�3��ミガキ、黒色処理 �7�4ｸ4ﾈ��ﾙY�h�yﾒ�回転実測 蝿�T��

3 �7倡Hｮﾒ�璽 �#��"� 禿#津��ヘラナデ �7x8�5�5�8｢�完全実測 疲�"�
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調査区域外

_ノ

1層　褐灰色土(10YR5/1)しまり・粘性あり。

2層　褐灰色土(10YR4/1)しまり・粘性弱い。 1層より石が少ない。

3層　褐色土(10YR4/4)しまり・粘性弱い。砂粒子を多く含む。

4層　黒褐色土(10YR3/1)しまり弱く、粘性ややあり。

黒色土ブロック・廃土・炭化物を含む。

5層　暗褐色土(10YR3/3)しまり・粘性弱い。

6層　褐色土(10YR4/6)しまり・粘性ややあり。ロームブロックと黒色土

ブロックを含む。上面硬質化している。

第173図　Hll号住居址及び出土遺物

第104表　Hll号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm)

No; ��Ygﾂ�翳攫 剩K∴∴整 劔刹a撥・闊翳　葛・袈願 劔鰭寵纏くま蟻祷纏<>丸底・ 

口径(長) �:蜃蚤(脂) 刳崧�(庫) 剳ｿ∴∴溺 劔�X��隆�撹∴∴寄 剌o土位露 

1 �7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刄wラミガキ 劍8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�破片実測 � 

N〇、 舒ﾘ���支��估����握ｲ�俐Y�Xﾉｲ�兔ﾉ�皛��仭�Wii��偖���¥r�所　　　　　　見 劍�7�ｩ���

2 吁�*ｹ��������繧�澱紕��2ﾃ���#ッ紊b�両側から敲打、上部の欠損も敲打によるものか 剪�

(11) H11号住居址

七一23Grにあり、カマドおよびピットは、調査範囲では確認されない。掘方の埋土にはロームブ

ロックと黒色土ブロックが含まれる。この上面の床は、ほぼ平坦で堅く硬質化している。南壁・西壁

下に壁溝が巡る。覆土4層には、黒色土ブロック・焼土・炭化物が含まれる。

遺物は土師器半球状の杯1、敲石2がある。

遺物少量であるが本址の時期は、古墳時代後期であろうか。

(12) H12号住居址

スー20GrにありH13に切られ、 H17を切る。北壁中央のカマドは、灰白色の粘土と暗褐色の砂質

土で構築されている。袖部先端は礫を芯材としこれらの構築土で被覆している。火床に横たわる横長

の礫は、カマド媚石であろうか。床下の掘方埋土は、黄色ローム・黒色土ブロックの混合土で、上面

の床は堅く硬質化している。ピットは、検出されない。

遺物は土師器杯1・2、土師器饗3へ6、須恵器短径壷7がある。 1・3-5はカマドから出土。

1 ・2は須恵器杯蓋模倣の杯で体部と口綾部の境に段を有する。 3・6は胴部に最大径を持ち、長

い胴部外面は縦長にへラケズリ、内面ハケメ調整される。

これらの遺物から本址の時期は、小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅲ期鵜6世紀中葉一7世紀初

頭に位置づけられる。

第105表　H12号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　(cm)

N〇、 丿闕��器寵 囘�����¥r�剴蜩Z、韻態　音一　琵撥 剿D蓮鰭‡)残祷鐘<>丸底・ 
口軽く長) ��^,B��ｒ�琵高く厚) 倡ｸ����4ﾒ�熟　童謡 冓��葦����9�X哢嶬�

1 �7倡Hｮﾒ�士不 茶�2����(11.8) 釘ﾃ��ヨコナデ �8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�完全実測 疲��X��4ｨ4�8�92�

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 茶�"ﾃB��(11.8) 禿2ﾃS��ヘラミガキ �-h8�7�4ｸ4ﾈ��7x8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾb�

3 �7倡Hｮﾒ�露 茶�r���� 禿ゅc��ヨコナデ→ハケメ �8�5(6�6h耳耳-h8�5�5�8｢�回転実測 疲�"�

4 �7倡Hｮﾒ�襲 茶#��"�� 禿�b紊��ヨコナデー→ハケメ �8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�回転実測 �4ｨ7ﾘ6���uXｾb�

5 �7倡Hｮﾒ�露 �� ��ハケメ �7x8�5�5�8｢�破片実測 �4ｨ7ﾘ6��

6 �7倡Hｮﾒ�露 茶#����� 禿�"ﾃ#��ハケメー→ヘラナデ �8�5(6�6h��-h8�5�5�8｢�回転実測 �Xｾh����B�

7 ��ｸﾆ(ｮﾒ�二王= 亜 茶R綯�� 禿2ﾃC��ロクロナデ �8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測 �4ｨ4�8�92�
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第Ⅳ章　西近津逓跡V

。藍
2m

調査区域外

710.4m

l層　灰黄褐色士(10YR4/2)しまり・粘性弱い。

2層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性ややあり。

3層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。粘土ブロックを含む。

4層　暗褐色土(10YR3/3)炭化物・灰を含む。

5層　灰白色土(10YR8/2)粘土・パミスを含む。

6層　暗褐色土(10YR3/4)砂質土・パミスを含む。

7層　褐色土(10YR4/4)しまり・粘性あり。黄色ローム・

黒色土ブロックの混合土。貼床。

焉

00i

_./- -‾二子二、¥

亀

第174図　H12号住居址及び出土遺物

旦　④

≠幸三も

(13) H13号住居址

スー20GrにありH13に切られ、 H17を切る。北壁中央に設置されているカマドは、床下掘方の埋

土7層の上面に少し粘性あるがロームに近い褐色土で構築されている。袖部先端の小ピットは、礫を

芯材としたことを窺わせる。火床には、支脚石が残存する。斜上方に伸びる煙道部も一部原形を留め

ていた。煙道残存部の最上面は平面形が楕円形を呈し、長軸18cm短軸10cmを測る。煙道部の立ち上が

りは、ほぼ垂直に近く壁の上端あたりで70度の傾斜で住居外上方に延びる。煙道部の内側・左右の袖

部内側は、比熱でよく焼け込んでいる。火床にも焼け込みがみられる。

床下の掘方埋土は、ロームブロックを多く含む黄褐色土で、上面の床は堅く硬質化している。柱穴

は、検出されていない。

遺物は土師器杯1・2、滑石製の紡錘車がある。 1は須恵器杯身模倣杯で、体部と口綾部に積を有

し口綾部が直立する。 2は半球状で口緑部内蛮する。

これらの遺物から本址の時期は、小林眞寿の編年(2005聖原)古墳時代Ⅳ期- 7世紀代に位置づけら

れる。
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幸司二王二才

ノ

1・2 (1:4)

3 (1:2)　5cm

□口3

、 ・ ・ ・　　・　　一　　言‾

710.3m

O　　　(1:40)　　1m

1層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。ロームブロックを含む。

2層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)しまり・粘性弱い。

3層　赤褐色土(2.5YR4/8)しまり・粘性弱い。焼土ブロック・粘土ブロックを多く含む。

4層　暗褐色土(7.5YR3/4)焼上

5層　黒褐色土(7.5YR2/2)粘土を含む。

6層　褐色土(7.5Y量子4/4)カマド構築土。少し粘性あるが、ロームに近い。

パミスを含む。カマド内側焼けこむ。

7層　黄褐色土(10YR5/8)しまり・粘性ややあり。ロームブロックを多く含む。貼床

第175図　H13号住居址及び出土遺物

第106表　H13号住居址出土遺物観察表

N①・ 丿ﾉz2�綴漣 剄a∴∴藁 劔劑寥`・農　顕懸　〇番　薮嬢 劔撼麗薗‖澱緯煩く>流麗・ ∴口軽く長) 劈A径(鴫) 剌矧��)∴ 剽栫��ｮ 劔Y���w��鰭∴∴馨 剌o土儀霞 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �(11,2) �(11.0) �<2.9> 刄iデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��8ﾙ�ﾈ8�5(6�6b�回転実測 刧U区 

2 �7倡Hｮﾒ�I不 �(13.2) � �<2,9> 刄iデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��8ﾙ|�8�5(6�6b�回転実測 刧U区 

N01 儉ｸ���課｢�几������2�俐Y�Xﾆ��俐X昀粉���I�駟��凭ﾘ����所　　　　　　見 劍�7佶(ｭ2�

3 冉��竟B�����ｹV���2纈��"綯��"�鼎ゅ迭�孔径0,6 劔fｹlｨ5(�ｸ6��ｸ��Z)7��

(14) H14号住居址

シ・スー18Grにあ、 H19を切る。北壁中央を通り東西に設置された水道管に、カマドの大半が破壊

されている。北壁中央よりやや西寄りに床面から16c皿の深さによく焼け込んだ部分があり、カマドの

火床残存部とみられる。 Plは柱穴としたら、カマドに近接しすぎである。北壁から西壁と東壁下を

壁溝が巡る。床面はほぼ平坦である。本址の時期は、出土遺物が武蔵薄・須恵器杯小片のみであるが、

H19を切っており古墳時代後期6世紀中葉から7世紀初頭以降の平安時代であろうか。

H14号住居址

ー‾-------○○------〇、

調査区域外

園圏
童滑紬

∴
第176図　H14号住居址

1層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。

2層　明赤褐色土(2.5YR5/8)しまり・粘性弱い。よく焼けている。

710.3m

(1:80) 2m

(15) H15号住居址

サ・シー17・18Grにあり、 H19・D3を切る。北壁中央やや東寄りのカマドは、礫を芯材とし褐色の

粘土で被覆し構築されている。カマド前方に横たわる横長の礫は、カマド媚石であろうか。火床はよ

く焼けている。覆土5層の粘土下部はよく焼けており、壊れたカマド構築土の一部とみられる。
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第Ⅳ掌　西近津遇跡Ⅴ

ノ
H15号住居址もI

水　道　管

生　　lO

710.5m

(1:80)

1層　灰黄褐色土(10YR4/2)しまり・粘性弱い。

2層　黒褐色土(10YR3/2)しまりやや有り。粘性弱い。ローム粒子多く含む。

3層　暗褐色土(10YR3/3)しまり・粘性弱い。焼土ブロックを多く含む。

4層　暗褐色土(10YR3/3)しまり・粘性弱い。焼土粒子・粘土・炭化物を多く含む。

5層　黄橙色土(10YR8/6)しまり・粘性有り。粘土層下部はよく焼けている。

6層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性有り。粘土・焼土ブロックを多く含む。

7周　明褐色土(7.5YR5/6)廃土。

8層　褐色土(7.5YR4/3)粘土。

9層　暗褐色土(7.5YR3/4)廃土・粘土を少量含む。

10層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)しまり・粘性やや有り。

赤色のロームブロックを多く含む。

2m

C’

四囲圏
710.5m

O　　　(1:40)

第177図　H15号住居址及び出土遺物

第107表　H15号住居址出土遺物観察表

∴N〇、 ���ﾈ��懸撰 剽���ﾇ 劔刳ｴ膨・績整・吏繊 劔鑑憲燈()残祷輝く>丸態言 

口軽(長) 剪鼬a旧年 剋恁b(厚) 剽栫��M 劍ｩX��ｵｲ�蟻∴∴聾 剌o土便通 

1 �7倡Hｮﾒ�‡不 �13.2 � �4,5 刄wラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刧U区、一括 

2 �7倡Hｮﾒ�杯 �12.4 � �4.6 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 僮区 

3 �7倡Hｮﾒ�墾 �19,4 � �<29,7> 刄iデ→ヘラミガキ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 剄H区、Ⅱ区、Ⅲ区 

4 �7倡Hｮﾒ�題 �22.0 � �<13,7> 刄iデ 劍8�5(6�6h�ｸ��7x8�5�5�8｢�完全実測 儂0.1、カマド 

5 �7倡Hｮﾒ�露 � � � 刄鴻Nロナデ→ヘラナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��7x8�5�5�8｢�破片実測 剌ﾜ区、Ⅱ区 

N〇、 �<����姻����H��俐Y�Y+r���ix�*��俘ﾉj(ﾋ��兔x���b�輔　　　　　　罵 劍ｭ�7冲I~ﾒ�

6 冑����佗����橡u粤���禿2ﾃC��禿2ﾃ���禿#b騏紊��右側欠損　全体にすり 劍uhｾh7ｦ��i_ｲ�

7 �+~�)&"��59�ｹV��途�"���繧���ﾉu������)u��ほほ完形　折れ曲がる　頼状関 剩��ｸ�ｳ2�
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床下掘方埋土は赤色のロームブロック多く含み、上面がほぼ平坦な床である。ピットは検出されない。

4の藷はカマド右袖部先端から、 7の鉄鑑は南壁よりの覆土2層から検出された。

遺物は、土師器杯1・2、土師器襲3へ5、磨石6、鉄鍛7がある。 1は浅い半球状で口綾部が素

直に開く。 2は丸底から口綾部直立気味に立ち上がる。 1・2は内面黒色処理される。 3の饗は口緑

部径と胴部径がほぼ等しく、外面へラミガキされる。 4・5の藷は、口綾部に最大径を持つ。 7は長

頸有嫌鍛身柳葉形遣込両丸の鉄錐で先端近くから折れ曲がっている。

これらの遺物から本址の時期は、古墳時代後期7世紀終末に位置づけられる。

(16) H16号住居址

コー14-16、サー15・16G rにありD5を切る。住居址北と南側は調査区域外に伸びる。

カマド・炉は、調査範囲では確認されない。 P lとP3の柱間中央3層の下掘方埋土上部に厚さ5

cmほどのぼそぼそした焼土がみられた。

tiソトは4個検出された。 P4は床下から発見された。主柱穴PlとP3の柱間は、 3mを測る。

主柱穴P3西脇のP 2は、支柱穴であろうか。 3層上面の床は、ほぼ平坦で堅く硬質化している。

出土遺物は武蔵襲、須恵器杯・藷、弥生後期壷・杯の小片のみであるが、平安時代であろうか。

H16号住居址

調　査　区　域　外

軸辞去　④　　調査‡

調　査　区　域　外

1層　黒褐色土(10YR3/2)しまり・粘性弱い。ローム粒子を含む。

2層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。ぼそぼそしている。

3層　褐色土(10YR4/6)しまり・粘性ややあり。上面硬質化している。

火山灰粒子を多く含む。

4層　赤色土(10R4/8)しまり・粘性弱い。ぼそぼそした焼土。

5層黒色十(10YR2/1)しまり・粘性ややあり。　　　　　　710.8m

O　　　(1:80)

第178図　H16号住居址

2m

(17) H17号住居址

シー19・20、スー19へ21G rにあり、 H12・H13・H19・M17に切られる。住居址大半は、北側の調査区

域外に延びる。ピットは4個検出された。 P4は床下から発見された。 P2へP4は、南壁中央下に

位置し、入口施設の基礎であろうか。 P lは主柱穴とみられる。南壁下から中央に向けて幅20cm深さ

20cmの間仕切溝が延びている。 P 2の西側にもほぼ同様な溝が、床下から検出された。 P 2の北側に

は、東西方向の幅20cm深さ7cm前後の溝がある。床下の掘方埋土は、砂と白色のロームブロックを含

み、上面がやや凹凸のある床である。 1-3が南東隅の床面から出土。

遺物は土師器杯1・2、土師器高杯3、土師器聾4、敲石5、磨面持つ敲石6がある。

1は半球状で口綾部やや内脅する。 2は内外面ミガキで体部内脅しながら立ち上がり、口縁部短く

内脅しながら強く外反する。

本址はこれらの遺物から、古墳時代5世紀後半から6世紀初頭に位置づけられる。
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第Ⅳ章　西近津遁跡Ⅴ

調　査　区　域　外

710.5m (A-A’)

710.Om (B臆B’c臆C’)

0　　　(1:80)　　2m

匡豊国

1層　褐灰色土(10YR4/1)しまり・粘性弱い。耕作土。

2層　灰白色土(10YR7/1)しまり弱い。砂主体で、部分的に褐色土を含む。

3層　褐色土(10YR4/6)しまり・粘性あり。褐色のシルト層。

4層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性ややあり。白色ローム粒子を多く含む。

5層　黄褐色土(10YR5/6)しまり・粘性あり。ロームブロック黒色土ブロックを含む。

6層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性ややあり。ロームブロックを多く含む。

7層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)しまり・粘性弱い。

8層　黒褐色土(10YR3/2)しまり・粘性ややあり。黒色土ブロック主体。

9層　にぷい黄褐色土(10YR4/3)しまり・粘性弱い。ローム粒子を多く含む。

10層灰黄褐色土(10YR5/2)しまり・粘性弱い。砂と白色のロームブロックを含む。

0　　　(1:4)　10cm

第179図　H17号住居地及び出土遺物
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第108表　H17号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　(。m) 

N0. ��Y:ﾂ�議漂 士不 剔黶��ｦ 劔剴｡懸　撫　認謹　書　蜜撥 劔熊藩轍燐祷鰻<>丸擬・ 
口径(長) 剪鼡ﾍ樽): 吶ﾈ蘭灘艶 刪ｶ∴∴囲 劔�ｸ��J��鱒∴∴萄 剌o土健靂 

1 �7倡IGR��(12,6) � �<4,9> 刪ﾃ文 劍7x8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 剴激nシ 

2 �7倡Hｮﾒ�7倡Hｮﾒ�士不 � � � 刪ﾃ文 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�破片実測 刧U区、-括 

3 剄ｎm不 � �(14.4) �<7,8> 凾ﾖラナデ 劍-h8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 儂○○1 

4 No∴ �7倡Hｮﾒ�璽 � �5.7 �<9,7> 刄wラナデ 劍7x8�5�5�8｢�完全実測 儂○○3 

態∴∴凝 剔煤��� 剄ﾅ大長 剄ﾅ大噸 剄血｢猿 剿ﾋ∴遵 價�������������剌o土斑霞 

与 �7Y�������Rﾃ��澱ﾃB�釘ﾃ��田湯�3B�上下端部に敲打痕　正面に顕著なすり面 劍uXｾb�

6 冑��Yﾜ������禿r緜��禿づ#��禿2����禿#sB��c��上部欠損　砥画数与　正嚢に条痕顕著 劍uXｾb�

(18) H18号住居址

キ・クー10・11Grにあり住居址大半は、北側の調査区域外に延びる。ピットは6個検出された。 P

lは、南壁下床下から発見された。底面近くに1周するテラスを有し、深さ88。mと深い。位置的に貯

蔵穴であろうか。対のP3・P4は、南壁中央下に位置し、入口施設の基礎と思われる。 P5・P6も

対をなしている。 P2は、配置場所から主柱穴とみられる。床面は平坦で堅く締まる。覆土2へ5層

は、人為埋土であろう。遺物は、 1の外面胴部赤色塗彩される壷、 3の櫛描波状文施文される馨、内

外面赤色塗彩の鉢4、杯部内外面・脚部外面赤色塗彩の高杯がある。多くの遺物が東側覆土から出土。

これらの遺物から、本址は弥生時代後期箱清水期に位置づけられる。

膨

‾〇〇二_

第180図　H18号住居址及び出土遺物

l層　黒褐色土(10YR2/3)ローム粒子・パミスを含む。

2層　褐色土(10YR4/4)ローム主体。ロームブロックを多貴に含む。

3層　黒褐色土(10YR2/3)黒褐色土ブロックを多く含み、

パミス・ローム粒子を含む。

4層　黒褐色土(10YR3/2)ローム粒子・パミスを多く含む。

5層　暗褐色土(10YR3/3)くすんだ色。

6層　暗褐色土(10YR3/4)ロームブロックを含む。

7層　褐色土(10YR4/6)ローム主体。

8層　黒褐色土(10YR2/3)ローム粒子・パミスを含む。

9層　にぷい黄褐色土(10YR5/4)ローム主体。

10層　暗褐色土(10YR3/3)ローム主体。貼床。

第109表　H18号住居址出土遺物観察表　　　　　　　　　　　　　　　(。m) 

N〇、　種別 劍ﾇ��R�������6��刳ｴ同形∴・蘭整・較撥 剔U憩輝く)残存橿<>丸底・ 

口軽(長) 陶.ｨﾇ�*ﾘ�2��巻高く厚) 凉����誌"�劉　蘭 �8x��･ﾘ��艾�衣葵��

1 冢ﾙ�b�豚迚?��唔.b���(11.0) 禿帝u聹�ハケ目の残るナデ �7x8�7�4ｸ4ﾈ��;yYI�Hﾜ｢�回転実測 嚢ｾb�

2 冢ﾙ�b�俾2���(7.4) 禿"ﾃ���ヘラミガキ �7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 瓶�

3 冢ﾙ�b�轟 � � �� 仭儼�Fx�9[b�断面実測 嚢ｾb�

4 冢ﾙ�b�鉢 �(15.6) � 禿B纉��ヘラミガキ→赤彩 �-h8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�回転実測 嚢ｾb�

う 冢ﾙ�b�高士不 � � 禿B紊��林部へラミガキ→赤彩　脚部ナデ �7x8�7�4ｸ4ﾈ���Hﾜ｢�完全実測 嚢ｾb�
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第Ⅳ葺　西近津遺跡V

調　査　区　域　外

水　道　管

ー∴三

二二二二=

O O　7

1へ6(1:4)　10cm

7(1:3)　7.5cm

2層灰白色土(10YR7/1)しまり・粘性弱い。砂を多く含み、炭化物を少量含む。

3層褐色土(10YR4/6)しまり・粘性ややあり。ロームブロック・ピンク色のロームブロックを多く含む。

第181図　H19号住居址及び出土遺物

第110表　H19号住居址出土遺物観察表

胸. 凅ｨ豐�報耀 剩�@　寒 劔刹a難　-教　闘選i・遭轢 劔鍵憲轍瀬裔撞く皐沌麗・ 
口軽く長) 劈A怪噂)∴ 刳寘�(厚〉 剞���z 劔Dﾘ��ｮ��鱒∴∴馨 剌o土僚寵 

1 �7倡Hｮﾒ�I不 � � �<3.与> 凾ﾖラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�破片実測 � 

2 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � �<3.4> 刄wラミガキ→黒色処理 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾈ�異Y�h�yﾒ�破片実測 � 

3 �7倡Hｮﾒ�‡不 � � �<3,6> 刄iデ→ヘラミガキ 劍��|�8�5(6�6h��+��ﾃ���.ｩYH-h8�5�5�8｢�破片実測 刧U区 

4 �7倡Hｮﾒ�璽 �(17。6) � �<2○○1> 凵｠緑ヨコナデ　胴部ハケ目 劍��|�8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8ｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�回転実測 僣1与Ⅱ区、鵜括 

湿蹄, 哇H����5｢���H��������4x���亳��ｫb�俐Y�Yi��刔x�噂r�弼　　　　　鬼 劍��7�i)��

与 冑������湯ﾃ��釘繧��2ﾃ����釘ﾃ���正面にすり面 剪�

6 吁����������2�冰粤��冰篥B�冰��bﾃc2�正面に敲打痕 剪�

7 �8������橡u篥#��禿�����禿�ﾃ3��禿Bﾃ#C��刃部欠損 剪�

(19) H19号住居址

シー18Grにあり住居址大半は、北側の調査区域外に延びる。 H15・D3に切られ、 H17・M7を切

る。ピットは、 7個検出された。 Plは主柱穴、西壁・壁溝内に壁柱穴P2へP7がほぼ均等な間隔

で並ぶ。 P l東の床面に幅40cm厚さ40cmの粘土の塊がみられた。床面はほぼ平坦である。

遺物は、須恵器杯蓋模倣の体部と口綾部境に積を有す土師器杯1-3、土師器轟、刀子7、磨石5,

敲石6がある。本址の時期はこれらの遺物から古墳時代6世紀中葉から7世紀初頭に位置づけられる。

第2節　掘立柱建物址

(l)F l号掘立柱建物址
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F〇号掘立柱建物址

1層　黒褐色土(10YR3/1)しまり・粘性弱い。

2層　褐色土(10YR4/6)ローム・軽石ブロックを多く含む。

互層になり、埋め戻し土。

、、、、、　ニ
0

F3号掘立柱建物址

F2号掘立柱建物址

④
A,　ぺ≫透)も

P6

調査区域外

園田

1 2　B’

‾)　　　　も‾

(1 :4)　　10cm

四囲
0

カクラン

1層　黒褐色土(10YR3/2)柱痕。

2層　黒褐色土(10YR2/3)ロームブロックパミス含む。

3層　褐色土(10YR4/6)ローム主体。

4層　黄褐色土(10YR5/6)ローム主体。

1層　黒褐色土(10YR2/2)柱痕。

2層　黒褐色土(10YR2/3)ロームブロックを含む。

3層　明黄褐色土(10YR6/6)ローム主体。

F4号掘立柱建物址

3　　B’

二一三

第182図　Fl号・F2号・F3号・F4号掘立柱建物址
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711.3m

(1:80) 2m

1層　黒褐色士(10YR2/3)ローム粒子・パミス含む。

2層　黒褐色土(10YR2/3)ロームブロック含む。

3層　黄褐色土(10YR5/6)ローム主体。



第Ⅳ章　西近津適跡Ⅴ

F5号掘立柱建物址

コ◎　◎

二十三/一三
(1 :4)　10cm

F6号掘立柱建物址

調　査　区　域　外

調　査　区　域　外

1層　黒褐色土(10YR2/1)

2層　褐色土(10YR4/6)

第183図　F 5号・F 6号掘立柱建物址及び出土遺物

第111表　掘立柱建物址出土遺物観察表

N〇、 �����顥¥｢�鰹績 亳8���碓��剞ｬ形・調整・文藻 刳ﾍ藩繊駿蒋橿ギさ魂頗言 
口軽〈長) �.ｨﾇ�*ﾘ����番高く中〉 �>�����l｢�灘∴顕 棊����葦��出土他種 

1 �7倡Hｮﾒ�蓬 茶�B紕��(13,0) 禿2繝��ヨコナデ �8�5(6�6h��-h8�5�5�8｢�回転実測 派�U�"�

2 �>ｩ[b� �� �� ��断面実測拓本 加営利EⅣ 琶u��"�

ター27G rから検出された。南側調査区域外に延び、側柱式建物址か総柱式建物址かは不明である。

柱間120cm、柱穴は楕円形で長径68-92cm深さ47へ63cm。出土遺物は、 P 2から1の須恵器杯蓋模倣

の体部と口綾部境に積を有す土師器杯、 P lから古墳時代後期の壷片、 P 2から弥生後期土器片・土

師器内面黒色処理される土師器杯片が出土、本址の時期は古墳時代後期遺構である。

(2)F 2号掘立柱建物址

オ・カー4G rから検出された。南側調査区域外に延びる3間×?の側柱式建物址。軸方位はN喜70。
-Eで、桁行柱間120-140cm梁行柱間120cm。柱穴は長径40へ74cmの円形・楕円形で深さ28-55cm断面

逆梯子形、柱痕は20-26cm。遺物はP 4から古墳後期の土師器杯小片で本址の時期は不明である。

(3)F 3号掘立柱建物址

オー3Grから検出され、 1基が欠落か? 2間×1間の側柱式建物址。軸方位はN-84O -EでP70

に切られる。柱間は桁行160へ180cm梁行220cm。柱穴は長径80へ90cmの楕円形で深さ47-56cm断面逆

梯子形・U字形、柱痕は20へ28cm。遺物はP 5から古墳後期土師器薄小片あるが、本址の時期は不明。

(4)F 4号掘立柱建物址

キ・クー9・10Grから検出され、 M5に切られ、一部撹乱にかかる。 3間×2間の側柱式建物址。

軸方位はN-84O -Eで桁行480cm梁行360cm、柱間は桁行120.200cm梁行160.200cm。柱穴は長径45-

50cmの円形・楕円形で深さ32-49cm断面逆梯子形・ U字形。出土遺物は皆無であり、本址の時期は不明。
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④

A A’

¥二二一√

710.1m

(1:80) 2m

1.黒褐色土層(10YR3/1)

しまり・粘性あり

軽石を多く含む

D7

カクラン④国国

調査区域外

Aフ励A’2　　　_

④　D2

1.暗褐色土層(10YR3/4)ローム粒子・

パミスを含む。

2.黄褐色土層(10YR5/8)ローム主体。

711.4m
2m

10cⅢ

ニー一二一一一二“

711.Om
O　　(1:80) 2m

<i

錦上
脇A1

711.7m

告「i(,叩　2「

1.黒褐色土層(10YR2/3)ローム粒子
・パミスを含む。

2,褐色土層(10YR4/4)ローム主体。

3.黄褐色土層(10YR5/6)

二

国間
1m l憧褐色土層(10YR3/3)ローム粒子を含む。

2.黒褐色土層(10YR3/2)ローム粒子・パミスを含む。

3.褐色土層(10YR4/4)ローム主体に褐色土含む。

調査区域外

A1.にぷい黄褐色上層(10YR5/4)

ロームブロック・パミスを含む。

2.黄褐色土層(10YR5/6)ローム主体。

④
′一一一‾‾‾〇一ヽ

A　　　2　A

因園
711.6m

O　　(1:80) 2m

1.褐色土総(10YR4/4)ロームブロック

ローム粒子を多く含む。

2.褐色土層(10YR4/4)ローム粒子・

パミスを含む。

3.明黄褐色土層(10YR6/6)

第184図　Dl号・D2号・D4号・D5号・D6号・D7号・D8号・D9号・10号土坑及び出土遺物
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第Ⅳ苺　西近津遺跡Ⅴ

水　道　管

l.灰黄褐色土層(10YR4/2)しまり・粘性ややあり。耕作土。

2.灰黄褐色土層(10YR4/2)しまり・粘性ややあり。ローム粒子を

多く含む。

3.暗褐色土層(10YR3/4)しまり・粘性弱く、ローム粘土粒子を
一部に多く含む。耕作土。

4.暗褐色上層(10YR3/3)しまり・粘性ややあり。

5灰黄褐色土層(10YR4/2)しまりややあり・粘性弱い。白色

軽石粒を多く含む。

6.褐色土層(10YR4/4)しまり・粘性ややあり。褐色土と黒色土

のブロックを含む

7.にぷい黄褐色土層(10YR4/3)しまりあり・粘性弱い。黄色と

白色のロームブロックを多く含む。

8.にぷい黄褐色土層(10YR5/2)　しまり・粘性あり。 7層よりも

白色ロームブロックを多量に含む。

9.明黄褐色土層(10YR6/6)しまりあり。粘性弱い。ローム粒子を

多量に混入。

10.にぷい黄褐色土層(10YR5/4)しまり・粘性あり。黒色上

ブロックを混入する。

11.暗褐色土層(10YR3/3)しまり・粘性弱い。白色ローム・

黄色ロームブロックを含む。

12.にぷい黄褐色上層(10YR6/2)しまり・粘性あり。黄色ローム・

白色ロームが縞状になる。 10層と12眉間は硬質化している。

711.1m
O　　(1:80)　　2m

第185図　D3土坑及び出土遺物

第112表　土坑出土遺物観察表

N∴〇、 ��X���墨や: 刪���H 劔剽膜`・溺整・:疫騒 劔維霹績()残祷橙<>丸底・ 
∴口軽く長) 凵�鼬yく幅) 剌棟､家輝子 剴焉@　閲 劍ﾗｈ��4ﾒ�騎∴∴馨 剌o土位韻 

1 �7倡Hｮﾒ�璽 �24,0 �(8.4) �27,3 刄�Rナデー→ヘラナデ 劍8�5(6�6h��7x8�5�5�8｢�完全実測 僖「「 

之 �7倡Hｮﾒ�璽 �1う,8 �(4,8) �16.9 刄wラナデー→ヨコナデ 劍7x8�5�5�8ｨ�ｸ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 僖「Ⅱ区ホリ方 

3 �7倡Hｮﾒ�露 � �6,6 �<8,3> 刄wラナデ 劍6�5�mｨ��7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 僖「 

4 �7倡Hｮﾒ�蓬 � �(10○○) �<21.5> 刄nケ目 劍6�5�mｨ��h�mR�回転実測 僖「Ⅱ区 

子年∴ 鐙ｮﾘ���稲ﾒ�几��員2�����靼ﾈ��將�几�+y�2�俘ﾉx�+��刋����"�漸　　　　　　最 劍�7�ｨ���

1 �8�����59�ｹV��禿B����禿�ﾃc��栃�ｸ�ｳ3��禿bﾃ8*C��両端欠損 剩Cb�

N〇、 陶^ｨ�R�器種 剽���ｰ 劔刪ﾐ膨・∴蘭睦襲,∴轟撥 劔推定趣く)残存儀<>丸底・ 
口軽く長) 剌�I蜜煽‡ 刳寘ｂｭ厚) 剴焉��ﾍ 劍､������煽∴∴零 剌o土位置 

1 �>ｩ[b�深鉢 �(15.0) � �<18.与> � 剪�回転実測加営 利B「 僖7 
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710.1m

(1:80)　　2m

l.にぷい黄褐色土層(10YR5/3)

しまり・粘性弱い。砂を多く含む。
ロームブロックを少量含む。

2.褐灰色土層(10YR6/1)

砂層。しまり・粘性弱い。
3.暗褐色土層(10YR3/4)

しまり・粘性弱い。

調査区域外

該’
709.8m

(1:80)
1m

1.にぷい黄褐色土層(10YR5/3)

しまり・粘性弱い。砂を含む。
2.灰黄褐色土層(10YR6/2)

しまり・粘性弱い。砂層、
小石を多く含む。

第186図

∴¥臆・一二//

711.8m

告言甲　2「

1.黒褐色土層(10YR2/3)

パミス・ローム粒子を含む。

2.にぷい黄褐色土層(10YR4/3)

ロームブロック主体に含む。

1.黒褐色土層(10YR4/3)

やや砂質。小石ゆ5皿皿大含む。
ローム粒子含む。

2.暗褐色土層(10YR3/3)

1層より小石を多く含む(パミス)

3.褐色土層(10YR4/4)

ローム土に黒褐色土粒子を含む。

4.黄褐色上層(10YR5/6)ローム主体。

711.3m

告ii(i甲　2「

ー⑤-

(二‡∋ (1:1)

M6　　　調査区域外

調査区域外

A 圏閣因

711.8m
2m

1.暗褐色土層(10YR3/4)

ローム粒子を多く、パミスを含む。

2.暗褐色土層(10YR3/4)

ロームブロック・パミスを多く含む。

3.褐色土層(10YR4/4)

ローム粒子を多く含む。

4.暗褐色土層(10YR3/3)

ロームブロック・パミスを含む。

しまり非常にあり。上面に1へ2血

の厚さでロームを貼る。

5.にぷい黄褐色土層(10YR5/4)

ロームに褐色土を含む。

2m

1.灰白色土層(10YR8/1)

しまり弱く、砂層。 H17の上面の砂力

流れ込んだ様な状況。
2.にぷい黄橙色土層(10YR7/2)

しまり・粘性あり。黄橙のローム

ブロックと褐色土との混合土

Ml号・M2号・M3号・M4号・M5号・M6号・M7号溝状遺構及び出土遺物

第113表　溝址出土遺物観察表

N〇、 亰ｹ�B�鐙題 剩ﾋ∴∴壁 劔剿枢hi一　謁題　青一　義鰭 劔施露願出駿祷績薬缶蟻青 

∴口径憤) 剔寢z湖轍 凵�ﾗ高く厚) 剪ｮ音∴題 劍ﾗ��云��鵜∴∴輩 刮翠N後記 

1 �7倡Hｮﾒ�璽 �(16,0) � �<6.7> 剿＊ﾕ 劔h�mR�回転実測 儁「 

No∴、 佶ﾈ���宛��刎ﾘ��5��俘ﾉ8ﾉ~B�俐Y�XⅨ�俐Y�Y�x�������2�離　　　　　　農 劍�-ﾉ��~ﾒ�

1 ����ｹV�����ｼ｢�����ﾃ���������紕���ｸ�ｳ���孔径0.3 剩ﾙu��
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第Ⅳ章　西近津適跡Ⅴ

3.黒褐色土層(10YR3/1) ".5rm大のパミス及び10YR2/2の黒褐色士を少量含む。　6.黒褐色土層(10YR2/3) “cm大パミス・小石を少量含むo

4.黒褐色土層(10YR3/2)　d) 5mm大のパミスを微量含む。

∈∃ 7‾軍勢
1

0　　　(1:4)　　10c皿

7.暗褐色土層(10YR3/4)褐色ローム粒子・ゆIc皿大パミスを含む。

第187図　OT l号墳及び出土遺物

第114表　OT l号周溝墓出土遺物観察表

No: ��ﾙf韈��懸類　く 吮ﾄ∴i慈 劔剔宦ｦ　持　類躍　青　籠鰭 劔溌藻轍‡撥 剔ｲ値<>丸鹿・ 

∴中程〈長子 剔寶�ｮ �:萬高(陣)∴ 剪ｮ∴∴溺 劔�ｸ�����擬∴∴馨 剿�ﾝ選謹 

1 �7倡Hｮﾒ�杯 � � �<3,4> 刪ﾃ文 劍6�6h��.ｩYH-h8�5�5�8｢�破片実測 刧U区 

2 ��ｸﾆ(ｮﾒ�璽 � � � � 劔9h,Hｾ�ﾒ�断面実測 僮区 

3 �>ｩ[b� � � � � 剪�断面実測　堀之内 僮区 

弼碇、 佶ﾈ��ﾙｲ���x���移���將������ﾜY�Y|x��������Vi¥Ii��亳��X倪�偖��噂r�騎一一一罷 劍�7�ｩJR�

4 ��ｼ｢�����ﾈ*B���ﾈ*B�禿�ﾃ3��禿������裏面欠損 剩仞b�

(5)F 5号掘立柱建物址

カ・キー7・8Grから検出された。 1間×1間の菱形の変形側柱式建物址。軸方位は、 N-75O -E

で、桁行220cm梁行180cm、柱穴は径50-70cmの円形で深さ21-45cm断面逆梯子形・ U字形。柱痕は20.

30cm。遺物は、 P lから古墳後期土師器杯片、 P 2 ・P 4から土師器琵片・縄文中期後半深鉢片出土し

たが、本址の時期は不明。

(6)F 6号掘立柱建物址

ソ・ター25-27Grから検出された。 2間×2間の側柱式建物址。軸方位は、 N-60O -Eで、桁行360

cm梁行300cm、柱間は桁行180cm梁行160cm。柱穴は長径60-84cmの円形・楕円形で深さ30-41cm断面逆

梯子形。遺物はP 2から古墳後期土師器聾片、 P 6から弥生後期轟片出土したが、本址の時期は不明。

第3節　土坑

D 「号土坑　タ一一28G rで検出され、長軸長148cm検出短軸長116cm壁高は25cm長軸方位はN葛78O -E。

平面形円形、断面逆梯子形。縄文前期土器小片出土したが、時期は不明である。
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D2号士坑　チー31G rで検出され、 H 5に切られる。残存長軸長150cm検出短軸長28cm壁高33cmを測

る。弥生後期鉢小片出土したが、時期は不明である。

D3号士坑　サ・シー17・18G rで検出されH15に切られ、 H19を切る。長軸長574。m検出短軸長228。m

壁高89cm。粘土採掘坑で幾度も掘り起こされ、平面形断面形とも不整形。 1へ4の土師器馨、角幹と

第1尖が切断されている角器製作残淳の落角が出土した。本址の時期は、出土遺物と6世紀中葉へ7

世紀初頭のH19を切り、 7世紀終末のH15に切られることから、 7世紀中葉に位置づけられる。

D4号土坑　ゲコー13・14G rで検出された。長軸長190cm検出矩軸長178cm壁高は19cm、長軸方位は

N-300 -W。平面楕円形、断面逆梯子形。弥生後期櫛摘波状文饗・赤彩土器小片出土、時期は不明である。

D5号土坑　コ・サー15・16G rで検出されH16・P53に切られる。長軸長242cm検出短軸長104cm壁高56

cm長軸方位はN-83○ ○W。平面楕円形、断面逆梯形。弥生後期琵・武蔵馨小片出土、時期は不明である。

D6号土坑　キー8 G rで検出され、長軸長208cm短軸長148cm壁高28長軸方位はN-62O -E、平面楕円

形、断面鍋底形。成獣で体高120へ125cmの小型ウマ1個体分が、右上側臥姿勢の全身交達状態で出土

した。解体されずに埋納されていた。土師器薄や須恵器杯・壷小片、刀子の破片が出土、時期は不明で

ある。

D7号士坑　キ・クー9 G rで検出されP77に切られる。長軸長120cm検出短軸長74cm壁高は14cm長軸

方位はN-48○ ○E。平面形楕円形、断面鍋底形。縄文時代後期加曽利B l式の深鉢出土。時期は縄文

時代後期中葉であろう。

D8号土坑　オ・カー5 G rで検出され、 P83に切られる。長軸長134cm短軸長78cm壁高10cm長軸方位

はN-25○ ○W。平面楕円形、断面逆梯形。出土遺物なく、時期等不明である。

D9号士坑　オ・カー3 G rで検出され、長軸長176cm検出短軸長60cm壁高20cm長軸方位はN-62O _E。

平面楕円形、断面テラス持つ逆U字形。出土遺物なく、時期等不明である。

D「O号士坑　キー7 G rで検出され、長軸長108cm検出矩軸長48cm壁高12cm長軸方位はN鵜85O _E。平

面楕円形、断面逆梯形。出土遺物なく、時期等不明であ菟16表西近津遺跡Ⅴ竪穴住居址一覧表

第4節　溝状遺構

M 「号溝状遺構

タ・チー28GrにありP87.P88に切られ、 H7を切る。北側と南側が調査区域外に延びる。断面部

分的にW字形。覆土に砂が多くみられ、北から南へ流下する河川跡。検出長4.12m、幅1.0-1.6m、深

さ29へ80cm、南北底面の比高差は20cmを測る。弥生後期壷、土師器琵出土したが、本址の時期は不明。

M 2号溝状遺構

ケ・コー14.15Grにあり、北側と南側が調査区域外に延びる。断面テラス持つU字形。覆土に砂・小

礫多くみられ、地形の傾斜と逆に南から北へ流れる河川跡。検出長3.6m、幅0.44-0.8m、深さ29へ

80cm、南北底面の比高差は10cmを測る。弥生後期壷、土師器嚢出土したが、本址の時期は不明である。

M 3号溝状遺構

ク11一サ16G rにみられた現道路と畑地との境港である。
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第Ⅳ章　西近薄遇跡Ⅴ

ノ

≡子　∈三三≡∃二三圭、12

剖4

亘> (cm)

二軍三一三寒

第188図　ピット及び遺構外出土遺物

第115表　ピット・遺構外出土遺物観察表

N〇、 �<������r���h�茨r�乂ｩ�Y¥ﾂ�俐Y�^�2�俘ﾉ�Xﾉr�冲ｨ����新　　　　　　党 劍�7�ｨ���

1 冑��Yﾜ��������"繧�度�ｸ�ｲ�澱�"�都�rﾃSR�正面にすり面　下端部に敲打痕 剳�3��

No: 僖h�����R���x���r�俐Y�XﾜR�俐Y�^�2�俐Y�Y�ｲ�偖���ｮ��締　　　　　　苑 劍�7�ｩ'R�

1 �7Y����5ﾙw���ﾜ��������2縒�釘絣��(��R��#3bﾃ32�上下端部に敲打痕　正裏に擦痕　砥石転用の敲石か 剳�Iu��

N寄, 偃ﾙ¥｢�擬踵 剋ｽ∴∴姦 劔剞ｬ形　事　績鬱・二法穣 劔鰹定燈()残存値<>丸底・ 
篇篠‡ �5��題額(爛) 凵�寘ｂｭ辟) 剽栫��M 劔dﾘ��枌�鰭∴∴肇 剌o土位置 

1 �>ｩ[b� � � � � 剪�断面実測 刪鼕� 

2 �>ｩ[b� � � � � 剪�断面実測 刪鼕� 

3 �>ｩ[b� � � � � 剪�断面実測 刪鼕� 

4 冢ﾙ�b�器台 � � �<6.与> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�回転実測　透 刪鼕� 

与 �7倡Hｮﾒ�士不 �(13,2) � �<3.与> 剌ｺ文 劍-h8�5�5�8｢�回転実測 刪鼕� 

6 �7倡Hｮﾒ�士不 �13,4 � 剽^,3 刪ﾃ文 劍7x8�5�5�8｢�完全実測 刪鼕〟AO丁「Ⅱ区 

7 �7倡Hｮﾒ�高士不 � � �<9.7> 剩t部へラミガキ→黒色処理　脚部へラナデ 劍7x8�7�4ｸ4ﾂ�完全実測 刪鼕� 

8 �7倡Hｮﾒ�璽 � �6.6 �<3,1> 刄nケ目 劍7x8�5�5�8ｨ��.ｩYH-h8�5�5�8｢�完全実測 刪鼕� 

9 �7倡Hｮﾒ�璽 �(21,2) � �<10,5> 凵｠緑ヨコナデ　胴部へラナデ 劍��|�8�5(6�6h��;yYH-h8�5�5�8｢�回転実測 刪鼕� 

10 ��ｸﾆ(ｮﾒ�士不 �(13,6) �(6.8) �3,8 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��8｢�回転実測内外 面に火だすき痕 刪鼕� 

11 ��ｸﾆ(ｮﾒ�碗? � � �<2.7> 刄鴻Oロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6b�完全実測 刪鼕� 

12 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓋 �(14,6) � �<1,8> 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h��5h鯖YH��5ﾘ-h8�5�5迄�b�回転実測 刪鼕� 

13 ��ｸﾆ(ｮﾒ�蓬 �(10.4) �6,4 �9.2 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��8｢�完全実測 刪鼕� 

14 ��カワラケ皿 �(8,2) �(与.0) �1.与 刄鴻Nロナデ 劍8ﾘ4�8ﾘ6�6h�亜�5ﾘ鏈��.��回転実測 刪鼕� 

1与 ��土製円盤 剽^.2 凾､.与 �1.4 � 剪� 刪鼕� 

:N〇、∴ �H���扱ｲ�几��穎��仭�Wi¥ﾂ�俐Y�Y}R�俐Y�Y^ｲ�����~ﾘ�����新　　　　　　党 劍�7�ｩ'R�

16 �7Y�����禿2����禿"�3��禿�����禿�F鼎凪�上部欠損　砥画数与　正面に条痕 劍耳ｨr�

17 �%ｮ�)&"���禿H�#s��禿�繝��禿�ﾃ3��禿H�#C���銃身部欠損　角関 劍耳ｨx��5�92�

18 �7��ｹV���f��竟B���俐Y�Xﾆ��ビﾃ���俐X抦ﾆ��疫篥R��禿2ﾃ���宙�ｸ�ｳ����調整　へラケズリ→ナデ　約1/2残存 劍耳ｨr�
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第116表　西近津遺跡Ⅴ竪穴住居址一覧表　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (cm)

遵綺麗 估ｩH�>Y�｢� 刮ｰし‾猿∵凝 ��俐x���(ｭ2���壕�9_ｹ�｢�騰　韓　纏辣蘭贋、襲類義硬擬繋 
蟻蓮雷蔵態嶺音 刮詞D顛　麺轟遮仁題韻^ 

Hl �6��X68�ｳ3(�S32� 劔披ﾓ��ｸ�ｵr�4ｨ7ﾘ6�8ﾉ¥y>ﾈｿr�H3-O丁「を切る。 
<118> 禿#����<349> 禿3�s��3与 

H2 冰ｸ璽3��6��ｳ3��S3��不正方形 劔披ﾓs��ｸ�ｴR� 
<24> �#sb�<340> 禿3#���2与 

H3 �6��ｳ32�68�ｳ38�S3B� 劔披ﾓ#x�ｸ�ｵr�H「に切られ、O丁lを切る。壁溝あり。P160×56×83　P272×64×78 
<148> 禿�s���40 

H4 �6��ｳ3��S3"� 劔披ﾓ#v�r�H2.P32.P33に切られる。P164×46×79　P234×32×60　P327×24×32 
<168> 冰���

H与 冰ｸ�X6��ｳ3�� 劔�����4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸�.(.)8ﾂ�H2に切られ、D2を切る。P140×<24>×33 
<268> 禿#c���<316> 禿#Sc��7与 

H6 �68�ｳ38�S3B�6X�ｳ3B� 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸�P「.P34に切られ、OT「を切る。P140×40×20 
<196> ��<66> ��45 

H7 �5��ｳ#x�S#�"� 劔披ﾓ�H�ｸ�ｵr�F「.Ml.P14に切られる。P134×24×55　P216×16×28　P320×16× 
29チー28・29 禿#C��� 禿鼎��<144> �*C���#h���C#H��#��紕騏����u颱c���#��緝���c#(��#��綯�

H8 �5ﾈ�ｳ#8�S#B� 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸�P162×54×7与　P264×与4×6与 
<82> ��<100> 禿�����28 

H9 �5��X5ｨ�ｳ#��S#"� 劔披ﾓ8�ｸ�ｴR�H「Oを切る。P184×(60)×与9　P248×32×22 
<1与2> 禿�s#��<132> 鼎��

H「O �5ｨ�ｳ#��S#"� 劔披ﾓ#(�ｸ�ｵr� 

(178) �� 禿�(��C��32 

H「「 �5ｨ�ｳ#2� 劔披ﾓ#��ｸ�ｵr�壁溝あり。 
424 禿�u聹�<84> �3��

H12 �5��ｳ#�� 劔披ﾓ#��ﾕr�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y8ﾈｯ�8｢�H13に切られ、H17を切る。 
<320> �� 禿#3c��30 

H13 �5��ｳ��� 劔披ﾓ���ｸ�ｵr�H12・H17を切る。 
<362> �� 禿�ツ��50 

H14 �5h�ｳ���5��ｳ��� 劔披ﾓ#��ｸ�ｵr�P120×<15>×19 

推定436 禿Cc���<44> 禿ツ��13 

H15 �5H�X5h�ｳ�x�S��� 劔披ﾓ3��ｸ�ｵr�4ｨ7ﾘ6映ｹ¥y(h甸�H19・D3を切る。 
282 ��<206> 禿�ツ��46 

H16 �5(�ｳ�H�S�u��S�b� 劔披ﾓ3x�ｸ�ｵr�D5を切る。P123×22×56　P267×42×13　P316×16×47　P4<24> 
サー1与・16 �� 禿3���<320> �#�����#(���r�

H17 �5h�ｳ���S#�� 劔披ﾓ�u��ｸ�ｵr�H12・H13.H19に切られる。P168×44×46　P248×44×29　P326×20 
スー19・2〇・21 ��<与16> ��<70> 妬u�����#(���C3H��#h���8���SC(�紊��紊2�

H18 �4ﾈ�X4��ｳ���S��� 劔披ﾓ�u��ｸ�ｵr�P158×56×88　P2<34>×<14>×21　P368×28×23　P456×<28> 
<376> ��<38> 田�����3����Sﾃ3c���3(��#����cﾃ�����#H�����

H19 �5h�ｳ��� 劔��H15.D3に切られ、H17.M7を切る。P188×<54>×57 
<236> �#b���#CH�紊���3x���3#(��#(��#H���CC���3���3X���S#h��#����r�

P632×26×48　P732×24×42 

第117表　西近津遺跡Ⅴ土坑計測表　　　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (cm)

運緩怠 �ﾉVHﾇ仗��平固形 梃ﾉgﾈﾘﾉ�ｲ�∵轟鞄繰 言懸想尉. ���'�+x������8���H�b�犠麗 �>X�����ｨ��~ﾙynx�*ｹ��9~ﾙ5��

D「 �5��ｳ#��円形 披ﾓs��ｸ�ｴR�148 禿��c��2与 �>ｩ[i��｢�

D2 �6��ｳ3��? ��(1う0) 禿#��33 秤u�,���.x.ｨ.��)nﾙ�hﾎ8ｯｩJｸ�"�

D3 �5H�X5h�ｳ�x�S���不整形 ��う74 禿##��89 買�*H,���.x.ｨ�����/���.��)7倡Hｮﾘ�8�X5h4ｨ,ﾉx隗��"�

D4 �5��X5(�ｳ�8�S�B�楕円形 披ﾓ3�2ﾕr�190 禿�s��19 冢ﾙ�hｼ����I�i6緯ｩ]��"�

D5 �5(�X5H�ｳ�u��S�b�楕円形 披ﾓ�3�ﾔR�242 禿��C��56 買�h�U�S8,���.x.ｨ.��)nﾙ�ij���Y���d��"�

D6 �4ﾈ�ｳ��楕円形 披ﾓc(�ｸ�ｴR�208 ��C��28 ��ｸﾆ(ｮﾘ贓W8�Y-���7倡Hｮﾙ�X�(4X7ﾓ�ﾌ)�ﾉZｨ�"�

D7 �4ﾈ�X4��ｳ��楕円形 披ﾓC��ｸ�ｴR�120 禿sC��14 ��sx,���.x.ｨ.��)>ｩ[h���9y�(�X�"�

D8 �4��X4ｨ�ｳR�楕円形 披ﾓc8�ｸ�ｵr�134 都��10 ���8,���.x.ｨ.��"�

D9 �4��X4ｨ�ｳ2�楕円形 披ﾓc&�R�176 禿c���20 ��

D「O �4ﾈ�ｳr�楕円形 披ﾓス�ｸ�ｴR�108 茶Cｒ�12 ��

M 4号溝状遺構

ケー12・13G rにあり、北西と南東側が調査区域外に延びる。検出長3.94m,幅0.64へ1.6m、深さ

37へ64cmを測る。断面形は部分的にテラス持つ逆梯子形。底面平坦で比高差、流水の痕跡ない。弥生

後期壷・饗、須恵器聾、灰粕瓶小片出土したが、本址の時期は不明である。

M 5号溝状遺構

カークー10Grにあり、 F4を切る。北側と南側が調査区域外に延びる。東側に幅広いテラスを持

つ、断面逆梯子形、検出長4.4m、幅1.68-1.84m、深さ43へ47cmを測る。南北底面の比高差はない。

土師器聾、須恵器饗、灰粕瓶小片、ウマの下顎臼歯2点・足根骨1点、ウマまたはウシの椎骨破片1

点、種同定困難なほ乳類の小片3点が出土した。本址の時期は不明である。

ー184-



第Ⅳ輩　西近津遁跡Ⅴ

第118表　西近津遺跡Ⅴピット計測表　　　　　　　　　　(残存値) <検出値> (cm)

韻灘亀 冲�O�)8ｭ��最終 �%ｨﾆ������深ま �)Y�2�犠∴韓 僞ｩyi~B�検出位薗∴ 伜ﾘ�2�;霜経 ��ｸ�2�一躍態 亰ｸ�葦��

P「 �68�ｳ32�44 禿3���1与 儻9k��こぶい黄褐色土(10YR4/3)軽石 ��Cr�サー16 �#��26 ��u��円形 乖ﾈ､I�i7茶���#B����)7倡Hｮﾘﾘ"�を多く含む。H6を切る。縄文中 期土器片、古墳璽片。 劔劍�iW9]���

P48 �5H�ｳ�b�56 鼎��20 �霹��褐灰色土(10YR4/1) 

P2 �68�ｳ3"�80 都"�37 ���霹�� ��C��サー16 田��与7 �3B�楕円形 乖ﾈ､I�i7茶���#B����

P3 �6��ｳ3"�う2 鼎b�与2 ���霹��灰黄褐色土(10YR与/2)。O丁「 ��u���サー16 ��42 �#��不明 乖ﾈ､I�i7茶���#B����)7倡Hｮﾘ�2�]��"�
を切る。武蔵璽片。 

音　P4 �6��X68�ｳ3��64 鉄��41 �霹��黒褐色土(10YR3/1)。武蔵薄片、 古墳璽片。 ��S��サー16 鼎��37 �3��円形 乖ﾈ､I�i7茶���#B����

P52 �5H�ｳ�b�18 茶�"��2与 儻9k��褐灰色土(10YR4/1) 

P5 �68�ｳ3��34 �3��9 �霹��黒褐色土(10YR3/1)。 ��S2�サー16 都��与8 鼎B�楕円形 乖ﾈ､I�i7��$Iu�/���.��)7倡HｮﾙGB�]��)nﾙ�iJｹ]��"�

P6 �6��X68�ｳ3��82 田��41 ���霹��黒褐色土(10YR3/1)。古墳杯片、 弥生土器片。 
P与4 �5(�ｳ�b�42 �3��18 �霹��褐灰色土(10YR4/1) 

音　P7 �6��X68�ｳ3��62 �*C��26 �霹��黒褐色土(10YR3/1)軽石多い。 ��*H*B�ケー13 ����18 ��B�円形 ��闌8ｨﾉ�i7茶���#2�2�"ﾈ�8ｨﾂ��i7茶���#2��8ﾘ�ｸ8�7h8ﾘ62�

P8 �5��ｳ#��70 田��18 �霹��灰黄褐色土(10YR丁5/2)。土師 
器璽片。 劔劍4�/�ｭﾈ-��"�

P9 冰ｸ璽#��う4 冰���与3 �霹��黒褐色土(10YR3/1) ��*Cb�ケー13 鉄2�46 �#2�楕円形 俛Xｨﾉ�i7茶���#"�2��

PlO �5��ｳ#��48 鼎b�24 �霹��黒褐色土(10YR3/1) ��Sr�ケー12 �3B�31 �3b�円形 ��ﾈﾙXｨﾉ�i7茶���#"�"�"ﾈﾙXｨﾂ��i7茶���#"�2�8ﾘ�ｸ8�7X8ﾘ6"�4�/�ｭﾈ-��"�

P「「 �5��ｳ#��48 鼎��15 �霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P12 �5��ｳ#��44 �3��25 �霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P与8 �5��ｳ�"�48 茶Cr��22 �霹��黒褐色土(10YR2/3)ローム粒子 
を含む。弥生壷片。 

P与9 �4��ｳ�"�30 禿##��38 儻9k��1,黒褐色土(10YR2/2)2,黒褐 
白土(10YR2/3)弥生蓬片。 

P60 �4��ｳ�"�50 鼎R�28 ���霹��弥生蓬片 

P61 �4��ｳ���129 妬u��43 儻9�霹�� 

P62 �4��ｳ�"�40 �3"�22 儻9�霹��黒褐色土(10YR2/3)ロームブ 
ロック含む。 

P63 �4��ｳ�"�37 �#r�13 ���霹��黒褐色土(10YR2/3)ロームブ 
ロック含む。 

P64 �5H�ｳ�b�24 �#��26 �霹��褐灰色土(10YR4/1)色味少な 
い。 

P65 �5H�ｳ�b�22 �#B�16 �霹��褐灰色土(10YR4/1)色味少な 
い。 

P66 �5H�ｳ�b�30 �#r�34 �霹��褐灰色土(10YR4/1)弥生壷片。 

P67 把E�h,兔���劔 

P68 �4��ｳ��43 禿�c��39 儻9k�� 

P69 把E�8,兔���劔黒褐色土(10YR2/3)ロームブ 
ロックを含む。 

P70 �4��ｳ2�78 冰���37 ���霹��F3P与を切る。 

P71 �4��ｳB�44 鼎��37 兩ｸﾆ��暗褐色土(10YR3/4) 

P72 把E�(,兔���劔 

P73 把E��h,兔���劔 

P74 �4ﾈ�ｳ��40 ��b�23 ���霹��暗褐色土(10YR3/3)黒褐色 土・ローム粒子を多く含む。土師 

器士不片。 

P7与 �4��ｳ���S���44 鼎��26 �霹�� 

P76 把E�H,兔���劔土師器高林片、内案‡不片。 

P77 �4ﾂ(4��ｳ��30 �#��4 ���霹��黒褐色土(10YR2/3)D7を切 
る。 

P78 �4ﾈ�ｳ��25 �#2�10 �霹��黒褐色土(10YR2/3) 

P79 �4��ｳB�54 茶CB��27 ���霹��1.黒褐色土(10YR3/2)2.にぶ い黄褐色土(10YR5/4)ローム主 

体。 

P80 �4ｨ�ｳr�(72) �*C��25 儻9k��黒褐色土(10YR2/3) 

P81 �4ﾈ�ｳ��S��70 田��20 �霹��暗褐色土(10YR3/3) 

P82 �4ｨ�ｸ*B�43 鼎2�与2 �霹��黒褐色土(10YR2/3)M6を切 
る。 

P83 �4ｨ�ｹu��26 茶#2��31 �霹��黒褐色土(10YR2/3)D8を切る。 
須恵器梁片、土師器内黒杯片。 

P84 �4ﾈ�ｳ��(50) 的u��20 儻9k��土師器杯片(与C後半)。 

P85 �4��ｳ���26 茶#b��24 �霹��暗褐色土(10YR3/4) 

P86 �68�ｳ32�与3 茶S���21 儻9k�� 

P87 �5��ｳ#��64 鉄��27 �霹��M「を切る。 

P88 �5��ｳ#��64 茶c"��44 �霹��M「を切る。 

P13 �6h�ｳ#��104 田��31 儻9�霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P14 �5��ｳ#��44 禿�C��44 儻9k��黒褐色土(10YR3/1)。H7を切る 

P15 把e�H,兔���劔黒褐色土(10YR3/1) 

P16 �5��ｳ#b�72 禿3#��26 儻9k��黒褐色土(10YR3/1) 

P17 �5��ｳ#b�(与2) 鼎B�13 �霹��褐灰色土(10YR4/1) 

P18 把e�処+�¥���劔褐灰色土(10YR4/1) 

P19 把e�h,兔���劔褐灰色土(10YR4/1)。弥生壷底 
部片。 

P20 �5��ｳ#r�48 鼎��42 �霹��褐灰色土(10YR4/1) 

P21 �5ﾈ�ｳ#r�48 鼎��16 �霹��褐灰色土(10YR4/1)。土師器璽 
片。 

P22 把e�8,兔���劔黒褐色土(10YR3/1) 

P23 把e�(,兔���劔褐色土(10YR4/6)。古墳璽片。 

P24 �5ﾈ�ｳ#b�36 �3��26 �霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P2与 把e�(,兔���劔黒褐色土(10YR3/1) 

P26 �5ﾈ�ｳ#b�32 �3"�13 �霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P27 把e��X,兔���劔黒褐色土(10YR3/1) 

P28 把e�x,兔���劔黒褐色土(10YR3/1) 

P29 �5ﾈ�ｳ#R�62 �3��17 儻9�霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P30 �5ﾈ�ｳ)u��88 都��9 �霹��黒褐色土(10YR3/「) 

P31 �5ﾈ�ｳ#H�S)u��72 田��75 ���霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P32 �6��ｳ3��36 栃�Sc��20 儻9k��褐灰色土(10YR4/1)。H4を切る 

P33 �6��ｳ3��26 �3b�34 儻9k��褐灰色土(10YR4/1)。H4を切るq 

P34 �68�ｳ32�34 禿3���24 �霹��褐灰色土(10YR4/1)。H6を切るq 

P35 �6��ｳ3�� ��31 儻9k��黒褐色土(10YR3/1)。縄文中期 
土器片、弥生土器片。 

P36 �5ﾈ�ｳ#B�48 鼎R�30 �霹��褐灰色土(10YR4/1)。ざらざら 
している。 

P37 �5ｨ�X5ﾈ�ｳ#B�82 都b�23 �霹��褐灰色土(10YR4/1)。ざらざら 
している。土師墾器片。 

P38 �68�ｳ3"�<48> 冰綯�44 儻9k��褐灰色土(10YR4/1)。土師器内 
黒土不片、弥生蛮片。敲石。 

P39 �6��ｳ3��<40> 的u��48 儻9k��褐灰色土(10YR4/1)。土師器内 
黒土不片。 

P40 冰ｸ璽#��32 禿#���20 儻9k��黒色土(10YR2/1)。 

P41 �5��ｳ#r�48 禿�凪�48 儻9k��黒色土(10YR2/1)。土師器璽片。 

P42 �5��ｳ#r�2与 禿�s��21 ���霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P43 �5��ｳ#b�36 �3��12 ���霹��黒褐色土(10YR3/1) 

P44 �5��ｳ#b�28 �#B�19 ���霹��黒褐色土(10YR3/1)。古墳薄片。 

P4与 �5H�ｳ�r�23 �#"�37 �霹��褐灰色土(10YR4/1)。敲石。 
D3を切る。 

P46 �5H�ｳ�r�71 �*C��34 儻9�霹��褐灰色土(10YR4/1)。D3を切 
る。土師器襲片。 

M 6号溝状遺構

オ・カー　5GrにありP82に切られ、北側と南側が調査区域外に延びる。幅120cmと幅30cmの二股

状に南側へ開く。幅広部分の検出長3.52m深さ25-38cm、幅狭部分の検出長2.3m深さ11-14cmを測

る。幅広部分断面形はU字形、底面から15cmに覆土4層の非常に良く締まる暗褐色土上に1-2 mの

ロームが貼られている。流水の痕跡はない。弥生後期饗、土師器薄出土したが、本址の時期は不明である。
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M 7号溝状遺構

シー18・19G rにありH19に切られ、 H17を切る。北側と南側が調査区域外に延びる。残存長2.3m、

幅1.24-1.4m、深さ48へ55cmを測る。断面形逆梯子形、底面平坦で比高差ない。本址の時期は、出

土遺物皆無であるが、 6世紀中葉へ7世紀初頭のH19に切られ、 5世紀後半へ6世紀初頭のH17を切

る重複関係から6世紀前半に位置づけられる。

第5節　古墳跡

O丁「号墳

チ・ツー32-34G rにありHl・H3・H6・P3に切られる。遺構の大半は、 「中部横断道」の長野県

埋蔵文化財センター調査区域にある。詳細は不明であるが、古墳時代前期の方墳といわれている。周

溝南東コーナーと西側一部が検出された。周溝検出長11m、幅0.88-0.94m、深さ72cmを測る。断面

形逆梯子形、底面平坦である。遺物は、縄文後期・土師器杯・須恵器聾の小片、滑石製の臼玉が出土し

た。本址の詳細は、長野県埋蔵文化財センター調査結果を参照されたい。

第6節　ピット

総数75基が検出され、 F 6周辺のソー24一チー32G rに集中している。大半が何らかの建物に関連し

た柱穴と思われるが、建物址として把握できなかった。出土遺物等は、第115表に掲載した。

第7節　遺構外出士道物

遺構確認時に素焼きの紡錘車(18)、短頸鍛(17)、砥石(16)が出土した。土器は縄文時代では、草創

期爪形文土器(1)、中期後半(2) ・後期前半(3)深鉢片がある。 4は弥生時代後期終末の器台であろ

うか。土師器は古墳時代中期杯(5・6)、後期の襲、高林等があり、須恵器は平安時代の杯・蓋・短頸

壷・土器片円板がある。

第Ⅴ章　まとめ

西近津遺跡群内で、平成18年一20年度に長野県埋蔵文化財センターにより「中部横断道」用地内の

25,000品こおよぶ広範囲が発掘調査された。 (以下、県西近津遺跡群と記す。)佐久市教育委員会実施

が実施した昭和46年度の第1次調査以降、平成23年度の第9次調査までの調査地点は、県西近津遺

跡群に近接した周辺にあたる。第4次の調査地点は、県西近津遺跡群の西方100mを南北に並行する。

第3次・第5次は、東方の周防畑遺跡群との境をなす低地に至る。

県西近津遺跡群の東西に延びる弥生時代後期といわれている大溝は、位置・出土遺物・形態の特徴か

ら第4次のM14号溝状遺構に繋がる可能性が高い。弥生時代後期の竪穴住居址群は、県西近津遺跡群

では、この大酒付近からいったん空白地帯があり、 150m程北の地点に再び現れる。この2地点の竪

穴住居址の在り方は、第3次一第5次の調査でも同様である。ただ、第4次のM14号溝状遺構付近と

第8次の竪穴住居址群は、これらと異なったものとみられ、さらに西方へ延びそうである。

多くの竪穴住居址等が検出された古墳時代後期・奈良・平安時代は、県西近津遺跡群の有り様がさら

に東西に拡大することを示している。該期の遺構では、第4次調査で検出された平安時代9世紀前半

のF 4号掘立柱建物址が特異である。大部分が調査区域外であるが、南北長6間12m検出東西長2間

3.6mの総柱、柱穴は1 mの深さで柱痕は30cmを超える。

特異と言えば、五輪塔の火輪のみ23個を壁面全周に積んだ第4次調査のD38号土坑である。佐久で

はもちろん初見であり、覆土の堆積状況から液体物を貯蔵していたのかと推察するしかない。五輪塔

は、 16世紀頃の所産であろう。

縄文時代では、後期堀之内式期の遺構と遺物が発見された。 「田切り」上の平坦地では、稀なことで

ある。第8次調査で検出された敷石住居址と土坑群が、さらに、北方と西方に広がりを見せているこ

とが第4次調査で確認された。西方100mの下長歌遺跡まで繋がる広範囲なものと思われる。
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西近津遺跡Ⅲ ・Ⅳの自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

西近津遺跡(長野県佐久市長土呂)は、浅間山西南麓を流下する湧玉川左岸の田切り地形によって画

された台地に立地する。本遺跡のこれまでの発掘調査では、弥生時代後期一平安時代の集落であるこ

とが明らかとされている。今回の西近津遺跡の発掘調査では、古墳一平安時代の竪穴住居跡をはじめ

として、掘立柱建物跡、土坑、溝状遺構などが確認されている。

本報告では、西近津遺跡Ⅲ・Ⅳより出土した炭化種実や骨類の同定および動・植物利用に関する検討

を目的として、種実同定および骨同定を実施した。

I.種実同定

1.試料

試料は、西近津遺跡Ⅲ(以下、 NTⅢ)より出土した種実遺体9試料(Mlへ9) 160個と、西近津遺

跡Ⅳ(以下、 NTⅣ)より出土した種実遺体9試料(博lO-18) 301個の、計18試料461個である。試料

は全て乾燥した状態で、プラケースに保管されている。各試料の詳細は一覧として、付表(添付CD

に収録)に示す。

2.分析方法

試料を双眼実体顕微鏡下で観察する。種実遺体の同定は、現生標本および石川(1994)、中山ほか

(2000)、小畑(2008)などを参考に実施し、結果を表に示す。なお、本分析では、主に栽培種の種実遺

体を対象として、デジタルノキスで長さ、幅、厚さの計測を行っており、計測結果の詳細は付表に示

した。分析後は、種実遺体を容器に戻して保管する。

3.結果

同定結果を表1に示す。全試料(‰1-18)を通じて、被子植物11分類群(木本のオニグルミ、クヌ

ギ、スモモ、モモ、草本のイネ、アワ、オオムギ、コムギ、ホタルイ属、マメ科(アズキ類)、マメ

科) 430個の種実が同定された。 2個は双子薬類と考えられるが、同定至らなかった。種実以外では、

炭化材が19個、土粒が10個確認された。

種実遺体は、全て炭化している。栽培種は、スモモの核が1個、モモの核が24個、イネの頴が40個、

穎・胚乳が66個、胚乳が264個、アワの穎・胚乳が1個、オオムギの穎・胚乳が4個、コムギの胚乳が11

個と、栽培種の可能性を含むマメ科(アズキ類)の種子が1個、マメ科(?含む)の種子が5個の、計

417個が確認され、全体の97%を占める。

栽培種を除いた分類群は、落葉広葉樹で堅果類のオニグルミの核の破片が6個と、クヌギの殻斗の

破片が3個、果実の破片が1個、子葉が1個、草本のホタルイ属が2個の、計13個が確認された。

以下に、炭化種実の遺跡別出土状況を述べる。

<NTⅢ>

・‰1(H3　Ⅱ区床上)

栽培種のモモが2個確認された。完形1個は約1/ 3個(頂部一側面)を欠損する。破片は1/ 3個

未満で、完形個体とは別個体である。
・‰.2(H3 Ⅳ区)

栽培種のモモの破片が6個(計1個分)確認された。
・‰3(H3　Ⅲ区床上)

栽培種の可能性があるマメ科(?含む)が3個確認された。
・‰.4(H3　Ⅲ区床上)
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栽培種のイネが1個確認された。
・M.5(H4　Ⅱ区ホリ方)

堅果類のクヌギの殻斗が3個、果実が1個、子葉が1個確認され、同一個体に由来する可能性が高

い。

・‰6(H7カマド)

栽培種のイネが89個(うち11個穎付着)、コムギが1個、栽培種の可能性があるマメ科(?)が1個の、

計90個と、双子薬類が2個確認された。
・M.7(H7No.1ピット内)

栽培種のイネが17個(うち4個穎付着)、アワが1個、マメ科(アズキ類)が1個の、計19個と、草本

のホタルイ属が2個確認された。ホタルイ属の果皮表面は平滑で、フトイやサンカクイの類に似る。
・M.8 (H7第16図3の土師器杯墨書)

栽培種のコムギが10個(完形3個、破片7個)確認された。
・ No.9 (H12束)

栽培種のスモモが1個確認された。

<西近津遺跡Ⅳ>
・M.10 (Hl)

栽培種のモモが3個確認された。完形1個は約1/ 3個分(腹面一側面)を欠損し、破片2個は接合

して約2/ 3個分程度、上半部を欠損する。
・Mll (Hl)

栽培種のモモが1個確認され、核側面一基部欠損の内部に種子がみられた。
・‰,12 (H12北床直上)

栽培種のイネが1個確認された。
・‰13 (H19Ⅳ区ホリ方)

栽培種のイネが262個(うち穎40個、穎付着50個)と、オオムギが3個の、計265個が確認された。

状態が良好なイネの胚乳100個の計測結果は、長さが最小3.2へ最大5.5 (平均4.17±標準偏差0.44)

mm、幅がl.5-3.4 (平均2.66±0.40) mm、厚さが1.1へ2.5 (平均1.85±0.29) mmである。また、粒大

(長さ×幅) ・粒形(長さ/幅) (佐藤, 1988)は、短粒が78%を占め、円粒が16%、長粒が6%と次ぐ(表

2,3)。さらに矩粒は、極小が45%、小型が32%、中型が1%である(表3)。

表2.炭化米の大きさ(1)

No,13;N丁Ⅳ H19 Ⅳ区ホリ方

長さ(mm)

最小　　最大　　平均　　　　標準偏差 最小　　　最大　　　平均　　　　標準偏差

厚さ(mm)

最小　　　最大　　　平均　　　　標準偏差

3.2　　　与.与　　　4 1 7　　±　　0.44　　　1.5　　　3.4　　　2.66　　±　　0,40　　　1.1　　　2.与　　1.8与　　±　　0.29

粒大(長さ×幅)　　　　　　　　　　　　　　粒形(長さ/幅)

最小　　最大　　平均　　　標準偏差　　最小　　最大　　平均　　　標準偏差　(n)

与.4　　16.9　1 1,13　　±　　2.28　　　1.1　　　2.5　　1,60　　±　　0.28　　　100

*計測値はデジタルノギスによる。粗大(長さ×幅)、粒形(長さ/幅)は、佐藤(1988)の定義に従う。

表2.炭化米の大きさ(2)

No13:NTⅣ H19 IV区ホリ方

粗大・粒形

円粒(1.0-1.4)

極小　　　小　　　　中　　　　大

(8-12) (12-16) (16-20) (20-)

短粒

(1.4-2.0)
長粒(2.0-)

極小　　　小　　　　中　　　　大　　　　極小　　　　小　　　　中　　　　大

(8-12) (12-16) (16-20) (20-)　(8-12)  (12-16) (16-20)　(20-)

8　　　　8　　　　0　　　　0　　　　　4与∴∴∴∴ 32　　　1　　　　0　　　　　6　　　　　0　　　　　0　　　　　0

*粗大(長さ×幅)、粒形(長さ/幅)は、佐藤(1988)の定義に従う。
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・‰14 (H19カマド)

栽培種のモモの破片が1個(約1/ 5個分)と、堅果類のオニグルミの破片が1個確認された。
・M.15 (H19 I区)

栽培種のオオムギが1個と、栽培種の可能性があるマメ科(ダイズ類?)が1個の、計2個が確認さ

れた。
・No16 (H27炉)

堅果類のオニグルミの破片が5個(計1/ 3個分)確認された。
・M17 (H3 1炉)

栽培種のモモの破片が5個(計1/ 2個分)確認され、 1個にネズミ類による食痕がみられた。
・‰.18 (H50)

栽培種のモモの破片が6個(計1/ 2へ2/ 3個分)確認された。 3個は接合し半分になる可能性が

ある。

4.考察

西近津遺跡Ⅲ・Ⅳから出土した種実遺体群からは、炭化した栽培種のスモモ、モモ、イネ、アワ、

オオムギ、コムギと、栽培種の可能性を含むマメ科(アズキ類や別系統を含む)が確認された。栽培種

は、種実遺体群全体の97%を占める。一方の栽培種を除いた分類群は、落葉広葉樹で堅果類のオニグ

ルミ、クヌギと、草本のホタルイ属が確認された。オニグルミは、川沿いなどの湿潤な肥沃地に生育

し、クヌギは丘陵一山地の二次林などに生育する落葉高木である。オニグルミは、子葉が生食可能で

栄養価も高く、長期保存可能で収量も多い有用植物であることから、古くから利用され、遺跡出土例

も多い。出土核は破片であることから、当時栽培種とともに利用された食料残津の可能性がある。ク

ヌギは高度なアク抜き工程を経ることで食用可能となるが、出土果実は殻斗がついた完全な状態と推

定され、現地性の高さが示唆される。水生植物のホタルイ属は、周辺の水湿地環境に生育していたと

考えられる。

Ⅲ.骨類同定

1.試料

試料は、西側近津遺跡Ⅲ・Ⅳの竪穴住居跡、溝、土坑などから出土した骨類62試料である(‰1へ

62)である。これらの試料の状態は区々であり、乾燥によると思われるる収縮やひび割れが生じる試

料や、表面に付着した土壌の除去(クリーニング)清の状態のもの、保存状態が極めて悪く、また脆弱

であるため土塊として取り上げられた状態の試料などがある。分析に供された試料の詳細は、一覧と

して結果とともに表4に示す。

2.分析方法

前処理は、試料の状態を確認した後、砂や泥分は、乾いた筆や竹串、あるいは水に浸した筆で静か

に除去する。一部の試料については、一般工作用接着剤を用いて接合する。保存が悪い試料に関して

は、バインダーなどを塗布し、補強を行う。

同定は、試料を肉眼および実体顕微鏡で観察し、その形態的特徴から種類および部位の特定を行う。

計測は、デジタルノキスを使用する。なお、ヒト歯牙の計測は、藤田(1949)に従った。

3.結果

西側近津遺跡Ⅲ・Ⅳより出土した骨類より検出した種類は、ヒト、ウマ、イノシシ、ニホンジカ、

ウシである(表3)。各試料の同定結果を表4に示す。また、骨格各部位の名称については、ウマを例

として図1に示す。以下に、各試料の結果を記す。

<NTⅢ>
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・‰1(Hl覆土)

ウシの角の可能性がある破片である。
・M.2(H4　Ⅱ区床面)

ウマの左上顎第3門歯の破片である。
・‰.3;(H6カマド内火床)

獣類の四肢骨の破片、部位不明破片である。獣類四肢骨は焼

骨、部位不明破片には焼骨と非焼骨がみられる。
・M4(H6　カマド袖内)

獣類の部位不明破片である。
・既5(H6カマド袖)

獣類の四肢骨片、部位不明破片などである。四肢骨は、焼骨

と非焼骨がみられる。

表3.出土骨の検出分類群一覧

脊椎動物門　Phylum Verteb「ata

哺乳綱　Cしass Mammalia

サル目(霊長目) Orde「 P「ImateS

ヒト科　Famiしy Homlnldae

ヒト　HomosaplenS

ウマ目(奇蹄目) O「de「 Pe「lSSOdactyしa

ウマ科　Fam=y Equidae

ウマ　EquuscabaしIus

ウシ目(偶蹄目) O「der ArtIOdactyla

イノシシ科　Famiしy Suidae

イノシシ　Susscrofa

シカ科　Famiしy Cervldae

ニホンジカ　Ce「vus nlPPOn

ウシ科　Famiしy BovIdae

ウシBos亡au「US

・M.6(H6　カマド束脇床面)

獣類の部位不明破片である。
・‰7(H6カマド)

獣類の四肢骨片である。焼骨である。
・既8(H6　カマド)

イノシシの第2/ 5中手骨/中足骨の速位端である。遠位端が未化骨で外れる。
・‰9(H6カマド)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・NolO (H6カマド)

ニホンジカの中手骨/中足骨の破片である。

・‰10 (H6　カマド)

獣類の四肢骨の破片である。焼骨である。
・M.11 (H12東)

ニホンジカの左横骨、左尺骨である。左横骨は、近位端の破片であり、近位端幅42.48mmを測る。

左尺骨は、速位端が欠損する。この他、榛骨ないし尺骨の破片がみられる。
・M.12 (H12床面東)

ニホンジカの腰椎の破損である。椎体板がみられるが、化骨化が終了しておらず、椎体と癒合して

いない。

・‰13 (H12)

ウマの左上顎第3門歯、左基節骨、左末節骨である。左の基節骨・末節骨は後肢である。末節骨は

ほぼ完存し、基節骨は近位端が破損する。この他に部位不明破片がみられる。
・M14 (H12サブトレ)

イノシシの可能性がある左右上腕骨速位端片、ウマの左横骨速位端片・左横側手根骨・左副手根骨

片・手根骨片、獣類の部位不明破片である。イノシシの可能性がある左右上腕骨は小型のサイズであ

る。
・No15 (H12)

ニホンジカの左上顎第2前臼歯片、獣類四肢骨片である。なお、四肢骨片の中には、幼獣の可能性

がある小型のサイズがみられる。
・‰16 (H12サブトレ)

大型獣類の肩甲骨の可能性がある破片である。
・M17 (H12サブトレ)

ニホンジカの椎骨、左脛骨である。椎骨は、椎体および破片がみられ、椎体では椎体板外れる。ま

た、左脛骨の近位端は、 54.37m皿を測る。この他、獣類の部位不明破片がみられる。
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表4.骨同定結果(1 )

No. �)�Ykﾂ�遺構名・出土位置 偃ﾙ}��部位 俚h燃�部分・状態 ��I|｢�被熱 儖Xﾖﾂ�

1 秘)ｨub�H「覆土 �4X5c��角? ��破片 �#�� ��

2 秘)ｨub�H4Ⅱ区床面 �4X7ﾒ�上顎第3門歯 俚b�破片 ���� ��

3 秘)ｨub�H6カマド内火床 偬)}��四肢骨 ��破片 ���○ ��

不明 ��破片 �"� ��

破片 �"�○ ��

4 秘)ｨub�H6カマド袖内 偬)}��不明 ��破片 ��h�� ��

う 秘)ｨub�H6カマド袖 偬)}��四肢骨 ��破片 ��� ��

破片 ���○ ��

四肢骨? ��破片 ��� ��

不明 ��破片 �2� ��

6 秘)ｨub�H6カマド東脇床面 偬)}��不明 ��破片 唐� ��

7 泌Hub�H6カマド 偬)}��四肢骨 ��破片 ����○ ��

8 泌Hub�H6カマド �486ﾘ5h5b�第2/与中手骨/中足骨 ��遠位端 ��� �8見%ｹih嶌ﾙﾈ､�.｢�

9 秘)ｨub�H6カマド 偬)}��不明 ��破片 釘�○ ��

10 泌Hub�H6カマド �6ｨ7ｨ985x4｢�中学骨/中足骨 ��破片 ��� ��

獣類 俶ﾈ闊ﾙﾂ� 僥ｩ]��4 ��ｲ� 

11 秘)ｨub�H12東 �6ｨ7ｨ985x4｢�棲骨 俚b�近位端 ��� �'�C"ﾃC��

尺骨 俚b�遠位端欠 ��� ��

榛骨/尺骨 俚b�破片 唐� ��

12 秘)ｨub�H12床面東 �6ｨ7ｨ985x4｢�腰椎 ��破損 ���� �,Y�ﾉL)j(嶌ﾙﾂ�

13 秘)ｨub�H12 �4X7ﾒ�上顎第3門歯 俚b�破片 ��� ��

基節骨 俚b�近位端破損 ��� ��

末節骨 俚b�破損 ��� ��

不明 ��破片 鼎B� ��

14 秘)ｨub�H12サブトレ �486ﾘ5h5c��上腕骨 俚b�遠位端破片 ��� ��

右 �8見%ｹFｩ]��1十 �� 

ウマ ��俛ﾂ�左 �8見%ｹFｩ]��1 �� 

横側手根骨 俚b�まぼ完存 ��� ��

副手根骨 俚b�破片 ��� ��

手根骨 ��破片 ��� ��

獣類 儻9k�� 僥ｩ]��21 �� 

1与 秘)ｨub�H12 �6ｨ7ｨ985x4｢�上顎第2前臼歯 俚b�破片 ��� ��

獣類 俶ﾈ闊ﾙﾂ� 僥ｩ]��3 �� 

破片 ���� 况8�#��

16 秘)ｨub�H12サブトレ 偬)}��肩甲骨? ��破片 ���� ��

17 秘)ｨub�H12サブトレ �6ｨ7ｨ985x4｢��)}��椎骨 ��椎体 釘� �,Y�ﾉL(､�.｢�

破片 ���� ��

脛骨 俚b�近位端 ��� �'�u紕�3r�

不明 ��破片 �3�� ��

18 秘)ｨub�H12カマド 偬)}��不明 ��破片 ���○ ��

19 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�大腿骨 俚b�破片 ���� ��

左 仗�ｩ%ｹFｩ]��1 �� 

遠位端破片 �"� ��

脛骨 俚b�遠位端欠 ���� ��

左 �8見%ｲ�1 �� 

右 �8見%ｸﾈr�1十 �� 

右 �8見%ｹFｩ]��1 �� 

踵骨 俚b�破片 ��� ��

右 僥ｩ]��1十 �� 

距骨 俚b�破損 ��� ��

右 僥ｩ���1 �� 

中心足板目 俚b�まは完存 ��� ��

右 �-ﾈ,ﾘｪ��b�1 �� 

第1十2足根骨,第4足根骨 俚b�破片 ���� ��

第4足根骨 �R�破片 ��� ��

第3足根骨 俚b�まは完存 ��� ��

第1十2足根骨,第3足根骨,中足 骨近位端 �R�破片 ��� �7弌(�2�

第2中足骨 俚b�破片 ���� ��

第3中足骨 俚b�遠位端欠 ��� �'�CX�ﾒ�

第4中足骨 俚b�破損 ��� ��

第2中足骨,第3中足骨 �R�破片 ��� ��

<凡例>

P前臼歯. M:後臼歯. Bp:近位端幅.
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表4.骨同定結果(2)

No. �)�Ykﾂ�遺構名・出土位置 偃ﾙ}��部位 俚h燃�部分・状態 ��I|｢�被熱 儖Xﾖﾂ�

19 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�第4中足骨 �R�破損 ��� ��

第3中足骨 ��遠位端 ��� ��

基筋骨 ��近位端 ��� ��

後肢 ��破片 塔��� ��

20 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�寛骨 �R�破片 ���� 疲�)u�,i:�ｨﾙﾂ�

21 泌Hub�D13 �4X7ﾒ�寛骨 俚b�破損 ���� ��

22 泌Hub�D13 �4X7ﾒ�大腿骨 �R�近位端欠 ��� ��

膝蓋骨 �R�破損 ��� ��

23 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�4X5b�肋骨 ��破片 �3�� ��

24 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�4X7ﾒ�4X5b�上顎第1門歯 俚b�破片 ��� ��

肋骨 ��破片 冰�2� ��

2与 秘)ｨub�D13 �4X7ﾒ�寛骨 �R�破片 ��ｲ� 疲�#�,i:�ｨﾙﾂ�

大腿骨 �R�近位端片 ��� ��

不明 ��破片 �32� ��

26 秘)ｨub�H与Ⅳ区 �6ｨ7ｨ985x4｢�臼歯 ��破片 ���ｨ�� �:�ｨ餽杞,ﾉFｩ]��

27 泌Hur�H12炉内覆土 偬)}��下顎骨? ��破片 ���○ ��

28 秘)ｨur�H12南床直上 偬)}��不明 ��破片 釘�○ ��

29 秘)ｨur�H19掘方 偬)}��不明 ��破片 ���○ ��

30 秘)ｨur�H21炉1 偬)}��下顎骨? ��破片 ���○ ��

31 秘)ｨur�H22炉2 偬)}��不明 ��破片 �"�○ ��

32 秘)ｨur�H22炉2 偬)}��不明 ��破片 �"�○ ��

33 秘)ｨur�H23I区覆土 �4X7ﾒ�下顎臼歯 �R�破片 ���� ��

34 秘)ｨur�H27炉 偬)}��不明 ��破片 塗���� ��

35 秘)ｨur�H31内集石(撹乱) �4X5b�下顎第1後臼歯 俚b�破片 ��ｲ� ��

36 秘)ｨur�H31炉 偬)}��不明 ��破片 �"�○ ��

37 秘)ｨur�H34No.之 偬)}��四肢骨 ��破片 鼎��� ��

38 秘)ｨur�H37カマド内灰 偬)}��不明 ��破片 ���○ ��

39 秘)ｨur�H与0カマド内 偬)}��四肢骨 ��破片 ���○ ��

40 泌Hur�M1与 �4X7ﾒ�下顎第1門歯 �R�破損 ��� ��

大腿骨 �R�破片 ��� ��

遠位端破片 ��� ��

腰骨 ��近位端 ��� ��

四肢骨 ��破片 �#B� ��

41 秘)ｨur�M1与 �4X7ﾒ�下顎第1門歯 俚b�破片 ��� ��

門歯 ��破片 ���� ��

42 泌Hur�M15 �6ｨ7ｨ985x4｢�下顎骨 �R�破片 ��� ��

43 秘)ｨur�M15No「 �4X7ﾒ�下顎骨 俚b�破損 ���� ��"ﾔﾓ9��zr�

右 僥ｩ���1十 ��P2-M3植立 

破片 ������ ��

44 秘)ｨur�D4No,1 �7�6r�頭蓋骨 ��破片 ���� ��

上顎側切歯 俚b�破片 ��� ��

上顎犬歯 俚b�破損 ��� ��

下顎第2大臼歯 俚b�破損 ���� ��

上顎第3大臼歯 �R�破損 ��� ��

下顎第3大臼歯 �R�破片 ��� ��

4与 泌Hur�D4No2 �7�6r�大腿骨? ��破片 ��ｲ� ��

46 秘)ｨur�D4No3 �7�6r�四肢骨? ��破片 ��ｲ� ��

47 秘)ｨur�D4博o4 �7�6r�脛骨? ��破片 ���� ��

48 泌Hur�D4 �7�6r�不明 ��破片 ���� ��

49 秘)ｨur�D与No.4 �7�6r�脳頭蓋骨 ��破片 ��� ��

頭蓋骨 ��破片 途� ��

切歯 ��破片 ���� ��

第1頚椎 ��破片 ��� ��

50 秘)ｨur�D与No,4 �7�6r�頭蓋骨 ��破片 ��u����� ��

51 秘)ｨur�D5 �7�6r�頭蓋骨 ��破片 ��� ��

上顎中切歯 俚b�まは完存 ��� 冕(ｯ)mRﾉdx�+ﾈﾎ2�

52 秘)ｨur�D7No.1 �4X7ﾒ�榛骨 俚b�近位端破片 ��� ��

尺骨 俚b�近位端 ���� ��

標骨/尺骨 俚b�破片 �3����� ��

与3 秘)ｨur�D7No.2 �6ｨ7ｨ985x4｢�角 ��破片 ���� ��移ﾙtﾂ�

与4 秘)ｨur�D7 偬)}��肋骨 ��破片 �"�○ ��

う4 秘)ｨur�D7 偬)}��四肢骨 ��破片 �8�� ��

<凡例>

P前臼歯. M:後臼歯. Bp:近位端幅.
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表4.骨同定結果(3)

No. �)�Ykﾂ�遺構名・出土位置 偃ﾙ}��部位 俚h燃�部分・状態 ��I|｢�被熱 儖Xﾖﾂ�

与4 秘)ｨur�D7 偬)}��四肢骨 ��破片 �2ｲ� ��

破片 ���○ ��

不明 ��破片 途�○ ��

55 泌Hur�D「ONo,2 �4X7ﾒ�4X5b�四肢骨 ��破片 ���� �7弌(�2�

ら6 泌Hur�D「ONo、3 偬)}��四肢骨 ��破片 都��� ��

57 秘)ｨur�D59 偬)}��不明 ��破片 ����� ��

破片 ��� �7弌(�2�

与8 泌Hur�M4No.1 �4X5b�中手骨 �R�破片 ��ｲ� ��

59 秘)ｨur�M4No.2 �4X7ﾒ�上顎第3/4前臼歯 俚b�破片 ��� ��

60 泌Hur�M4No,3 �6ｨ7ｨ985x4｣��角? ��破片 湯� ��

61 秘)ｨur�M4No.4 �6ｨ7ｨ985x4｢�中手骨/中足骨 ��破片 ��� ��

ニホンジカ? 乂��� 僥ｩ]��7　十 �� 

62 泌Hur�ひ64確認面 偬)}��不明 ��破片 �(�� �7弌(�2�

<凡例>

P:前臼歯. M:後臼歯. Bp:近位端幅.

1.上顎第3後臼歯. 2.上顎第2後臼歯. 3.上顎第1後臼歯. 4.上顎第4前臼歯. 5.上顎第3前臼歯. 6.上顎第2前臼歯.

7.上顎犬歯(雄のみ). 8.上顎第3門歯. 9.上顎第2門歯. 10.上顎第1門歯. 1l.下顎第3後臼歯. 12.下顎第2後臼歯.

13.下顎第1後臼歯. 14.下顎第4前臼歯. 15.下顎第3前臼歯. 16.下顎第2前臼歯. 17.下顎犬歯(雄のみ). 18.下顎

第3門歯. 19.下顎第2門歯. 20.下顎第1門歯. 21.頭蓋. 22.下顎骨. 23.頚椎. 24.第一胸椎. 25.胸椎. 26.最後位

胸椎. 27.腰椎. 28.最後位腰椎. 29.仙骨. 30.第一尾椎. 31.尾椎. 32.第一肋骨. 33.最後位肋骨. 34.軟肋骨.

35.剣状軟骨. 36.肩甲骨. 37.上腕骨. 38.榛骨. 39.尺骨. 40.手根骨. 41.中手骨. 42.指骨(基節骨). 43.指骨(中節骨).

44.指骨(末節骨). 45.基節骨種子骨. 46.腸骨. 47.坐骨. 48.大腿骨. 49.脛骨. 50.膝蓋骨. 51.足根骨. 52.中足骨.

53.址骨(基節骨). 54.址骨(中節骨). 55.址骨(末節骨). 56.排骨.

図1.ウマ骨格各部の名称(加藤・山内,2003に加筆)

表与. D4出土人骨の歯式

右　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左

N0.44 唐�7 澱�5 釘�3 �"�1 ���2 �2�4 迭�6 途�8 

N丁ⅣD4No.1 �� �� �� �� 迄�R�i2 �2�P「 ��"�M「 晩"�M3 

出土人骨 晩2�M2 蛮�R�P2 ���R�C 俣"�i「 

上顎 ��ｲ�◎ ��ﾒ� �� ��◎ �R�○ ��ｲ�⑥ �R�◎ �� 

下顎 ��ｲ�⑥ ��ﾒ� �� �� �� ��ﾒ�◎ ��ﾒ�⑥ ��ｲ� 

<凡例> �� �� �� �� 

⑥:植立.0:遊離. �� �� �� �� 
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・蝿.18 (H12カマド)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・肌19 (D13)

ウマの後肢である。左大腿骨片、左右脛骨、左右踵骨、左右距骨、左右中心足根骨、左右第1十2

足根骨、左右第3足根骨、左右第4足根骨、左右第2中足骨、左右第3中足骨、左右第4中足骨、基

節骨などが確認される。踵骨・距骨・足根骨と第2へ4中足骨は、それぞれ塊状に取り上げられており、

左右が接する状態である。左第3中足骨は、近位端幅約45mm前後を測る。
・M20 (D13)

ウマの右寛骨の破片である。 No25と同一骨である。
・肌21 (D13)

ウマの左寛骨である。
・賄22 (D13)

ウマの右大腿骨、右膝蓋骨である。大腿骨は近位端が欠損する。
・M23 (D13)

ウマ/ウシの肋骨の破片である。
・‰24 (D13)

ウマの左上顎第1門歯、ウマ/ウシの肋骨の破片である。
・‰25 (D13)

ウマの右寛骨、右大腿骨である。右寛骨は、 ‰20と同一骨の破片である。右大腿骨は寛骨臼に納

まっており、大腿骨頭部である。この他、部位不明破片がみられる。
・M.26 (H5 Ⅳ区)

ニホンジカの臼歯の破片である。同一歯牙の破片である。

<西近津遺跡Ⅳ >

・‰27 (H12炉内覆土)

獣類の下顎骨の可能性がある破片である。焼骨である。
・‰28 (H12南床直上)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・ No.29 (H19掘方)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・‰.30 (H21炉1)

獣類の下顎骨の可能性がある破片である。焼骨である。
・‰31 (H22炉2)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・M.32 (H22炉2)

獣類の部位不明破片である。焼骨である。
・M.33 (H23　工区覆土)

ウマの右下顎臼歯片である。
・‰34 (H27炉1)

獣類の部位不明破片である。
・ No35 (H31内集石(撹乱))

ウシの左下顎第1後日菌片である。
・M36 (H31炉)

獣類の部位不明の破片である。焼骨である。
・M.37 (H34No2)

獣類の四肢骨の破片である。
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・‰38 (H37カマド内灰)

獣類の部位不明の破片である。焼骨である。
・M.39 (H50カマド内)

獣類の四肢骨の破片である。焼骨である。
・ No40 (M15)

ウマの右下顎第1門歯である。
・ M.40 (M15)

ウマの右大腿骨片、速位端片、脛骨近位端片、四肢骨片である。
・ No41 (M15)

ウマの左下顎第1門歯片、門歯片である。
・M.42 (M15)

ニホンジカの右下顎骨である。下顎枝部の破片である。

・ No43 (M15No.1)

ウマの左・右下顎骨である。左右とも第2前日菌一第3後日菌までがみられる。土塊状として取り

上げられており、右側を上にした状態である。乾燥によるひび割れが生じており、形状を保つものの

破片となっていたため、可能な限り復元を行った。なお、復元する際に臼歯高を測定した。右第2

前臼歯を測ることができなかったが、それ以外の臼歯高は、左側の第2前日菌が43.02mm、第3前日

菌が56.74mm、第4前日菌が66.47mm、第1後日菌が62.70mm、第2後日菌が67.23mm、第3後臼歯が

67.46mm、右側の第3前日菌が56.66mm、第4前日菌が67.21mm、第1後臼歯が61.47mm、第2後臼歯が

66. 94mm、第3後臼歯が67. 17mmを測る。全日歯列長179mmを測る。

・No.44 (D4‰1)

土塊状として取り上げられたヒトの頭蓋骨である。土塊から骨を外すと形質を保てないと判断され

たため、ある程度砂・泥分を除去して観察した。左側を上にした状態であるが、土庄を受けて変形し

ており、脳頭蓋の左側が割れて内側へと陥没する。上顎骨、下顎骨は比較的良好に残り、歯牙も観察

される(表5)。なお、左上顎側切歯の歯冠幅(近遠心径)が6.35m皿、同歯冠厚(頬舌径)が6.02mm、左上

顎犬歯の歯冠幅(近遠心径)が7.6lmm、同歯冠厚(唇舌径)が8.34mm、左下顎第2大日菌の歯冠幅(近遠

心径)が11. 28mm、同歯冠厚(頬舌径)が10. 79mm、右上顎第3大臼歯の歯冠幅(近遠心径)が8.69mm、同

歯冠厚(頬舌径)が11. 19m皿、右下顎第3大日菌の歯冠幅(近遠心径)が9.78m皿、同歯冠厚(頬舌径)が9.

77mmを測る。

・博45 (D4No.2)

土塊状として取り上げられた四肢骨である。露出部が粉状となり、土塊から骨を外すと形質を保て

ないと判断されたため、ある程度砂・泥分を除去して観察した。 M.44と同一遺構から出土しているこ

とからヒトと判断した。両端が破損した骨体のみが残る。部位を確定できないが、現長260mm程度で

径25mm前後あること、さらに断面が丸みを帯びることから、大腿骨の可能性がある。
・M.46 (D4No3)

土塊状として取り上げられた骨である。本試料も土塊から骨を外すと形質を保てないと判断され、

M.44と同一遺構から出土していることからヒトと判断した。四肢骨の可能性がある。
・No47 (D4 No4)

土塊状として取り上げられた四肢骨である。本試料も露出部が粉状となり、土塊から骨を外すと形

質を保てないと判断された。 No.44と同一遺構から出土していることからヒトと判断した。骨体のみが

部分的に残る状態である。部位を確定できないが、現長140mm程度、径25mm前後である。平らな面が

存在するようにも見えることから、脛骨の可能性もある。
・No48 (D4)

粉状となった破片である。 No44と同一遺構から出土していることからヒトと判断した。部位不明破

片である。
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・‰49 (D5 No.4)

土塊状として取り上げられたヒトの頭蓋骨である。本試料も土塊から骨を外すと形質を保てないと

判断されたため、ある程度砂・泥分を除去して観察した。前頭骨、左右頭頂部、第1頸椎が認められ、

右頭頂骨を下にした状態である。第1頚椎は眼竃部に位置する。冠状縫合の内側は閉じていない。ま

た、骨質も薄い。この他、頭蓋骨片、切歯片が認められる。
・M50 (D5)

M.49と同一遺構から出土していることからヒトと判断した。頭蓋骨の破片である。
・M.51 (D5)

ヒトの頭蓋骨片、左上顎中切歯である。左上顎中切歯はほぼ完存する。未較耗で、所出直後とみら

れる。
・‰.52 (D7 No.1)

ウマの左横骨、左尺骨である。左模骨は、近位端の微細片であるが、左尺骨と関節することから判

断した。左尺骨も近位端が残る。この他、左槙骨/尺骨の破片がみられる。
・‰53 (D7 No.2)

ニホンジカの角の破片である。切痕がみられる。

・既54 (D7)

獣類の肋骨、四肢骨、部位不明破片がみられる。肋骨、四肢骨の一部、部位不明破片は焼骨、四肢

骨の一部は非焼骨である。
・M.55 (DlOM.2)

ウマ/ウシの四肢骨の破片である。土塊状である。
・M.56 (DlONo.3)

獣類の四肢骨の破片である。
・M.57 (D59)

獣類の部位不明の破片である。一部、土塊状である。
・‰58 (M4 No.1)

ウシの右中手骨の破片である。速位端は欠損し、近位端も破損する。
・‰59 (M4 No.2)

ウマの左上顎第3/ 4前日菌の破片である。
・‰60 (M4No3)

ニホンジカの角の可能性がある破片である。

・‰61 (M4No4)

ニホンジカの中手骨/中足骨の破片、ニホンジカの角の可能性がある破片である。

・ -M62 (ひ64確認面)

獣類の部位不明の破片である。土塊状である。

4.考察

西近津遺跡Ⅲ・Ⅳより出土した骨類62試料からは、ヒト、ウマ、イノシシ、ニホンジカ、ウシ、種

類不明の獣類が確認された。

イノシシやニホンジカは、日本各地の遺跡において古くより出土することが知られている。本遺

跡では、イノシシは、 NTⅢ H6　カマドから第2/5中手骨/中足骨の破片が検出された程度であり、

個体数としては少ない。遠位端が未化骨で外れており、幼獣とみられる。また、 NTⅢH12サブト

レで検出されたイノシシの可能性がある左右上腕骨も大きさから幼獣と判断される。ニホンジカは、

のべ6遺構(NTⅢH6、 NTⅢH12、 NTⅢH5、 NTⅣM15、 NTⅣD7、 NTⅣM4)より確認

された。ニホンジカは、成獣とともに、 NTⅢ　H12で検出された椎骨で椎体板が外れる資料が確認

されることから、幼獣も狩猟の対象となっていた可能性がある。また、 NTⅣD7で検出されたニホ
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ンジカの角には、切痕が認められたことから、道具としての利用なども推定される。なお、種類不明

の獣類の中には、焼骨が認められた。炉やカマドからの試料を主体とする状況から、食利用の痕跡あ

るいは残津処理の状況を示すと考えられる。

ウマおよびウシは、家畜として存在していたものに由来すると考えられる。ウシに関しては、 N

TⅢ　Hlのウシの可能性がある角、 NTⅣH31内集石(撹乱)の左下顎第1後日菌、 NTⅣ M4で

右中手骨が検出される程度である。出土数が少ないため、利用の形態についての詳細は不明である。
一方、ウマは、多くの遺構(NTⅢH4、 NTⅢH12、 NTⅢD13、 NTⅣH23、 NTⅣM15、 NT

ⅣD7、 NTⅣM4)から出土する。地点別の出土数(試料数)を見ると、 NTⅢD13が最も多く、 N

TⅢH12、 NTⅣM15がこれに次ぐ。 NTⅢD13では、主に後肢が出土し、左右の踵骨・距骨・足根

骨と第2へ4中足骨が近接する状態である。このことから、左右の後肢を揃えた状態が埋存してい

た可能性がある。なお、左第3中足骨の近位端幅が約45mm前後を測る。林田・山内(1957)、西中川ほ

か(1991)を参考とすると、体高120-125cm程度となり、木曽馬・御崎馬クラスの中型馬に相当する可

能性がある。次に、 M15で出土した下顎骨は、西中川ほか(1991)を参考とすると、臼歯高の計測値

から4へ5歳程度のウマと推定される。また、全日歯列長179mmを測ることから、サラブレット並み

の体高となる可能性があり、大型馬と判断される。なお、ウシ、ウマについては、焼骨がみられず、

また解体に伴う切痕も観察されなかった。ただし、出土骨の状況をみると、 NTⅢD13が全身骨格、

NTⅢH12が前肢、 M15が後肢を主体とする。本遺跡周辺(浅間山南麓)には、平安時代以降におい

て、塩野牧や長倉駅といったウマの繁殖・利用に関する施設が置かれていたと推定されている(御代

田町教育委員会, 1989)。

ヒトは、 NTⅣD4・D5試料に確認された。 D4の出土人骨は、左側を上にした状態であること

から横臥状態で埋葬されていたことが推定される。本田土人骨には、右上顎第3大日歯がみられ、ま

た左下顎第3大日菌も萌出した痕跡が認められることから、 16歳程度以上の成人に達していたことが

わかる。また、岐耗状況は、左側の上・下第2大日菌が象牙質が僅かに露出する程度、第3大臼歯が
エナメル質岐耗にとどまる。これより、成年(16へ20歳程度)後半から壮年(20-39歳程度)前半と推定

される。歯牙計測値を植田(1959)と比較すると女性的と判断されるが、眉上隆起、乳様突起、外後頭

骨隆起などの性差の特徴が現れる箇所が観察できなかったため、性別の詳細は不明である。
一方、 D 5の出土人骨は、右頭頂骨が土坑底部に接する状態であったとみられるが、埋葬方法につ

いては調査所見による確認が必要である。頭蓋は、全体的に骨厚が薄く、冠状縫合の内側が閉じてい

ない。また、左上顎中切歯がみられるが、未岐耗であり、所出直後に近い時期であったと思われる。

これより、本人骨は8へ10歳程度の小児程度と考えられる。性別はついては不明である。
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図版1種実遺体(1)

1.オニグルミ　核(NTⅣ H27炉;16)

2.クヌギ殻斗(NTⅢ H4　Ⅱ区ホリ方;5)

3.クヌギ果皮(着点)(NTⅢ H4　Ⅱ区ホリ方;5)

4.クヌギ子葉(NTⅢ H4　Ⅱ区ホリ方;5)

5.スモモ核(NTⅢ H12東;9)

6.モモ核(ネズミ類食痕)(NTⅣ H31炉;17)

7.モモ核・種子(NTⅣ Hl;11)
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図版2種実遺体(2)

8.イネ穎・胚乳(NTⅣ H19 Ⅳ区ホリ方;13)

9.イネ胚乳(NTⅣ H19 Ⅳ区ホリ方;13)

10.イネ胚乳(NTⅣ H19 Ⅳ区ホリ方;13)

11.アワ穎・胚乳(NTⅢ H7恥lピット内;7)

12.オオムギ穎・胚乳(NTⅣ H19 Ⅳ区ホリ方;13)

13.オオムギ穎・胚乳(NTⅣ H19 I区;13)

14.コムギ胚乳(NTⅢ H7カマド;6)

15.コムギ胚乳(NTⅢ H7検曲面部墨書内;8)

16.マメ科種子(NTⅢ H3 Ⅲ区床上;3)

17.マメ科種子(ⅣTⅣ H19 I区;15)

18.マメ科(アズキ類)種子(NTⅢ H7 No.1ピット内;7)

19.ホタルイ属(平滑型)果実(NTⅢ H7 No.1ピット内;7)
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図版3　出土骨(1)

1.ヒト　頭蓋骨(NTⅣ D4 M‥1;44)

3.ヒト　大腿骨?(NTⅣ D4 No..2;45)

5.ヒト　四肢骨?(NTⅣ D4 No..3;46)

7.ヒト　左上顎中切歯(NTⅣ D5;51)

9.ウマ左上顎第3門歯(NTⅢ H12;13)

11.ウマ左榛側手根骨(NTⅢ H12サブトレ;14)

13.ウマ左基節骨(NTⅢ H12;13)

15.ウマ右下顎臼歯(NTⅣ H23 I区覆土;33)

17.ウマ左下顎第1門歯(NTⅣ H52;41)

19.ウマ脛骨(NTIⅤ M15;40)

21.ウマ右下顎骨(NTⅣ M15 No.. 1;43)

23.ウマ左尺骨(NTⅣ D7 No.. 1;52)

21

2.ヒト　右下顎第3大臼歯(NTⅣ D4 No..1;44)

4.ヒト　脛骨?(NTIⅤ D4 No..4;47)

6.ヒト　脳頭蓋骨(NTⅣ D5 No..4;49)

8.ウマ左上顎第3門歯(NTⅢ H4　Ⅱ区床面;2)

10.ウマ左榛骨(NTⅢ H12サブトレ;14)

12.ウマ左副手根骨NTⅢ H12サブトレ;14)

14.ウマ左末節骨(NTⅢ H12;13)

16.ウマ右下顎第1門歯(NTⅣ M15;40)

18.ウマ右大腿骨(NTⅣ H52;40)

20.ウマ左下顎骨(NTⅣ M15 No.. 1;43)

22.ウマ左横骨(NTⅣ D7 No.. 1;52)

24.ウマ左上顎第3/4前臼歯(NTⅣ M4 No..2;59)
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図版4出土骨(2)

左上顎第1門歯(NTⅢ D13;24)

右寛骨(NTⅢ D13;20)

左大腿骨(NTⅢ D13;19)

右大腿骨(NTⅢ D13;25)

右膝蓋骨(NTⅢ D13;22)

左脛骨(NTⅢ D13;19)

右脛骨(NTⅢ D13;19)

左踵骨(NTⅢ D13;19)

左距骨(NTⅢ D13;19)

左中心足根骨(NTⅢ D13;19)

右第4足根骨(NTⅢ D13;19)

53

26.ウマ左寛骨(NTⅢ D13;21)

28.ウマ右寛骨(NTⅢ D13;25)

30.ウマ左大腿骨(NTⅢ D13;19)

32.ウマ右大腿骨(NTⅢ D13;22)

34.ウマ左脛骨(NTⅢ D13;19)

36.ウマ右脛骨(NTⅢ D13;19)

38.ウマ左右足根骨等出土状況(NTⅢ D13;19)

40.ウマ　右踵骨(NTⅢ:D13;19)

42.ウマ右距骨(NTⅢ D13;19)

44.ウマ右中心足根骨(NTⅢ D13;19)

46.ウマ左第3足根骨(NTⅢ D13;19)

右第1十2足根骨,第3足根骨,中足骨近位端(NTⅢ H16;19)

左右第2~4中足骨出土状況(NTⅢ D13;19)49.ウマ左第2中足骨(NTⅢ D13;19)

左第3中足骨(NTⅢ D13;19)

右第4中足骨(NTⅢ D13;19)

第3中足骨(NTⅢ D13;19)

51.ウマ左第4中足骨(NTⅢ D13;19)

53.ウマ右第2中足骨,第3中足骨(NTⅢ:D13;19)

55.ウマ基節骨(NTⅢ D13;19)
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付篇

図版5出土骨(3)

、もノ`㌔ぅ言　　-　　ノ弓′i′リア

5cm

61a　　　虹　61b

し○○こ-菌-ま
56.イノシシ第2/5中手骨/中足骨(NTⅢ H6カマド;8)

58.イノシシ?右上腕骨(NTⅢ H12サブトレ;14)

60.ニホンジカ左上顎第2前臼歯(NTⅢ H12;15)

62.ニホンジカ椎骨(NTⅢ H12サブトレ;17)

64.ニホンジカ左尺骨(NTⅢ H12東;11)

66.ニホンジカ　臼歯(NTⅢ H5 Ⅳ区;26)

68.ニホンジカ　角(NTⅣ D7 No.2;53)

70.ニホンジカ?角?(NTⅣ M4 No.3;60)

72.ウシ?角?(NTⅢ Hl覆土;1)

74.ウシ右中手骨(NTⅣ M4 No.1;58)

76.獣類四肢骨(NTⅢ H6カマド袖;5)

78.獣類四肢骨(NTⅣ D7;54)

80.獣類四肢骨(NTⅢ H6カマド内火床;3)

82.獣類四肢骨(NTⅢ H6カマド;7)

84.獣類下顎骨? (NTⅣ H21炉1;30)

86.獣類四肢骨(NTⅣ D7;54)

57.イノシシ?左上腕骨(NTⅢ H12サブトレ;14)

59.ニホンジカ　中手骨/中足骨(10:NTⅢ H6カマド;10)

61.ニホンジカ腰椎(NTⅢ H12床面東;12)

63.ニホンジカ左横骨(NTⅢ H12東;11)

65.ニホンジカ左脛骨(NTⅢ H12サブトレ;17)

67.ニホンジカ　右下顎骨(NTⅣ M15;42)

69.ニホンジカ　中手骨/中足骨(NTⅣ M4 No.4;61)

71.ニホンジカ?角? (NTⅣ M4 No.4;61)

73.ウシ左下顎第1後臼歯(NTⅣ H31内集石(撹乱) ;35)

75.獣類四肢骨(NTⅢ H12;15)

77.獣類四肢骨(NTⅣ H34 No.2;37)

79.獣類肩甲骨?(:NTⅢ H12サブトレ;16)

81.獣類四肢骨(NTⅢ H6カマド袖;5)

83.獣類下顎骨? (NTⅣ H12炉内覆土;27)

85.獣類肋骨(NTⅣ D7;54)

87.獣類不明(NTⅣ H19掘方;29)
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西近津遺跡V出土の動物遺体

樋泉　岳二(早稲田大学) ・孔智賢(パレオ・ラボ)

1.はじめに

佐久市長土呂に所在する西近津遺跡Vからは、弥生時代一中世の集落址が確認された。ここでは、

弥生時代後期一古代の遺構から検出された菌および骨片資料の同定結果を報告する。

2.資料と分析方法

資料は、 4遺構から採集された5資料である。各遺構の覆土から取り上げられたものだが、採集方

法の詳細は不明である。遺構の情報は以下である。

弥生時代後期のH 4号住居址は小鍛冶遺構の可能性もあり、古墳後期と平安の遺構と重複している。

D3号土抗は、古墳時代以降の粘土採掘抗である。 D6号土抗は、出土遺物がなく時期は不明だが、

中世の可能性も想定されている。

クリーニングは、洗浄すると破損するおそれがあったため、付着された土を乾燥し、筆で取り除い

た。特に保存状態が悪い資料‰16は、表面の土を除去した後、水に薄く溶かした木工用ボンドを塗っ

て形態を保つようにした。接合可能な資料については、接合を行った。同定は国立歴史民俗博物館西

本豊弘氏所蔵の現生標本との比較によって行った。

3.結果および考察

同定結果を表1に示す。資料はすべて哺乳類の菌または骨である。全般的に溶解が進行しており、

保存状態は悪い。以下、遺構ごとに内容を述べる。

H 4号住居址(資料同14.弥生時代後期)

シカCervusn癌タOnの臼歯が確認された。エナメル質のみの破片である。

D 3号土坑(資料No15.古墳時代以降)

シカの落角の角座部分。今回の分析資料の中では、比較的保存がよい。角幹と第1尖は切断されて

おり、角器製作の残澤である。

D 6号土坑(資料肌16.年代不明一古代?)

ウマEquusjわusが1個体分まとまって検出されている。成獣で、性別は不明。中手骨・中足骨の計

測値から推定される体高は120-125cm程度で、古代に一般的にみられる比較的小型のウマである。骨

は全体的に溶解が進行しており、とくに脆弱な部位(頚椎・肋骨など)はほとんど消滅しているが、肩

甲骨・榛骨・中手骨・寛骨などは比較的保存がよい。腰椎と後肢の脛骨一足根骨が欠如しているのは撹

乱のためである。同定結果と出土状況の実測図を照合した結果、全身が交連状態(各骨が関節した状

態)で埋蔵されていたことが確認された。右を上に向けた側臥姿勢である。死後のウマを解体するこ

となく、そのまま埋納したものと考えられるが、その性格については遺構や伴出遺物の内容などを踏

まえて検討する必要がある。

M5号溝状遺構(資料同17・18.古代)

ウマの下顎臼歯2点と足根骨1点、ウマまたはウシと思われる椎骨破片1点、および種同定の困難

な哺乳類の小片3点が確認された。

4.おわりに

西近津遺跡Vからはウマ・シカを含む哺乳類遺体が出土した。弥生時代後期のH 4号住居址ではシ

カの菌が確認され、シカ猟が行われていた可能性が示された。また古墳時代以降ながら、角器製作の

残淳と考えられる鹿角が出土したことから、本遺跡において角器生産が行われていたことが示唆され

る。古代?のD6号土坑からはウマの全身骨が出土した。死後のウマを解体することなく、そのまま

埋納したものと考えられるが、その性格については遺構・遺物などと比較検討したうえで検討する必

要がある。
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表1.西近津遺跡V出土動物遺体の同定結果

資料No. N0.　　　遺構　　　　出土位置　　　　種類　　　　　　　　　　部位　　　　　　　　残存位置/残存状態　　左右　数　　　　　備考・計測

14　　1　　H4号住居址　　　　　　　　　　　シカ　　　　　　　　　　　臼歯　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

15　　　2　　　D3号土坑　　　　　　　　　　　シカ　　　　　　　　　　　角　　　　　　　　　　　　角座　　　　　　し　「　落角.角幹・第1尖を切断

16　　　3　　　D6号土坑　　　　1　　　　　ウマつ　　　　　　　　　　　不明　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

16　　　4　　　D6号土坑　　　　2　　　　　　ウマつ　　　　　　　　　　　不明　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

1 6　　　5　　　D6号土坑　　　　3　　　　　　ウマ　　　　　上顎臼歯(P3へM2のいずれか)　　　　　　　　　　　　　R　「

1 6　　6　　　D6号土坑　　　　4　　　　　　ウマ　　　　　上顎臼歯(P3- M2のいずれか)　　　　　　　　　　　　　R　「

1 6　　　7　　　D6号土坑　　　　5　　　　　　ウマ　　　　　上顎臼歯(P3へM2のいずれか)　　　　　　　　　　　　　　し　「

1 6　　　8　　　D6号土坑　　　　6　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　下顎M3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　「

1 6　　　9　　　D6号土坑　　　　7

16　　10　　　D6号土坑　　　　7

16　　1 1　　D6号土坑　　　　7

1 6　　1 2　　　D6号土坑　　　　7

16　　1 3　　　D6号土坑　　　　7

[P4.M「.M2.M3

十下顎枝]
し　　　て

し　　　て

」　「

上顎骨　　　　　　[P3・P4・M十M2.M3]　R I M2は著しく変形

下顎骨　　　　　　　[P3.P4.M「 ・M2.M3]　R l

16　　1 4　　　D6号土坑　　　　9

16　　15　　　D6号土坑　　　　9

関節部　　　　　　R　1

2
N0.16-14の肩甲骨に付着し

て出土

1 6　　16　　　D6号土坑　　　1 0　　　　　　ウマ　　　　　　　　　手板目/足根骨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

16　1 7　　　D6号土坑　　　1 0　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　上腕骨　　　　　　　　　　　完存　　　　　　R　「

1 6　　1 8　　　D6号土坑　　　1与　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　榛骨　　　　　　　　　　　　遠位端　　　　　」　「

16　19　　　D6号土坑　　　16　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　肩甲骨　　　　　　　　　　　関節部　　　　　し　「

1 6　　20　　　D6号土坑　　　　不明

1 6　　21　　D6号土坑　　　　不明

1 6　　22　　　D6号土坑　　　　不明

1 6　　23　　　D6号土坑　　　　不明

ウマ

ウマ

ウマ

ウマつ

上腕骨

胸椎

胸椎

不明

近位端　　　　　」　1

2

破片　　　　　　　　　1

破片　　　　　　一　多数

16　　24　　　D6号土坑　　　　8　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　中手骨　　　　　　　　　　　近位端　　　　　R I SD:31.8mm

1 6　　2与　　　D6号土坑　　　　8　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　基節骨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1 6　　26　　　D6号土坑　　　1 1　　　　　ウマ　　　　　　　　　　榛骨　　　　　　　　　　　近位端　　　　　R　「

16　　27　　　D6号土坑　　　1 1　　　　　ウマ　　　　　　　　　　上腕骨　　　　　　　　　　　遠位端　　　　　R　「

16　　28　　D6号土坑　　　12　　　　　ウマ　　　　　　　　　　榛骨　　　　　　　　　　遠位端　　　　　R　「　N0.16-26と同一個体

1 6　　29　　　D6号土坑　　　1 2　　　　　　ウマ　　　　　　　　　手根骨/足根骨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

16　　30　　D6号土坑　　　13　　　　　ウマ　　　　　　　　　中手骨　　　　　　　　　　遠位端　　　　　R　「 N0.16-24と接合

16　　31　　D6号土坑　　　1 3　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　基節骨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

16　　32　　D6号土坑　　14　　　　ウマ　　　　　　　　中手骨　　　　　　　　　完存　　　　　L I Bp:45.与mm,SD:30.8mm

16　　33　　D6号土坑　　　21　　　　ウマ　　　　　　　　中足骨　　　　　　　　　近位端　　　　L　「 Bp:42.7mm, SD:29.与mm

16　　34　　　D6号土坑　　　不明　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　頚椎　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

1 6　　3与　　　D6号土坑　　　17

1 6　　36　　　D6号土坑　　　17

1 6　　37　　　D6号土坑　　　1 7

1 6　　38　　　D6号土坑　　　1 7

1

坐骨破片　　　　　R　「

近位端　　　　　　し　「

破片　　　　　　　　多数

1 6　　39　　　D6号土坑　　　1 8

1 6　　40　　　D6号土坑　　　1 8

16　　41　　D6号土坑　　　18

恥骨破片　　　　　R　「　N0.16-36と接合

骨幹　　　　　　R　「

破片　　　　　　一　多数

1 6　　42　　　D6号土坑　　　　19

16　　43　　　D6号土坑　　　19

16　　44　　　D6号土坑　　　19

腸骨・坐骨破片　　　」　「

腸骨破片　　　　　R　「　No.16-36と接合

破片　　　　　　　　　2

1 6　　4与　　　D6号土坑　　　　20　　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　腰椎　　　　　　　　　　　　椎体　　　　　　　　1

1 6　　46　　　D6号土坑　　　　不明　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　椎骨　　　　　　　　　　　　椎体　　　　　　　　1

16　　47　　　D6号土坑　　　　不明　　　　　ウマつ　　　　　　　　　　　不明　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

1 6　　　48　　　D6号土坑　　　　　22

1 6　　49　　　D6号土坑　　　　22

1 6　　与0　　　D6号土坑　　　　22

1 6　　与1　　D6号土坑　　　　22

ウマ

ウマ

ウマ

ウマ

胸椎

胸椎

胸椎

椎骨

2

椎体破片　　　　　　　　2

頼突起破片　　　　　　　　2

破片　　　　　　　　　2

16　　52　　　D6号土坑　　　　不明　　　　　ウマ?　　　　　　　　　　不明　　　　　　　　　　　　破片　　　　　　一　多数

1 7　　53　　M与号溝状遺構

1 7　　54　　M5号溝状遺構

1 7　　うら　　M5号溝状遺構

ウマ　　　　　下顎臼歯(P3へM2のいずれか)

ウマ　　　　　　　　　　　下顎M3

ウマ　　　　　　　　　　　足根骨

1 7　　56　　M5号溝状遺構　　　　　　　　ウシまたはウマ　　　　　　　　　椎骨

1 7　　57　　M与号溝状遺構　　　　　　　　哺乳類・同定不可　　　　　　　　　不明

し　　　て

R　　「

「

椎体　　　　　　　　　1

破片　　　　　　　　　3　1点は歯の破片

1 8　　58　　M5号溝状遺構　　N0.1　　　　　ウマ　　　　　　　　　　　下顎M3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L l
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図版「

西近津遺跡Ⅲ (平成18年度調査) 西近津遺跡Ⅲ (平成18年度調査)



西近津遺跡Ⅳ (平成19年度調査)

西近津遺跡Ⅳ (平成20度調査)



図版3

西近津遺跡Ⅲ

一- ∵工事略
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図版4

…‾ ‾‾m「董予こ甲

点　　　　　　　・ 、三笠

H2号住居址遺物出

土状況(南方より)

1 H2号住居址カマド

付近遺物出土状態

2 H2号住居址

カマド

3 H2号住居址

カマド

4 H2号住居址

カマド掘方

5 H2号住居址

カマド掘方

6 H2号住居址

遺物出土状態

7 H2号住居址

掘方



図版5
H3号住居址全景

H3号住居址掘方



図版6
H4号住居址全景

H4号住居址

H4号住居地掘方



図版7
H4号住居址掘方

H5号住居址全景

H5号住居址掘方



H6号住居址掘方

H6号住居址遺物

出土状態

H6号住居址

カマド掘方

H6号住居址

カマド

H7号住居址

南側部分全景



図版9
H7号住居址

南側部分掘方

H7号住居址

北側部分全景
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図版11
H9号住居址

北側部分

H9号住居址掘方

H9号住居址

南側部分

Fl号掘立柱建物址

P3



図版12

Hll号住居址

掘方

D13号土坑

出土獣骨

H12号住居址

カマド

D13号土坑

出土獣骨



図版13
H13号住居址

全景



図版「4
H14号住居址

掘方

H14号住居址

遺物出土状態

H14号住居址

カマド掘方

H14号住居址

カマド

H16号住居址

掘方



図版15
H17号住居地

全景



図版「6

凝着へ三選三二二逮選出

H18号住居址

掘方

H18号住居址

全景

H18号住居址

カマド掘方

H19号住居址

掘方

H19号住居址

全景



H20号住居地

全景

H20号住居址

掘方
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図版「8
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図版19
H24号住居地

掘方

H24号住居址

カマド

H24号住居址

カマド掘方

H25号住居址

全景

H25号住居址

P3
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古墳時代後期、奈良時代、平安時代 侘9Zﾘ鳬�8ﾎ8ｯｨ��=驂x鳬�8��[ﾘ��鳬�2�古墳時代中期・後期、奈良時代、平安時代 

主な遺構 �$xﾈｨ�ｸ�ﾃ#x��7儘#�8��ﾖ��8�(ﾕﾃ(���竪穴住居址52、竪穴状遺構1、掘立柱建 �$xﾈｨ�ｸ�ﾃ����7儘#����ﾖ��8�(ﾕﾃx���
ピット113 兒岡ﾃX��7儘#Ch��ﾖ��8�(ﾕﾃ�X��7(6(6s�ビ�古墳址1、ピット88 

主な遺物 冢ﾙ�i7舒ﾒ夷8ｯ｢���7倡Hｮﾒ偉8�Y=��Y[ﾒ�����ｸﾆ(ｮﾒ�=��Y[ﾒ����隶ﾘ�����ｹV���7��ｹV����59�ｹV����(ﾙﾈ��%�ｸ顗���縄文土器(中期・後期)、弥生土器(後期)、 �>ｩ[i7舒ﾒ����隸ｨ�Xﾎ8ｯ｢���nﾙ�i7舒ﾒ夷2�土師器(古・奈・平)、須恵器(奈・平)、石器、 弍｢���7倡Hｮﾒ偉8�Y=��Y[ﾒ����ｸﾆ(ｮﾒ�=��Y[ﾒ����

石製品、土製品、鉄製品、人骨、獣骨、 ��隶ﾘ�����ｹV���7��ｹV���59�ｹV����(ﾙﾈ���
炭化種実 �%�ｸ顗���

特話事項 �4X7ﾘ,ﾉhI�)7儘(*ｨﾉ��+8.ｨ+ﾘ�"�縄文時代後期の土坑群、弥生時代後期 の大溝、平安時代の大型掘立柱建物址、 16世紀の五輪塔が壁面に積まれた土坑 が検出された。 侘9Zﾘ鳬�9��ｨ,ﾈﾌ9Zﾘ�ﾖ�*ｨﾉ��+8.ｨ+ﾘ�"�

要　　　約 ��ﾈｽ�,8�)�Xﾅ�,ﾉ8ﾈ��/�>ﾉfｸ,偬9&h+x.��Y(iYH��&h齷:竟I,ｩц�h,ﾉ+(ﾛ�,Xﾉ��+8.ｨ+ﾙnﾙ�h鳬�8ﾎ8ｯｨ�Xﾌ9Zﾘ鳬�8ﾎ8ｯｨ�Y=驂x�R�
平安時代の大規模な集落が、今回の3次にわたる調査地点まで東西におよんでいることが確認された 
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